




うるし し た

漆 下 遺 跡

―森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅩⅢ―

第 分冊 本 文 篇

・

秋 田 県 教 育 委 員 会



遺跡遠景（南西から） ※平成14年度撮影

遺跡遠景（西から） ※平成18年度撮影
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遺跡遠景（東から） ※平成14年度撮影

遺跡遠景（北から） ※平成14年度撮影



遺跡全景  ※平成14年度撮影
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東側低位面 配石土坑･配石遺構群全景（南から） ※平成14年度撮影



SQ218～221配石遺構確認状況（北東から）

SQ225配石遺構確認状況（北東から）
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SKQ283配石土坑確認状況（南西から）

SKQ283配石土坑断面（北西から）



SM800階段状遺構検出状況（北東から）

SM800階段状遺構検出状況（北から）
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SM800階段状遺構検出状況（北東から）

SM800階段状遺構検出状況（南東から）
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ST01捨て場114層出土土器群 ※333−9：102層　333−11：106･108層

ST01捨て場73～113層出土土器群



ST01捨て場49～61層出土土器群
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ST101捨て場47～155層出土土器群
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ST01捨て場21～40層出土土器群

ST01捨て場6～19層出土土器群



石器群

ST01捨て場出土小型石鏃
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土製品群

石製品群



ST101捨て場出土動物形石製品（462－14）

捨て場･遺構外出土石皿･磨石･敲石･凹石群

巻
頭
図
版
13

ST202捨て場出土猿顔土器（466－12）
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漆関連遺物群

漆液容器群 ※398−16･422−12は漆･アスファルト混入、②･③はアスファルト



アスファルト容器群 ※379−16･512−11は漆･アスファルト混入

漆･アスファルト混入容器群
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ST101捨て場出土編組製品拡大（423－1）

ST101捨て場出土編組製品（423－1）

ST101捨て場出土糸玉（423－3）

ST101捨て場出土糸玉（552－№4－3）

ST101捨て場出土糸玉（423－2）



序

本県には、これまでに発見された約4,900か所の遺跡をはじめとして、先

人の遺産である埋蔵文化財が豊富に残されています。これらの埋蔵文化財

は、地域の歴史や伝統を理解し、未来を展望した彩り豊かな文化を創造し

ていくうえで、欠くことのできないものであります。

一方、これまで大きな洪水や渇水の被害に見舞われてきた米代川や阿仁

川の流域では、そうした自然災害の脅威や不安を解消するためのダム建設

が長く望まれ、洪水被害の軽減、灌漑用水･水道用水の供給、水辺環境の

保全などを目的とする森吉山ダムの建設事業が行われております。本教育

委員会では、これらの地域開発との調和を図りながら、埋蔵文化財を保存

し、活用することに鋭意取り組んでおります。

本報告書は、森吉山ダム建設事業に先立って、平成13・14・18年度に北

秋田市（旧森吉町）において実施した漆下遺跡の発掘調査成果をまとめたも

のであります。調査の結果、縄文時代の竪穴住居跡や掘立柱建物跡、土坑、

配石遺構など多数の遺構に加え、捨て場からは数多くの土器や石器が見つ

かり、当時の人々の生活の一端が明らかになりました。

本書がふるさとの歴史資料として広く活用され、埋蔵文化財保護の一助

になることを心から願うものであります。

最後になりましたが、発掘調査及び本報告書の刊行にあたり、御協力い

ただきました国土交通省東北地方整備局森吉山ダム工事事務所、北秋田市、

北秋田市教育委員会など関係各位に対し、厚くお礼申し上げます。

平成23年１月

秋田県教育委員会

教育長 根　岸　　均



例　　言

１　本書は、平成13（2001）･14（2002）･18（2006）年度に調査した北秋田市漆下遺跡の発掘調査成果を収

めたもので、秋田県教育委員会で刊行した森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書の

23冊目にあたる。

２　遺跡の調査成果は平成13･14･18年度に秋田県埋蔵文化財センターで刊行した『秋田県埋蔵文化財

センター年報』､『漆下遺跡発掘調査資料』、平成19年に刊行した『小又川の一万年』などで概要を公

表したが、整理作業の進捗に伴う検討の結果、所見を変更した部分がある。本書と相違のある場合、

本書をもって訂正したものとする。

３　本遺跡の土器付着炭化物は小林謙一氏のグループにより放射性炭素年代測定が行われている。分

析結果は秋田県埋蔵文化財センターで平成17年に刊行した『研究紀要19号』で公表され、関連書籍で

引用されているが、土器型式などの所見は本書を正式なものとする。分析番号と本書の掲載番号の

対応は次の通りである。AKT118→未掲載、AKT121→342-9、AKT124→271-3、AKT128→412-6

４　本書に使用した地図の原図は、第１図は国土地理院発行1/50,000地形図｢米内沢｣･｢大葛｣を複製

して作成した。第２図は森吉山ダム工事事務所提供の1/1,000平面図をもとに作成した。付図２は、

株式会社ラングの独自技術（遺構PEAKIT）によるもので、同社から提供を受けた。なお、遺構

PEAKITとは地形面の起伏情報や高さ情報を視覚的にわかりやすく表現した画像のことである。

５　土層断面図の土色の表記は農林水産省農林水産技術会議事務局監修、財団法人日本色彩研究所色

票監修『新版標準土色帖』に準拠した。

６　発掘調査、自然科学分析、整理作業は一部を委託した。委託機関･内容は第４表に掲載した。

７　執筆分担は下記の通りである。編集は菅野美香子が行った。

第１～３章、第４章第１･２節･第５節１･３～７、第６章：菅野美香子

第４章第３～４節（石器記述部分を除く）：河田弘幸、菅野美香子

第４章第３節５：菅野美香子、榮一郎

第４章第３～４節（石器記述部分）、第４章第５節２：利部修

第５章：各節冒頭に記載

８　調査に関する記録と出土遺物は秋田県埋蔵文化財センターが保管している。

９　平成17年度から平成20年度まで「森吉山ダム建設工事に係る埋蔵文化財発掘調査検討会議」を開催

し、下記の検討会議委員の方々から御指導･御助言を賜った。記して感謝申し上げます。

岡田康博（平成20年度） 岡村道雄　高橋保雄（平成17～19年度） 辻誠一郎　藤沼邦彦　山本暉久

10 漆関連遺物の分析については奈良文化財研究所の高妻洋成氏に玉稿を賜った（第５章第10節）。

11 本報告書の作成にあたり、県内の教育委員会･諸機関のほか、以下の方々から御指導･御助言を賜

った。記して感謝申し上げます。（五十音順･敬称略）

安齋正人　石井寛　石坂茂　稲野祐介　岩井浩介　榎本剛治　江原英　小笠原豊　垣内光次郎 葛西勵　

木村正彦　小林謙一　小林達雄　佐々木藤雄　柴田信一　庄内昭男　菅原靖　鈴木克彦　玉田芳英　

千葉史　冨樫泰時　中嶋友文　中村絵美　成田滋彦　長谷部一弘　秦光次郎　藤巻幸男　藤原秀樹　

細田昌史　三浦孝一　三ツ井朋子　宮尾亮　八木勝枝　安中玲美　柳瀬由佳　山本肇　横山真
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第２章　遺跡の環境



凡　　例

１　本書に掲載した平面図の方位は日本測地系平面直角座標第X系座標北である｡巻末の報告書抄録

の経緯度は世界測地系に準拠する｡

２　頁番号は各分冊ごとに１から付し、総頁番号を（ ）を付けて併記した。

３　遺構の内容は、第４章第３～４節の本文に記載したが、出土遺物の詳細点数、重複関係は第５表

に記載した。また、出土石器の詳細は本文中に記載したが、出土土器の詳細は第14表に記載して

いる。

４　遺構の略記号は以下の通りである｡

SI ：竪穴住居跡 SQN：石囲炉･立石炉 SA ：柱列跡

SB ：掘立柱建物跡 SR ：土器埋設遺構 SKI ：竪穴状遺構

SK ：土坑 SRN：土器埋設炉･土器片囲炉 SX ：性格不明遺構

SKF：フラスコ状土坑 SN ：焼土遺構､炉跡 SKP：柱穴様ピット

SKQ：配石土坑 SD ：溝跡 RP ：土器

SKT：陥し穴 SＭ ：道跡･石積階段状遺構 RQ ：石器

SQ ：配石遺構･集石遺構 ST ：捨て場 S ：礫

※SKFフラスコ状土坑は、上端より壁もしくは下端が広い部分があるものとした。

５　遺構図及び遺物図の縮尺は以下の通りである｡各図にスケールを付した｡

SI：１/20､１/40､１/50 S I炉･SRN･SN：１/20､１/40 SB：１/100 SR：１/20 SＭ･SX：１/80

SK･SKF･SKQ･SQ･SQN･SKT･SKI：１/40 SD：１/40､１/80､１/160 SA：１/80､１/100 ST：１/60

土器実測図：１/３（遺構内）､１/４（捨て場･遺構外） 土製品実測図：１/３､１/４

石器実測図：剥片石器１/２､１/３　礫石器１/３､１/４　石皿１/４､１/６　　 石製品実測図：１/２､１/３､１/４　

６　土層は基本層序にローマ数字（Ⅰ､Ⅱ・・・）、遺構堆積土にはアラビア数字（1､２・・・）を用

いた｡基本層位は数か所で観察しており､それぞれにA～Ｇの識別番号を付した｡「AⅠ層」は「基

本層序AにおけるⅠ層」を表す｡

７　土器実測図は、基本的に土器断面図の左側に外面図（拓影）、右側に内面図（拓影）を配した｡

８　遺物番号は挿図ごとに１から付した。実測図を掲載せず写真のみを掲載した遺物は、図版ごとに

①から番号を付した。なお写真のみを掲載した遺物についても、各遺物一覧表に基礎情報を記載して

いる。

９　遺物番号は、第１図１を１－１、図版１の①を図版１－①のように略述した。遺物写真図版や遺

構内遺物出土状況図などの遺物番号は挿図中の遺物番号と一致する。

10 表の凡例は、各表の冒頭に記載した。

11 遺構平面図の礫に付した番号は第56表に対応する。

12 遺物写真図版の縮尺は不同である｡

13 頁数の制約上、第69表 柱穴様ピット一覧、第70～75表 有文土器片観察表、第76～81表 捨て場･

遺構外出土石器観察表、第82表 出土陶磁器一覧、及び縄文土器個別写真図版はデータのみを添

付ＣDに納めた。なお、第５･14･15･19･21～27表もデータをＣDに納めた。

－iii－

第１節　遺跡の一と立地



14 挿図中に用いたスクリーントーン･記号の凡例は以下の通りである。
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第２章　遺跡の環境

＜遺構関連＞

＜遺物関連＞

被熱 炭化物 粘土 礫（断面図）

埋土中礫（SKQ）立石（SKQ） 柱痕跡

土器：赤色塗彩･赤色顔料付着
石器：磨痕･赤色付着物

漆付着 黒漆塗り アスファルト
黒色付着物

土器 石器 炭化物

自然面（石器）







































－１（１）－

第１章　はじめに

第１節　調査に至る経過

秋田県北部を東から西へ貫流する米代川の流域では、過去、幾多の洪水による被害を受けてきた
(註１)
。

昭和47（1972）年７月、梅雨前線の停滞による集中豪雨の被害は既往最大規模のもので、二ツ井町や能

代市では堤防が決壊し、甚大な被害が発生した
(註２)
。この大洪水を契機に｢米代川工事実施基本計画｣が改

訂され、洪水調節を目的とする米代川上流ダム群の一つとして、阿仁川支流の小又川に阿仁川ダムが

建設されることとなった。のちに森吉山ダムと改称されるこのダムは、水量調節のほか、灌漑用水･

水道用水の供給、水力発電などを目的とする多目的ダムである
(註３)
。

森吉山ダム建設に伴い、事業本体である建設省東北地方建設局（現国土交通省東北地方整備局）森吉

山ダム工事事務所は、文化財保護法に基づき、秋田県教育委員会に対し貯水池流域面積248.0㎞2の遺

跡分布調査を依頼した。これを受けて秋田県教育委員会は、平成４（1992）･５（1993）年の２か年にわた

って遺跡分布調査を実施し、桐内遺跡などの６遺跡が、開発区域に関わることを確認した
(註４)
。この結果

に基づき、森吉山ダム工事事務所と秋田県教育委員会は、平成３（1991）年発行の『秋田県遺跡地図

（県北版）』に記された｢周知の遺跡｣、及び遺跡分布調査で発見された｢新発見の遺跡｣の双方について

の確認調査を、引き続き実施していくことを申し合わせた。この協議をうけて秋田県教育委員会では

平成６年度から平成10年度にかけて遺跡分布調査及び確認調査を行い、60遺跡の存在を確認した
(註５)
。

森吉山ダム建設事業に係る発掘調査については、確認調査を行った遺跡の中から、記録保存の必要

なものについて、工事過程と調整して発掘調査を実施する合意が森吉山ダム工事事務所と秋田県教育

委員会の間でなされている。これに則り、森吉町教育委員会では平成７（1995）年から、秋田県教育委

員会では平成９（1997）年から遺跡発掘調査を開始した。遺跡発掘調査は平成19（2007）年までの11年間

にわたって行い、現状保存される９遺跡を除く51遺跡の発掘調査を終了した。なお、平成21年度まで

に本遺跡を除くすべての遺跡の発掘調査報告書が、秋田県教育委員会と北秋田市（旧森吉町）教育委員

会により刊行されている。

漆下遺跡は、平成13（2001）年に遺跡西側の一部、平成14（2002）年に東側低位面を除く遺跡全面、平

成18（2006）年に東側低位面の発掘調査を実施し、記録保存を図った。

遺　　跡　　名

所　　在　　地

調　査　期　間

漆下遺跡（遺跡略号２US）

秋田県北秋田市（旧北秋田郡森吉町）森吉字漆下４外

平成13（2001）年７月23日～10月19日

平成14（2002）年５月14日～11月８日

平成18（2006）年５月15日～11月２日

第２節　調査要項　※職名などは当時のものである。



第１章　はじめに

－２（２）－

調　査　目　的

調　査　面　積

調 査 主 体 者

調 査 担 当 者

総 務 担 当 者

調査協力機関

〔平成13年度〕

〔平成14年度〕

〔平成18年度〕

〔平成13･14年度〕

〔平成18年度〕

森吉山ダム建設事業に係る発掘調査

17,860㎡ 平成13年度 2,560㎡ グリッドMRライン以西

平成14年度 13,300㎡ グリッドLC～MRライン間

平成18年度 2,000㎡ グリッドLCライン以東

秋田県教育委員会

加藤 竜（秋田県埋蔵文化財センター※以下省略　文化財主事）

小林稔幸（学芸主事） 高橋俊幸･藤田大誠（非常勤職員）

児玉 準（副主幹）

河田弘幸･小林稔幸･榮 一郎･菅原一彦･三浦俊成（学芸主事）

宇田川浩一（文化財主事）

黒澤良允･佐々木彩子･鈴木博文･高橋俊幸･成田雄毅･福山大智･藤田大誠･

松尾睦子･松岡忠恭･松橋 淳･毛利美樹･山田 宗（非常勤職員）

菅野美香子（文化財主事） 山田徳道･簗瀬圭二（学芸主事）

嶋田敏輝（主査）

袴田幸樹（主任）

国土交通省東北地方整備局森吉山ダム工事事務所

北秋田市（旧森吉町） 北秋田市教育委員会（旧森吉町教育委員会）

岡村道雄（奈良文化財研究所企画調整部長）

高橋保雄（新潟県埋蔵文化財調査事業団専門調査員　平成19年度退任）

辻　誠一郎（東京大学大学院教授）

藤沼邦彦（弘前大学教授）

山本暉久（昭和女子大学教授）

岡田康博（三内丸山遺跡保存活用推進室長　平成20年度新任）

森吉山ダム建設工事に係る埋蔵文化財発掘調査検討会議委員（平成18～20年度）

註１　無明舎出版編　『秋田県昭和史』 無明舎出版　1989（平成元）年
註２　無明舎出版編　『秋田県近代総合年表』 無明舎出版　1988（昭和63）年
註３　川村公一　『子孫に残す歴史の記録　森吉路　過去から未来へ』 モリトピア選書２　

建設省東北地方建設局森吉山ダム工事事務所　1993（平成５）年
註４　秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第251集　1994（平成６）年
註５　秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第259集　1995（平成７）年

秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第267集　1996（平成８）年
秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第270集　1997（平成９）年
秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第281集　1998（平成10）年
秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第291集　1999（平成11）年
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第２章　遺跡の環境

第１節　遺跡の位置と立地

漆下遺跡（北緯40 0゚2′20″、東経140 2゚8′18″）は秋田県北秋田市（旧森吉町）に所在し、森吉山の北麓を

西に流れる小又川左岸の河岸段丘上に位置する。北秋田市役所より南東方向へ約25㎞、秋田内陸縦貫

鉄道阿仁前田駅から東南東約６㎞距離にある。遺跡南側の高位河岸段丘上には二重鳥遺跡群が所在す

る。遺跡周辺は森吉山ダム完成時には湛水区域となる。

遺跡の所在する北秋田市は平成17年３月に森吉町、鷹巣町、合川町、阿仁町の４町の合併により誕

生した。秋田県の内陸北部に位置し、東は鹿角市、北は大館市、西は北秋田郡上小阿仁村･能代市･山

本郡藤里町、南は秋田市、南東は仙北市と接する。市域は、市北部を西流する米代川と、市内を南北

に貫流し米代川に合流する阿仁川の流域からなる。市南端には標高1,454ｍのアスピーテ･トロイデ複

式火山である森吉山があり、その東側一帯は森吉山県立自然公園となっている。

本遺跡の脇を流れる小又川は、北秋田市･仙北市･鹿角市の境界をなす三ツ又森（標高1,119ｍ）･柴倉

岳（標高1,178ｍ）を源流とする。六郎沢･粒様沢･ノロ川などの支流を合わせ、森吉山北麓を蛇行しなが

ら西流し、阿仁前田地内で阿仁川と合流する。上流には治水と発電を目的とした森吉ダムが昭和28年

に建設されている。

小又川沿いには集落や耕作地が分布する段丘面が認められ、本遺跡が位置する中流域では最大６段

の段丘面が確認される。段丘面は、広いところで南北約500ｍ、狭いところでは約20ｍである。南北

両側より山が迫ってきており、概ね小又川右岸側にあたる北側山地の山腹斜面の方が勾配が急である。

山麓の段丘面縁辺部は、集村形態をとる集落の居住地として利用され、段丘面の多くは畑地や水田と

して利用されていた。昭和40年代以降、畑地から水田への転換が急速に進み、大規模なほ場整備事業

が行われたことによって、形は改変されている。現在は、森吉山ダム建設のために、桐内集落より上

流に点在していた集落は、すべて移転を完了している。

この地域の地質は、東北地方日本海側グリーンタフ地域に属する。小又川の北側に位置する小繋森

や竜ヶ森の山腹などで先第三紀の古期堆積岩が見られるが、他は新第三紀中新世の火山岩類が基盤岩

となる。小又川の南側では、第四紀の柴倉火山噴出物や森吉火山噴出物が被覆する地域も見られる。

また、小又川流域の低地には完新世の沖積層が堆積する。

本遺跡は独立した微高地上に立地する。微高地は、西側の高い平坦面（以下高位面とする）と、東側

は低い平坦面（以下低位面とする）、及び東西の平坦面を結ぶ尾根状地形からなる。高位面は南北約80ｍ、

東西約60ｍ、標高は140～142ｍである。低位面は高位面より狭く、南北約50ｍ、東西約40ｍ、標高は

140ｍ前後である。遺跡の長軸直線距離は約255ｍである。低位面北側は小又川に接し、比高は約26ｍ

である。高位面の北側には、低位段丘面が位置する。低位段丘面は標高約133ｍであることから、川

向かいの向様田遺跡群が位置する段丘面と同時期の形成と考えられる。遺跡の基盤は砂礫～シルト層

であり、低位面斜面では基盤層の下に位置する段丘礫層が露出する。

（註１）
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森吉山ダム建設事業においては、ダム建設用地及び貯水池用地を中心とした、小又川中流域のおよ

そ1,200,000㎡が直接事業に関わる地域であった。当該地域は、平成３年刊行の『秋田県遺跡地図（県

北版）』においては鷲ノ瀬遺跡など２か所、小又川流域全体でも10数か所程度の埋蔵文化財包蔵地（遺

跡）が掲載されていたにすぎなかった
(註２)
。平成４年以降、秋田県教育委員会が実施した森吉山ダム建設

事業に係る分布調査及び確認調査により、現在当該地域内には計60遺跡が確認されている
(註３)
。以下では、

発掘調査が行われた森吉山ダム建設事業地内の遺跡をとりあげ、住居跡の分布状況を中心に本遺跡周

辺の歴史的変遷を概観する。なお文中（ ）内の数字は、第１図及び第１表と対応する。

旧石器時代の遺跡は、小又川中流域左岸の標高150～154ｍの緩斜面上に立地する二重鳥A遺跡（26）

がある。２か所の石器集中出土地点が確認され、後期旧石器時代のナイフ形石器･掻器･石刃･剥片な

ど約450点が出土している。また、二重鳥B遺跡（27）やネネム沢A遺跡（45）でも若干量であるが、旧石

器時代の遺物が出土している。現時点では遺跡例が僅少であるため、当該期の様相については不明瞭

な部分が多い。

縄文時代においては、草創期の遺跡は確認されておらず、人間の活動の痕跡が確認できるのは早期

以降である。早期～前期初頭の遺跡には、桐内A遺跡（５）、桐内C遺跡（７）、漆下遺跡（25）、姫ヶ岱C

遺跡（12）、日廻岱B遺跡（15）、向様田B遺跡（36）、地蔵岱遺跡（53）、森吉B遺跡（52）などがある。地蔵

岱遺跡で竪穴住居跡が１軒、森吉B遺跡で土坑が１基確認されているほかは、遺物が断片的に出土し

ているのみである。そのため、当該期の遺跡立地などの詳細については判然としない。本遺跡におい

ても、早期の尖底土器が一定量出土しているものの、遺構は検出していない。向様田B遺跡、地蔵岱

遺跡は小又川の最低位段丘面上に立地しており、遅くとも早期～前期初頭までには最低位段丘面は離

水し、居住も含めた活動対象範囲となったと考えられる。現状の調査結果からは当概期には大規模な

集落は成立せず、小規模集団が断続的に活動したものと想定できる。

前期中葉～後葉になると複数の遺跡で竪穴住居跡が確認される。前期中葉では深渡遺跡（58）と地蔵

岱遺跡（53）で各６軒、漆下遺跡（25）でロングハウス状の大形住居跡が２軒、後葉には二重鳥C遺跡（28）

で３軒、日廻岱B遺跡（15）で２軒、森吉家ノ前A遺跡（48）で１軒が確認されている。また、二重鳥B遺

跡（27）で後葉のロングハウス状の大形竪穴住居跡が４軒検出されている。この頃からこの地域におい

て一定規模の集落が出現し、徐々に定住及び集住化が進んでいったと考えられる。

中期になると遺跡数が徐々に増加し、それに伴い竪穴住居跡の検出例も増加する。前葉では、桐内

沢遺跡（９）で１軒、二重鳥C遺跡（28）で２軒、二重鳥B遺跡（27）で５軒の竪穴住居跡が検出されている。

前期中葉～後葉と同じく小規模な集落が点在していたと考えられる。中葉になると、桐内A遺跡（５）、

桐内C遺跡（７）、漆下遺跡（25）、二重鳥E遺跡（30）、深渡遺跡（58）で各１軒、二重鳥B遺跡（27）で２軒、

二重鳥G遺跡（32）で３軒、二重鳥C遺跡（28）で12軒が検出されており、前葉に比べ住居数の増加が看取

できる。後葉には、上ハ岱B遺跡（24）、二重鳥E遺跡、向様田A遺跡（35）、向様田D遺跡（38）、砕渕遺

跡（57）、深渡A遺跡（59）、橋場岱C遺跡（18）、橋場岱F遺跡（21）でそれぞれ１軒、桐内D遺跡（８）、二

重鳥D遺跡（29）、深渡遺跡（58）で各２軒、姫ヶ岱D遺跡（13）、水上ミ遺跡（34）で各３軒、上ハ岱A遺跡

（23）、漆下遺跡（25）で各４軒、二重鳥C遺跡（28）で７軒、二重鳥A遺跡（26）で８軒、森吉家ノ前A遺跡

第２節　遺跡の歴史的環境
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（48）で11軒、二重鳥B遺跡（27）で13軒の竪穴住居跡が検出されており、中葉よりもさらに住居数が増

加し、遺跡数は19遺跡を数える。１遺跡における検出数は１～５軒が主流であるが、10軒前後の住居

がまとまって検出された遺跡もある。この時期の住居は複式炉を伴う。一般に段丘の縁辺に立地し、

炉は縁辺側に設けられる傾向がある。なお、深渡遺跡と深渡A遺跡では、壁際に礫が巡る住居が各１

軒存在する。住居廃絶時に複式炉を組み替え、さらに壁際に礫を巡らして竪穴を埋め戻している。埋

め戻し時には壁際の礫の上半は地表面に露出しており、環状もしくは弧状の配石遺構と評価すること

ができる。住居に伴う炉と関わる屋内祭祀が住居外の配石遺構と関わる屋外祭祀へと変質する過渡期

の様相を示している可能性があろう。

後期初頭には、姫ケ岱D遺跡（13）、深渡遺跡（58）で各１軒、漆下遺跡（25）で13軒が検出されている。

これらの遺跡の竪穴住居跡分布状況は基本的に前時期と共通するものと考えられる。これに対し、日

廻岱B遺跡（15）では、長軸約60ｍの空閑地の周囲に50軒前後の住居が環状もしくは「い」の字形に立

地する。中央の空閑地には土坑などの規則的かつ集中的な分布は認められないが、中央広場の周囲に

住居が集中的･累積的に巡る環状集落の一形態と評価できる。

後期前葉～中葉には、竪穴住居跡の検出例は激減する。前葉に二重鳥C遺跡（28）、森吉家ノ前A遺

跡（48）、深渡遺跡（58）で１軒、中葉には森吉家ノ前A遺跡で２軒が検出されているのみである。

後葉には再び竪穴住居跡の検出数が増え、二重鳥B遺跡（27）、姫ヶ岱D遺跡（13）、向様田D遺跡（38）

で各１軒、橋場岱A遺跡（16）で２軒、桐内A遺跡（５）、二重鳥A遺跡（26）、漆下遺跡（25）で各５軒、二

重鳥E遺跡（30）、二重鳥H遺跡（33）で各６軒、二重鳥D遺跡（29）で12軒が検出されている。これに対し

漆下遺跡では、後期前葉～中葉前後の多数の配石遺構のほか、100棟以上の掘立柱建物跡が分布する

とともに、大量の遺物が出土している。竪穴住居跡の分布状況からは、後期前葉～後葉には小規模な

集落が点在し、初頭における日廻岱B遺跡（15）のような大規模な環状集落は継続しない。その一方で、

漆下遺跡では、竪穴住居数は限られるものの、大量の遺物が出土しており、多数の掘立柱建物跡が居

住施設であった可能性も想定し得る。ただし、併存する竪穴住居との関係など検討すべき問題も多く、

該期の集落の様相に実態は必ずしも明確ではない。二重鳥B遺跡では後期後葉の土製耳飾りが200点

近くも出土しており、該期の装飾品の製作と流通を考える上で注目される。

後期末～晩期になると、竪穴住居跡の検出例は減少する。後期末～晩期前葉では、日廻岱B遺跡（15）、

橋場岱F遺跡（21）、深渡遺跡（58）で各１軒、姫ケ岱D遺跡（13）、向様田F遺跡（40）で各２軒、二重鳥E

遺跡（30）で３軒確認されている。晩期後葉では二重鳥A遺跡（26）で３軒、水上ミ遺跡（34）で３軒、上

ハ岱B遺跡（24）、二重鳥E遺跡で１軒検出されているのみである。一方、向様田A遺跡（35）や向様田D

遺跡（38）などから成る向様田遺跡群では晩期前葉～中葉にかけての大規模な配石遺構や盛土あるいは

捨て場が形成され、多様かつ活発な祭祀活動などが行われたものと推定される。

弥生時代では住居は未確認であり、集落の実態は不明である。二重鳥F遺跡（31）でフラスコ状土坑

４基、土坑１基、漆下遺跡（25）、二重鳥A遺跡（26）、桐内A遺跡（５）、日廻岱B遺跡（15）、橋場岱B遺

跡（17）で遺物が検出されているのみである。これらの遺跡は縄文時代の遺跡と重複しており、その立

地は縄文時代と顕著な違いを認めることはできない。水稲耕作の有無をはじめ、当該時代の生業活動

などの詳細は不明瞭である。

古墳時代もしくはそれに併行する時代に属する遺跡は、小又川流域では確認できず、以前に存在し

－５（５）－
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た集落などは断絶したものと考えられる。小又川流域に再び集落が形成されるのは、古代以降である。

古代では、向様田E遺跡（39）で竪穴住居跡３軒が検出されており、小規模な防御性集落が形成されて

いた可能性が報告されている。そのほか天津場A遺跡（42）、ネネム沢A遺跡（45）、惣瀬遺跡（41）、橋

場岱B遺跡（17）でも古代の遺構･遺物が確認されている。古代後半には、地蔵岱遺跡（53）に大規模な集

落が出現する。多数の竪穴住居跡や製鉄関連遺構が分布するほか、総延長200ｍ以上に及ぶ環壕を巡

らすなど、小又川流域における拠点的な中心集落であったと捉えることができる。

地蔵岱遺跡（53）の対岸に位置する森吉家ノ前A遺跡（48）でも多くの掘立柱建物跡が確認され、大規

模な集落が営まれている。ここでも集落を区画すると考えられる大溝跡が検出されている。また橋場

岱B遺跡（17）では十和田a火山灰降下直後の谷筋にスギの板材･丸太材などを集積した遺構が検出され

た。古代の遺跡では、地蔵岱遺跡で多くの住居跡に加え、製鉄関連遺構や炭窯が確認されており、当

該期における集落の様相を窺い知ることができる。また、向様田E遺跡では、標高156ｍほどの丘陵

地で古代の竪穴住居跡３軒が検出されており、小規模な防御性集落が形成されていた可能性が報告さ

れている。向様田E遺跡（39）、惣瀬遺跡（41）、天津場A遺跡（42）、ネネム沢A遺跡（45）、森吉家ノ前A

遺跡（48）でも古代の遺構･遺物が少量ではあるが確認されている。

中世では、地蔵岱遺跡（53）、森吉家ノ前A遺跡（48）、森吉家ノ前B遺跡（49）、森吉家ノ前C遺跡（50）

で集落が営まれている。地蔵岱遺跡は、古代後半から中世まで基本的に継続して営まれたと考えられ

る。多数の建物跡や火葬墓、荒型を含む多量の木製品が出土した水場遺構などが分布するほか、中世

第１図　森吉山ダム建設事業区域に分布する遺跡　



第２節　遺跡の歴史的環境
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第１表　森吉山ダム建設事業区域に分布する遺跡とその関連文献一覧
番号 遺 跡 名 遺跡所在地（北秋田市） 主な時代 遺　構　･　遺　物 文　献
１ 上悪戸Ａ 根森田字上悪戸4外 縄文 土坑､焼土跡､焼土､炭化物､縄文土器（中期 ･後期）､石器 ８
２ 上悪戸Ｂ 根森田字上悪戸8－12外 弥生 土坑､弥生土器､石器 ４・12
３ 上悪戸Ｃ 根森田字上悪戸7外 縄文 土坑､縄文土器（前期 ･後期 ･晩期）､石器 12
４ 上悪戸Ｄ 根森田字上悪戸34－33 縄文 土坑､石囲炉､埋 ､縄文土器（中期～晩期）､石器､土製品 ６

５ 桐内Ａ 森吉字桐内前田5－1外 縄文 竪穴住居跡､土器埋設遺構､フラスコ状土坑､土坑､溝跡､配石遺構､窯跡､柱穴様ピット､
縄文土器（早期 ･中期～晩期）､石器､土製品､石製品､弥生土器､陶磁器 17

６ 桐内Ｂ 森吉字桐内33－1外 縄文 土器埋設遺構､縄文土器（前期～晩期）､石器 15

７ 桐内Ｃ 森吉字桐内家ノ上ミ岱11外 縄文 竪穴住居跡､土坑､石囲炉､土器埋設遺構､焼土遺構､柱穴様ピット､縄文土器（早期～晩期）､
石器､土製品､石製品､トランシェ様石器 13

８ 桐内Ｄ 森吉字桐内家ノ上川反19外 縄文 竪穴住居跡､土坑､土器埋設遺構､土器埋設焼土遺構､柱穴様ピット､溝跡､
縄文土器（早期～晩期）､石器､土製品､石製品 15

９ 桐内沢 森吉字桐内沢関下タ103 縄文 竪穴住居跡､土器埋設遺構､フラスコ状土坑､竪穴状遺構､縄文土器（前期～後期）､石器 18
10 姫ヶ岱Ａ 根森田字姫ヶ岱8外 縄文 土坑､配石遺構､縄文土器（前期～後期）､石器 ４・12
11 姫ヶ岱Ｂ 根森田字姫ヶ岱14－10外 縄文 土坑､柱穴様ピット､縄文土器（前期 ･中期）､石器 ４・12

12 姫ヶ岱Ｃ 根森田字姫ヶ岱12－2外 縄文 竪穴住居跡､フラスコ状土坑､土坑､配石遺構､石囲炉､焼土遺構､縄文土器（早期～晩期）､
土製品､石器､トランシェ様石器 10・12

13 姫ヶ岱Ｄ 根森田字姫ヶ岱12－31外 縄文 竪穴住居跡､土坑､配石遺構､土器埋設遺構､焼土遺構､柱穴様ピット､縄文土器（早期～晩期）､石器 14

14 日廻岱Ａ 森吉字日廻岱65､63－1外 縄文･近世 土坑､焼土遺構､掘立柱建物跡､溝跡､柱穴様ピット､縄文土器（前期～晩期）､石器､土製品､
石製品､陶磁器､銭貨､砥石 ３・18

15 日廻岱Ｂ 森吉字日廻岱86外 縄文･近世 竪穴住居跡､竪穴状遺構､配石遺構､土器埋設炉､焼土遺構､土器埋設遺構､柱穴様ピット､土坑､
掘立柱建物跡､石囲炉､柵列跡､縄文土器（早期～晩期）､石器､土製品､石製品､陶磁器､金属製品 29

16 橋場岱Ａ 森吉字橋場岱48外 縄文 竪穴住居跡､土坑､配石遺構､焼土遺構､縄文土器（中期 ･後期）､石器 35

17 橋場岱Ｂ 森吉字橋場岱69､78外 縄文･弥生･
古代

フラスコ状土坑､土坑､配石遺構､陥し穴､溝跡､掘立柱建物跡､焼土遺構､木組み遺構､
柱穴様ピット､縄文土器（後期 ･晩期）､弥生土器､石器､炭化板材､木製品 37

18 橋場岱Ｃ 森吉字橋場岱42外 縄文 竪穴住居跡､配石遺構､土坑､溝跡､縄文土器（後期 ･晩期）､石器 35
19 橋場岱Ｄ 森吉字橋場岱110－1 縄文 竪穴住居跡､配石遺構､土坑､石器剥片集塊､溝跡､縄文土器（晩期）､石器 ４・34
20 橋場岱Ｅ 森吉字橋場岱109 縄文 竪穴住居跡､竪穴状遺構､配石遺構､土坑､縄文土器､石器 ４・34
21 橋場岱Ｆ 森吉字橋場岱101外 縄文 竪穴住居跡､土坑､柱穴様ピット､縄文土器（晩期）､石器 ４・34
22 橋場岱Ｇ 森吉字橋場岱6－1外 縄文 縄文土器（後期）､石器 35
23 上ハ岱Ａ 森吉字上ハ岱102外 縄文･弥生 竪穴住居跡､フラスコ状土坑､土坑､柱穴様ピット､縄文土器（中期～晩期）､石器､土偶､土版､土製品 16

24 上ハ岱Ｂ 森吉字上ハ岱70外 縄文 竪穴住居跡､フラスコ状土坑､土坑､柱穴様ピット､土器埋設遺構､捨て場､縄文土器（前期～晩
期）､石器､土製品､石製品 16

25 漆下 森吉字漆下4外 縄文･中世
竪穴住居跡､土器埋設遺構､配石遺構､焼土遺構､竪穴状遺構､掘立柱建物跡､捨て場､フラスコ
状土坑､土器埋設炉､石積階段状遺構､陥し穴､柱穴様ピット､土坑､炉跡､溝跡､道跡､石囲炉､立
石炉､柱列跡､縄文土器（早期～後期）､土製品､石器､石製品､漆関連遺物､弥生土器､陶磁器､坩
鍋､金属製品

本書

26 二重鳥Ａ 森吉字二重鳥31－1外 旧石器･縄文 竪穴住居跡､土坑､フラスコ状土坑､土器埋設炉､土器埋設遺構､捨て場､柱穴様ピット､
焼土遺構､旧石器､縄文土器（前期 ･後期 ･晩期）､石器､土製品､石製品 33

27 二重鳥Ｂ 森吉字二重鳥11外 旧石器･縄文 竪穴住居跡､フラスコ状土坑､焼土遺構､土坑､溝状遺構､土器埋設遺構､土器埋設炉､配石遺構､
配石炉､捨て場､柱穴様ピット､旧石器､縄文土器（前期～晩期）､石器､土製品､石製品 26・39

28 二重鳥Ｃ 森吉字二重鳥93外 縄文 竪穴住居跡､掘立柱建物跡､フラスコ状土坑､土坑､土器埋設炉､土器埋設遺構､焼土遺構､
配石遺構､柱穴様ピット､縄文土器（前期～晩期）､石器､土製品､石製品､土偶 24・26

29 二重鳥Ｄ 森吉字二重鳥39 縄文 竪穴住居跡､土坑､土器埋設遺構､焼土遺構､縄文土器（中期～晩期）､石器､土製品､石製品 19

30 二重鳥Ｅ 森吉字二重鳥65外 縄文･弥生 竪穴住居跡､フラスコ状土坑､土坑､土器埋設遺構､焼土遺構､縄文土器（早期～晩期）､弥生土器､
石器､土製品､石製品 19

31 二重鳥Ｆ 森吉字二重鳥124－1 縄文･弥生 土坑､フラスコ状土坑､柱穴様ピット､縄文土器（前期 ･後期）､弥生土器､石器 19

32 二重鳥Ｇ 森吉字二重鳥80外 縄文･近世 竪穴住居跡､掘立柱建物跡､土坑､土器埋設遺構､焼土遺構､柱穴様ピット､
縄文土器（早期 ･中期 ･晩期）､石器､銭貨､煙管 24

33 二重鳥Ｈ 森吉字二重鳥6外 縄文 竪穴住居跡､フラスコ状土坑､土坑､柱穴様ピット､縄文土器（晩期）､石器 26
34 水上ミ 森吉字水上ミ42外 縄文･弥生 竪穴住居跡､土坑､焼土遺構､配石遺構､縄文土器（中期 ･晩期）､弥生土器､石器､土偶､土版､土製品 16

35 向様田Ａ 森吉字向様田家ノ下モ8外 縄文
土坑､土坑墓､配石墓､環状配石遺構､配石遺構､土器埋設遺構､焼土遺構､柱穴様ピット､竪穴住
居跡､捨て場､ベンガラ生産遺構､竪穴状遺構､掘立柱建物跡､柱列跡､フラスコ状土坑､縄文土
器（晩期）､石器､土製品､石製品､龍泉窯青磁､箸､斎串､棒､碗形滓､波佐見磁器､アスファルト塊

20・25・38

36 向様田Ｂ 森吉字向様田67－1外 縄文 土坑､配石遺構､縄文土器（前期～晩期）､石器､土製品 21
37 向様田Ｃ 森吉字向様田76外 縄文 土坑､配石遺構､縄文土器（後期 ･晩期）､石器､土製品､石製品 21

38 向様田Ｄ 森吉字向様田家ノ下モ14-1
外 縄文 竪穴住居跡､配石遺構､焼土遺構､土器埋設遺構､柱穴様ピット､土坑､盛土､捨て場､立石遺構､

赤色顔料撒布跡､縄文土器（前期～晩期）､石器､土製品､石製品 27・40

39 向様田Ｅ 森吉字向様田家ノ下モ36外 縄文･
古代･中世

竪穴住居跡､掘立柱建物跡､土坑､土器埋設遺構､焼土遺構､溝跡､炉､柱列､
縄文土器（早期～晩期）､石器､土師器､須恵器､鉄製品 21

40 向様田Ｆ 森吉字向様田57外 縄文 竪穴住居跡､土坑､柱穴様ピット､溝跡､縄文土器（前期～晩期）､石器 22
41 惣瀬 森吉字惣瀬86外 縄文･古代 竪穴住居跡､土坑､縄文土器（後期） ７
42 天津場Ａ 森吉字天津場15－3 縄文･古代 竪穴住居跡､土坑､須恵器（古代）､縄文土器（後期）､石器 ２
43 天津場Ｂ 森吉字天津場16－1 縄文 石囲炉､土坑､縄文土器（後期）､石器 ２
44 天津場Ｃ 森吉字天津場87－1外 縄文 土坑､柱穴状遺構､縄文土器（中期 ･後期）､石器 ５

45 ネネム沢Ａ 森吉字ネネム沢26外 旧石器･縄文
･古代 竪穴住居跡､焼土遺構､土坑､旧石器､縄文土器（後期）､土器（古代） ２

46 ネネム沢Ｂ 森吉字ネネム沢17外 縄文 焼土遺構､縄文土器（後期）､石器 ２
47 ネネム沢Ｃ 森吉字ネネム沢6－1 縄文 土坑､縄文土器（晩期） ２

48 森吉家ノ前Ａ 森吉字森吉家ノ前145外 縄文･
古代･中世

竪穴住居跡､土器埋設遺構､焼土遺構､竪穴状遺構､土坑､溝跡､掘立柱建物跡､柱穴様ピット､
井戸跡､配石遺構､捨て場､縄文土器（前期～晩期）､弥生土器（前期）､石器､土師器､須恵器､
陶磁器､銭貨､木製品､井戸枠木材､金属製品

32・41

49 森吉家ノ前Ｂ 森吉字森吉家ノ前138外 縄文･中世 竪穴住居跡､土坑､焼土遺構､配石遺構､石囲炉､柱穴状遺構､縄文土器（後期）､石器､木器､陶器､鉄器 ５
50 森吉家ノ前Ｃ 森吉字森吉家ノ前114外 中世･近世 掘立柱建物跡､竪穴状遺構､焼土遺構､土坑､炉跡､縄文土器､石器､陶磁器 28
51 森吉Ａ 森吉字森吉95 縄文 土坑､石組､火葬墓､縄文土器（後期）､石器 ２
52 森吉Ｂ 森吉字森吉69 縄文 土坑､柱穴列､焼土遺構､掘立柱建物跡､縄文土器（後期）､石器 33

53 地蔵岱 森吉字地蔵岱74外 縄文･古代･
中世

竪穴住居跡､竪穴状遺構､フラスコ状土坑､土器埋設遺構､土坑､焼土遺構､溝跡､掘立柱建物跡､
製鉄関連遺構､水場遺構､捨て場､炭焼成遺構､縄文土器（前期～後期）､石器､土製品､石製品､
土師器､須恵器､羽口､木製品､鉄滓

５・36

54 地蔵岱Ａ 森吉字地蔵岱124外 縄文 フラスコ状土坑､配石遺構､焼土遺構､土坑､製鉄炉､掘立柱建物跡､縄文土器（中期 ･後期）､
石器､かわらけ､土師器､鉄滓 34

55 鷲ノ瀬 森吉字鷲ノ瀬80外 縄文 縄文土器（後期）､竪穴住居跡､土器埋設遺構､土坑､フラスコ状土坑､貝風呂､石器 ７・11
56 栩岱 森吉字栩岱74外 縄文 縄文土器（後期 ･晩期） １

57 砕渕 森吉字砕渕144－1外 縄文 竪穴住居跡､土器埋設遺構､焼土遺構､掘立柱建物跡､土坑､フラスコ状土坑､縄文土器（中期 ･
後期）､石器､石製品､陶器､土製品 ３・23

58 深渡 森吉字深渡家ノ前104－1外 縄文
竪穴住居跡､竪穴状遺構､掘立柱建物跡､フラスコ状土坑､土坑､焼土遺構､配石遺構､溝状遺構､
柱穴様ピット､石棺様組石､炉跡､石組炉､土器埋設遺構､石囲炉､縄文土器（前期～晩期）､石器､
石製品､土製品､陶磁器､金属製品､炭化クリ

５・９・30

59 深渡Ａ 森吉字深渡家ノ前45外 縄文･近世 竪穴住居跡､フラスコ状土坑､土坑､柱穴列､掘立柱建物跡､井戸跡､焼土遺構､炭窯､溝跡､
縄文土器（中期～晩期）､陶磁器､石器､銭貨 31

60 丹瀬口 森吉字丹瀬2－1外 縄文 縄文土器（後期） １

※文献は第２表に対応



第２章　遺跡の環境

－８（８）－

後半には幅２ｍの大溝で集落を区画するなど、引き続き拠点的な中心集落であったと考えられる。一

方、地蔵岱遺跡の対岸に位置する森吉家ノ前A遺跡でも多くの掘立柱建物跡が確認され、大規模な集

落が営まれている。ここでも集落を区画すると考えられる堀状の大溝跡も検出されており、両遺跡の

推定継続年代を勘案すると、地蔵岱遺跡から対岸の森吉家ノ前A遺跡へ当時の中心集落が移動した可

能性も想定される。

近世の遺跡では、日廻岱B遺跡（15）で掘立柱建物跡７棟、地蔵岱遺跡（53）、日廻岱A遺跡（14）で掘立

柱建物跡各２棟、森吉B遺跡（52）、地蔵岱A遺跡（54）で掘立柱建物跡各１棟がそれぞれ検出されてい

る。菅江真澄による紀行文をはじめとした当時の史料との対比を通じて、近世の集落の実態を検討し

得る資料となっている。

註１　川村公一　『子孫に残す歴史の記録　森吉路　過去から未来へ』 モリトピア選書２　
建設省東北地方建設局森吉山ダム工事事務所　1993（平成５）年　本節全般にわたり上記文献を参考にした。

註２　秋田県教育委員会 『秋田県遺跡地図（県北版）』 1991（平成３）年
註３　秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第259集　1995（平成７）年

秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第267集　1996（平成８）年
秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第270集　1997（平成９）年
秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第281集　1998（平成10）年
秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第291集　1999（平成11）年
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第２表　森吉山ダム建設事業区域に分布する遺跡関連文献一覧

番号 発行者 書　　名 双書番号 刊行年
１ 秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第 251 集 1994（平成６）年
２ 秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第 267 集 1996（平成８）年

３ 森吉町教育委員会 『平成７年度　埋蔵文化財発掘調査報告書～森吉山ダム建設事業に係
る埋蔵文化財発掘調査～』 1996（平成８）年

４ 秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第 270 集 1997（平成９）年

５ 森吉町教育委員会 『平成８年度　埋蔵文化財発掘調査報告書～森吉山ダム建設事業に係
る埋蔵文化財発掘調査～』 1997（平成９）年

６ 森吉町教育委員会 『上悪戸Ｄ遺跡発掘調査報告書～比内森吉線地方道改良工事に係る発
掘調査～』 1997（平成９）年

７ 秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第 281 集 1998（平成10）年

８ 森吉町教育委員会 『平成９年度　埋蔵文化財発掘調査報告書　上悪戸Ａ遺跡－森吉山ダ
ム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査－』 1998（平成10）年

９ 秋田県教育委員会 『深渡遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ
－』 秋田県文化財調査報告書第 286 集 1999（平成11）年

10 秋田県教育委員会 『姫ケ岱Ｃ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書Ⅱ－』 秋田県文化財調査報告書第 287 集 1999（平成11）年

11 秋田県教育委員会 『遺跡詳細分布調査報告書』 秋田県文化財調査報告書第 291 集 1999（平成11）年

12 森吉町教育委員会
『平成10年度　埋蔵文化財発掘調査報告書　上悪戸Ｂ･Ｃ遺跡　姫ヶ
岱Ａ ･Ｂ ･ Ｃ遺跡～森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査
～』

1999（平成11）年

13 秋田県教育委員会 『桐内Ｃ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
Ⅲ－』 秋田県文化財調査報告書第 299 集 2000（平成12）年

14 秋田県教育委員会 『姫ケ岱Ｄ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書Ⅳ－』 秋田県文化財調査報告書第 300 集 2000（平成12）年

15 秋田県教育委員会 『桐内Ｂ遺跡・桐内Ｄ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書Ⅴ－』 秋田県文化財調査報告書第 318 集 2001（平成13）年

16 森吉町教育委員会
『平成 10・11 年度　埋蔵文化財発掘調査報告書～森吉山ダム建設事
業に係る埋蔵文化財発掘調査　上ハ岱Ａ遺跡・上ハ岱Ｂ遺跡・水上
ミ遺跡』

2001（平成13）年

17 秋田県教育委員会 『桐内Ａ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
Ⅵ－』 秋田県文化財調査報告書第 334 集 2002（平成14）年

18 秋田県教育委員会 『桐内沢遺跡・日廻岱Ａ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財
発掘調査報告書Ⅶ－』 秋田県文化財調査報告書第 335 集 2002（平成14）年

19 森吉町教育委員会 『平成 12 年度　埋蔵文化財発掘調査報告書　二重鳥Ｄ ･Ｅ ･Ｆ遺跡
～森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査～』 2002（平成14）年

20 秋田県教育委員会 『向様田Ａ遺跡　遺構篇－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘
調査報告書Ⅷ－』 秋田県文化財調査報告書第 346 集 2003（平成15）年

21 秋田県教育委員会 『向様田Ｂ遺跡・向様田Ｃ遺跡・向様田Ｅ遺跡－森吉山ダム建設事業
に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅸ－』 秋田県文化財調査報告書第 347 集 2003（平成15）年

22 秋田県教育委員会 『向様田Ｆ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書Ⅹ－』 秋田県文化財調査報告書第 348 集 2003（平成15）年

23 秋田県教育委員会 『砕渕遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅠ
－』 秋田県文化財調査報告書第 349 集 2003（平成15）年

24 森吉町教育委員会 『平成 13 年度　埋蔵文化財発掘調査報告書～森吉山ダム建設事業に
係る埋蔵文化財発掘調査～　二重鳥Ｃ ･Ｇ遺跡』 2003（平成15）年

25 秋田県教育委員会 『向様田Ａ遺跡　遺物篇－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘
調査報告書ⅩⅡ－』 秋田県文化財調査報告書第 370 集 2004（平成16）年

26 森吉町教育委員会 『二重鳥Ｂ・Ｃ・Ｈ遺跡～森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘
調査報告書～』 2004（平成16）年

27 秋田県教育委員会 『向様田Ｄ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書ⅩⅢ－』 秋田県文化財調査報告書第 392 集 2005（平成17）年

28 秋田県教育委員会 『森吉家ノ前Ｃ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査
報告書ⅩⅣ－』 秋田県文化財調査報告書第 393 集 2005（平成17）年

29 秋田県教育委員会 『日廻岱Ｂ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書ⅩⅤ－』 秋田県文化財調査報告書第 394 集 2005（平成17）年

30 秋田県教育委員会 『深渡遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅹ
Ⅵ－』 秋田県文化財調査報告書第 407 集 2006（平成18）年

31 秋田県教育委員会 『深渡Ａ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
ⅩⅦ－』 秋田県文化財調査報告書第 408 集 2006（平成18）年

32 秋田県教育委員会 『森吉家ノ前Ａ遺跡
－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅧ－』 秋田県文化財調査報告書第 409 集 2006（平成18）年

33 北秋田市教育委員会 『森吉Ｂ遺跡　二重鳥Ａ遺跡
～森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書～』 北秋田市埋蔵文化財調査報告書第２集 2006（平成18）年

34 北秋田市教育委員会 『地蔵岱Ａ遺跡　橋場岱Ｄ・Ｅ・Ｆ遺跡
～森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書～』 北秋田市埋蔵文化財調査報告書第３集 2006（平成18）年

35 北秋田市教育委員会 『橋場岱Ａ・Ｃ・Ｇ遺跡～森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘
調査～』 北秋田市埋蔵文化財調査報告書第５集 2007（平成19）年

36 秋田県教育委員会 『地蔵岱遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
ⅩⅨ－』 秋田県文化財調査報告書第 434 集 2008（平成20）年

37 北秋田市教育委員会 『橋場岱Ｂ遺跡～森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査～』 北秋田市埋蔵文化財調査報告書第７集 2008（平成20）年

38 秋田県教育委員会 『向様田Ａ遺跡－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書ⅩⅩ－』　 秋田県文化財調査報告書第 445 集 2009（平成21）年

39 北秋田市教育委員会 『二重鳥Ｂ遺跡～森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書～』 北秋田市埋蔵文化財調査報告書第 11集 2009（平成21）年

40 秋田県教育委員会 『向様田Ｄ遺跡（第２次）－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書ⅩⅩⅠ－』　 秋田県文化財調査報告書第 452 集 2010（平成22）年

41 秋田県教育委員会 『森吉家ノ前Ａ遺跡（第３次）－森吉山ダム建設事業に係る埋蔵文化
財発掘調査報告書ⅩⅩⅡ－』 秋田県文化財調査報告書第 453 集 2010（平成22）年
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第１節　遺跡の概観

第２節　調査の方法

漆下遺跡は小又川左岸の東西に細長い微高地上に立地し、小又川との比高は現状で約26ｍである。

西側の高位平坦面（以後、高位面）と東側の低位平坦面（以後、低位面）、東西の平坦面を結ぶ尾根状地

形からなり、遺跡の長軸直線距離は約255ｍ、高位面の標高は140～142ｍ、低位面は140ｍ前後である。

平成７年度に行われた確認調査では微高地上を遺跡範囲としたが、調査の結果、高位面周囲の斜面及

び北側の低位段丘面の一部も遺跡範囲であることが明らかとなった。

遺跡は縄文時代早期から後期、及び弥生時代･中世に生活の痕跡が認められる。中でも後期におい

てその痕跡は顕著で、豊富な遺構や遺物を検出した。高位面では数多くの掘立柱建物跡や土坑などが

構築され、周囲の斜面には小規模な沢状地形を埋めるように、ほぼ全周に捨て場が形成される。北側

斜面には石積階段状遺構が構築される。高位面と低位面は狭い尾根状地形で結ばれており、尾根上に

は後期初頭の竪穴住居跡などが構築される。低位面には後期初頭の竪穴住居跡のほか、後期中葉の配

石土坑･配石遺構群が構築されていた。

本遺跡の南側の高位段丘面には二重鳥遺跡群、水上ミ遺跡が位置する。二重鳥遺跡群との比高は、

最も低位に位置する二重鳥B遺跡で約10ｍ、最も高位に位置する水上ミ遺跡で約30ｍである。二重鳥

遺跡群は縄文時代を通じて多くの竪穴住居が断続的に営まれた遺跡群であるが、特に二重鳥A･C～

E･H遺跡では本遺跡の捨て場の一時期である後期後葉の竪穴住居跡が検出されており、二重鳥B遺跡

では後期後葉の捨て場が形成されている。また本遺跡の対岸には縄文時代晩期前葉から中葉にかけて

の大規模な祭祀遺跡である向様田遺跡群が位置する。

１　調査区の設定
遺跡の範囲は平成７年度に行われた確認調査により認定され、遺跡範囲全体を調査対象とした。た

だし平成14年度調査の際に、北側斜面にSM800石積階段状遺構が検出されたため、この遺構の延長上

にある北側の一段低い段丘面も調査対象として追加することとなった。

調査はグリッド法で行った（第２図）。調査対象全域にグリッド杭を打設するため、国土交通省が打

設した森吉山ダム建設事業に伴う２級基準点№３（日本測地系X座標＋4,098.22、Y座標－30,248.94）を

用いて遺跡範囲内に基準杭MA50（日本測地系X座標＋4,102.00、Y座標－30,465.00）を平成13年度に設

定した。この基準杭を原点として、原点を通る日本測地系平面直角座標第Ⅹ系の南北方向に南北基準

線Y軸を設定した。これに直交して原点を通る線を東西基準線X軸とし、両基準線を延長して当該区

内に４×４ｍ方眼グリッドを組んだ。基準杭をMA50として、南から北へ４ｍごとに49、50、51････

と南北方向を示す数字と、東から西にMA、MB、MC････と東西方向を示すアルファベットの２文字を
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第２図　周辺地形図・遺跡範囲グリッド配置図
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付した。各グリッドの呼称は、南北方向の杭を通るX軸と東西方向の杭を通るY軸の組み合わせで、

MA50、MB51、MC52･･･のようにグリッド南東隅の杭によって呼ぶこととした。平成13年度にMRラ

イン以西の杭を打設し、平成14年度に残り全面の打設を行った。平成18年度調査では平成14年度に打

設された杭を再計測し、誤差が生じている杭については再打設を行った。

２　調査の方法
各年度の調査範囲は、平成13年度はMRライン以西、平成14年度はLCライン～MRライン間、平成

18年度はLCライン以東である。

調査にあたって、表土部分は遺構や遺物を含まないことから重機で掘削した。重機で掘削した厚さ

は表土から0.1～0.2m程度で、平成13年度に遺跡全面の表土除去を行った。遺構を検出する際には、

残存する黒ボク土を人力で地山漸移層もしくは地山上面まで掘削した。この作業は平成13年度にMR

ライン以西、平成14年度にMRライン以東を行った。当初の予定では平成13･14年度の２か年で遺跡全

面の調査を終える予定だったが、平成14年度の遺構検出の結果、予想を遥かに超える量の遺構や遺物

が確認されたことから、LCライン以東を次年度以降に調査することとした。調査延期範囲は平成14

年度の遺構検出で、既に配石遺構などが露出した状態まで調査が進んでいたことから、ブルーシート

と土嚢で遺構の保護を図った。平成18年度に調査を行うまで、年１回状況を確認し、シートの張り直

しなどの手当を行った。平成14年から４年間遺構が表出した状態だっため、平成18年度調査時には凝

灰岩など軟質の礫に劣化が見られたが、遺構が大きく破損したものはなかった。

遺構は検出順に連番で番号を付け、遺構種別の略記号を組み合わせ「SK01」のように呼称した。

遺構種別は遺構の性格にあわせて整理段階で変更したものもある。また平成13年度調査の柱穴様ピッ

ト、平成14年度調査のST01内に位置する遺構の一部は遺跡内統一の連番を使用していなかったため、

整理段階で番号を振り替えた。

調査は、原則として半截または十字に土層断面用のベルトを残して、２分割法もしくは４分割法で

精査を行った。遺物の取り上げは基本的に遺構･グリッド単位とし、必要に応じて出土地点の三次元

座標をトータルステーションで記録した。出土遺物には出土した層位、グリッド名または遺構名、年

月日、種別と出土地点を記録した場合は遺物番号を、耐久性荷札もしくはチャック付ポリ袋に記入し

取り上げることとした。配石遺構及び配石土坑に用いられる礫は、将来的に配石の復元が可能なよう

に、礫に番号･水平･方位などの情報を直接記入し取り上げた。配石に使用された礫の石材鑑定は平成

14年８月と平成18年10月に現場で行った。

平面図及び断面図は原則として１/20の縮尺で作成し、細部の状況を表すために適宜１/10の図も作

成した。平成18年度調査では従来の図面作成作業に加え、三次元レーザースキャニングシステムを用

いた遺構計測及び作図を委託し、平面図、遺構配置図、コンター図を作成した。

写真撮影は、遺構･遺物を対象とする地上撮影を行い、平成14年度に調査区東側は礫出土状況のケ

ーブル撮影を行った。写真は35㎜カメラを使用し、フィルムはモノクロ、カラーリバーサル（スライ

ド用）、ネガカラーを使用し、平成18年度調査ではネガカラーの代用としてデジタルカメラを使用し

た。平成14年７月と11月、平成18年10月にはラジコンヘリによる遺跡の全景写真撮影を行った。
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平成13年度：７月23日～10月９日までの予定で、調査員４名、作業員38名の体制で調査を開始した。

発掘調査に並行して来年度調査区の表土除去も合わせて進めた。調査は遺跡西側から行った。遺構検

出中に沢状地形を確認し、試掘坑を掘削したところ縄文時代の遺物が大量に出土したことから、捨て

場（ST01）の存在が明らかとなった。また高位面東側の斜面では、平成７（1995）年度確認調査で大量の

遺物が出土しており、捨て場の存在が予想されていた。状況確認のため坪掘りをしたところ捨て場

（ST101）が存在することが明らかとなった。発掘調査はST01を含め遺跡西側に分布する遺構を対象に

進めたが、ST01の遺物量が予想を上回ったため、調査期間を10月28日まで延長し、ST01の東半分は

平成14年度に行うこととした。

平成14年度：５月14日～10月22日までの予定で、調査員10名、作業員95名の体制で調査を開始した。

遺構検出の結果、新たに高位面南側と北東側に捨て場を確認し（ST202･ST311）、遺跡東側低位面には

配石遺構群を確認した。予想以上の遺構数と遺物量に対応するため、６月３日には調査員２名と作業

員29名、９月９日には調査員８名、作業員40名を増員し、さらに低位面を次年度以降に調査すること

とした。ほとんどの作業は予定の10月22日に終了したが、調査員10名、作業員20名は11月８日まで作

業を行い、遺構調査と次年度以降調査範囲の保護を終了した。７月20日には遺跡見学会を行い、350

名の参加者があった。ほかにも調査期間中には多くの見学者が遺跡を訪れた。

平成18年度：５月14日～10月20日までの予定で、調査員２名、作業員26名の体制で調査を開始した。

調査期間中に２回、発掘調査検討会議を開き、検討会議委員５名からの指導を受け調査を進めた。ま

た遺跡見学会は７月22日と10月14日の２回行い、合わせて約140名の参加者があった。平成14年度と

同様に調査期間中には多くの見学者が遺跡を訪れた。平成14年度に見込んだ遺構数よりも多くの遺構

が検出されたため、調査を11月２日まで延長し、漆下遺跡全面の発掘調査を終了した。

以下、調査経過の詳細は第３表に記す。

１　整理要項 ※職名は当時のものである

整理作業は平成13～18年度は秋田県埋蔵文化財センター北調査課で行い、遺物注記作業は一部を同

南調査課で行った。平成19年度は秋田県埋蔵文化財センター北調査班及び南調査班で実施し、平成20

～22年度は秋田県埋蔵文化財センター調査班で整理作業を実施した。各年度の担当者は以下の通りで

ある。

整 理 担 当 者
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第４節　整理作業の方法と経過

〔 平 成 1 3 年 度 〕

〔平成14～16年度〕

〔 平 成 1 7 年 度 〕

加藤　竜（秋田県埋蔵文化財センター※以下省略　文化財主事）

小林稔幸（学芸主事）

河田弘幸（学芸主事）

小林　克（北調査課長） 菅野美香子（文化財主事）
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第３表　調査の経過１

調　査　概　要 特　記　事　項

平
成
13
年
度

７
月
23日　調査開始。
30日　ＳＴ01捨て場に試掘坑を掘る。縄文時代後期の遺物

が大量に出土。

23日　森吉山ダム工事事務所土濃塚係長、佐々木専門職、県
文化財保護室谷地学芸主事来跡。

８
月
６日　ＳＴ01捨て場から土偶の頭部破片が出土。
27日　底面に中期の大木式土器を埋設した土坑墓を検

出。

３日　文化財保護室大野副主幹来跡。

９
月
10日　来年度調査区の表土除去をバックホー（0.4㎥）２

台で開始。
26日　産業医による作業員の健康相談。

10
月

５日　表土除去終了
15日　縄文時代の掘立柱建物跡の柱穴であろう遺構を数

基検出。
19日　今年度の調査を終了。捨て場半分は、来年度以降継

続調査とする。

10日　中国甘粛省の王研修員と魏研修員が参加。新潟県立博
物館宮尾氏、鷹巣町歩け歩け会の会員が来跡。

15日　森吉山ダム工事事務所佐藤工事課長、笹木専門職、小
林氏来跡。

平
成
14
年
度

５
月

14日　発掘調査開始。遺跡東側・西側・ＳＴ101捨て場の
３班体制とする。

17日　遺跡南西部で中世のＳＮ103炉跡を検出。
23日　ＳＮ103炉跡に並ぶようにＳＮ104炉跡を検出。
27日　調査区東側で配石遺構を数基検出。
30日　遺跡南西部で竪穴住居跡４軒検出。ＳＴ101捨て場

で土偶破片のほか遺物が多く出土。調査区東側で
は配石遺構が数多く検出。

22日　森吉山ダム工事事務所笹木専門職来跡。

６
月

３日　日廻岱B遺跡から非常勤職員２名と作業員29名が
合流増員。

６日　調査区中央部は遺構密度が低いことが判明。
19日　遺跡西側で日時計状配石を含む配石土坑・配石遺

構群を検出。現在までの検出遺構数は、柱穴様ピッ
トを含め約900基。

27日　尾根上に土器埋設立石炉を伴う竪穴住居跡を２軒
検出。日廻岱Ｂ遺跡の竪穴住居跡と類似。

６日　文化財保護室藤澤・泉田学芸主事来跡。
11日　鈴木文化財保護室長来跡。
13日　文化財保護室泉田学芸主事、森吉山ダム工事事務所笹

木専門職が来跡。
15日　青森県平賀町郷土資料館小笠原氏が来跡。太子森遺跡

について御教示。
19日　岡村道雄氏、森吉町教育委員会木村氏、細田氏が来

跡。調査区東側の配石遺構について御教示。
24日　前田基幹集落センターで作業員健康診断。
27日　森吉山ダム工事事務所木内副所長ほか数名が来跡。
28日　森吉山ダム開放セミナー約50名が来跡。

７
月

４日　シン技術コンサルによる調査区東側の配石遺構図
面作成のためのケーブル撮影。

５日　昨日に引き続きケーブル撮影。ＳＴ101捨て場とＳＴ
202捨て場は湧水により調査難航。

８日　ＳＴ311捨て場は精査終了間際。
26日　遺跡南西部の竪穴住居跡５軒は精査終了間際。調

査区東側・西側の配石遺構の平面実測中。
29日　低位面配石土坑・配石遺構群の平面図作成すべて

終了。連日30度以上の暑さが続いているため、熱中
症対策のための備品などをそろえる。

１日　森吉町松橋町長、森吉町教育委員、森吉町教育委員会
木村氏、細田氏が来跡。

８日　森吉山ダム工事事務所山谷課長ほか６名が来跡。
12日　調査区東側の配石遺構群の報道発表。
18日　県立博物館冨樫泰時館長、文化財保護室武藤学芸主事

来跡。
19日　国学院大学小林達雄教授、県立博物館冨樫泰時館長、

文化財保護室武藤学芸主事来跡、配石遺構などについ
て御教示。

20日　現地説明会。参加者約350名。
25日　文化財保護室船木主幹、泉田学芸主事が来跡。
26日　森吉山ダム工事事務所荒木課長ほか11名が来跡。
29日　森吉山ダム工事事務所中村専門職、鷹巣農林高等学校

３年生５名が来跡。

８
月

７日　パリノ・サーヴェィによる遺跡内の岩石鑑定。
20日　遺跡北側斜面で一部検出した石積階段状遺構の調

査のため、重機で表土除去。昨年度半分精査をした
ＳＴ01捨て場の調査を開始。

７日　森吉山ダム探検隊約150名が来跡。
８日　森吉山ダム工事事務所木内副所長ほか８名来跡。
９日　森吉山ダム工事事務所笹木専門職が来跡。
26日　中国甘粛省交流員王氏と趙氏が３週間研修のため調

査参加。
28日　文化財保護室武藤氏来跡。

９
月

３日　西側で検出した土坑は重複している遺構が多い。
９日　日廻岱Ｂ遺跡から作業員40名合流増員。掘立柱建

物跡が多く検出され半環状に巡る可能性あり。平
面図実測を開始。

11日　遺跡西側の日時計状配石土坑を中心にして、長楕
円形の土坑が環状に巡る。墓域か。

19日　石積階段状遺構の平面実測を開始。遺跡北側低位
段丘面に試掘坑を入れ、石積階段状遺構との関連
を調査。

３日　県立博物館冨樫館長来跡。
４日　岡村道雄氏が来跡し石積階段状遺構について御教示。
６日　森吉町立前田小学校の児童約140名来跡。
９日　文化財保護室泉田学芸主事、森吉山ダム工事事務所笹

木専門職来跡。
10日　森吉山ダム工事事務所笹木専門職が来跡。
11日　環境モニター 20名来跡。
13日　文化庁岡田康博氏来跡、遺跡の性格などについて御教

示。
19日　国学院大学中村氏、新潟県立歴史博物館宮尾氏来跡、

配石遺構について情報交換。
25日　産業医来跡、作業員の健康相談。
30日　県立博物館庄内副主幹来跡。
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第３表　調査の経過２

調　査　概　要 特　記　事　項

10
月

９日　ハイマーティックによる遺跡全景の空撮。ＳＴ01捨
て場には、多くの土坑や柱穴が掘り込まれており、
調査難航。ＳＴ101捨て場最下層面から糸玉出土。

15日　日時計状配石遺構の精査。下部に掘り込み確認。
22日　発掘調査終了。
23日　作業員20名で延長調査開始。ＳＴ01捨て場の調査中

心。
25日　連日の雨や雪で思ったように調査が進まない。

11日　北側斜面で検出した石積階段状遺構の記者発表。
15日　県立博物館庄内副主幹が石積階段状遺構の移築の相

談のため来跡。
17日　森吉山ダム工事事務所神崎所長、木内副所長、笹木専

門職が来跡。
　　　群馬県埋蔵文化財調査事業団藤巻氏、石坂氏が来跡、

配石遺構についての情報交換。
　　　石積階段状遺構の見学者が30名来跡。
23日　秋田テレビが取材のために来跡。
　　　渡部財政課長ほか３名、文化財保護室藤澤学芸主事、

泉田学芸主事来跡。
　　　文化庁玉田芳英氏来跡、遺跡の性格などについて御教

示。
25日　青森県文化財保護室秦氏来跡。
28日　青森県立郷土館鈴木克彦氏来跡。

11
月
８日　遺跡東側の配石遺構群を除き発掘調査を終了した。 １日　県立博物館庄内副主幹が石積階段状遺構移築のため

礫を搬出。

平
成
18
年
度

５
月

15日　遺跡東側の調査開始。
18日　調査区東側下段面の精査。H14調査の際に確認さ

れた通り、遺構はない。
22日　アクト技術開発による遺跡全体の3Dスキャニン

グ作業開始。
25日　調査区を環状に巡る小礫群性格特定のための、試

掘坑掘削・断面図作成開始。
27日　昨年度調査区で中期後葉竪穴住居跡（ＳＩ10011）検

出。

31日　北秋田市教育委員会細田氏、榎本氏来跡。

６
月

９日　調査区を環状に巡る小礫群は自然の礫層が斜面に露
出したものと判明。

12日　過年度調査で検出された配石遺構を含め、調査区川
側から遺構精査開始。

13日　川側の配石土坑（ＳＫＱ305）から有孔石製品が出土。
23日　配石遺構には基本的に土坑が伴うと判明。
29日　配石土坑埋土洗浄開始。

７日　前田基幹集落センターで作業員健康診断。
８日　文化財保護室大野室長来跡。
17日　講座「小又川の一万年」参加者見学。
19日　東京大学大学院辻教授来跡。

７
月

19日　川際で確認した焼土は長軸10ｍ以上の竪穴住居跡
（ＳＩ10004）に伴うと判明。床面からは円筒下層ｂ式
の土器が横倒しの状態で出土した。

28日　ＳＫ10094から正立状態の土器下半が出土。後期前
葉と考えられる。

５日　佐々木藤雄氏来跡。
11日　青森大学葛西教授来跡。
13日　ダム遺跡検討会議指導委員弘前大学藤沼教授、東京大

学大学院辻教授、昭和女子大学山本教授、新潟県埋蔵
文化財調査事業団高橋氏現地視察。

14日　ダム遺跡検討会議指導委員前述４名、奈良文化財研究
所企画調整部長岡村氏、森吉山ダム工事事務所石川副
所長、笹木専門職、文化財保護室榮副主幹、三嶋主任学
芸主事、北秋田市木村主幹、細田主査来跡。

　　　報道公開。
22日　現地説明会。

８
月

11日　後期後葉の土器埋設遺構（ＳＲ172）を確認。後葉ま
で下る遺構は１基のみである。

24日　前期中葉の竪穴住居跡の横に同時期・同形態の竪
穴住居跡（SI10106）を検出。

30日　配石土坑のうちフラスコ状のものを１基（SKQ110）
確認。

７日　森吉山ダム探検隊120名遺跡見学。鷹巣南小学校河田
教諭来跡。

11日　文化財保護室大野室長来跡。
21日　横浜市ふるさと歴史財団石井寛氏来跡。
31日　伊勢堂岱遺跡指導委員３名、北秋田市教育委員会木村

氏、榎本氏来跡。

９
月

４日　簗瀬学芸主事合流。
　　　Ｘ字状配石遺構（ＳＱ225）調査開始。
26日　ＳＫＱ215から岩偶状の有孔石製品出土。

４日　中国甘粛省交流員趙呉成氏来跡。
28日　調査指導委員５名、東京大学大学院生２名来跡。高校

初任研３名研修。
29日　指導委員会。
　　　栃木県埋文江原英氏ほか１名来跡。

10
月

３日　調査中の配石土坑３基（ＳＫＱ212～ 214）から後期
中葉の土器片出土。

５日　シン技術コンサルによる空中写真撮影。
８日　配石土坑の調査がほぼ終了したため、遺跡全域を

掘り下げ前期の遺構検出開始。
16 ～ 19日　パリノ・サーヴェイによる配石礫の岩石肉眼

鑑定。
23日　ベンガラ素材礫貯蔵ピットを確認。
30日　基盤層の状況を確認するために、調査区全体に重

機で十字に試掘坑を掘削。

４日　北秋田市教育委員会細田氏来跡。
10日　文化財保護審議委員、文化財保護室職員視察。
12日　北秋田市教育委員会藤岡氏、木村氏、細田氏現説打ち

合わせのため来跡。
13日　東京大学安斎氏来跡。
17日　東京大学大学院生根岸氏見学。
24日　森吉山ダム工事事務所２名、文化財保護室１名、櫻田

副所長、現場引き渡しについての打ち合わせのため来
跡。

30日　配石礫360箱北秋田市教育委員会へ移動。

11
月
２日　発掘調査終了。
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総 務 担 当 者

２　整理の方法
遺構図は現場で作成した図を第１原図とし、これを基に平面図と断面図、遺物出土状況図などを組

み合わせた図を第２原図とした。第２原図と遺構の事実記載原稿は発掘調査を行った各年度もしくは

次年度内に作成した。トレースは修正も含め平成14～19年度に行った。遺構挿図作成は平成19年度に

行った。本書には柱穴様ピットを除くすべての遺構の個別遺構図（第２分冊）と遺構事実記載（第１分

冊）を掲載し、柱穴様ピットは一覧表（第69表※CD収録）と配置図（第20～41図･付図）を掲載した。

遺物は各年度調査終了段階で、容量18 遺物収納箱に換算して平成13年度に土器類226箱、石器類

178箱、平成14年度に土器類1,317箱、石器類972箱、平成18年度に土器類26箱、石器類26箱が出土した。

平成13･14年度の遺構内出土遺物は平成13～15年度に遺物洗浄･注記を行い、一部を委託した。接

合･復元は平成14･15年度に実施し、平成15･16年度に報告書に掲載する土器類1,532点、石器類357点

を選別･実測した。選別にあたっては全点を実見し、図化可能な遺物を全て図化した。実測図は基本

的に１/１で作成し、土器片などは拓影図の作成を合わせて行った。トレースは平成17年度に行った。

なお実測･トレース作業のうち一部は委託した。平成18年度出土遺物は平成18年度に洗浄･注記･接合･

復元の作業を行い、遺構内出土遺物について報告書掲載遺物土器類116点、石器類113点を選別した。

平成18年度遺構内遺物の選別にあたっては全点を実見し、遺構の時期を示す遺物を優先し、埋土など

に混入したと考えられる遺物は、特に状態が良いものについてのみ図化した。報告書掲載遺物は平成

19年度に実測･トレース作業を実施した。遺構内出土遺物の挿図作成は平成19･22年度に実施した。捨

て場出土遺物の整理方法については「第４章第３節５捨て場」に詳細を記した。遺構外出土遺物の整

理は捨て場出土遺物と同様の整理方法で並行して行った。

なお、本報告書における整理作業にあたっては、Adobe社「Photoshop」、Adobe社「Illustrator」

を使用し、トレース及びレイアウトまでの作業を行った。

整理作業の一部は第４表の通り委託した。

ℓ

〔 平 成 1 8 年 度 〕

〔 平 成 1 9 年 度 〕

〔 平 成 2 0 年 度 〕

〔 平 成 2 1 年 度 〕

〔 平 成 2 2 年 度 〕

小林　克（北調査課長） 菅野美香子（文化財主事）

山田徳道･簗瀬圭二（学芸主事）

小林　克（主任専門員兼班長） 菅野美香子（文化財主事）

利部　修（主任専門員兼班長） 菅野美香子（文化財主事）

利部　修（主任専門員兼班長） 菅野美香子（文化財主任）

利部　修（主任文化財専門員兼班長） 菅野美香子（文化財主任）

〔平成13･14年度〕

〔平成15～17年度〕

〔平成18･19年度〕

〔 平 成 2 0 年 度 〕

〔平成21･22年度〕

嶋田敏輝（主査）

池端　徹（副主幹）

袴田幸樹（主任）

千田善博（主査） 高村知恵子（主事）

久米　保（主査） 高村知恵子（主任）
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第４表　委託先一覧

業　　務 種　別　数　量 委託年度 委　託　先

発
掘
調
査

水準測量及び方眼杭設置
業務

H13・H14 株式会社東測エンジニアリング
H18 株式会社アクト技術開発

遺構計測作図 H18 株式会社アクト技術開発

空中写真撮影 H14 ハイマーテック

空中写真撮影 H18 株式会社シン技術コンサル

空中写真測量 H14 ハイマーテック

整　

理　

作　

業

遺物洗浄・注記
土器 150 箱 H14 株式会社アイテックス
土器 250 箱、石器 123 箱 H15 株式会社アイテックス

遺物注記 土器 150 箱、石器 40 箱 H15 株式会社シン技術コンサル

土器実測・トレース

遺構内 4点、捨て場・遺構外 13点 H14 株式会社シン技術コンサル

捨て場・遺構外５点 H15 株式会社シン技術コンサル

捨て場・遺構外 71 点 H17 株式会社アルカ

捨て場・遺構外 428 点 H18 特定非営利活動法人　
歴史・環境・まちづくり

捨て場・遺構外 158 点 H19 株式会社シン技術コンサル

土製品実測・トレース 79 点 H19 特定非営利活動法人　
歴史・環境・まちづくり

石器実測・トレース

遺構内 35 点
捨て場・遺構外 165 点 H15 株式会社アイテックス

捨て場・遺構外 200 点 H16 株式会社ラング
捨て場・遺構外 334 点 H18 株式会社ラング
捨て場・遺構外 236 点 H19 株式会社アルカ
捨て場・遺構外 139 点 H20 株式会社アルカ

遺物写真撮影

土器 180 点 H15 いろは写房
土器 489 点 H18 株式会社みどり光学社
土製品 40 カット H20 株式会社みどり光学社
土器・石器 107 カット H21 株式会社澤口写真館

自　

然　

科　

学　

分　

析

花粉､ プラント ･
オパール､
珪藻分析

16 点 H15 パレオ・ラボ

３点 H19 パレオ・ラボ

種実同定 ３点 H15 パリノ・サーヴェイ
テフラ分析 ５点 H15 パリノ・サーヴェイ

放射性炭素年代測定 30 点
H15

パリノ・サーヴェイ

植物遺体同定
（樹種・種実・灰像） 30 点 パリノ・サーヴェイ

黒曜石原産地分析 22 点 H15 京都大学原始炉実験所
漆製品の塗膜構造調査 11 点 H15 株式会社吉田生物研究所

動物遺体の同定
４点 H15 パリノ・サーヴェイ
一式 H18 パレオ・ラボ

岩石肉眼鑑定
1,413点（配石土坑・配石遺構構成礫） H14 パリノ・サーヴェイ
1,663点（配石土坑・配石遺構構成礫） H18 パリノ・サーヴェイ
1,258 点（遺物） H20・H21 株式会社古環境研究所

放射性炭素年代測定
樹種同定

９点 H18 パレオ・ラボ
35 点 H19 パレオ・ラボ

坩堝の成分分析 １点（３か所） H18 秋田県産業技術総合研究センター
工業技術センター

漆関連遺物の調査 73 点 H19・H20 独立行政法人奈良文化財研究所
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第４章　調査の記録

第１節　基本層序（第３・４図）

基本層序の土層断面図は遺跡中央尾根状地形部分で作成した（基本層序A）。遺跡全域が同様の状況

である。基本層序は３層に分層した。Ⅰ層は黒色土で表土である。層厚は0.1～0.5ｍほどである。Ⅱ

層は黒褐色土であり、層厚は0.1～0.2ｍほどである。Ⅲ層は暗褐～黄褐色土で、地山漸移層である。

層厚は0.1ｍ前後である。遺構外出土遺物の出土層位はすべて基本層序Aに対応する。

なお遺跡西側の高位面では、表土直下に地山面が位置する。また高位面に分布する遺構の埋土は、

後期前葉では黒～黒褐色土、後期中葉以降は暗褐～黄褐色土を呈する。これらの点を勘案すると、高

位面は後期中葉頃に黒ボク土を削平するような造成が行われた可能性が考えられる。ただし削平され

た黒ボク土の廃棄場所は特定できなかった。遺構埋土から推定される造成の推定範囲は第５図の通り

である。高位面南東部分は宅地造成のために大きく削平されており、遺構の遺存状態は悪い。

遺跡東側は西側に比べ一段低い平坦面（低位面）である。遺構確認面の標高は140ｍ前後、北側に流

れる小又川との比高は約26ｍである。西側は高位面へ続く尾根状地形となる。東～南側は斜面で、そ

の下にはさらに一段低い段丘面が形成される。斜面には段丘礫が露出し、平坦面を囲むような状況と

なっている。基本層序は平成18年調査時に作成した（基本層序B～E）。その段階で遺構構築面まで削

平されていたため、遺構構築面以上の詳細は不明である。地形図などから推定すると地表から遺構確

認面までは0.3ｍ前後と推測される。比較的高い箇所では黒色～褐色土へ漸移的に変化する層（Ⅰ層）が

確認できることから、遺構確認面から上位には黒色～黒褐色土が堆積していたと考えられる。遺構確

認面はⅠ層もしくはⅡ層上面である。Ⅰ層は黒色～褐色土へ漸移的に変化し、下位に位置するⅡ･Ⅲ

層へ続くことから、Ⅱ･Ⅲ層を基盤とした土壌生成作用による黒ボク土と考えられる。Ⅱ･Ⅲ層は褐色

～黄褐色の均質なシルト層である。Ⅱ層は平坦面に、Ⅲ層は斜面に堆積する。Ⅳ層は調査区南側の深

い位置で確認できる層位で、にぶい黄～褐灰色土のややグライ化した粘土層である。台地の基盤層を

覆うように堆積する。遺跡が形成される以前に調査区南側には沢が入っていたと推測される。Ⅴ層は

段丘礫層である。粗砂と円礫からなる河川堆積物である。東～南側の斜面にはこのⅤ層が露出する。

土壌生成作用の影響により黒ボク化することから、黒ボク化した部分はⅠ層とした。Ⅶ･Ⅷ層は調査

区南側にのみ確認できる層位で、段丘礫層の下に位置する。Ⅶ層はややグライ化した細砂層で、Ⅷ層

はラミナが形成される粗砂層である。ⅠⅩ層は玄武岩風化岩盤層で遺跡の北～東側に認められる。調

査区北東端では隆起しており、遺構確認面でこの層が露出する。

遺跡北東部も南西部と同様に、後期初頭の遺構の埋土は黒く、後期中葉の遺構の埋土は地山土に類

似した褐色を呈する傾向が認められる。このことから北東部の平坦面も後期前葉～後期中葉に黒ボク

土を削平する造成が行われたと考えられる。ただし平坦面周囲の礫層に構築される後期中葉の遺構埋

土は黒色であることから、造成は平坦面のみで行われ、周囲の斜面には及ばなかったと推定できる。

遺跡北側斜面肩部では、後期初頭に位置づけられるSQ10110やSK10121の上位に、礫を含む黒ボク土
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第２節　検出遺構と出土遺物の概要

の堆積が0.5ｍ程度の厚さで確認できる（第131図SK10121断面図参照）。縄文時代後期中葉に比定され

るSKQ270やSKQ271など川沿いに並ぶ配石土坑群はその上面に構築される。このことから、黒ボク土

を削平した際の排土は、北側の小又川沿いの斜面に廃棄された可能性が高い。

１　検出遺構と出土遺物
検出遺構数は、縄文時代の竪穴住居跡37軒、掘立柱建物跡105棟、土坑369基、フラスコ状土坑93基、

配石土坑81基、陥し穴１基、配石遺構･集石遺構30基、石囲炉･立石炉２基、土器埋設炉２基、土器片

囲炉１基、土器埋設遺構８基、焼土遺構17基、溝跡４条、道跡１条、石積階段状遺構１基、性格不明

遺構１基、柱穴様ピット2,211基、捨て場５か所である。弥生時代･中世以降の遺構は、掘立柱建物跡

７棟、竪穴状遺構１基、柱列跡２条、土坑３基、炉跡５基である。そのほかに時期不明の溝跡を９条

検出している。

本遺跡でもっとも旧い遺物は縄文時代早期に遡る。白浜式などに比定される尖底の土器が低位面

KP～KS62･63グリッド付近でまとまって出土した。該期の遺構は確認していない。

前期では低位面と尾根付近、遺跡南西端部で遺構や遺物を検出した。低位面では大形竪穴住居跡２

軒と土坑４基、集石遺構１基、焼土遺構１基が構築され、周囲では土器片が一定量出土する。尾根付

近では土器埋設炉２基と土坑４基が構築され、周囲では部分的に多量の遺物が出土する。南西端部で

はフラスコ状土坑が３基構築される。またST101でも完形に復元可能な該期の土器が若干量出土して

いる。

中期では低位面に複式炉を伴う竪穴住居跡が４軒構築される。また高位面には４軒の住居が構築さ

れるが、詳細な時期が特定できたのは２軒のみである。ほかに土坑が２基、焼土遺構１基、陥し穴１

基、土器片囲炉１基、焼土遺構１基を検出した。土坑は２基とも埋設土器を伴うことから土坑墓と推

定される。遺構数が少なく、時期がそれぞれ異なることから、該期の様相は定かではない。

後期には遺跡全域で多数の遺構や遺物が確認できる。初頭では竪穴住居跡13軒、土坑４基、土器埋

設遺構４基を確認した。主に尾根部から低位面に分布する。竪穴住居跡以外の遺構数は少ないが、竪

穴住居跡の検出数から、ほかにも時期が特定できなかった土坑などの遺構の中には当該期に属するも

のがある可能性が高い。前葉から後葉にかけては遺跡全体で多くの遺構や遺物が検出された。高位面

では多くの掘立柱建物跡や土坑、フラスコ状土坑が構築され、掘立柱建物跡は環状に配置される。さ

らにその外側の斜面には小規模な沢状地形を埋めるように、ほぼ全周に大規模な捨て場が形成される。

後期中葉には高位面と尾根状地形の間付近と、低位面にそれぞれ配石土坑･配石遺構群が形成される。

また前節でも述べたが、高位面、低位面ともに後期中葉に黒ボク土を削平するような造成が行われる。

後期後葉には北側の斜面には低位段丘面に続くように石積階段状遺構が構築される。

その後は弥生土器が散見されるのみで、活動の痕跡は認められなくなり、中世になると再び高位面

の南部分で遺構が構築される。掘立柱建物跡や竪穴状遺構のほかに南側斜面では炉跡が検出されてい

る。周囲から鉄が付着した坩堝や羽口が出土していることから、鉄生産に関わる集団が活動していた

ものと推定される。

第２節　検出遺構と出土遺物の概要
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第３図　基本層序位置図・コンター図
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第４図　基本層序図
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第５図　後期中葉造成範囲図
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２　遺構種別・性格の認定について
（１）竪穴住居跡

縄文時代中期･後期においては、遺構埋土に黒色土が含まれることから、黒ボク土の形成が一定程

度進んでいたと考えられる。つまり、当時の地表面は地山土ではなく、黒ボク土と判断できる。この

ことから、土器埋設炉など炉のみが検出された遺構について、構築面が地山上面の場合は、一定程度

黒ボク土を掘削し、その底面に構築された炉であると判断できる。よって、竪穴が伴っていたと推定

し、竪穴住居跡として扱った。なお前期では、黒ボク土の発達程度が不明であったため、ここでは竪

穴住居跡としては扱っていない。

（２）配石土坑

土坑上面に１点以上の立石もしくは２点以上からなる組石を伴うものとした。土坑が極めて小さく

浅い場合も配石土坑としたが、この場合は礫を配するための掘方であった可能性もある。また、上位

の削平により、本来埋土に含まれていた礫が結果的に土坑上面に表出した例が含まれる可能性もある。

（３）土坑墓

高位面には数多くの土坑が構築されており、土坑墓として機能した遺構が一定数あると考えられる。

ここでは以下の特徴のうち、２項目以上の特徴を有するものを土坑墓の可能性がある土坑と推定した。

ただし、それ以外の例にも土坑墓として機能した土坑がある可能性は否定できない。

１．遺構掘削土由来土（地山由来土）で埋め戻されているもの ※地山塊が多量に混入する例を含む

２．意図的に入れられた可能性のある遺物が出土したもの

ex．半分以上が残存する土器、２点以上の石器出土など

３．意図的に入れられた可能性のある礫が出土したもの

※こぶし大程度の礫が数点以下の場合は混入の可能性があるため除く。

４．土坑上面に礫が配されるもの

５．赤色顔料が検出されたもの

３　時期区分と遺物の分類
遺物の分類は「第４章第５節」に記載した。土器は縄文時代早期･前期･中期･後期･弥生の大時期区

分に加え、後期についてはST01捨て場の堆積単位を基準として１～８群までの小分類を設定した。

さらに深鉢･鉢･壺･注口については器形分類も合わせて行った。石器･石製品･土製品は器種ごとに特

徴を抽出し、形態により分類した。時期は、土器の分類記号を時期区分に置き換えて使用している。

例えば「Ⅳ２群」の遺物に対応する時期を「Ⅳ２期」とした。遺構の事実記載に記述した時期はこれ

に則る。詳細は「第６章土器について」を参照いただきたい。

遺構内出土土器はその多くが破片であり、遺構の時期決定の根拠としがたい。よって最新の遺物を

上限と仮定し、「最新の遺物の時期以降」の構築と記載した。ただし縄文時代における遺跡の機能時

期が後期で終わることから、最新遺物が後期後葉の場合は「後期後葉」と断定した。なお、遺構内遺

物は多くが埋土一括で取り上げており、出土状況や出土層位は不明である。このため、遺構の構築時

期よりも新しい遺物が、踏み込みや植物の撹乱などで混入している可能性は否定できない。
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第５表　遺構一覧１

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

ST 01 283 第298～
303図

第304～
359図

157～
166 Ⅳ

SKF 02 51 第45図 第179図 7 前期：深鉢17
剥片３､使用痕有る剥片１ なし Ⅱ上限

SKF 03 190 第132図 第240図 94 前期：深鉢１､後期：深鉢２
剥片２ なし Ⅳ２以降

SKF 04 52 第45図 第179図 7 前期：深鉢２
磨石２､剥片１ ＜ SKP6611 Ⅱ上限

SKF 05 52 第46図 第179図 8 前期：深鉢３
磨石２ なし Ⅱ上限

SKF 06 190 第132図 第240図 94 前期：深鉢1､後期：深鉢４､鉢１
剥片１ なし Ⅳ２以降

SX 07 273 第168図 第269～
277図 －

前期：深鉢10以上､後期：多数
石鏃３､石錐１､石匙３､スクレイパー３､
磨製石 ２､石核２､凹石２､磨石２､
石皿１､石棒１､剥片127

なし Ⅳ８

SR 09 266 第162図 第265図 150 後期：深鉢１（埋設土器１） なし Ⅳ１

SK 11 59 第51図 第185図 12 中期：深鉢１（埋設土器１）
剥片１ なし ⅢＢ

SK 12 103 第86図 第209図 27 
後期：深鉢51､鉢１､壺１､小型壺１
敲石１､凹石２､磨石２､剥片17､
使用痕有る剥片１

なし Ⅳ７～８

SD 13 314 第295図 － － 後期：深鉢58
石匙２､磨石１､凹石１､剥片79 なし 不明

ST 101 291
第298・
360～366
図

第367～
462図

167～
173 Ⅳ

SK 102 104 第86図 第209図 － 後期：深鉢２ なし Ⅳ２

SN 103 312 第292図 第297図 178 縄文土器破片73
スクレイパー３､剥片27 なし 17世紀前葉以降

SN 104 313 第293図 － 179 縄文土器破片34
剥片20 なし 17世紀前葉以降

SN 105 313 第292図 第297図 178 縄文土器破片１
石匙１､石核１､剥片18 なし 17世紀前葉以降

SN 106 313 第291図 － － なし なし 17世紀前葉以降

SN 107 314 第291図 第297図 178 縄文土器破片78
石匙２､剥片９、鉄製品２（22ｇ） なし 17世紀前葉以降

SKQ 110 215 第143図 第250図 115 
前期：深鉢50､後期初頭：深鉢5､
後期：深鉢12
石匙２､石箆１､スクレイパー２､剥片43､
チップ43

＞ SI10106 Ⅳ５前後

SKI 111 309 第285図 第296図 177 石匙１､有孔石製品１ なし 中世

SK 115 104 第86図 第209図 27 後期：深鉢５､鉢１､壺１
剥片２ なし Ⅳ４以降

SK 118 274 第169図 － 27 なし ＜ SB1011 縄文

SK 120 104 第86図 第209図 28 後期：深鉢９､壺１
剥片１ ＜ SB1011P6 Ⅳ

SK 123 275 第169図 － 28 なし ＜ SB1010P8
？ SB1157 縄文

SK 126 105 第86図 第210図 28 後期：深鉢26､皿２
剥片６､使用痕有る剥片２ ＜ SKP6109･6495 Ⅳ

SK 127 105 第86図 第210図 28 後期：深鉢170､鉢６、壺１､注口２､底２
石錐１､石匙１､剥片25

＜ SB1010P7、SKP6111・6112
＞ SKP6113 Ⅳ８

SI 129 54 第47図 第183図 11 中期：深鉢１（炉体土器１）
P4－スクレイパー1､チップ９

＜ SB938･939･1010､SKP275･276
･283･291･295･297･692 Ⅲ

SK 131 105 第87図 第210図 29 前期：深鉢１､後期：深鉢４ ？ SB1016 Ⅳ４以降

SK 132 105 第87図 第210図 29 後期：深鉢４､鉢１､壺１ なし Ⅳ７～８

SK 133 275 第170図 － 29 なし ＜ SB1136P2､SKP6114 縄文

SK 134 106 第87図 第210図 29 後期中葉以降：深鉢13､底１
剥片7､使用痕有る剥片1､チップ１ ＜ SB947P3 Ⅳ６～８

SK 135 106 第87図 第210図 30 後期後葉：深鉢３ ？ SB947 Ⅳ７以降

SK 136 106 第87図 第210図 30 後期：深鉢５､器種不明１
石核1 なし Ⅳ４以降

SK 140 106 第87図 第211図 30 後期：深鉢２､鉢２
石匙１､スクレイパー１､剥片１

＜ SKP6116･6117
＞ SKP6118
？ SB942P2・943

Ⅳ

SK 141 107 第87図 第211図 30 後期：深鉢17､鉢１､壺１
剥片３

＜ SB1137P4､SKP3011･6120･
6121･6123 Ⅳ６～８

《凡　例》
・時期、遺構種別に関わらず、遺構番号順とした。
・出土遺物の土器点数は破片数である。ただし接合したものは合わせて１点とした。
・切り合いは、Ａ＜Ｂ→ＡはＢより旧い、Ａ＞Ｃ→ＡはＣより新しい、を表す。
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第５表　遺構一覧２

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SK 143 107 第87図 第211図 31 後期：深鉢８ なし Ⅳ６～８

SK 144 107 第88図 第211図 31 
後期：深鉢183､鉢３､壺・注口１､底５､
台部１､土偶片１、
石匙１､スクレイパー１､石核１､
石皿１､剥片６､チップ１

＜ SKP6124 Ⅳ７以降

SK 145 107 第88図 － 31 なし ＜ SKP6125
？ SB1161･1168 後期中葉造成後

SKF 148 190 第132図 第240図 94 後期：深鉢３ なし Ⅳ６～８

SKQ 149 216 第143図 第250図 131 後期：深鉢８､鉢１
剥片３ ？ SB943 Ⅳ７以降

SK 150 108 第88図 第211図 31 後期：深鉢２ なし Ⅳ４～６

SK 152 108 第88図 第212図 32 後期：深鉢35､鉢４､壺１
石匙１､剥片２､チップ１ なし Ⅳ６以降

SD 153 314 第295図 第268図 153 後期：深鉢１､壺１
＜ SKP466・933･1464・6096･6097・
6098
？ SB1136

不明

SK 155 108 第88図 第212図 32 前期：深鉢１､後期：深鉢23､壺１､壺･注口２ ＜ SKP6126･6127 Ⅳ６以降

SD 156 315 第295図 － － なし なし 不明

SK 157 108 第88図 第212図 33 後期：深鉢39､鉢１､壺･注口１
スクレイパー１､チップ１

＜ SKP1852･6128･6129
＞ SK513､SKF1170
？ SB1007

Ⅳ６～８

SK 158 108 第89図 第212図 34 
後期：深鉢227､鉢２､壺･注口１､
壺･注口？１
石匙１､石箆１､石核１、剥片23､
チップ２

＜ SKP6447
＞ SK159 Ⅳ８

SK 159 109 第89図 第213図 34 後期：深鉢59､鉢１､壺１､壺･注口１
石核１､剥片５､チップ２ ＜ SK158･575 Ⅳ７以降

SK 161 109 第88図 第213図 32 後期：深鉢４
磨石１､敲石１､凹石２ ＜ SKP6399 Ⅳ６～８

SI 168 61 第54･55
図 第186図 13･14

後期：深鉢96､深鉢･鉢１､鉢７､壺８､
壺･注口１､注口２､器種不明１
石鏃１､石匙２､スクレイパー４､敲石１､
剥片28､使用痕有る剥片１､チップ24

＜ SI312･169･170､SKP6456 Ⅳ６～８

SI 169 62 第54･55
図 第187図 13･14

後期：深鉢31､深鉢･鉢１､鉢９､壺･注口１
石錐１､スクレイパー１､剥片３､
使用痕有る剥片１､チップ４

＞ SI168 Ⅳ６～８

SI 170 62 第54･55
図 第187図 13･14

後期：深鉢85､鉢２､皿１､壺５､壺･注口３
スクレイパー３､石核２､凹石１､
磨石１､剥片35､チップ18

＞ SI168･204 Ⅳ６～８

SI 171 63 第53図 第188図 15 後期：深鉢２（炉体土器２）
剥片７､チップ１

＜ SKQ217･10089、SR172
？ SN10090､SKP10107 Ⅳ１

SR 172 267 第162図 第266図 151 後期：深鉢１（埋設土器１）
剥片６､チップ２ ＞ SI171 Ⅳ６～８

SK 173 109 第90図 第213図 32 後期：深鉢34､底３
二次加工有る剥片１､剥片１､チップ４

＜ SB932､SK519
＞ SB931P4 Ⅳ８

SK 175 110 第90図 第213図 33 後期：深鉢25､鉢１､壺･注口１
剥片３（黒曜石１） ＜ SKP6130 Ⅳ６～８

SK 176 110 第90図 第214図 33 後期：深鉢64､鉢１､壺１､底３
剥片４､使用痕有る剥片１､チップ３ なし Ⅳ４？

Ⅳ７？
SK 177 110 第90図 － 35 なし なし 後期中葉造成後

SKF 178 191 第132図 第240図 95 前期：深鉢５､中期深鉢１､後期：深鉢１
スクレイパー１､敲石１､剥片８ なし 後期中葉造成前

SKF 180 191 第133図 第240図 95 後期：深鉢１､壺１
磨石２､剥片３ なし Ⅳ

SK 183 111 第90図 第214図 36 スクレイパー１､磨石１､剥片１ ＞ SKF184 後期中葉造成前

SKF 184 191 第90図 第240図 36 後期：壺１
石匙未製品１､スクレイパー１､剥片５ ＜ SK183 後期中葉造成前

SKF 185 192 第133図 － 95 前期：深鉢１
剥片１ なし 後期中葉造成後

SKF 186 192 第133図 － 95 なし ＞ SKP6234 後期中葉造成後

SK 187 111 第91図 － 36 なし なし 後期中葉造成後

SK 190 111 第91図 第214図 36 後期：深鉢１､鉢１､壺？２ ＞ SK191 Ⅳ６～８

SK 191 111 第91図 第214図 36 後期：深鉢２ ＜ SK190 Ⅳ６～８

SK 192 111 第91図 － 37 なし ？ SB1160 Ⅳ

SI 195 64 第53図 第188図 15 後期：深鉢１（炉体土器１）
剥片２

＜ SKQ10050
？ SK10142､SKP10118 Ⅳ１
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第５表　遺構一覧３

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SI 196 64 第54･55
図

第188･
189図 13･14

後期：深鉢116､鉢３､壺３､壺･注口３
石匙２､石箆１､スクレイパー２､
石皿１､剥片39､チップ７

＞ SI204 Ⅳ６～８

SK 197 112 第91図 第214図 37 後期：深鉢11､把手１
＜ SK1169
＞ SK436､SKP6131･6132
？ SKP731

Ⅳ６～８

SKF 199 192 第133図 第240図 96 
中期：深鉢１､後期：深鉢５､壺･注口？１､
弥生：鉢１
剥片１

なし Ⅳ６～８

SKF 200 193 第134図 第240図 96 前期：深鉢２､中期深鉢１､後期：深鉢２
剥片６ なし 後期中葉造成前

ST 202 304
第298・
463･464
図

第465～
478図 174 Ⅳ

SI 204 65 第54･55
図 － 13･14 なし ＜ SI170･196 Ⅳ６～８以前

SI 205 65 第53図 第189図 16 
前期：深鉢12（炉体土器１）､中期：深鉢１､
後期：深鉢８
剥片11

なし Ⅳ１

SK 206 112 第92図 第214図 37 後期：深鉢３､壺１､壺･注口１
剥片１ なし Ⅳ６以降

SK 207 112 第92図 第214図 37 後期：深鉢40､底２
スクレイパー１､剥片７､チップ２ なし Ⅳ８？

SKQ 209 217 第143図 第250図 116 
前期：深鉢74､中期末葉：深鉢１､
後期初頭：深鉢３､後期中葉：深鉢２､
鉢１､壺･注口１､後期：深鉢15
石匙１､剥片４､チップ１

＞ SI211 Ⅳ６

SI 211 54 第48図 第183図 ９
前期：深鉢74､
中期末葉：深鉢32（炉体土器１）､
後期初頭：深鉢15
石匙１､スクレイパー１､剥片22

＜ SKQ209･10133 ⅢＣ

SKQ 212 218 第144・
145図 第251図 117･119

前期：深鉢124､中期：深鉢２､
後期初頭：深鉢６､
後期中葉：深鉢28､鉢２､注口１､
後期：深鉢30､円盤状土製品１
石匙１､スクレイパー２､異形石器１､
器種不明１

＜ SKQ213･214･10125
＞ SKQ10127 Ⅳ５

SKQ 213 219 第144・
145図 第250図 117～

119
前期：深鉢３､後期中葉：深鉢７､鉢１､
後期：深鉢８
スクレイパー２､剥片５､チップ２

＞ SKQ212･10061･10127 Ⅳ５

SKQ 214 220 第144・
145図 第250図 117～

119
前期：深鉢10､中期：深鉢１､
後期中葉：深鉢６､注口１､後期：深鉢１
剥片４

＞ SKQ212･10125 Ⅳ６？

SKQ 215 220 第146図 第252図 120 
前期：深鉢24､後期初頭：深鉢３､
後期中葉：深鉢１､後期：深鉢18
石鏃３､扁平打製石器１､有孔石製品１､
剥片24､チップ11

＞ SKP10149 Ⅳ５

SKQ 217 222 第145図 － 121 前期：深鉢１､後期初頭：深鉢１ ＞ SI171 Ⅳ５～６

SQ 218 257 第156図 － 141･142 周囲から前期：深鉢13､剥片３､チップ２ ？ SQ219 Ⅳ５～６

SQ 219 257 第156図 第261図 141･142
周囲から早期：深鉢３､前期：深鉢24､
後期：深鉢４
石匙１､スクレイパー２､剥片34､チップ16

？ SQ218･220 Ⅳ５～６

SQ 220 258 第156図 － 141 周囲から前期：深鉢５
剥片１ ？ SQ219 Ⅳ５～６

SKQ 221 222 第145図 第252図 116 
早期：深鉢２､前期：深鉢12､
後期初頭：深鉢３
スクレイパー１､剥片８､チップ６

なし Ⅳ５～６

SKQ 222 223 第146図 第252図 121･122
前期：深鉢15､後期初頭：深鉢２､
後期：深鉢２
剥片３､チップ１

なし Ⅳ５～６

SQ 223 259 第158図 第261図 142 
周囲から前期：深鉢35､後期：深鉢11
スクレイパー１､石核１､凹石１､石皿１､
石製品１､剥片37､チップ34

なし Ⅳ５～６

SKQ 224 224 第147図 第252図 123 前期：深鉢２､後期：深鉢３
剥片７､チップ１ なし Ⅳ５～６

SQ 225 259 第157図 第262図 143～
147

前期：深鉢38､中期：深鉢２､
後期：深鉢23､鉢１
石鏃１､石匙１､スクレイパー１､
板状石製品２､剥片30､チップ２

なし Ⅳ５～６

SI 226 66 第53図 第190図 16 
後期：深鉢３（炉体土器３）、
周囲から後期：深鉢３
剥片１､チップ１

なし Ⅳ１

SR 228 267 第162図 第265図 150 後期：深鉢１（埋設土器１） なし Ⅳ１
SK 229 112 第92図 － 38 なし ＜ SKP6133 後期中葉造成後

SK 230 112 第92図 － 38 なし ＜ SKP6134
＞ SK467 Ⅳ８

SKQ 231 225 第147図 － 131 剥片１ なし Ⅳ
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遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版
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遺構 遺物

SKQ 232 225 第147図 第252図 131 後期：深鉢７､壺１
石鏃１､剥片６ なし 後期中葉造成後

SK 234 113 第92図 第214図 38 後期：深鉢10
剥片１

＜ SB926P2
？ SB1054･1127 Ⅳ５～８

SKF 236 193 第134図 第240図 97 後期：深鉢15､鉢１､壺１
チップ１ なし 後期中葉造成後

SK 237 113 第92図 第214図 38 後期：深鉢11､鉢１､壺１
石核１､剥片１ ？ SB925 Ⅳ７～８

SK 238 113 第92図 － － なし ？ SK609､SKF594 Ⅳ

SKF 241 193 第106図 第240図 96 
中期：深鉢３､鉢１､
後期：深鉢21､鉢５､壺１､底１
剥片４

＜ SKP6237
？ SB1120 Ⅳ６～８

SKF 245 193 第134図 第240図 97 後期：深鉢25､鉢１､壺１
剥片２

＜ SB1045P3
？ SB1123 Ⅳ６～８

SK 246 113 第93図 － 39･74 なし ＞ SK733
？ SB1121 後期中葉造成後

SKF 247 194 第134図 第241図 97 後期：深鉢20､鉢２､壺２､壺･注口１
剥片３､チップ１ なし Ⅳ６以降

SKF 249 194 第134図 － 97 なし ＜ SKF251 Ⅳ８以前

SKF 251 194 第134図 第241図 98 中期：深鉢１､後期：深鉢32､鉢２､壺１
剥片１

＜ SKP6056
＞ SKF249 Ⅳ８

SKF 259 194 第135図 第242図 98 後期：深鉢10､壺２
石鏃２､剥片１､チップ２ ＜ SKP6235 Ⅳ６～７以降

SK 260 114 第93図 － 39 なし ＜ SKP6055
＞ SB1109P3 Ⅳ５以降

SK 261 114 第94図 第215図 － 後期：深鉢11､鉢２､深鉢･鉢１
敲石１､磨石３､剥片８ ＜ SK786･789 Ⅳ６～８

SI 263 67 第56図
第

190･191
図

17 
炉（旧）－後期：深鉢３（炉体土器１）
剥片２､チップ２
炉（新）－後期：深鉢１（炉体土器１）
炉（最新）－後期：深鉢５（炉体土器１）

なし Ⅳ１

SK 266 312 第291図 第296図 － 縄文土器破片146
石匙１､剥片22 なし 中世以降

SR 267 267 第162図 第265図 151 前期：深鉢１､後期：深鉢５（埋設土器１）
石核１､磨石１､剥片２ なし Ⅳ２

SKQ 268 225 第147図 第252図 122 
前期：深鉢７､後期初頭：深鉢２､
後期：深鉢１
石匙１､剥片３､チップ８

なし Ⅳ５～６

SKQ 269 226 第147図 第253図 123 
前期：深鉢37､中期：深鉢２､後期：深鉢36
石鏃１､石匙２､石箆１､有孔石製品３､
垂飾１、剥片62､チップ30

＞ SI10106 Ⅳ５～６

SKQ 270 227 第128図 第253図 124 
前期：深鉢56､後期初頭：深鉢２､
後期：深鉢１
磨石１､剥片10､チップ12

＞ SK10081､SKQ10018 Ⅳ５～６

SKQ 271 228 第128図 第254図 124 前期：深鉢２
石匙１､剥片４

＜ SKQ272
＞ SKQ10048･10049 Ⅳ５～６

SKQ 272 228 第128図 第254図 125 前期：深鉢３､後期：深鉢１
扁平打製石器１ ＞ SKQ271･10038 Ⅳ５～６

SKQ 273 229 第148図 第254図 126 前期：深鉢３､中期：深鉢11､後期：深鉢２
剥片６､チップ７ ＞ SI10047 Ⅳ５～６

SKQ 274 230 第148図 － 126 後期：深鉢１
剥片１､チップ４ ＞ SI10047 Ⅳ５～６

SKQ 276 231 第148図 第254図 127 前期：深鉢73､後期：深鉢５
石鏃１､剥片19､チップ14 ＞ SI10106 Ⅳ５～６

SQ 277 52 第46図 第179～
182 図 ８

前期：深鉢101
スクレイパー４､扁平打製石器６､敲石２､
凹石２､磨石８､板状石製品１

＞ SI10106 Ⅱ

SI 278 69 第56図 第191図 18 石皿１､剥片３､チップ４ ＜ SK10143、SKQ10027
？ SKP10145 Ⅳ１

SK 281 312 第291図 第296図 － 縄文土器破片227
石鏃１､石匙１､スクレイパー１､剥片27 なし 中世

SKQ 282 232 第126図 － 132 剥片１ ＞ SK999 Ⅳ６前後

SKQ 283 232 第149図 第254図 132 後期：深鉢10
チップ１ ＞ SKP6137･6138･6139 Ⅳ６前後

SKQ 284 232 第148図 第254図 131 後期：深鉢２
敲石１､凹石１､磨石３ なし Ⅳ６前後

SKQ 287 233 第108図 第255図 133 後期：深鉢４､鉢２､壺･注口１
スクレイパー１､剥片１､使用痕有る剥片１ ＞ SK588 Ⅳ７以降

SQ 288 261 第123図 － 148 後期：深鉢６
敲石１､磨石７

＞ SK916･971､SKF790､SKP6546
？ SB1106 Ⅳ６前後

SKQ 289 233 第124図 第255図 － 敲石１ ＞ SK953､SKP2626・6229･6549 Ⅳ６前後

SKQ 290 234 第124図 第255図 133 後期：器種不明１
配石礫から磨石５ ＞ SK953 Ⅳ６前後

SQ 293 261 第159図 第263図 148 配石礫から敲石２､凹石１､磨石４､
石皿１

＞ SK855･859､SKF1067、
SKP2551･2658･2662 Ⅳ６前後

SQ 294 262 第159図 － 148 周辺から剥片１ なし Ⅳ６前後
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挿図番号 図版
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遺構 遺物

SQ 295 262 第159図 － 148 なし なし Ⅳ６前後

SQ 296 262 第159図 － 148 配石礫から磨石１､周辺から石核１､剥片１ なし Ⅳ６前後

SQ 297 262 第159図 － 148 配石礫から磨石１ なし Ⅳ６前後

SQ 298 262 第123図 第263図 148 配石礫から石皿１ ＞ SKP6547 Ⅳ６前後

SQ 300 263 第138図 － 149 なし ＞ SKF559 Ⅳ６前後

SKQ 304 234 第149図 第256図 132 後期：深鉢４ ？ SB1105 Ⅳ６前後

SKQ 305 234 第149図 第256図 127 前期：深鉢28､後期：深鉢１
有孔石製品１､剥片８､チップ４ なし Ⅳ５～６

SI 306 56 第48図 第183図 － 中期：深鉢２（炉体土器１） なし ⅢＣ

SKQ 308 235 第149図 第256図 133 後期：深鉢２
剥片１､土坑上面より磨石１､石皿１ なし Ⅳ６前後

SQ 309 263 第160図 － － なし なし Ⅳ６前後

SD 310 272 第164図 － 153 なし ＜ SK588･674･686､SKQ819､
SKP6424 Ⅳ６～８以前

ST 311 306
第298・
479･
480図

第481～
495図

  175･
176 Ⅳ

SI 312 69 第54･55
図 第192図 13･14 後期：深鉢29､鉢２､壺１､壺･注口１

石鏃１､剥片１
＜ SKP6456
＞ SI168 Ⅳ６～８

SI 313 70 第56図 － 18 なし ？ SK826､SKP5149 Ⅳ２以降

SKQ 314 235 第117図 第256図 133 後期：深鉢２､台付深鉢１､台部１､底１
チップ１ ＞ SK758､SKP6449 Ⅳ６以降

SQ 315 263 第160図 － － 配石礫から磨石１ なし Ⅳ６前後

SQ 316 263 第160図 － － 後期：深鉢１
石核１､敲石１ なし Ⅳ６前後

SKQ 317 236 第150図 第256図 － スクレイパー１､剥片２､使用痕有る剥片１ なし Ⅳ６前後

SKQ 318 236 第150図 第257図 －
中期：深鉢１､後期：深鉢12､鉢１､壺１､底１
石核１､二次加工有る剥片１､剥片12､
配石礫から敲石２､凹石２､磨石２

＞ SKT858 Ⅳ６前後

SKQ 319 236 第150図 第256図 －
中期：深鉢１､後期：深鉢６､
アスファルト塊1．8ｇ
配石礫から凹石１､磨石２

＜ SQ321 Ⅳ６前後

SQ 321 263 第150図 第264図 － 配石礫から凹石２､石皿２ ＞ SKQ319 Ⅳ６前後

SM 322 272 第167図 － － なし なし Ⅳ５

SKQ 323 237 第150図 第256図 134 後期：深鉢５､鉢２
スクレイパー１ なし Ⅳ２以降

SQ 324 263 第160図 － 149 周囲から剥片１ なし Ⅳ

SK 325 114 第93図 第215図 39 前期：深鉢１､後期：深鉢２ なし Ⅳ１以降

SI 326 70 第57図 第192･
193図 18 

後期：深鉢47（炉体土器１）､壺１､底６
スクレイパー３､石核１､敲石１､凹石２､
磨石８､石皿２､剥片７

なし Ⅳ１

SQ 330 264 第161図 － 149 配石礫から磨石１ なし Ⅳ

SI 331 71 第58図 第193･
194図 19 後期：深鉢２（炉体土器２）､

炉周辺から深鉢３、敲石１､磨石３ なし Ⅳ１

SI 332 71 第59図 第194図 20 炉周辺から後期：深鉢31（炉体土器１） なし Ⅳ１

SI 333 71 第56図 第194図 20 炉周辺から後期：深鉢16（炉体土器１）､底１ なし Ⅳ１

SQ 334 279 第172図 － 149 配石礫から後期：深鉢３
磨石２､周辺から剥片３ なし 縄文

SI 335 72 第60図 － 21 なし なし Ⅳ

SK 336 115 第95図 第215図 40･41 後期：深鉢16､壺２､底１
敲石１､石皿１

＜ SK338
＞ SK382 Ⅳ２以降

SKF 337 195 第95図 第241図 40･41･
99

前期：深鉢２､
後期：深鉢16､鉢１､壺２､錘状土製品１､底１
スクレイパー３､敲石４､凹石１､磨石５､
石皿３

＞ SK338･382  Ⅳ２

SK 338 115 第95図 第216図 40･41 後期：深鉢３､鉢１､底１
石鏃１､スクレイパー３､磨石２､剥片８

＜ SKF337
＞ SK336･339･382 Ⅳ２

SK 339 115 第95図 第216図 40･41 後期：深鉢２ ＜ SK338 Ⅳ２以降

SQ 340 264 第160図 － 149 周囲から剥片５ なし Ⅳ
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SN 342 269 第163図 第267図 － 焼土付近から前期：深鉢３､後期：壺１ なし Ⅳ２

SK 343 116 第95図 第216図 40･41 後期：深鉢６ ＞ SK382 Ⅳ２以降

SK 347 116 第93図 第216図 39 後期：深鉢15､壺１､底２
石匙１､剥片１ なし Ⅳ

SK 348 116 第93図 第217図 42 後期：深鉢11､鉢１､底１
有孔石製品１､剥片１ なし Ⅳ２

SN 350 279 第172図 － － 磨石６ なし 縄文

SK 352 116 第94図 第217図 42 
前期中葉：深鉢２､中期：深鉢１､後期：深鉢35､
鉢２､壺３､底３､土偶片１､環状土製品１
敲石１､凹石１､磨石３､剥片19､チップ２

＜ SKP6042
？ SB1116･1117･1118･1119 Ⅳ７～８

SI 353 72 第60図 第195図 20 後期：深鉢１（炉体土器１）
石皿１､炉周辺から磨石１ なし Ⅳ１

SK 354 312 第291図 第297図 －
中期中葉：深鉢１､
後期：深鉢180､鉢１､壺･注口３､
注口１､底１
剥片19､チップ11

なし 弥生時代以降

SI 355 274 第169図 第279図 － 炉周辺から石皿２ ？ SKP6390 縄文

SK 356 117 第93図 － 42 なし なし Ⅳ５～６以降

SK 357 117 第94図 第217図 42 後期：深鉢９ ＜ SKP6140
？ SB940 Ⅳ２～４以降

SK 358 117 第96図 第217図 43 後期：深鉢11､底１
剥片１

＜ SKP6141
？ SB940・1142 Ⅳ４以降

SK 359 118 第96図 第217図 43 後期：深鉢６､土製品片１
チップ１ ？ SB940･1142 Ⅳ８

SK 361 118 第96図 第217図 43 後期：深鉢27 ＜ SKP6143･6144 Ⅳ８

SK 362 118 第96図 － 43 後期：深鉢６､底１
チップ２ ＜ SKP6145･6146 Ⅳ

SK 363 118 第96図 第217図 44 後期：深鉢12､鉢１
凹石１､磨石２ なし Ⅳ８

SK 364 119 第96図 第218図 44 後期：深鉢41､鉢１､底２
剥片12､チップ３

＜ SKP6147
＞ SK365 Ⅳ６～７以降

SK 365 119 第96図 － 44 なし ＜ SK364､SKP6148･6149
＞ SKP6475 Ⅳ６～７以前

SKQ 367 237 第101図 第256図 134 後期：深鉢６
磨石１､剥片２ ＜ SK459 Ⅳ６以降

SK 368 119 第96図 第218図 44 後期：深鉢14､鉢１ ＜ SKP1446 Ⅳ４以降

SK 369 119 第96図 － 45 なし なし 後期中葉造成後

SK 370 119 第97図 第218図 45 後期：深鉢49､壺･注口２､底１
剥片１､チップ１

＜ SKP6381
＞ SKP6150 Ⅳ７以降

SK 372 120 第97図 第218図 45 

前期：深鉢１､中期：深鉢１､
後期：深鉢65､台付深鉢１､鉢１､小型鉢１､
壺３､小型壺２､底７
スクレイパー２､石核１､敲石１､剥片38､
チップ４

＜ SK426 Ⅳ４？
Ⅳ８？

SK 373 120 第97図 第219図 46 
中期：深鉢３､後期：深鉢19､壺１
スクレイパー１､石核１､磨製石 １､
剥片12､チップ６

なし Ⅳ４以降

SK 374 120 第97図 第219図 46 後期：深鉢５
剥片１

＜ SK666､SKP6520
＞ SKP6435 Ⅳ７以降

SK 376 121 第97図 － 46 なし なし 後期中葉造成後

SKF 377 195 第100図 第242図 98 後期：深鉢５､壺１ ＞ SK442 Ⅳ６～８

SK 380 121 第98図 第219図 46 後期：深鉢１
剥片１ ＜ SKP6151 後期中葉造成後

SK 382 121 第95図 － 40･41 なし ＜ SK336･338･343､SKF337 Ⅳ２以前

SK 389 121 第98図 第219図 47 後期：深鉢４､壺１
スクレイパー１､磨石１､剥片６ ＜ SKP6152･6402 後期中葉造成後

SKF 390 195 第135図 － 98 磨石１ なし 後期中葉造成後

SK 392 122 第98図 第219図 47 後期：深鉢５ なし Ⅳ８

SK 394 122 第98図 － 47 なし なし 後期中葉造成後

SK 395 122 第98図 － 47 なし ＜ SKP6153 後期中葉造成後

SK 396 122 第98図 － 47 なし ＜ SKP6525 後期中葉造成後

SKF 400 196 第135図 第242図 100 後期：深鉢32､鉢１
剥片１ なし Ⅳ６～８

SK 401 275 第170図 第279図 48 石錐１､剥片２ なし 縄文
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SI 403 73 第61図 第196図 21 炉周辺より敲石１､石皿１､石核１

＜ SKQ496
P2 ＜ SKP2104 ＞ SKP6463･6464
P3 ＞ SKP6465
？ SI485､SB921P1､SK497､SKP2095
・2105･2171

Ⅳ６以前

ST 404 307 第298図 第496～
510図 － Ⅳ

SKQ 407 237 第151図 － 134 なし なし Ⅳ５～６

SKF 411 196 第135図 － 100 なし なし Ⅳ

SKF 413 196 第135図 － 100 なし なし 後期中葉造成後

SK 414 275 第170図 － 48 なし なし 縄文

SKF 416 197 第135図 第243図 101 後期：深鉢５､壺４､底２ ＜ SKP6236 Ⅳ２以降

SK 417 123 第98図 － 48 なし なし 後期中葉造成後

SK 418 123 第98図 第219図 48 後期：深鉢17､壺４
磨石１､剥片１ なし Ⅳ２以降

SKF 422 197 第135図 第242図 101 
土坑上面から後期：深鉢106､鉢３､壺５､
小型壺３､底７
スクレイパー２､敲石１､磨石11､剥片52､
チップ９､石核２

なし Ⅳ３以降

SN 424 279 第173図 第279図 －
焼土面付近から後期：深鉢６､壺１
石鏃１､石匙１､スクレイパー１､石核１､
敲石２､凹石１､磨石５､剥片11

なし 縄文

SRN 425 53 第46図 第182図 ８ 前期：深鉢１（炉体土器１）
扁平打製石器１､剥片２ なし Ⅱ

SK 426 123 第97図 第219図 48 後期：深鉢６､壺１
剥片３､チップ３ ＞ SK372 Ⅳ８

SK 428 275 第127図 － － なし ＜ SK1066
？ SB1113･1114･1115 縄文

SKF 430 197 第136図 第243図 102 後期：深鉢13､鉢２､壺１
剥片５ なし Ⅳ５以降

SK 431 123 第99図 第219図 49 中期：深鉢３､後期：深鉢８､鉢１､壺１､底３
石箆１､剥片１､チップ１ なし Ⅳ４以降

SK 432 124 第99図 第220図 49 後期：深鉢15､鉢２､壺３､底１､環状土製品１
スクレイパー２､敲石１､剥片31 なし Ⅳ２以降

SK 433 124 第98図 第220図 49 後期：深鉢７､鉢１､壺１､底１
石鏃１､石核１､剥片５､チップ１ なし Ⅳ２以降

SK 434 124 第91図 第220図 50 後期：深鉢45､鉢２､壺２
石核１､剥片31､二次加工有る剥片１

＜ SKP6155
＞ SK436･471 Ⅳ８

SK 436 125 第91図 － － なし ＜ SK197･434
？ SKP6131 後期中葉造成後

SK 437 125 第99図 － 50 なし ＜ SKP1307･6476 後期中葉造成後

SK 438 125 第99図 第220図 50 後期：深鉢７､壺１
石核１､剥片４､チップ２ ＜ SKP6156 Ⅳ７以降

SK 439 125 第100図 第221図 51 後期：深鉢７
スクレイパー１､凹石１､剥片２ ＞ SK440 Ⅳ２以降

SK 440 126 第100図 第221図 51 後期：深鉢14
剥片２ ＜ SK439 Ⅳ２以降

SK 441 126 第100図 第221図 51 後期：深鉢９､底１
磨石１､剥片１､チップ１ ＜ SKP6157 Ⅳ８

SK 442 126 第100図 － 98 なし ＜ SKF377､SKP6158･6430 後期中葉造成後

SK 444 126 第100図 － 50 後期：深鉢１
剥片２ ＞ SB1006P4 Ⅳ６～８

SK 445 127 第99図 第221図 51 後期：深鉢10､鉢１､壺１､底１
凹石１ なし Ⅳ５以降

SK 449 127 第100図 － 51 後期：深鉢３ なし Ⅳ２以降～
後期中葉造成前

SK 450 127 第100図 － 52 なし なし Ⅳ２以降～
後期中葉造成前

SKQ 451 238 第151図 － 134 なし なし Ⅳ６前後

SRN 453 53 第46図 第182図 ８ 前期：深鉢１（炉体土器１） なし Ⅱ

SKF 454 197 第136図 第243図 100 後期：深鉢12､鉢１
剥片４､チップ２ なし Ⅳ３～４以降

SK 456 127 第100図 － 52 なし ＜ SKP6159 後期中葉造成前

SKF 457 198 第101図 第243図 102 後期：深鉢20
石匙１､剥片５ ＞ SK458 Ⅳ２以降

SK 458 128 第101図 － 102 なし ＜ SKF457､SKP6160 Ⅳ

SK 459 128 第101図 第221図 134 後期：深鉢３､壺１ ＞ SKQ367 Ⅳ６以降
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第５表　遺構一覧８

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SK 460 128 第101図 第221図 52 前期中葉：深鉢４､後期：深鉢12､壺１､底１
石核２､磨石１､剥片５､使用痕有る剥片１ なし Ⅳ２以降

SKQ 462 128 第151図 第257図 135 中期：深鉢２､後期：深鉢56､鉢３､壺４
剥片５､チップ２ なし Ⅳ２以降

SKF 464 198 第136図 第243図 103 後期：深鉢４
剥片２ なし 後期中葉造成後

SK 465 49 第44図 第177図 － 前期：深鉢16､底５ なし Ⅱ以降

SK 466 50 第44図 第177図 － 前期：深鉢10 ＜ SN1089、SK494 Ⅱ以降

SK 467 128 第92図 第221図 38 後期：深鉢36､鉢１､壺・注口１
剥片１

＜ SK230
＞ SKP6161 Ⅳ８

SK 469 129 第101図 第221図 52 後期：深鉢４､鉢１
剥片１

＞ SKP6559
？ SKP6446 後期中葉造成後

SKF 470 198 第136図 第243図 102 後期：深鉢７､鉢２､壺１
敲石１､凹石１､剥片２ なし 後期中葉造成後

SK 471 129 第91図 － 53 後期：深鉢３､底１ ＜ SK434､SKP6155･6162 後期中葉造成後

SK 472 129 第101図 － 53 なし なし 後期中葉造成後

SK 473 276 第170図 － 53 なし なし 縄文

SK 474 276 第170図 － 53 なし なし 縄文

SK 476 129 第102図 第222図 54 後期：深鉢19､鉢２､壺１､底２
スクレイパー１､石核１､剥片19､チップ２ なし Ⅳ２以降

SK 477 130 第103図 － 54 なし ＜ SK478･580､SKF489､SKP6170 Ⅳ

SK 478 130 第103図 － 54 なし ＜ SK580
＞ SK477 Ⅳ

SKF 480 199 第136図 第243図 103 後期：深鉢16、壺２、剥片１ なし Ⅳ８

SKF 483 199 第136図 － 103 なし なし 後期中葉造成後

SK 484 130 第102図 第222図 54 後期：深鉢２
スクレイパー１､石核１､剥片１､チップ２ なし Ⅳ２以降

SI 485 73 第60図 第197図 21 後期：深鉢１（炉体土器１） ＞ SB918P4
？ SI403 後期中葉造成後

SK 486 131 第102図 第222図 55 後期：深鉢35､円盤状土製品１
スクレイパー１､剥片10 ＞ SK487 Ⅳ７以降

SK 487 131 第102図 第222図 55 後期：深鉢６ ＜ SK486､SKP6374 後期中葉造成後

SKF 489 199 第103図 － 54･
103 なし ＞ SK477･653･726 Ⅳ８

SK 491 131 第102図 － 55 なし ＜ SKP6375
＞ SB921 後期中葉造成後

SK 494 50 第44図 第178図 － 前期：深鉢22､底１
スクレイパー１､剥片３､チップ１ ＞ SK466 Ⅱ以降

SKQ 496 238 第151図 第258図 135 後期：深鉢７
石皿１､磨石２､チップ３ ＞ SI403 Ⅳ６前後

SK 497 131 第102図 第222図 55 後期：深鉢７､壺１ ？ SI403 後期中葉造成後

SKF 498 199 第136図 第244図 104 後期：深鉢13 なし Ⅳ２

SK 500 132 第102図 第222図 56 後期：深鉢２､壺１
石核１､剥片２（黒曜石製１） ＜ SKP6078 Ⅳ４以降

SKF 501 200 第137図 第244図 103 後期：深鉢29､鉢１､壺１
剥片１ なし Ⅳ６～８

SKF 502 200 第137図 第244図 104 後期：深鉢６ なし Ⅳ８

SK 503 276 第170図 － 56 なし なし 縄文

SKQ 506 239 第151図 第258図 135 磨石２､石皿１ ＜ SKP6094 Ⅳ６前後

SK 507 132 第102図 第222図 57 後期：深鉢７､鉢１ なし Ⅳ７以降

SKF 508 200 第137図 － 104 なし なし 後期中葉造成後

SK 509 132 第102図 第222図 56 後期：深鉢１ なし Ⅳ４～５以降

SK 510 132 第103図 － 56 なし なし 後期中葉造成前

SK 513 132 第88図 第223図 33 後期：深鉢35､鉢１､底３、不明１
剥片８ ＜ SK157､SKP1852 Ⅳ６～８

SKF 515 201 第104図 － 105 なし ＜ SK516 後期中葉造成前

SK 516 133 第104図 － 57 なし ＜ SK517
＞ SKF515 後期中葉造成前

SK 517 133 第104図 － 57 後期中葉以降：深鉢１
チップ１ ＞ SK516 後期中葉造成後
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遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SKF 518 201 第137図 － 105 なし なし Ⅳ

SK 519 133 第90図 第223図 57 
後期：深鉢27
石錐１､スクレイパー１､石核１､剥片６､
チップ２

＜ SKP6164
＞ SK173
？ SB932P3

Ⅳ８

SK 520 134 第103図 第223図 57 後期：深鉢27､壺･注口１
剥片２ なし Ⅳ７以降

SK 523 134 第104図 第223図 58 後期：深鉢65､鉢２､壺１､香炉？１
石匙１､スクレイパー１､剥片５ なし Ⅳ８

SI 524 56 第48図 第183図 11 中期：深鉢１（炉体土器１） ＜ SKF535､SKP1559･1573･6389 ⅢＡａ

SK 525 134 第103図 － 58 なし ＜ SKP2157･2158
？ SB922 後期中葉造成後

SK 528 134 第104図 － 58 なし ＜ SB922P4 後期中葉造成後

SK 530 135 第104図 第224図 58 後期：深鉢３､台部１
剥片１ なし Ⅳ８

SI 531 56 第49図 第184図 22 中期：深鉢１（炉体土器１） ？ SKP1619･1621･1746･1747
･1999･2000･9005 ⅢＣ

SK 533 135 第104図 第224図 59 後期：深鉢２､注口２
異形石器１､剥片２ ？ SB923 後期中葉造成後

SK 534 135 第104図 － 59 剥片１ ＜ SKP6166 後期中葉造成後

SKF 535 201 第137図 － 105 なし ＞ SI524 Ⅳ

SK 536 135 第105図 第224図 60 後期：深鉢４､底２
剥片１ ＜ SB928P4 Ⅳ６～８

SK 538 136 第104図 － 59 なし なし 後期中葉造成後

SKF 540 201 第137図 第244図 105 後期：深鉢12､底２
分割礫２､剥片19 なし Ⅳ６～８

SK 541 136 第105図 第224図 59 後期：深鉢７､注口２､底１
スクレイパー１､剥片３ ＜ SKP1675･1676 Ⅳ６～８

SK 543 136 第105図 第224図 60 後期：深鉢６､壺１､底１
剥片１ ＜ SKP2390 Ⅳ３以降

SK 544 136 第105図 第224図 60 スクレイパー１ ＞ SK910 後期中葉造成後

SK 545 136 第105図 第224図 － 後期：深鉢26
スクレイパー１､剥片３

＜ SKP6006
＞ SKP6004 Ⅳ６～８

SD 547 315 第294図 － － なし
＜ SKP6099･6100
＞ SD592
？ SB1013、SD590

不明

SK 548 137 第106図 － 60 石核１､剥片１ ＞ SKP2162 後期中葉造成後

SKF 549 202 第137図 第245図 106 後期：深鉢９
剥片３

＜ SB938P1・1010、SKP1668
＞ SI906
？ SB939

Ⅳ６～８

SKF 553 202 第137図 第245図 106 後期：深鉢８､壺３ なし 後期中葉造成後

SN 554 269 第163図 第267図 － 焼土面付近から後期：深鉢７ なし Ⅳ６～８

SK 555 276 第170図 － － 石核１､剥片１ なし 縄文

SK 556 137 第106図 － 60 剥片２ ＜ SKP6457 後期中葉造成後

SKF 559 202 第138図 第245図 106 後期：深鉢３､壺１
剥片２ ＜ SQ300 Ⅳ６～８

SKF 560 202 第138図 第245図 106 後期：深鉢１､壺･注口１ なし Ⅳ６以降

SKF 561 203 第122図 第245図 107 後期：深鉢19､鉢１､壺１､環状土製品１
剥片７､チップ１ ＞ SK905､SKP6385 Ⅳ６～８

SK 562 137 第106図 第224図 61 後期：深鉢６､壺１
剥片７

＜ SKP6168
？ SKP6167 後期中葉造成後

SK 564 137 第106図 － 61 なし ＜ SB1120P4､SKP6169
＞ SK565 後期中葉造成後

SK 565 138 第106図 － 61 なし ＜ SK564､SKP6169
？ SB1120･1121 後期中葉造成後

SK 566 138 第106図 － 61 なし ＞ SK584
？ SB1120 Ⅳ６～８

SKF 567 203 第138図 第245図 106 後期：深鉢７､壺１
スクレイパー１､凹石１ ＜ SB925P1 Ⅳ１～２以降

SK 571 138 第106図 第224図 61 後期：深鉢12､鉢１
石鏃１､剥片２ ＞ SB924P1 Ⅳ８

SK 574 138 第107図 － 61 なし なし 後期中葉造成後

SK 575 139 第89図 第224図 34･35 後期：深鉢22
剥片６､使用痕有る剥片１

＜ SK576･577
＞ SK159 Ⅳ７～８

SK 576 139 第89図 第225図 34･35 後期：深鉢19､壺１
剥片４､チップ３

＜ SKP6448
＞ SK575･577 Ⅳ８

SK 577 139 第89図 第225図 34･35 後期：深鉢17､鉢１ ＜ SK576･578､SKP6448
＞ SK575 Ⅳ８
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遺構 遺物

SK 578 139 第89図 第225図 34･35 後期：深鉢31､注口１
剥片５､チップ２

＜ SKP6448
＞ SK577 Ⅳ８

SK 579 140 第107図 － 62 なし なし 後期中葉造成前

SK 580 140 第103図 － 54 なし ＜ SKP6170
＞ SK477･478 Ⅳ

SK 583 140 第107図 － 62 なし ＜ SKP6173･6174･6527 後期中葉造成後

SK 584 140 第106図 第225図 61 後期：深鉢９
剥片１

＜ SK566
＞ SKP6237
？ SB1120

Ⅳ６～８

SK 585 141 第107図 － 62 なし ＞ SB1123P1
？ SB1121･1045 Ⅳ８

SK 586 141 第107図 － 62 なし なし 後期中葉造成後

SK 587 141 第107図 － 63 なし なし 後期中葉造成後

SK 588 141 第108図 第225図 63 後期：深鉢47､鉢２､壺１
剥片３

＜ SKQ287
＞ SD310 Ⅳ７～８

SD 589 315 第294図 － － なし
＜SB1009P2、SKP1677･6101･6103
･9012
？SD590

不明

SD 590 315 第294図 － － なし ＜ SKP708･709･1677･1682･6099
？ SB1013､SD547・589・592 不明

SK 591 142 第107図 第225図 63 後期：深鉢１､壺１
敲石１ なし Ⅳ６～８

SD 592 315 第294図 － － なし ＜ SKP1694･6099･6100、SD547
？ SB1013､SD590 不明

SD 593 315 第294図 － － なし ＜ SKP6104･6105
？ SB1009 不明

SKF 594 203 第92図 第245図 － 後期：深鉢20､鉢１
スクレイパー１､凹石２､剥片９ ？ SK238･609 Ⅳ７～８

SQN 595 266 第161図 第265図 150 後期：深鉢１､底１ なし 後期中葉

SKF 599 204 第138図 第245図 107 後期：深鉢３､鉢１､壺･注口１､底１
スクレイパー１､剥片２ ＜ SKP6177 Ⅳ６以降

SK 600 142 第108図 第225図 63 後期：深鉢16､壺１
剥片３

＜ SKP6179
＞ SKP6178 Ⅳ７～８

SKF 601 204 第138図 第246図 107 後期：深鉢144､鉢８､壺２､壺･注口３､底３
スクレイパー１､石核１､剥片３､チップ１ なし Ⅳ８

SK 602 142 第108図 第226図 63･64 後期：深鉢28､環状土製品１
敲石１､磨石２､剥片８､使用痕有る剥片１ ＜ SK608､SKP6180 Ⅳ７～８

SK 603 142 第108図 第226図 － 後期：深鉢２､底１
剥片２ ＞ SKP6181 Ⅳ８

SK 605 143 第108図 第226図 64 後期：深鉢３
スクレイパー１ ＜ SB928P2 Ⅳ７以前

SK 606 143 第108図 第226図 64 後期：深鉢５､鉢７ ＞ SKP6178 Ⅳ６～８

SK 608 143 第108図 第226図 64 後期：深鉢３
敲石２､剥片２ ＞ SK602 Ⅳ７～８

SK 609 143 第92図 第226図 － 後期：深鉢７､鉢２､底１
剥片２ ？ SK238､SKF594 Ⅳ６～８

SK 611 144 第109図 第226図 64･65 後期：深鉢６､注口１
剥片１

＜ SK612
？ SK613･791･792 Ⅳ６～８

SK 612 144 第109図 第226図 64･65 後期：深鉢４､注口１ ＞ SK611･613･791･792 Ⅳ８

SK 613 144 第109図 第226図 64･65 後期：深鉢13､壺１､注口１
剥片１

＜ SK612･614･627
？ SK611･791･792･793 Ⅳ７

SK 614 144 第109図 第226図 64･65 後期：深鉢８、鉢？１ ＞ SK613･627･792･793 Ⅳ８

SK 615 276 第170図 － 65 なし なし 縄文

SKQ 616 279 第172図 － 136 なし なし 縄文

SKQ 617 239 第151図 第259図 136 前期：深鉢７､後期：深鉢９､注口１
石錐１､スクレイパー１､剥片３ なし Ⅳ２以降

SK 618 145 第109図 第226図 65 後期：深鉢54､鉢１､壺１､壺･注口１
スクレイパー１ ＞ SKP6533 Ⅳ７

SK 621 145 第109図 － 66 後期：深鉢６､底２
剥片３

＜ SB1040P3､SKP6183
？ SB1107 Ⅳ

SK 622 50 第44図 第178図 － 前期：深鉢１ なし Ⅱ以降

SK 623 145 第109図 第227図 65 後期：深鉢26､注口３
剥片１､チップ１ ＞ SB1129P2 Ⅳ８

SK 626 145 第110図 － 66 なし ＜ SB1040P4 後期中葉造成後

SK 627 146 第109図 第227図 65 後期：深鉢５､壺･注口１
チップ３

＜ SK614
＞ SK613
？ SK792･793

Ⅳ８

SK 629 146 第110図 第227図 66 後期：深鉢21､鉢？１､壺２､底１
磨石１

＜ SB927P1
＞ SKP6184 Ⅳ７～８
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第５表　遺構一覧11

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SK 631 146 第110図 第227図 66 後期：深鉢２ なし Ⅳ７以降

SK 632 146 第110図 第227図 66 後期：深鉢４ なし Ⅳ２以降

SK 633 146 第110図 － 67 剥片１ なし 後期中葉造成後

SK 634 147 第110図 － 68 なし ＜ SKP6022 後期中葉造成後

SK 635 147 第110図 － 67 なし ＜ SKP6032 後期中葉造成後

SK 637 147 第105図 － 67 なし ＞ SK638 後期中葉造成後

SK 638 147 第105図 － 67 なし ＜ SK637
＞ SKP6004 後期中葉造成後

SK 639 148 第110図 第227図 67 中期：深鉢４､後期：深鉢４､鉢１ ＜ SKP6033 Ⅳ８

SK 640 148 第111図 第227図 68 深鉢１ ＜ SK676 後期中葉造成後

SK 641 148 第111図 － 68 後期：深鉢７ なし 後期中葉造成後

SKF 643 204 第139図 － 107 なし なし 後期中葉造成後

SK 644 148 第111図 － 68 なし ＜ SKP6034 後期中葉造成後

SK 647 148 第111図 第227図 69 後期：深鉢３､壺？１ ＜ SK717
＞ SKP6188･6189 Ⅳ６～８

SK 648 149 第111図 － 69 なし なし 後期中葉造成後

SK 649 149 第112図 第227図 69･70 後期：深鉢３､円盤状土製品１
石核１､剥片９､チップ１ なし Ⅳ２以降

SK 651 149 第112図 第227図 69 後期：深鉢１､壺１
剥片１ ＞ SKP6437 後期中葉造成後

SK 653 150 第103図 第227図 54 後期：深鉢53､鉢２､壺２
剥片10

＜ SKF489
＞ SK726 Ⅳ８

SK 656 150 第112図 第227図 70 後期：深鉢２､壺１
剥片５ ＞ SK837 後期中葉造成後

SK 657 150 第112図 第227図 70 後期：深鉢19､突起１､鉢２､壺１
スクレイパー２､剥片１

＜ SK668･744
？ SK837 Ⅳ６～８

SK 658 150 第112図 － 70 なし ＞ SB1120P1､SK659
？ SB1121 Ⅳ６～８

SK 659 151 第112図 第228図 70 後期：深鉢74､鉢１､壺･注口１､底２
石皿１､剥片23､チップ10

＜ SB1120P1､SK658､SKF660､SKP6191
？ SB1121 Ⅳ６以降

SKF 660 204 第112図 － 70 なし ＞ SK659
？ SB1120･1121 Ⅳ６以降

SK 661 151 第113図 第228図 70 後期：深鉢10､鉢１､台部２
剥片１

＜ SB1121P3･1125P3､SKP6193･6194
＞ SK861
？ SB1045･1123､SKP6191

Ⅳ４以降

SK 662 151 第113図 第228図 70 後期：深鉢10､台部２
剥片４

＞ SK861
？ SB1045･1123 Ⅳ８

SKF 663 205 第139図 第246図 108 後期：深鉢13､底１
剥片１ ＞ SKF664 Ⅳ６以降

SKF 664 205 第139図 第246図 108 前期：深鉢２､後期：深鉢５､鉢１
剥片２ ＜ SKF663 Ⅳ５以降

SK 666 151 第97図 － 46 後期：深鉢１ ＞ SK374 Ⅳ７以降

SK 667 152 第113図 － 71 なし ？ SB949P1 Ⅳ

SK 668 152 第112図 － 70 なし ＜ SK744
＞ SK657･837 Ⅳ６～８

SK 671 152 第113図 第228図 － 後期：深鉢３､底１
剥片２ なし Ⅳ４以降

SK 674 152 第113図 第228図 65･71 前期：深鉢１､中期：深鉢３､後期：深鉢９
剥片２ ＞ SD310 Ⅳ

SK 676 153 第111図 － 68 なし ＞ SK640 後期中葉造成後

SK 677 60 第51図 第185図 12 中期：深鉢25（埋設土器１）､錘状土製品１ ＜ SKP1963 ⅢＢ

SK 686 153 第113図 － 71 後期：深鉢５､台部１ ＞ SD310 Ⅳ７～８

SK 688 153 第113図 第228図 71･72 後期：深鉢10
石核１､剥片２ ＞ SK740･741 後期中葉造成後

SK 690 153 第113図 第228図 72 後期：深鉢２
チップ２ なし 後期中葉造成後

SK 693 154 第114図 第228図 72 後期：深鉢58､鉢３､底２
スクレイパー２､剥片６（黒曜石１）､チップ２ ＞ SKF795 Ⅳ６以降

SKF 698 205 第139図 第246図 108 後期：深鉢１､土偶１
剥片３､チップ１ ＞ SKF699 Ⅳ７～８

SKF 699 206 第139図 第246図 108 後期：深鉢25､鉢２
凹石１､剥片３ ＜ SKF698 Ⅳ６～８
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第５表　遺構一覧12

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SK 700 154 第114図 － － なし ？ SK701･702 Ⅳ

SK 701 154 第114図 第228図 － 後期：深鉢４､壺１
剥片２ ？ SK700･704 Ⅳ６～８

SK 702 154 第114図 － － なし ？ SK700･703 Ⅳ

SK 703 155 第114図 － － なし ？ SK702 Ⅳ

SK 704 155 第114図 － － なし ？ SK701 Ⅳ

SK 705 155 第114図 第229図 72 後期：深鉢８､壺１､台部１
剥片２ ＞ SK1084 Ⅳ５～６以降

SK 706 155 第115図 第229図 73 後期：深鉢４､壺１､底２
凹石１､石皿１､剥片３､チップ２

＜ SK1087､SKP6415
？ SKP6555 Ⅳ４以降

SKF 707 206 第139図 第246図 108 前期：深鉢１､後期：深鉢20､鉢１ ＜ SKP1851 Ⅳ８

SKF 708 206 第139図 第246図 108 後期：深鉢19 なし Ⅳ８

SK 709 156 第114図 第229図 73 後期：深鉢９､底１ なし Ⅳ８

SK 710 156 第115図 第229図 73 後期：深鉢12､底１
二次加工有る剥片１ ＞ SKP6195 後期中葉造成後

SK 712 156 第115図 第229図 73 後期：深鉢12､鉢１
剥片４ ＜ SKP1868･6068 Ⅳ７以降

SKF 713 206 第139図 第246図 109 後期：深鉢13､鉢２
剥片２ なし Ⅳ６～８

SK 716 156 第115図 － 74 なし なし 後期中葉造成後

SK 717 157 第111図 第229図 69 後期：深鉢11 ＜ SKP6529･6530
＞ SK647､SKP6188 Ⅳ８

SK 718 157 第115図 第229図 － 石鏃１ ？ SB1027 後期中葉造成後

SK 726 157 第103図 － 54 なし ＜ SK653､SKF489､SKP6445 Ⅳ８以前

SKF 727 207 第139図 － 109 なし ＜ SKP6197
＞ SKP6196 後期中葉造成後

SK 729 157 第115図 第229図 － 後期：深鉢17､鉢２
剥片１､チップ１ ＞ SB926P4･1126P4･1129P1 Ⅳ８

SK 730 158 第115図 第229図 74 後期：深鉢15､鉢１
剥片２､チップ３ ＜ SB1122P1 Ⅳ６～８

SK 733 158 第93図 第229図 74 スクレイパー１ ＜ SB1121P1､SK246 後期中葉造成後

SK 734 158 第115図 － 74 なし ＞ SB924P6
？ SB1045･1123 Ⅳ５～８

SK 737 158 第116図 第230図 75 後期：深鉢４､壺１ なし 後期中葉造成後

SK 739 159 第116図 第230図 75 後期：深鉢13 ＜ SKP6200
＞ SKP6556 Ⅳ８

SK 740 159 第113図 第230図 71･72 後期：深鉢６
石箆１､剥片３

＜ SK688
＞ SK741､SKP6417･6454 後期中葉造成後

SK 741 159 第113図 第230図 71･72 後期：深鉢２
剥片２､チップ１

＜ SK688･740
？ SKP6417 後期中葉造成後

SKQ 742 239 第151図 第259図 136 深鉢１ ？ SB1027 Ⅳ８

SK 743 159 第116図 － 75 後期：深鉢２
敲石１ なし 後期中葉造成後

SK 744 160 第112図 第230図 70 後期：深鉢２､底１ ＞ SK657･668 Ⅳ６～８

SK 745 160 第116図 － 75 なし ？ SB1040 後期中葉造成後

SK 746 160 第116図 第230図 76 後期：深鉢２､鉢１､壺１
石皿１ なし Ⅳ４以降

SK 747 160 第116図 － － なし ＞ SK748 後期中葉造成後

SK 748 161 第116図 － － なし ＜ SK747､SKP6017 後期中葉造成後

SK 749 161 第117図 第230図 76 後期：深鉢６
剥片１ ＜ SKP6202 Ⅳ６～８

SKF 750 207 第140図 － 109 石核１､剥片４ なし 後期中葉造成後

SKF 752 207 第140図 第246図 109 後期：深鉢１ なし Ⅳ８

SK 753 161 第117図 － 76 なし ＞ SB1054P2､SKP6508､
？ SB1127 Ⅳ７以降

SK 756 161 第117図 第230図 76 後期：深鉢３､鉢１､壺１
スクレイパー１､剥片１ ＜ SD876 Ⅳ５以降

SKQ 757 240 第117図 － 137 なし ＞ SK758 Ⅳ６以降

SK 758 162 第117図 第231図 77 後期：深鉢17､鉢１､壺１
石核１､剥片34､チップ４ ＜ SKQ314・757 Ⅳ６以降
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遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SK 759 162 第117図 第231図 77 後期：深鉢６､鉢１
石匙１ ＜ SKP6493･6561 Ⅳ６以降

SK 760 162 第117図 第231図 77 後期：深鉢５
剥片３､チップ１

＜ SB1159P2
＞ SK1080 Ⅳ７以降

SKQ 763 240 第152図 第259図 137 後期：深鉢３
剥片１ ＞ SB1040P2 Ⅳ６前後

SK 766 162 第118図 第231図 77 後期：深鉢30､鉢１､壺２､底１
石核１､剥片２､使用痕有る剥片１

＜ SKP6066
＞ SKP6065 Ⅳ７以降

SK 767 163 第118図 － 78 なし なし 後期中葉造成後

SK 768 163 第118図 － 78 なし なし 後期中葉造成後

SKQ 769 240 第152図 第259図 137 後期：深鉢３
剥片１ なし Ⅳ４～６以降

SKF 770 208 第120図 第246図 110 後期：深鉢37､鉢２､壺１､小型壺１､底２
石核５､剥片32

＜ SB1108P1､SK839､SKP6395
･6431･6509 Ⅳ２以降

SK 773 163 第118図 第231図 － 後期：深鉢12
剥片３

＜ SKP6534
？ SB1042･1108 Ⅳ５以降

SK 774 163 第118図 － 78 なし なし 後期中葉造成後

SK 777 164 第118図 － － なし なし 後期中葉造成後

SK 778 164 第118図 － 78 なし なし 後期中葉造成後

SKF 780 208 第140図 － 110 剥片１ ＞ SKF845 後期中葉造成後

SK 782 164 第118図 第231図 79 後期：深鉢２
剥片２ なし Ⅳ５以降

SKF 784 208 第140図 第247図 110 後期：深鉢11､鉢１､壺１
剥片２

＜ SKP6535
＞ SKP6240 Ⅳ６～８

SK 785 164 第118図 第231図 79 後期：深鉢１､底１
凹石１､磨石１､剥片３､チップ１ ＞ SKP6207 Ⅳ５以降

SK 786 164 第94図 第231図 79 
前期中葉：深鉢１､中期：深鉢１､
後期：深鉢40､鉢１､壺３､台部３､底４
敲石１､磨石５､剥片９

＞ SK261･789･826 Ⅳ７～８

SKF 788 208 第140図 第247図 110 前期：深鉢１､後期：深鉢23､鉢１､壺１
剥片３ なし Ⅳ８

SK 789 165 第94図 － － なし ＜ SK786･826
＞ SK261 Ⅳ６～８

SKF 790 209 第123図 第247図 111 後期：深鉢４
剥片１

＜ SQ288､SKP6546
＞ SK971
？ SB1106

後期中葉造成後

SK 791 165 第109図 第232図 65 後期：深鉢83､鉢１､壺１､壺･注口１､底５
石核１､剥片５､チップ５

＜ SK612
？ SK611･613･792 Ⅳ８

SK 792 165 第109図 － 65 なし ＜ SK612･614
？ SK611･613･627･791･793 Ⅳ８以前

SK 793 165 第109図 第232図 65
後期：深鉢45､鉢１､底２
石鏃１､スクレイパー４､磨石１､剥片６､
チップ３

＜ SK614
？ SK613･627･792 Ⅳ７以降

SK 794 166 第117図 第232図 80 後期：深鉢５､鉢１ ＜ SB1159、SK1080 Ⅳ６以降

SKF 795 209 第114図 － 72･
111 なし ＜ SK693 後期中葉造成後

SK 796 166 第119図 － 79 なし なし Ⅳ

SKQ 797 241 第152図 第259図 137 後期：深鉢７､鉢１､注口？１
石核１､敲石１､磨石１､剥片７ なし Ⅳ５以降

SK 799 166 第119図 第232図 80 後期：深鉢７
磨石２､チップ４ なし Ⅳ５以降

SM 800 273 第165・
166図 第268図 154～

156 礫掘込面から後期：深鉢34､鉢４ なし Ⅳ７

SKQ 804 241 第152図 － 137 後期：深鉢３
磨石１ なし 後期中葉造成後

SK 805 167 第116図 － 80 後期：深鉢３ ＜ SKP2274･3009･6017･6018･6019 後期中葉造成後

SK 806 277 第171図 － － なし なし 縄文

SK 807 277 第170図 － 80 なし なし 縄文

SK 809 277 第171図 － － なし ＜ SKP9021 縄文

SD 812 315 第295図 － － なし ？ SB1011 不明

SK 813 167 第119図 － 80 なし ＞ SK814
？ SB926･1127･1129 Ⅳ８

SK 814 167 第119図 第232図 80 後期：深鉢23､鉢１
剥片６､チップ２

＜ SK813･834
？ SB926･1127･1129 Ⅳ８

SKQ 819 241 第152図 第259図 138 後期：深鉢６
剥片２ ＞ SD310､SKP6424 Ⅳ６～８
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遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SKF 821 209 第140図 第247図 111 後期：深鉢９
スクレイパー２､剥片５ ＜ SKF822 Ⅳ５以降

SKF 822 209 第140図 第247図 111 後期：深鉢１ ＞ SKF821 Ⅳ５以降

SK 823 167 第119図 第232図 81 前期：深鉢１､後期：深鉢18､鉢１､壺１､底１
石匙１､剥片６ なし Ⅳ４以降

SKF 824 210 第141図 第247図 112 中期：深鉢７､鉢１､後期：深鉢131､鉢３､底５
石錐１､石核３､磨石２､剥片26､チップ２ ＜ SKP6241 Ⅳ２以降

SK 825 168 第119図 第233図 81 
前期：深鉢16､中期：深鉢２､
後期：深鉢37､鉢１､壺１､底３
スクレイパー１､石核２､剥片14

なし Ⅳ４以降

SK 826 168 第94図 第233図 － 敲石１､凹石１､磨石２､石皿１
＜ SK786
＞ SK789
？ SI313

Ⅳ６～８

SK 828 277 第171図 － － なし なし 縄文

SD 829 272 第164図 － 153 後期中葉以降：深鉢１
剥片１

＜ SKP2329･6106
＞ SD830
？ SB1007

Ⅳ

SD 830 272 第164図 － 153 なし ＜ SD829､SKP6074
？ SB1007 Ⅳ

SK 831 168 第119図 第233図 81 後期：深鉢８､鉢１､底１
剥片１

＜ SKP6039
＞ SKP6553 Ⅳ６～８

SK 834 168 第119図 － 81 なし
＜ SB1126P3
＞ SK814
？ SB926･1127

Ⅳ８

SK 836 169 第120図 － 81 なし ＜ SKP1292･6072･6537
＞ SKP6210 後期中葉造成後

SK 837 169 第112図 － 70 なし ＜ SK656･668
？ SK657 後期中葉造成後

SK 838 169 第119図 第233図 82 後期：深鉢５､壺３
剥片11､チップ１ なし Ⅳ４以降

SK 839 169 第120図 第233図 110 後期：深鉢16 ＜ SKP6395･6509
＞ SKF770 Ⅳ５？以降

SK 842 170 第120図 第234図 82 後期：深鉢13､鉢１
石核１､剥片２ ＜ SKP6211 Ⅳ６～８

SK 844 170 第120図 － 82 なし
＜ SKP2386･6436
＞ SKP6212･6213
？ SB1040

後期中葉造成後

SKF 845 210 第140図 第248図 112 後期：深鉢１､壺１ ＜ SKF780 後期中葉造成前
SR 846 268 第123図 第266図 － 後期：深鉢１（埋設土器１） ＞ SK916 Ⅳ６～８

SKQ 847 241 第152図 第259図 138 後期：深鉢５､鉢１､壺１､底１
剥片２ なし Ⅳ４以降

SKQ 848 242 第153図 － 138 なし なし Ⅳ
SK 850 170 第120図 － 82 なし ＞ SK851 後期中葉造成後
SK 851 170 第120図 － 82 なし ＜ SK850 後期中葉造成後

SKF 852 210 第141図 第248図 111 後期：深鉢４､鉢１
棒状尖頭器１､凹石１ ＜ SKP6438 後期中葉造成後

SK 855 170 第121図 第234図 83 後期：深鉢２､壺１､底１
磨石１､剥片１

＜ SQ293
＞ SKF1067 Ⅳ６～８

SKF 856 211 第141図 第248図 112 凹石１ ？ SB1167 後期中葉造成後

SKT 858 60 第52図 第185図 12 中期：深鉢13､壺３､底１
剥片３ ＜ SKQ318 ⅢＡａ上限

SK 859 171 第120図 第234図 83 後期：深鉢４ ＜ SQ293､SKP6214 後期中葉造成後
SK 860 171 第121図 － 83 なし なし 後期中葉造成後

SK 861 171 第113図 － 70 なし ＜ SK661･662
？ SB1045･1123 Ⅳ８以前

SK 862 171 第121図 － 83 なし ？ SB1040・1107 後期中葉造成後

SK 869 172 第121図 － 84 磨石２
＜ SKP6215
＞ SKP5129･6541･6542･6543･6544
？ SB1109

後期中葉造成後

SK 871 172 第121図 第234図 84 後期：深鉢５ なし Ⅳ５～６以降

SK 875 172 第93図 － 84 なし ＞ SB1108P3
？ SB1109 Ⅳ５以降

SD 876 272 第164図 － 153 後期：深鉢４､壺２ ＞ SK756､SKP2370 Ⅳ６～８
SKQ 877 242 第153図 － 139 なし なし 後期中葉造成後

SK 878 172 第121図 第234図 84 後期：深鉢12､鉢１
剥片３ なし Ⅳ２以降

SKF 880 211 第141図 第248図 112 後期：深鉢８､鉢１､壺？１ なし Ⅳ７以降
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第５表　遺構一覧15

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SKF 881 211 第141図 － 113 剥片３ なし Ⅳ

SKF 883 211 第141図 第248図 113 磨石５､石皿１ ？ SB1109 Ⅳ

SKQ 884 242 第153図 第259図 139 後期：深鉢17､鉢３､壺２
板状石製品１､剥片１ なし Ⅳ８

SK 886 173 第121図 － 84 なし なし 後期中葉造成後

SKF 887 212 第142図 － 113 なし なし Ⅳ

SKQ 888 243 第142図 － 139 なし ＞ SKF889 後期中葉造成後

SKF 889 212 第142図 － 139 後期：深鉢１､底１ ＜ SKQ888 後期中葉造成後

SKF 890 212 第142図 第248図 113 後期：深鉢47､鉢１
スクレイパー１､剥片１ なし Ⅳ７以降

SK 891 173 第122図 － 85 なし ＜SB1107P4､SKP2387･6217･6386 後期中葉造成後

SK 893 173 第121図 第234図 85 後期：深鉢２ ＜ SKP6545
？ SB944 後期中葉造成後

SK 894 173 第122図 － 85 なし ＜ SKP888 後期中葉造成後

SKF 895 212 第142図 － 114 なし なし Ⅳ

SKQ 902 243 第153図 － 140 なし ＜ SKP6223･6224
？ SB1121 後期中葉造成後

SRN 903 61 第52図 第185図 12 中期：深鉢２
剥片１､チップ２ なし ⅢＡｃ

SK 905 174 第122図 第234図 85 後期：深鉢11､底１ ＜ SKF561
＞ SKP6059 Ⅳ５以降

SI 906 73 第62図 第197図 21 後期：深鉢１（炉体土器１）
＜ SB937P4･938P1･1010P4、
SKF549、SKP6064
？ SB1155P2、SKP1574･1589･
1666･1668･1669

Ⅳ１

SK 907 174 第123図 第234図 85 後期：深鉢５
石皿１､剥片８ ＞ SKP6547･6548 Ⅳ６～８

SK 908 174 第122図 第234図 － 後期：深鉢３
剥片１ ？ SB1105P3 Ⅳ５以降

SK 910 174 第105図 － 60 なし ＜ SK544 後期中葉造成後

SK 911 174 第122図 第234図 86 後期：深鉢３
剥片１､チップ１ ＜ SKP6228 後期中葉造成後

SKF 912 213 第142図 第249図 114 後期：深鉢33､鉢２､壺１､壺･注口？１
石核１､石匙未製品１､剥片５ ？ SB1129･1051 Ⅳ６？以降

SK 916 175 第123図 第234図 86 後期：深鉢２ ＜ SQ288､SR846
？ SB1106、SK971 後期中葉造成後

SB 918 76 第64図 第199図 24 

P1－後期：深鉢１
石鏃１､敲石１､剥片２
P2－後期：深鉢１
磨石１､石皿１､剥片１
P3－後期：深鉢５､壺１
剥片２､チップ２
P4－後期：深鉢２､鉢１
剥片１

P4 ＜ SI485 後期中葉造成後

SB 921 76 第64図 第199図 －

P1－後期：深鉢４
石匙１､スクレイパー１､石核１､剥片１､
チップ１
P2－後期：深鉢９
スクレイパー１､敲石１､磨石１､剥片４
P3－後期：深鉢２､底１
敲石１､剥片４

＜ SK491､SKP6375
P1 ？ SI403
P3 ＞ SKP6095
P4 ＞ SKP6484
？ SKP2104･2105･2118･6463･6464

後期中葉造成後

SB 922 77 第65図 第199図 24 P1－後期：深鉢１
P7－後期：深鉢４

P1 ＜ SKP2145･2147
P4 ＞ SK528
？ SB923､SK525､SKP2126･2127･
2136･2137･2138･2154･2155･2157･
2158･2227･2322･2327･2352･2400･
2417･6091･6423

Ⅳ６～８？

SB 923 77 第65図 第199図 24 

P1－磨石１､剥片１
P2－後期：深鉢１
P3－剥片１
P4－後期：深鉢４､鉢１
スクレイパー１､石核１､剥片９
P5－剥片３
P6－後期：深鉢４
剥片２

P1 ＜ SKP2154
P2 ＞ SKP2178
P3 ＜ SKP2143
P4 ＞ SKP6479
P5 ＞ SKP6165
P6 ＞ SKP6091
？ SB922､SK533、SKP2136･2137･
2138･2227･2327･2396･2400･6423

Ⅳ６～８？

SB 924 77 第66図 第199図 74 

P2－後期：深鉢７､壺21､底２
剥片２
P4－後期：深鉢８
石鏃１
P6－中期：深鉢３､後期：深鉢８､鉢４､
底１､不明１
石核１､剥片３

P1 ＜ SK571
P3 ＞ SKP4034･6516
P4 ＜ SKP6483
P6 ＜ SK734
？ SB1123､SKP4035･4036･6261･
6510･6514

Ⅳ５以降
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遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SB 925 77 第64図 第200図 24 P4－後期：深鉢２
P1 ＞ SKF567
P3 ＞ SKP958
？ SK237､SKP4012･4014･6557

Ⅳ５以降

SB 926 78 第66図 第200図 24 P3－後期：深鉢４､壺･注口１

P1 ＞ SKP6490
P2 ＞ SK234
P4 ＜ SK729
？ SB1054･1126･1127･1129､
SK813･814･834､SKP4065･4066

Ⅳ８

SB 927 78 第65図 － － なし
P1 ＞ SK629
P2 ？ SB1131P2
？SB1051･1130､SKP4023･4046･6505

Ⅳ７～８

SB 928 78 第67図 第200図 24･60

P1－後期：深鉢11､小型鉢１
剥片４
P3－後期：深鉢２､鉢１､壺１
チップ１
P4－後期：深鉢９､注口４
剥片１
P5－後期：深鉢10､壺･注口１
石匙１､剥片１
P6－後期：深鉢４
剥片１

P2 ＞ SK605
P4 ＜ SKP1995 ＞ SK536
P5 ＜ SKP6460
？ SKP1990･1992･1993･1994･
2511･2535

Ⅳ７以降

SB 929 78 第66図 第200図 24 P4－後期：深鉢４
剥片１ ？ SKP1230･1231･1232･3003 Ⅳ

SB 930 79 第66図 第200図 24 P4－後期：深鉢２､鉢１
石皿１

P2 ？ SKP17
？ SB1037､SKP12･14 Ⅳ６～８

SB 931 79 第67図 第200･
201図 24 

P3－後期：深鉢２
剥片１
P4－後期：深鉢４
スクレイパー１､板状石製品１､剥片１､
チップ２

P2 ＜ SK519 ？ SKP1252
P4 ＜ SK173
？ SB932･1036､SKP35･37･38･39･
40･6164

Ⅳ８

SB 932 79 第67図 第201図 24 P1－後期：深鉢４､壺１

＞ SK173、SKP1259
P3 ？ SK519
P4 ＞ SKP1258
？ SB931･933･1036､SKP1239･
1240･1243･1247･6164

Ⅳ６～８

SB 933 80 第68図 第201図 24 
P1－後期：深鉢16､鉢１
P3－後期：深鉢13
凹石１､剥片１

＜ SKP55
＞ SB1036､SKP24
？ SB932、SKP25･26･33･34･1817

Ⅳ７以降

SB 937 80 第68図 第201図 － P1－後期：深鉢10
P4－後期：壺？１

P1 ＞ SB1155P1
P2 ？ SKP668
P3 ＞ SKP1627
P4 ＞ SI906、SB1155P2 ？ SKP1589
？ SKP153･670･1574･1582･1584･
1585･1586･1661･1662･1670･1671

Ⅳ６～８

SB 938 80 第68図 第201図 －

P1－後期：深鉢５､壺１､鉢２､底１
石錐１､石刀１､剥片４､チップ２
P2－後期：深鉢12､鉢３､壺１､底２
剥片１
P4－後期：深鉢１､鉢１

＜ SB1010
＞ SI129
P1 ＞ SI906、SKF549 ？ SKP1700
P4 ＞ SKP279
？ SB939、SKP156･1667･1668･
1673･1698

Ⅳ６～８

SB 939 80 第68図 第201図 －
P1－後期：深鉢２
剥片２
P3－磨石１

＜ SB1010
＞ SI129
？ SB938、SKF549、SKP156･275･
276･279･283･755･1667･1668･1674･
1698

Ⅳ６～８

SB 940 81 第68図 第201図 25 P2－後期：深鉢６､底１
P4－後期：深鉢12

P3 ？ SKP766
？ SB1142､SK359･357･358､
SKP767･2746･6140･6141

Ⅳ６～８

SB 941 81 第69図 第201図 25 P1－後期：深鉢４
P3－後期：深鉢１

＜ SA1028
P1 ＜ SB1012P5
P2 ＜ SKP6468
P4 ＜ SKP786 ？ SKP1510
？ SKP785･787･1475･1476･1511

Ⅳ

SB 942 81 第69図 第202図 25 P1－後期：深鉢10､壺･注口１
P3－後期：深鉢１

P1 ＜ SB1012P7 ＞ SKP6309
P2 ？ SK140
？ SB943･1138･1139･1140･1141､
SKP430･848･856･1437･1438･1478･
1714･1929･6116･6117･6308

Ⅳ７以降

SB 943 81 第69図 第202図 25 

P3－後期：深鉢19､
鉢１､壺１､壺･注口１
石鏃１､剥片５
P4－後期：深鉢２､壺１
剥片１

P1 ＞ SB1141P3
P3 ＞ SKP6470
？ SB942･1138､SK140､SKQ149、
SKP428･429･430･856･1437･1438･
1491･1714･1929･1931･6116･6117
･6118･6308

Ⅳ７以降
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遺構
種別 番号 本文
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挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SB 944 82 第69図 第202図 25 P1－後期：深鉢４､鉢１､壺２
剥片１

P1 ＞ SKP6405
P2 ＞ SKP6517
P4 ＞ SKP2546
？ SK893､SKP1529･1530･1531･1762

Ⅳ７以降

SB 945 82 第70図 第202図 25 

P1－後期：深鉢１
P2－後期：深鉢４
P3－後期：深鉢２
剥片１
P4－後期：深鉢６
剥片１

P3 ＞ SKP1712
P4 ＜ SKP1519
P6 ＞ SKP3014
？ SB1018･1147､SKP489･491･533
･534･535･536･543･553･558･2696

後期中葉造成後

SB 946 82 第70図 第202図 － P2－後期：深鉢６
剥片２

P1 ？ SKP1878
P3 ＞ SKP6314
？ SB1136､SKP436･483･907･929･
1407･1408･6319

Ⅳ

SB 947 82 第71図 第202図 －

P1－後期：深鉢10､鉢３､壺３､注口１
磨石１､剥片１､チップ１
P2－後期：深鉢１
P5－後期：深鉢２
P6－後期：深鉢３
P7－後期：深鉢６､壺１､注口１
P8－後期：深鉢３､鉢１
剥片１

P3＞ SK134
P8 ＞ SKP6502
？ SK135､SKP437･439･440･441･
442･443･503･504･509･510･513･923
･928･1377･1378･1380･1382･1383･
1399･1406･1435･2691･2692･2712･
2713･6322･6568･6569･6566･6567

Ⅳ７以降

SB 948 83 第70図 第202図 25 
P1－後期：深鉢１､鉢１
P3－後期：深鉢４､鉢１､壺１
剥片１
P4－後期：深鉢３､壺３

なし Ⅳ７以降

SB 949 83 第70図 － 25 なし P1 ？ SK667
？ SB1163､SKP615 Ⅳ

SB 950 83 第70図 － 25 なし P1 ？ SKP6471
？ SB1007､SKP6474･6523･6524･9043 Ⅳ

SB 951 274 第169図 － － なし P4 ？ SKP1631
？ SKP1298･1301 縄文

SK 953 175 第124図 第234図 133 後期：深鉢２ ＜ SKQ289･290､SKP2626
＞ SKP6549 後期中葉造成後

SK 954 175 第122図 第234図 86 後期：深鉢２､壺１ ＞ SKP6562 後期中葉造成後

SKQ 955 243 第153図 － 140 なし ？ SB1166 Ⅳ

SK 956 176 第124図 第235図 86･87
後期：深鉢85､鉢３､壺１､底１､土製品？１
石鏃１､スクレイパー２､石核１､磨石３､
線刻礫１､剥片32､チップ13

なし Ⅳ８

SKF 958 213 第142図 第249図 114 前期：深鉢１､後期：深鉢４､鉢１､壺１
剥片３ なし Ⅳ５以降

SK 960 176 第123図 第234図 87 後期：深鉢７
剥片１ ＞ SKP6400 後期中葉造成後

SK 961 176 第124図 － － 後期：深鉢１
剥片２

＞ SKQ974
？ SK997 後期中葉造成後

SK 962 176 第124図 第234図 － 後期：深鉢３ ＞ SK997 Ⅳ６～８

SK 963 177 第125図 第234図 － 後期：深鉢１ ＞ SK964･965 Ⅳ６～８

SK 964 177 第125図 第234図 － 後期：深鉢１､壺･注口１ ＜ SK963 Ⅳ６以降

SK 965 177 第125図 － － なし ＜ SK963 Ⅳ６～８以前

SK 966 177 第125図 第234図 87 後期：深鉢１､壺？１
有孔石製品１    

＜ SKP6428
？ SB1027 Ⅳ４以降

SK 967 178 第125図 － － なし ＜ SB1110P4､SKP6441･6442
＞ SKP6550 後期中葉造成後

SK 968 178 第124図 第234図 87 後期：深鉢１ ＞ SKP5151 Ⅳ６～８

SKQ 969 243 第153図 第259図 140 後期：深鉢１､底１
剥片１ なし 後期中葉造成後

SK 971 178 第123図 － － なし ＜ SKF790､SQ288､SKP6546
？ SB1106､SK916 後期中葉造成後

SB 972 84 第71図 第202図 － P2－後期：深鉢７ なし Ⅳ３以降

SKQ 974 244 第124図 － － 剥片１ ＜ SK961､SKP6429 後期中葉造成後

SI 975 74 第63図 第197･
198図 22 

中期：鉢３､
後期：深鉢117､壺22､注口２､底３
石鏃未製品１､スクレイパー６､
チップ14（黒曜石１含む）
P7－石鏃１

＜ SKP6420
？ SB1049P3 Ⅳ６～８

SKF 977 213 第126図 第249図 － 後期：深鉢２ ＞ SKF978 Ⅳ２以降
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SKF 978 214 第126図 第249図 － 中期：深鉢１､後期：深鉢６
磨石１､砥石１､剥片１ ＜ SKF977､SKP6401 Ⅳ２以降

SK 980 277 第171図 － － なし ＜ SKP6414 縄文

SKF 981 214 第142図 第249図 114 中期：深鉢１､後期：深鉢28､鉢４､壺１､底１
剥片３ ＜ SKF982 Ⅳ６～８

SKF 982 214 第142図 第249図 114 後期：深鉢４
凹石１､剥片１ ＞ SKF981 Ⅳ６～８

SK 983 178 第126図 第234図 87 中期：鉢３､後期：深鉢８
チップ１

＜ SK984
＞ SKP6401 Ⅳ２以降

SK 984 178 第126図 第235図 87 後期：深鉢16､壺１､底１
スクレイパー１､剥片２ ＞ SK983 Ⅳ２以降

SK 985 179 第125図 第235図 88 後期：深鉢38､鉢２､底１
石皿１､剥片７ ＞ SKF986 Ⅳ８

SKF 986 214 第125図 第249図 88 後期：深鉢６､鉢３､壺？２ ＜ SK985 Ⅳ５以降

SK 988 278 第171図 － 88 なし なし 縄文

SK 990 179 第125図 第236図 88 後期：深鉢１
＜ SB1110P1､SKP6037
＞ SKP5087
？ SB1113

Ⅳ

SK 997 179 第124図 － － なし
＜ SK962
＞ SKP6232
？ SK961

Ⅳ６～８以前

SK 998 179 第125図 第236図 88 後期：深鉢71､鉢１､底１
磨石３､剥片14 なし Ⅳ８

SK 999 180 第126図 － 132 なし ＜ SKQ282
＞ SKP6233 後期中葉造成後

SK 1002 180 第126図 第236図 － 後期：深鉢４､壺１
使用痕有る剥片１ ＜ SKP6107 Ⅳ

SK 1003 278 第171図 － － なし ？ SKP1455 縄文

SB 1006 84 第72図 第202図 － P3－後期：深鉢３

P1 ＜ SKP2248 ？ SKP2255
P3 ＜ SKP1973
P4 ＜ SK444
？ SKP656･657･1648･1649･1651･
1949･1951･1984･2256･6186･6527

Ⅳ６～８

SB 1007 84 第72図 第203図 －

P2－後期：深鉢５
剥片１
P3－後期：深鉢29､鉢２､壺１､底１､多
孔底１
石鏃１､スクレイパー１､剥片５
P4－中期：深鉢１､後期：深鉢25
剥片５､チップ１

P2＞SKP1515
P3＜SKP6554
P4＜SKP6474
？SB950､SK157､SKF1170､SD829･
830､SKP1324･1969･2262･2263･
2264･2265･2343･2345･2360･2361･
2362･6106･6128･6129･6471

Ⅳ７以降

SB 1009 309 第286図 － － 縄文土器破片13
剥片７

＞ SB1133
P2 ＞ SD589､SKP9012
P3 ＞ SKP3005
P8 ＞ SB1134P4
？ SD593、多数の柱穴様ピット

中世以降

SB 1010 309 第286図 － － 縄文土器破片29
剥片３

＞ SI129･906､SB938･939･1157、
SKF549
P6 ＞ SKP6497
P7 ＞ SK127
P8 ＞ SK123
？多数の柱穴様ピット

中世以降

SB 1011 310 第287図 － － 縄文土器破片６

＞ SB1156､ SK118
P1 ＞ SKP685
P2 ＞ SKP181
P6 ＞ SK120
？ SD812､多数の柱穴様ピット

中世以降

SB 1012 310 第287図 第296図 － 縄文土器破片33
石匙１

＞ SB1139･1140･1141･1142
P2 ＞ SKP6306
P5 ＞ SB941P1
P7 ＞ SB942P1
P8 ＞ SKP1480
？ SA1028､多数の柱穴様ピット

中世以降

SB 1013 310 第287図 第296図 － 後期：深鉢13
剥片１

P3 ？ SKP1744
？ SD547･590･592、多数の柱穴様
ピット

中世以降

SB 1014 310 第288図 － －
縄文土器破片30
剥片１
中世：P3－火打ち石？１
P11－火打ち石？１

P11 ＞ SB1016P3､SKP418
P10 ？ SKP926
P12 ？ SKP476･1440
？多数の柱穴様ピット

中世以降

SB 1015 311 第289図 － － 縄文土器破片７
石皿１､剥片１

P4 ？ SKP6500･6501
P9 ？ SKP1415
？多数の柱穴様ピット

中世以降

SB 1016 84 第71図 第203図 － P3－後期：深鉢１ P3 ＜ SB1014P11
？ SK131､SKP418･419･420･1410 Ⅳ４～６以降
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遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SB 1017 85 第72図 第203図 －
P2－後期：深鉢７
剥片１
P4－後期：深鉢２

P3 ＞ SKP6284
P4 ？ SKP6494
？ SKP520･521･524･525･528･
1450･1452･2651･2652

Ⅳ６～８

SB 1018 85 第72図 第203図 －
P1－後期：深鉢１､鉢１
スクレイパー１
P2－後期：深鉢２､鉢１

P2 ＞ SKP1712
？ SB945･1146･1147､SKP491･543
･545･558

Ⅳ２以降

SB 1019 85 第73図 第203図 － P3－後期：深鉢５
？ SB1113･1114･1115､SKP5044･
5060･5061･5062･5063･5065･5066･
5067･5097･6258

Ⅳ５以降

SI 1026 57 第49図 － 11 なし なし 中期前葉前後

SB 1027 85 第73図 第203図 － P4－後期：深鉢１､鉢１ ？ SK718･966、SKQ742､SKP2277
･2278･2671･2672･6428 Ⅳ

SA 1028 311 第289図 － － なし

＞ SB941･1139･1140･1141
P3 ＞ SKP259
P6 ＞ SKP1476
P7 ＞ SKP6480
P9 ＞ SKP1480
？ SB1012

中世以降

SK 1029 180 第126図 第236図 － 後期：深鉢３
石槍１､剥片１ ＞ SK1033､SKP2912 Ⅳ２以降

SK 1030 180 第127図 第236図 － 後期：深鉢３
剥片１ ＜ SK1031､SKP6076 Ⅳ２

SK 1031 181 第127図 第236図 － 後期：深鉢８
剥片６ ＞ SK1030･1032 Ⅳ２

SK 1032 181 第127図 － － なし ＜ SK1031 Ⅳ２

SK 1033 181 第126図 第236図 － 後期：深鉢６ ＜ SK1029､SKP2913
？ SKP2914･2915 Ⅳ

SB 1036 86 第73図 第203図 24 P1－後期：深鉢３
P3 ＞ SKP24
？ SB931･932･933、SKP1239･
1240･1243

Ⅳ２以降

SB 1037 86 第73図 第203図 － P1－後期：深鉢１
P4－石鏃１ ？ SB930･931､SKP12･14 Ⅳ

SB 1040 86 第73図 第203図 － P1－後期：深鉢２
剥片５

P1 ＜ SKP6436
P2 ＜ SKQ763
P3 ＞ SK621
P4 ＞ SK626
？ SB1107､SK745･844･862･891､
SKP2377･2378･2379･2380･2387･
2398･2399･2405･6386

後期中葉造成後

SB 1042 86 第74図 第203図 －
P3－後期：深鉢１
凹石１､剥片１
P4－剥片１

P2 ＜ SB1108P1、SKP6534
？ SB1109､SK773、SKP6539 Ⅳ４以降

SB 1045 87 第74図 － － なし
P3 ＞ SKF245
？ SB1121･1122･1123･1125､SK585･
661･662･734･861､SKP4080･4089･
6193･6194･6222･6393

Ⅳ６～８

SB 1049 87 第74図 第204図 －
P3－後期：深鉢３､鉢２､壺１
スクレイパー２､石核３､剥片32
P4－中期：壺１､後期：深鉢12､鉢１､壺１

P3 ？ SI975
P4 ＜ SKP6551 Ⅳ７以降

SB 1051 87 第74図 － － なし

P1 ＞ SKP4023
P2 ＜ SKP6478
P3 ＞ SKP4052
？ SB927･1129･1130･1131､SKF912､
SKP4046･4038･6270･6377･6513

Ⅳ

SB 1054 87 第75図 第204図 －

P1－後期：深鉢３
剥片３
P3－中期：深鉢１､
後期：深鉢25､鉢１､壺２､注口１
磨製石 １､剥片６､チップ１
P4－後期：深鉢１

P2 ＜ SK753､SKP6508
P3 ＞ SB1128P1
？ SB926･1126･1127､SK234、SKP6508

Ⅳ７以降

SB 1060 88 第75図 第205･
206図 －

P1－中期：深鉢１､後期：深鉢42､鉢４､
鉢？１､壺３､器種不明１
スクレイパー１､剥片13
P2－後期：深鉢43､片口１､鉢１､壺２､
底１
石鏃１､スクレイパー１､剥片１
P3－後期：深鉢33､鉢１､小型鉢１､壺１､
香炉？１
スクレイパー２､石核２､剥片８､チップ１
P5－後期：深鉢44､壺･注口１
石核１､剥片５
P6－後期：深鉢166､台付深鉢２､鉢１､
壺４､壺･注口２､底８
スクレイパー１

＞SR1078､SN1095･1103､SKP6355･
6360
P2 ＜ SK1072
P3 ＜ SKP6361
？ SKP6356･6359･6367

Ⅳ８
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遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SK 1062 181 第127図 第236図 － 後期：深鉢１､壺１ なし Ⅳ

SK 1066 182 第127図 － － なし ＞ SB1110P2､SK428
？ SB1111･1113･1114･1115 Ⅳ

SKF 1067 215 第121図 － 114 なし ＜ SK855､SQ293 後期中葉造成後

SK 1068 182 第127図 第237図 89 後期：深鉢72､壺２
磨石２､剥片５ なし Ⅳ４以降

SK 1069 182 第127図 － 89 後期：深鉢３､壺１ なし Ⅳ２以降

SK 1070 182 第127図 第237図 89 後期：深鉢４､底１ なし Ⅳ２

SK 1072 183 第130図 第237図 89 後期：深鉢10､底１
剥片３ ＞ SB1060P2 Ⅳ８

SK 1073 183 第127図 第237図 － 後期：深鉢11､壺１､底１
剥片３､チップ１ なし Ⅳ２以降

SK 1074 183 第130図 第237図 － 後期：深鉢34､壺１､底１
スクレイパー１､剥片１ なし Ⅳ２以降

SK 1075 183 第130図 第237図 89 後期：深鉢23､鉢１､壺１
スクレイパー１､剥片９､チップ２ ＞ SKP6455 Ⅳ５以降

SKQ 1076 244 第130図 第259図 － 後期：深鉢４､壺２
石鏃１､スクレイパー４､剥片13 ＜ SKP6455 Ⅳ５上限

SK 1077 184 第130図 第237図 － 後期：深鉢７､壺12､台付鉢１､壺･注口１ なし Ⅳ５以降

SR 1078 268 第162図 第266図 152 後期：深鉢１（埋設土器１） ＜ SB1060 Ⅳ１～２

SK 1080 184 第117図 第237図 80 後期：深鉢４､鉢１ ＜ SK760
＞ SK794 Ⅳ７以降

SK 1084 184 第114図 － － なし ＜ SK705 後期中葉造成後

SK 1087 184 第115図 － － なし ＞ SK706､SKP6555 後期中葉造成後

SN 1089 280 第172図 第279図 － 焼土面付近から後期：深鉢３ ＞ SK466 縄文

SQ 1091 264 第161図 第262図 149 付近から深鉢１
配石礫から敲石１ なし 後期中葉

SQ 1092 264 第161図 － 149 なし ＞ SQ1097 Ⅳ７

SQ 1093 264 第161図 － 149 なし なし Ⅳ４

SN 1095 269 第163図 第267図 － 後期：深鉢10､鉢１､壺１
スクレイパー１､剥片２ ＜ SB1060 Ⅳ４

SN 1096 61 第52図 － － なし なし Ⅲ

SQ 1097 264 第161図 － 150 なし ＜ SQ1092 Ⅳ７

SN 1098 270 第163図 第267図 － 後期：深鉢７､壺１､底２ なし Ⅳ５以降

SN 1100 270 第163図 第267図 －
後期：深鉢33､小型深鉢１､鉢１､壺２､
底部１
石核１

なし Ⅳ４

SQ 1101 265 第161図 第262図 － 後期：壺１
剥片１ なし Ⅳ２

SN 1103 270 第163図 第268図 － 後期：深鉢37､壺２､底部３
石鏃１､剥片45 ＜ SB1060 Ⅳ３

SB 1105 88 第75図 － － なし P3 ？ SK908
？ SK304､SKP2113･2116･2119･2133 Ⅳ

SB 1106 88 第75図 － － なし ？ SK916･971､SKF790、SQ288、
SKP6546 Ⅳ

SB 1107 89 第76図 － － P1－後期：深鉢３､壺３
P3－スクレイパー１､チップ１

P4 ＞ SK891
？ SB1040･SK621･862､SKP2377･
6021･6183

後期中葉造成後

SB 1108 89 第76図 第206図 －
P1－後期：深鉢２､鉢１、磨石１
P4－後期：深鉢９､深鉢･鉢１､壺･注口１
有孔石製品１､剥片１

P1 ＞ SB1042P2､SKF770
P3 ＜ SB1109P3､SK875
P4 ＜ SKP6539 ？ SK773

Ⅳ５以降

SB 1109 89 第76図 第206図 － P4－後期：深鉢３
磨石１

P1 ＞ SKP5141
P3 ＜ SK260 ＞ SB1108P3
P4 ＜ SKP5134
？ SB1042･1110･1111･1112･1114･
1116､SK869･875､SKF883､SKP5103
･5104･5126･5128･5129･5131･5138･
6055･6215･6541･6542･6543･6544

Ⅳ５以降

SB 1110 89 第77図 － － P3－磨石１
P4－磨石１

P1 ＞ SK990
P2 ＜ SK1066
P4 ＞ SK967
？ SB1109･1111･1112･1113･1114･
1115･1116､SKP5085･5138･5141･
5143･5144･5150･6037

後期中葉造成後
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遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SB 1111 90 第77図 － － なし
？ SB1109･1110･1112･1113･1114･
1115･1116･1117･1118､ SK1066､
SKP5085･5141

Ⅳ

SB 1112 90 第77図 － － なし
P1 ＜ SKP5085
P2 ＜ SB1115P3
？ SB1109･1110･1111･1113･1114･
1116､SKP5141

Ⅳ

SB 1113 90 第77図 第207図 －
P1－後期：深鉢１
スクレイパー１､チップ１
P4－後期：深鉢２

P2 ＞ SKP5065
？ SB1019･1110･1111･1112･1114･
1115､SK428･990･1066、SKP5078･
5085･5087･5144･6037

Ⅳ６～８

SB 1114 91 第77図 － － なし

P3 ＞ SB1117P1
？ SB1019･1109･1110･1111･1112･
1113･1115･1116･1118､SK428･1066､
SKP5065･5066･5067･5078･5085･
5141･5144

Ⅳ

SB 1115 91 第78図 － － P4－剥片１

P3 ＞ SB1112P2
？ SB1019･1110･1111･1113･1114･
1117､SK428･1066､SKP5044･5058
･5060･5061･5062･5063･5064･5065･
5066･5067･5090･5097･6258･6434

Ⅳ

SB 1116 91 第78図 － － P4－磨石１

P4 ＞ SKP5126･5131
？ SB1109･1110･1111･1112･1114･
1117･1118･1119､SK352､
SKP5070･5071･5072･5076･5108･
5109･5126･5128･5131

Ⅳ

SB 1117 91 第78図 第207図 －
P1－後期：深鉢３､鉢１
剥片１
P2－磨石１

P1＜ SB1114P3､SKP6434
P2 ＞ SB1119P3、SKP5132
P3 ＞ SB1119P4､SKP5108･5109･6518
？ SB1111･1115･1116･1118､SK352､
SKP5050･5070･5071･5132･6042･6052
･6054

Ⅳ１以降

SB 1118 92 第78図 － － なし
P3＜ SKP6051
？ SB1111･1116･1117･1119､SK352､
SKP5050･5070･5071･5072･6042･
6052･6054

Ⅳ

SB 1119 92 第78図 － － なし
P3 ＜ SB1117P2 ？ SKP5132
P4 ＜ SB1117P3
？ SB1116･1118､SK352､SKP6042
･6052･6054

Ⅳ

SB 1120 92 第78図 第207図 － P4－後期：深鉢５
石核１､剥片３､チップ６

P1 ＜ SK658 ＞ SK659
P4 ＞ SK564､SKP6169･6176
？ SB1121､SK565･566･584、
SKF241･660､SKP4032･6237

Ⅳ６～８

SB 1121 92 第79図 － － なし

P1＞ SK733
P2？ SKP4083
P3＞ SK661､SKP6193
？ SB1045･1120･1122･1123･1125､
SK246･565･585･658･659､
SKF660､SKQ902、SKP4087･4088･
6191･6223･6224

Ⅳ４以降

SB 1122 93 第79図 第207図 －

P1－剥片１
石核１
P2－後期：深鉢４
剥片１
P4－後期：深鉢７､鉢１､台付皿１､底１
石鏃未製品１､剥片３

P1 ＞ SK730
P4 ＜ SKP4088 ＞ SKP4087
？ SB1045･1121･1125､SKP4080･
4083･4089

Ⅳ６～８

SB 1123 93 第79図 第207図 － P3－後期：深鉢１
スクレイパー１､剥片１

P1 ＜ SK585
P2 ＞ SB1125P2
P3 ＜ SKP6510
P4 ＞ SKP6393　
？ SB924･1045･1121､SK661･662･
734･861､SKF245､SKP6193･6194･
6221･6222･6392

Ⅳ８

SB 1124 93 第79図 第207図 － P1－中期：深鉢１､後期：深鉢16 P2 ＞ SKP6490
？ SKP2918 Ⅳ６～８

SB 1125 94 第79図 第207図 －
P2－後期：深鉢10､鉢１
P4－後期：壺１
剥片１

P1 ？ SKP4079
P2 ＜ SB1123P2
P3 ＞ SK661
？ SB1045･1121･1122､SKP4080･
4083･4089

Ⅳ８

SB 1126 94 第80図 第207図 － P3－後期：深鉢９
剥片１､チップ２

P3 ＞ SK834
P4 ＜ SK729 ＞ SB1129P1
？ SB926･1054･1127､SKP4064･
4065･4066･6490

Ⅳ８

SB 1127 94 第80図 第208図 －
P2－後期：深鉢１
剥片１
P3－後期：深鉢２､壺１

P1 ＞ SKP6511
？ SB926･1054･1126･1128･1129､
SK234･753･813･814･834､
SKP4064･4065･4066･4067･6490

Ⅳ４～５以降

SB 1128 94 第80図 － － なし P1 ＜ SB1054P3
？ SB1127 Ⅳ
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第５表　遺構一覧22

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SB 1129 95 第80図 － 65 なし

P1 ＜ SB1126P4、SK729
P2 ＜ SK623
？ SB926･1051･1127･1130･1131､
SK813･814､SKF912､SKP6377･6478･
6513

Ⅳ５以降

SB 1130 95 第81図 第208図 －
P3－後期：深鉢７､注口１
剥片６
P4－後期：深鉢４

？ SB927･1051･1129･1131､
SKP4038･6377･6478･6513 Ⅳ６～８

SB 1131 95 第81図 － － P1－後期：深鉢１
P2 ？ SB927P2
P4 ＜ SKP6505
？ SB1051･1129･1130､SKP4046

Ⅳ

SB 1133 95 第81図 第208図 － P3－後期：深鉢４ ＜ SB1009
？ SKP90･151･152･687 Ⅳ

SB 1134 95 第81図 － － P3－後期：鉢１ P4 ＜ SB1009P8
？ SKP86 Ⅳ

SB 1136 96 第81図 － － なし
P2 ＞ SK133
P4 ？ SKP929
？ SB946､SD153､SKP435･477･
479･906･1464

Ⅳ

SB 1137 96 第81図 － － なし P4 ＞ SK141
？ SB1138､SKP469 Ⅳ６～８

SB 1138 96 第82図 － － なし ？ SB942･943･1137､SKP1491･
1714･1879 Ⅳ

SB 1139 96 第82図 第208図 － P2－後期：深鉢９､壺１
剥片３

＜ SB1012、SA1028
P1 ？ SKP1526
？ SB942･1140･1141、SKP1480

Ⅳ

SB 1140 97 第82図 第208図 －
P1－後期：深鉢７､壺･注口１
P3－後期：深鉢２
P4－後期：深鉢１

＜ SB1012、SA1028
P1 ？ SKP846
？SB942･1139･1141､SKP844･901･
1478･6309

Ⅳ６～８

SB 1141 97 第82図 第208図 －
P2－後期：深鉢13､鉢２､壺１､底２
スクレイパー１､剥片３
P3－剥片４､チップ２

＜ SB1012、SA1028
P1 ？ SKP1921
P2 ？ SB1142P3
P3 ＜ SB943P1
？ SB942･1139･1140､多数の柱穴様
ピット

Ⅳ５以降

SB 1142 97 第82図 － － P2－剥片２
＜ SB1012
P3 ？ SB1141P2
？ SB940､SK358･359､SKP766･767
･775･776･778･795･1504･2700･6141

Ⅳ

SB 1143 98 第82図 第208図 － P1－後期：深鉢６､壺１ ？ SB1145･1150･1151､SKP353･354･355 Ⅳ３以降

SB 1144 98 第83図 第208図 －
P1－後期：深鉢３
P3－後期：深鉢１
剥片１
P4－後期：深鉢６

＜ SKP345･1547
？ SB1145､SKP342･343･344･6302 Ⅳ２以降

SB 1145 98 第83図 第208図 － P3－後期：深鉢１ ？ SB1143･1144･1151､SKP339･
346･348･764 Ⅳ１以降

SB 1146 98 第83図 － － なし ？ SB1018･1147､SKP1497･1550･
1712･1725 Ⅳ

SB 1147 98 第83図 － － P2－敲石１
P3－剥片２

？ SB945･1018･1146､SKP545･
1497･1712 Ⅳ

SB 1148 99 第83図 － － なし ？ SKP385･387･459 Ⅳ

SB 1149 99 第83図 － － なし ？ SKP444 Ⅳ

SB 1150 99 第83図 － － なし P1 ？ SKP353
？ SB1143･1151､SKP354･355･358･360 Ⅳ

SB 1151 100 第83図 － － P2－剥片１ ？ SB1143･1145･1150､SKP321･353･354 Ⅳ

SB 1155 100 第84図 － － P2－後期：深鉢３
P1 ＜ SB937P1
P2 ＜ SB937P4
？ SI906、SKP136･745･753･1542･
1545･1590･1629･1665

Ⅳ６～８以前

SB 1156 100 第84図 第208図 －
P2－後期：壺１
P4－後期：深鉢２､壺･注口１
剥片２

＜ SB1011､SKP191
P1 ＜ SKP189
？ SKP182･183･184･185･186･187

Ⅳ６以降？

SB 1157 100 第84図 第208図 －
P1－後期：深鉢２
P2－後期：深鉢７
剥片１､チップ１

＜ SB1010
＞ SKP210
？ SK123､SKP207･211･216

Ⅳ８

SB 1158 101 第84図 － －
P1－後期：深鉢１
P2－後期：鉢１
P4－後期：深鉢２
剥片１

？ SKP227･229･230･231･232･233
･260･261 Ⅳ６～８

SB 1159 101 第84図 － － P1－凹石１
P2－後期：深鉢10

＞ SK794
P2 ＞ SK760
？ SKP2301･2302･2303

Ⅳ７以降

SB 1160 101 第84図 － － P4－磨石１ ？ SK192、SKP735･736･740 Ⅳ

SB 1161 101 第84図 － － なし P1 ？ SKP589
？ SB1168､SK145､SKP6125 Ⅳ
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第５表　遺構一覧23

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SB 1162 102 第85図 － － なし ？ SB1163 Ⅳ

SB 1163 102 第85図 － － なし ？ SB949･1162､SKP613･614･615･
627･635 Ⅳ

SB 1164 102 第85図 － － なし P2 ？ SB1165P2
？ SKP624･633 Ⅳ

SB 1165 102 第85図 第208図 － P4－後期：深鉢４
P2 ？ SB1164P2
？ SKP621･622･624･1741･1742･
2347･3016

Ⅳ

SB 1166 103 第85図 － － P3－剥片２ ？ SKQ955､SKP637･638･1776 Ⅳ

SB 1167 103 第85図 第208図 － P4－有溝石製品１ ？ SKF856､SKP607･608･609･1720 Ⅳ

SB 1168 103 第85図 － － なし ？ SB1161､SK145､SKP603･6125 Ⅳ

SK 1169 185 第91図 － － なし ＜ SKP731
＞ SK197､SKP6131･6132 Ⅳ６～８

SKF 1170 215 第88図 － 33 なし ＜ SK157
？ SB1007 Ⅳ６～８以前

SA 1171 311 第290図 － － 木材12 なし 弥生時代

SK 1172 185 第130図 第278図 － 深鉢１
石核１､剥片109､チップ63 なし Ⅳ

SN 10001 270 第163図 第268図 － 中期：深鉢11､後期：深鉢１
石鏃１､剥片９､チップ４ ＞ SI10047 Ⅳ１以降

SI 10004 48 第42図 第174図 ５
前期前葉：深鉢３､前期中葉：深鉢268､
後期：深鉢10、
石鏃２､石匙２､石箆３､スクレイパー３､
石核２､剥片192､チップ224

＜ SK10152、SKQ10031･10040
＞ SK10153 Ⅱ

SN 10005 271 第62図 － － 後期：深鉢５
剥片３､チップ３ なし 後期前葉～中葉

SI 10006 74 第62図 第198図 23 前期：深鉢１､後期：深鉢５（炉体土器１）
剥片２､チップ３ ？ SKP10145 Ⅳ１

SK 10007 185 第130図 第238図 90 前期：深鉢113､後期：深鉢４
石核１､敲石１､剥片４ なし Ⅳ１～２

SN 10008 280 第173図 － － 周囲から剥片１ なし 縄文

SN 10010 271 第163図 － － なし なし 後期前葉

SI 10011 57 第50図 第184図 10 
前期：深鉢６､中期後葉：深鉢７（炉体土器１）､
後期：深鉢17
石匙１､スクレイパー２､凹石１､礫器１､
剥片23､チップ２

なし ⅢＣ

SI 10013 75 第63図 第198図 22 石皿１ なし 後期中葉造成前

SKQ 10018 244 第128図 － 125 前期：深鉢５ ＜ SKQ270
＞ SK10081 Ⅳ５～６

SKQ 10019 245 第128図 第260図 125 前期：深鉢６､後期：深鉢５
石鏃１､剥片４､チップ８ ＞ SKQ10083･10085 Ⅳ５～６

SKQ 10020 246 第128図 － 124 剥片２ ＜ SKQ10048･10049
＞ SK10121 Ⅳ５～６

SKQ 10022 246 第154図 第260図 128 前期：深鉢49､後期：深鉢４
石核１､剥片７､チップ９

＜倒木
＞ SI10106 Ⅳ５～６

SKQ 10023 247 第154図 － 128 前期：深鉢１
剥片１､チップ１ なし Ⅳ１？

Ⅳ５～６？

SKQ 10024 247 第154図 － 128 前期：深鉢24
剥片５､チップ８ なし Ⅳ５～６

SN 10026 53 第46図 － － なし ＜倒木
？ SI10106 Ⅱ

SKQ 10027 248 第154図 第260図 129 後期初頭：深鉢２
剥片４ ＞ SI278 Ⅳ５～６

SK 10028 186 第130図 第238図 90 前期：深鉢２､中期：深鉢４､後期：深鉢５
剥片１､チップ19 なし Ⅳ４以降

SQ 10029 265 第161図 － 150 なし なし 後期中葉造成後

SQ 10030 265 第161図 － 150 なし なし Ⅳ５～６

SKQ 10031 248 第154図 第260図 129 
前期：深鉢８､後期：深鉢14
スクレイパー１､抉入スクレイパー１､
剥片40､チップ22

＞ SI10004､SKQ10040 Ⅳ５～６

SKQ 10034 249 第155図 第260図 130 前期：深鉢６､後期：深鉢１
スクレイパー１､剥片６､チップ10 なし Ⅳ５～６

SKQ 10036 250 第155図 第260図 130 前期：深鉢１､後期：深鉢２
椀形石製品１､剥片４､チップ４ なし Ⅳ５～６

SKQ 10038 250 第128図 － 125 なし ＜ SKQ272 Ⅳ５～６

SKQ 10040 251 第154図 第260図 129 前期：深鉢９､後期：深鉢３､鉢２､壺１
石鏃１､凹石１､剥片11､チップ９

＜ SKQ10031
＞ SI10004 Ⅳ５～６
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第５表　遺構一覧24

遺構
種別 番号 本文

（頁）
挿図番号 図版

番号 遺　物 切り合い 時　期
遺構 遺物

SK 10045 186 第129図 第238図 90 後期：深鉢４
磨石１､剥片１､チップ１ なし Ⅳ１以降

SI 10047 58 第51図 第184図 11 
前期：深鉢10､中期：深鉢12､小型深鉢１､
後期：深鉢１､耳栓１､把手１
石鏃２､石匙１､剥片36､チップ32

＜ SKQ273･274､SN10001 ⅢＣ

SKQ 10048 251 第128図 － 124 前期：深鉢１
剥片２

＜ SKQ271
＞ SKQ10020･10049
？ SKQ10085

Ⅳ５～６

SKQ 10049 252 第128図 － 124 時期不明：深鉢１ ＜ SKQ271･10048
＞ SKQ10020 Ⅳ５～６

SKQ 10050 253 第155図 第260図 129 早期：深鉢１､前期：深鉢３､後期：深鉢１
石鏃１､剥片４､チップ12 ＞ SI195 Ⅳ５～６

SK 10059 186 第129図 第238図 90 前期：深鉢１､後期：深鉢５､壺１
磨石１ なし Ⅳ１～２

SKQ 10061 253 第144・
145図 第260図  117･

119
前期：深鉢１､後期：深鉢５､鉢２
剥片１ ＜ SKQ213 Ⅳ５

SK 10081 187 第128図 － 91 前期：深鉢８ ＜ SKQ270･10018 Ⅳ５

SK 10083 187 第128図 － － なし ＜ SKQ10019 Ⅳ５～６

SKQ 10085 254 第128図 － － 時期不明：土器片１
剥片３

＜ SKQ10019
？ SKQ10048 Ⅳ５～６

SKQ 10089 254 第155図 第260図 130 早期：深鉢１､前期：深鉢１､後期：深鉢３
石鏃１､剥片４､チップ３ ＞ SI171､SN10090 Ⅳ５～６

SN 10090 271 第155図 － － なし ＜ SKQ10089
？ SI171 後期中葉以前

SI 10091 75 第63図 － 23 時期不明：土器片３
剥片１ ？ SK10094 後期中葉造成前

SK 10094 187 第129図 第238図 91 後期：深鉢１（埋設土器１）
石匙１､剥片５､チップ４ ？ SI10091 Ⅳ１

SI 10106 48 第43図
第175
･176･
177図

６

前期：深鉢458､後期：深鉢28
石鏃２､石槍１､石匙２､石箆２､
スクレイパー５､抉入スクレイパー１､
扁平打製石器４､凹石２､磨石２､石皿１､
石核１､剥片178､チップ110

＜ SKQ110･269･276､SQ277
？ SN10026 Ⅱ

SK 10109 188 第131図 第239図 91 前期：深鉢９､後期：深鉢14
凹石２ なし Ⅳ１

SQ 10110 265 第161図 － 150 周囲から中期末葉～後期初頭：深鉢３ なし 中期末葉～後期初頭

SK 10111 188 第129図 第239図 91 後期初頭：深鉢４ なし 後期中葉造成後

SR 10117 268 第162図 第267図 152 後期：深鉢１（埋設土器１） なし Ⅳ１

SR 10120 269 第162図 第266図 152 後期：深鉢３（埋設土器１） なし Ⅳ１

SK 10121 188 第131図 － 92 前期：深鉢４､後期：深鉢２
剥片７ ＜ SKQ10020 Ⅳ１

SQN 10122 266 第161図 － － 前期：深鉢１､後期：深鉢２ なし 後期前葉以前

SKQ 10125 255 第144・
145図 － 117～

119
前期：深鉢２､後期：深鉢８
剥片３

＜ SKQ214
＞ SKQ212 Ⅳ５

SKQ 10127 256 第144・
145図 － 117～

119
前期：深鉢１､後期：深鉢１
剥片１ ＜ SKQ212･213 Ⅳ５～６

SK 10129 50 第44図 第179図 ７ 前期：深鉢41
剥片３ なし Ⅱ

SK 10130 189 第131図 第239図 92 前期：深鉢７､後期：深鉢16
石鏃１､扁平打製石器１､凹石１､剥片３ なし Ⅳ１

SK 10131 50 第44図 第178図 － 早期：深鉢１､前期：深鉢46
石鏃１､スクレイパー１､剥片２ なし Ⅱ

SKQ 10133 256 第155図 第260図 － 前期：深鉢７､中期：深鉢３､後期：深鉢１
剥片３ ＞ SI211 Ⅳ５～６

SN 10134 280 第173図 － － なし なし 縄文

SK 10137 278 第172図 － 93 なし なし 縄文

SK 10141 51 第45図 － － 前期：深鉢２
剥片１ なし Ⅱ以降

SK 10142 189 第131図 第239図 92 前期：深鉢10､後期：深鉢５
扁平打製石器１ ？ SI195 Ⅳ１～２

SK 10143 189 第131図 第239図 93 前期：深鉢８､後期：壺１
石鏃２､石匙１､剥片２ ＞ SI278 Ⅳ２

SK 10152 278 第172図 第280図 93 ベンガラ素材礫13 ＞ SI10004 縄文

SK 10153 51 第45図 第179図 － 前期：深鉢13
剥片３ ＜ SI10004 Ⅱ
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１　前期
（１）竪穴住居跡

SI10004竪穴住居跡（遺構第42図、遺物第174図、図版５）

《位置･確認状況》KP～KR62･63グリッドに位置する。地山上面で東西に並ぶ焼土面を確認し精査し

たところ、焼土面の南西部分で竪穴の立ち上がりを検出したため竪穴住居跡と認定した。調査時には

焼土遺構としていたが、整理段階で竪穴住居跡に変更した。

《規模･形態》上面は削平が進んでおり、竪穴の全形は検出できなかった。竪穴が残存する南西部分及

び炉の形態から、平面形は長軸10m以上、短軸７m前後の楕円形の大形竪穴住居と推定する。竪穴の

主軸方向はN－76°－Eである。壁は残存状況が悪いため不明である。床面は残存状況の良い南西側で

は、壁際に向けて緩やかに高く傾斜する。明確な硬化面は認められない。床面の標高値は約139.5

～139.7mである。

《柱穴》検出した柱穴は１基（P１）である。平面形は約0.40m×約0.35mの楕円形で、深さは床面か

ら約0.20mである。

《炉》地床炉である。竪穴の長軸に沿って６か所の焼土面を検出した。いずれも明瞭に赤変する。西

端に位置する焼土面が最も規模が大きく、約1.50m×約0.50mの範囲で焼土化する。

《埋土》８層に分層した。１層と２層は竪穴の埋土である。堆積要因は定かではない。３層は焼土塊

を多く含む暗褐色土である。炉の灰掻き出しなどにより撹乱された焼土の堆積と考えられる。４～８層

は焼土面である。

《出土遺物》埋土から土器破片281点、土器総重量3,735g、石器12点、剥片･チップ416点、石器類総

重量3,517gが出土し、土器破片３点、石器類８点を図示した。174-3は床面直上で横倒しの状態で出

土し、ほぼ完形に復元が可能であった。住居機能時もしくは廃絶時に置かれたものと考えられる。

174-4･5は凸基有茎鏃である。周囲には後期前葉の集落が営まれることから、これら２点は後期の遺

物が混入したものと考えられる。174-4の先端は非常に薄く、鋭く尖る。174-5は茎部が折損する。

174-6･7は縦型の石匙である。174-7は刃部が作出されていないが、両側縁に使用痕がある。174-8～10

は石箆である。174-8は円刃、174-9･10は平刃である。174-10は基部が折損する。174-11はスクレ

イパーである。

《時期･所見》床面直上から出土した土器から、Ⅱ期（前期中葉）と判断する。なお埋土から採取した２

種類の炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,770±25BPと補正年代

4,380±25BPの値が得られており、いずれも樹種はクリである。出土遺物からの遺構の年代観と分析

結果が異なるが、本遺構が位置する調査区は縄文時代中期後葉、後期前葉にも集落が営まれているこ

とから、試料が混入したものと考えられる。

本遺構は、西接するSI10106と形態や主軸方向が類似する。竪穴がほぼ接することから同時期とは

考えがたいため、建て替えの可能性が考えられる。

第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物
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SI10106竪穴住居跡（遺構第43図、遺物第175～177図、図版６）

《位置･確認状況》KQ～KT61･62グリッドに位置する。SKQ110の試掘坑で焼土面を検出したため、周

囲を精査したところ、暗褐色土の広がりを確認したため竪穴住居跡の存在を推定した。竪穴が消失し

ていたためプランは不明瞭であったが、隣接して同規模の竪穴住居跡SI10004を確認したことから、

本遺構も同種の竪穴住居跡と認定した。

《規模･形態》上面は削平が進んでおり、竪穴の全形を検出することは不可能であった。竪穴が残存す

る南西部分及び炉の形態から、平面形は長軸約９m、短軸５m前後の楕円形の大形の住居と推定する。

竪穴の主軸方向はN－90°－Eである。壁は残存状況が悪いため不明である。床面は平坦である。明確

な硬化面は認められない。床面の標高値は約139.5mである。

《柱穴》なし。

《炉》地床炉である。住居の中央と西側に焼土面を確認した。中央の焼土面は長軸約0.60mの不整形平

面で、床面からの厚さは最大で約0.10mである。強く被熱する。周囲には焼土塊が散乱する。西側の

焼土面は根に壊されるため全体は不明であるが、残存部は長軸約0.60mの不整形平面で、床面からの

厚さは最大で約0.04mである。被熱状況はやや弱い。

《埋土》６層に分層した。１～４層は竪穴の埋土である。地山塊を含むことから人為堆積と推定する。

５層は焼土塊を多く含む暗褐色土である。炉の灰掻き出しにより撹乱された焼土の堆積と考えられる。

６層は焼土面である。強く被熱する。

《出土遺物》埋土から土器破片486点、土器総重量651g、石器22点、剥片･チップ288点、石器類総重量

8,883gが出土し、土器破片２点、石器類19点を図示した。後期の土器片は周囲に後期の遺構が重複し

て構築されることから混入したものと考えられる。

175-3は凹基無茎鏃、175-4は平基無茎鏃である。175-5･6は石匙である。175-5は先端を除く側縁

に片面からの調整を施し、刃部を削出する。175- 6はつまみ部に対して刃部が小さく鋭利である。

175-7は刃部が折損した石槍と考えられる。176-4は円礫を素材とした磨石である。176-5･6は円礫を

素材とした凹石である。どちらも両面に凹痕が形成される。176-7･177-1～3は扁平打製石器である。

いずれも平面形は半円状で周縁に両面からの調整を施す。177-3の両端には抉りが形成される。

《時期･所見》床面直上から出土した土器から、時期はⅡ期（前期中葉）と判断する。東接するSI10004

と形態や主軸方向が類似する。竪穴がほぼ接することから同時期とは考えがたいため、建て替えの可

能性が考えられる。

（２）土坑

SK465土坑（遺構第44図、遺物第177図）

《位置･確認状況》LM58グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.56m×1.33mの楕円形で、主軸方向はN－70 －゚Eである。確認面からの深さは

0.27mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まっており、中央部が若干窪む。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片21点、土器総重量651gが出土し、４点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅡ期（前期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。
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SK466土坑（遺構第44図、遺物第177図）

《位置･確認状況》LO51･52グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は2.62m×2.03mの楕円形で、主軸方向はN－61 －゚Ｗである。確認面からの深さは

0.30mである。壁はやや急に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。ほとんどすべての層に塊状、または粒状の地山土を含むことから、一括の人

為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量70gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅡ期（前期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK494土坑（遺構第44図、遺物第178図）

《位置･確認状況》LN･LO51･52グリッドに位置する。精査中に地山面でSK466と重複して確認し

た。

《規模･形態》平面形は0.77m×0.72mの円形で、確認面からの深さは0.15mである。壁はやや緩やかに

立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片23点、土器総重量405g、石器１点、剥片･チップ４点、石器類総重量

65gが出土し、土器破片９点、石器類１点を図示した。178-10はスクレイパーである。片面からの調

整によって刃部を作出する。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅡ期（前期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK622土坑（遺構第44図、遺物第178図）

《位置･確認状況》LN50グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.18m×0.83mの楕円形で、主軸方向はN－24 －゚Ｗである。確認面からの深さは

0.25mである。壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量11gが出土し、図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅡ期（前期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK10129土坑（遺構第44図、遺物第179図、図版７）

《位置･確認状況》KT61グリッドに位置する。地山漸移層上面で褐色土のプランを確認した。

《規模･形態》平面形は径約1.30mのほぼ円形で、確認面からの深さは約0.25mである。壁は緩やかに開

きながら立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》褐色土の単一層である。地山土が含まれることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片41点、土器総重量400g、剥片３点、石器類総重量５gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物と、埋土に黒色土が含まれないことからⅡ期（前期中葉）と考えられる。

性格は不明である。

SK10131土坑（遺構第44図、遺物第178図）

《位置･確認状況》KQ60･61グリッドに位置する。地山漸移層上面で確認した。

《規模･形態》平面形は約2.10m×約1.85mの楕円形で、主軸方向はN－18°－Ｗである。確認面からの
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深さは0.35mである。壁は緩やかに開きながら立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》２層に分層した。どちらも塊状の地山土を包含しており、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片47点、土器総重量778g、石器２点、剥片２点、石器類総重量11gが出土

し、土器破片２点と石器類２点を図示した。178-12は尖底の深鉢形土器である。遺構内外から復元可

能な同一個体片が多数出土し、接合した。178-15はスクレイパーである。自然面が残存する。

《時期･所見》出土遺物はⅠ期（早期）の土器破片が多いが、Ⅱ期（前期中葉）の土器破片も出土した。出土

遺物と、埋土に黒色土が含まれないことから、時期はⅡ期（前期中葉）と判断する。性格は不明である。

SK10141土坑（遺構第45図）

《位置･確認状況》KR･KS58グリッドに位置する。地山漸移層上面で焼土を検出し、周囲を精査した

ところ、暗褐色土のプランを確認した。

《規模･形態》平面形は約2.00m×約1.60mの楕円形で、主軸方向はN－78°－Ｗである。確認面からの

深さは0.12mである。壁は緩やかに開きながら立ち上がる。底面は平坦である。西側には約0.40m×約

0.30mの範囲に広がる焼土面が形成される。焼土面の厚さは、確認面から約0.05m程度で、被熱状況は

極めて弱い。

《埋土》２層に分層した。１層は焼土面である。２層は地山塊を含む暗褐色土である。土坑を埋め戻

した後に、上面で火を焚いたものと考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量７g、剥片１点、石器類総重量１gが出土した。

《時期･所見》時期は出土遺物と埋土に黒色土が含まれないことからⅡ期（前期中葉）と考えられる。性

格は不明である。

SK10153土坑（遺構第45図、遺物第179図）

《位置･確認状況》KQ62･63グリッドに位置する。地山上面で暗褐色土～褐色土の不明瞭なプランを確

認し、長軸に試掘坑を掘削したところ、掘り込みの立ち上がりを確認したため、遺構と認定した。

《規模･形態》平面形は約2.75m×約2.30mの不整な楕円形で、主軸方向はN－22°－Eである。確認面か

らの深さは0.22mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は平坦で、部分的に段丘礫が露出する。

《埋土》褐色土の単一層である。全体に地山土が含まれることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》１層の上面から土器破片13点、土器総重量115g、剥片３点、石器類総重量３gが出土し、

土器破片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物と埋土に黒色土が含まれないことからⅡ期（前期中葉）と考えられる。性

格は不明である。

（３）フラスコ状土坑

SKF02フラスコ状土坑（遺構第45図、遺物第179図、図版７）

《位置･確認状況》MT29グリッドに位置する。地山面精査中に確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.20m×1.12mの円形で、確認面からの深さは0.81mである。壁は西側

を除き底面付近でオーバーハングし、最大径となる。底面は南西に緩やかに低く傾斜している。最大

径の平面形は1.21m×1.12mのほぼ円形である。

《埋土》７層に分けた。すべての層で地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》埋土から土器破片17点、土器総重量197g、剥片４点、石器類総重量13gが出土し、土器破

片５点、剥片１点を図示した。179-9は縁辺部に使用痕が有る剥片である。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅱ期（前期中葉）を上限とする。形状から貯蔵穴の可能性が考えられる。

SKF04フラスコ状土坑（遺構第45図、遺物第179図、図版７）

《位置･確認状況》NA29グリッドに位置する。地山面精査中に確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.81m×0.73mの楕円形で、主軸方向はN－22 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.97mである。壁は凹凸があるもののほぼ垂直に立ち上がり、底面付近でオーバーハング

し、最大径となる。底面は平坦である。最大径の平面形は1.14m×1.00mの不整な楕円形である。

《埋土》８層に分けた。すべての層で塊状地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量３g、石器２点、剥片１点、石器類総重量112gが出土

し、土器破片１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅱ期（前期中葉）を上限とする。形状から貯蔵穴の可能性が考えられる。

SKF05フラスコ状土坑（遺構第46図、遺物第179図、図版８）

《位置･確認状況》MT･NA29グリッドに位置する。地山面精査中に確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.00m×0.85mの楕円形で、主軸方向はN－84 －゚Eである。確認面から

の深さは1.31mである。壁は全体的に大きくオーバーハングし、底面付近で最大径となる。底面は平

坦である。最大径の平面形は1.87m×1.81mのほぼ円形である。

《埋土》16層に分けた。９層は焼土ブロックで、層厚は0.14mである。全体的に塊状または粒状の地山

土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量26g、石器２点、石器類総重量1,601gが出土し、土器

破片１点、石器類１点を図示した。179-12は両面に磨痕が残る。

《時期･所見》出土遺物からⅡ期（前期中葉）を上限とする。なお土坑内から採取した炭化材の炭素年代

測定結果は補正年代4,580±40BPであることから、時期が中期以降まで下る可能性がある。性格は不

明である。

（４）集石遺構

SQ277集石遺構（遺構第46図、遺物第179～182図、図版８）

《位置･確認状況》KR62グリッドに位置する。黒色土層中で礫のまとまりを確認したため、遺構と認

定した。

《規模･形態》約1.40m×約1.00mの範囲に約35点の礫や多数の土器片が置かれる。土器片は底部が多い。

礫のうち約20点が礫石器であった。規則的な配置や掘り込みは認められない。

《出土遺物》土器破片101点、土器総重量2,160g、石器22点、石製品１点、石器類総重量7,700gが出土

し、土器破片９点、石器類22点を図示した。土器破片はいずれも上面付近で出土した。179-13は後期

初頭に属する。180-1～3は片面からの調整により刃部を作出するスクレイパーである。180-2は両側

縁が凹状を呈する。180-3は側縁に連続して細かい調整を施す。180-4～11は円礫を素材とする磨石で

ある。181- 1･2は扁平な円礫を素材とする凹石である。どちらも両面に凹みが数か所確認できる。

181-3･4は敲石である。181-3は円礫を素材とし、181-4は棒状礫を素材とする。181-5～182-1は扁平打
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製石器である。181-9は半円状、182-1は不整方形状、ほかは隅丸長方形状である。181-5･7･9は一辺

に刃部を形成する。181-8･182-1は側縁全周に調整を施す。182-2は円形の板状石製品である。全面

に磨き調整を施す。

《時期･所見》時期は、出土遺物からⅡ期（前期中葉）と考えられる。Ⅳ１期（後期初頭）の土器破片が

１点出土しているが、遺構周辺は木根による撹乱を受けており、混入した可能性が高い。遺構を構

成する礫の５割以上が礫石器であること、土器破片や石器も多く含まれることから、遺物をまとめ

て廃棄した結果と考えられる。SI10106の埋土内に位置することから、SI10106を埋め戻す際に、竪

穴内に意図的に廃棄された可能性も考えられるが、SI10106との明確な関係が捉えられなかったこと

から、ここでは別遺構として報告する。近隣して位置するSKQ110やSKQ276などの遺構を構築する

際に、SI10106埋土に含まれていた前期の遺物を不要なものとして、まとめて置いた可能性も考えら

れる。

（５）土器埋設炉

SRN425土器埋設炉（遺構第46図、遺物第182図、図版８）

《位置･確認状況》LN53グリッドに位置する。精査中に地山面で埋設された土器を確認した。

《規模･形態》径0.24mの円形の掘り込みに、若干斜位に埋設される。土器の周りには焼土粒が広が

る。

《埋土》土器内埋土は２層に分けた。いずれも焼土粒を含む。

《出土遺物》土器１点、土器重量1,963g、石器１点、剥片２点、石器類総重量350gが出土し、土器１

点、石器類１点を図示した。182-3は炉体土器である。内外面には煤状炭化物が付着し、内面口縁部

と胴部下半に被熱痕が見られる。

《時期･所見》炉体土器からⅡ期（前期中葉）と考えられる。縄文時代前期の地表面を検出することがで

きなかったため、屋外炉か屋内炉かの特定はできなかった。

SRN453土器埋設炉（遺構第46図、遺物第182図、図版８）

《位置･確認状況》LN54グリッドに位置する。精査中に地山面で埋設された土器を確認した。

《規模･形態》炉体土器は胴部上半が欠損する深鉢形土器である。0.27m×0.24mのほぼ円形の掘り込み

に、正位に埋設される。

《埋土》土器内埋土は２層に分けた。１層は焼土粒を含む。

《出土遺物》炉体土器１点、土器重量870gが出土し、図示した。炉体土器の内外面には煤状炭化物が

付着し、胴部には広く被熱痕が見られる。

《時期･所見》炉体土器からⅡ期（前期中葉）と考えられる。縄文時代前期の地表面を検出することがで

きなかったため、屋外炉か屋内炉かの特定はできなかった。

（６）焼土遺構

SN10026焼土遺構（遺構第46図）

《位置･確認状況》KT62グリッドに位置する。地山上面で焼土を確認した。

《規模･形態》約0.75m×約0.40mの不整形の範囲に焼土面が広がる。焼土の厚さは最大で0.10mである。
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北西部分は倒木痕に壊される。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》SI10106炉とほぼ同じレベルに形成されていることから同時期と推定し、Ⅱ期（前期中葉）

と推定する。構築レベルが竪穴住居跡の床面とほぼ同レベルであることから、屋外炉とは考えがたい。

本来、竪穴住居に伴う炉であったと推定する。

２　中期
（１）竪穴住居跡

SI129竪穴住居跡（遺構第47図、遺物第183図、図版11）

《位置･確認状況》MI31、MJ30･31グリッドに位置する。精査中に地山面で石囲炉を確認した。

《規模･形態》壁と床面が確認できなかったため詳細は不明である。なおP１－P２間の芯々距離は

2.42m、P１－P４間は1.65mであることから、竪穴の規模は径４mほどの円形または楕円形であった

と考えられる。削平により壁は確認できなかった。床面は明確には確認できなかったが、炉の検出面

が地山上面であることから地山上面が床面と考えられる。

《柱穴》検出した柱穴は４基だが、柱の配置からSKP328も本住居の柱穴の可能性がある。平面形は長

軸0.30～0.50m、短軸0.24～0.44mの楕円形で、確認面からの深さは0.25～0.70mである。

《炉》長方形の石囲状に礫を立て並べ、その中心に土器を埋設する土器埋設石囲炉である。石囲部分

は0.77m×0.50mで、長軸５～18㎝の緑色凝灰岩質の板状礫が約10点使用される。礫を埋設する部分を

細長い方形に掘り込み、礫の短軸を立てて据える。西側と南側には礫は確認できなかったが、礫の抜

け跡が残る。炉体土器は口縁部が欠損する深鉢形土器で、正位に埋設される。石囲の礫の高さと土器

上端の高さがほぼ同じであることから、炉構築時すでに土器の上端は破損していたと復元できる。土

器の内面･外面ともに煤状炭化物が少量付着していることから土器は煮沸具から転用されたと考えら

れる。土器の上端５㎝の範囲には帯状に被熱による赤変が認められること、埋設土器内の上位に焼土

層が厚く残存することから、炉床は炉体土器内と復元できる。ほかに石囲内側の北側と東側には焼土

面が広がるが被熱状況は弱い。炉体土器内の覆土は４層に分層した。４層は掘り込み掘削土由来と推

定される地山由来土で、炉体土器設置の際の裏込め土と考えられる。３層は黒褐色土のブロックであ

る。２層は４層を基盤とする焼土面で炉床面と判断する。１層は炉廃絶後の堆積土である。

《埋土》竪穴が残存していないため柱穴以外の埋土は確認できなかった。P１～P４は、すべて地山ブ

ロックが混入する黒褐色土の単一層であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》炉体土器１点、土器重量1,881g、埋土から石器１点、チップ９点､石器類総重量９gが出

土し、炉体土器１点を図示した。

《時期･所見》時期は炉体土器から、Ⅲ期（中期）と考えられる。

SI211竪穴住居跡（遺構第48図、遺物第183図、図版９）

《位置･確認状況》KM･KN62･63グリッドに位置する。地山上面で複式炉を確認したため遺構と認定

した。確認時点では遺構種別を配石遺構としていたが、整理段階で竪穴住居跡に変更した。

《規模･形態》北側は削平が進んでおり、竪穴の全形を検出できなかった。竪穴が残存する南部分から、

平面形は長軸推定4.60m前後、短軸推定4.20m前後の楕円形で、確認面からの深さは最大で約0.30mで
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ある。竪穴の主軸方向はN－64°－Eで、複式炉の主軸とほぼ合致する。壁は残存していた南側は緩や

かに開いて立ち上がる。壁面には段丘礫が顕著に露出する。床面西側には基盤層に含まれる風化岩盤

が露出し、凹凸が著しい。明確な硬化面は認められない。床面の標高値は約139.2mである。

《柱穴》なし。

《炉》土器埋設部、石組部、前庭部からなる複式炉である。住居北東壁際に構築される。石組部と前

庭部は床面を約0.10m掘り込み、台形に礫を据える。壁際に接する辺は約50㎝の扁平礫が２点、内側

に傾けて据えられる。両側縁には20～35㎝の礫が合わせて６点短軸を立てて据えられる。炉の長軸を

はさんで、礫の大きさや形状は対称である。土器埋設部と石組部は、長軸約40㎝、厚さ約15㎝の立石

で仕切られる。石組部には掘り込み底面約0.40m四方の範囲に長軸約15㎝、厚さ約５㎝の扁平な円礫

が７点隙間なく敷かれる。礫の重複関係から石組部の礫は袖石より後に設置されたと判断できる。石

組部の礫は強く被熱し、礫の変色及び破損が著しい。礫の隙間には焼土が形成される。前庭部では

焼土面は認められなかったが、壁際に接する２点（S１、S12）以外の袖石には内側に被熱痕が認められ

ることから、前庭部でも火を焚いた可能性が考えられる。

土器埋設部には口縁部と底部が欠損した粗製の深鉢形土器が正位に埋設され、土器を囲むように

３点の礫が据えられる。いずれも20㎝前後の円礫である。１点（S10）は立石である。また、別の１点

（S11）には顕著な被熱痕が認められる。炉体土器の掘り込みは径約0.40mの円形平面で、基盤層の風化

岩盤を掘り込む。土器をその中央に据えたのち、土器を囲むように礫を置く。炉体土器は下端が直線

的ではなく凹凸が激しい。明瞭な打ち欠き痕などは認められなかったが、人為的に打ち欠いたものと

考えられる。土器上端には、被熱による赤変と一部ハジケが認められる。被熱痕は上端から約４㎝の

幅で、内外ともに一周していたと推定できる。被熱状況は内面の方がやや強い。それ以外の範囲には

被熱痕が認められないことから、使用時には炉体土器の上端４㎝前後が表出しており、内側には土が

詰められていたと判断できる。なお、土器埋設部に焼土面が認められないこと、炉体土器を囲む袖石

にも被熱痕は一部の礫にしか認められないことから、通常は石組部を炉床としており、土器埋設部を

炉床として使用する頻度は低かったと推測される。

《埋土》９層に分層した。１層は複式炉の礫の抜け痕である。２～５層は竪穴埋土である。いずれも

礫が多く含まれることから、人為堆積と判断する。６～９層は複式炉の埋土である。６層は黒色土で、

炉体土器内に堆積した土である。炉体土器には被熱痕が認められるが、土器内堆積土には焼土は確認

できない。７層は黒褐色土で炉体土器の裏込め土である。基盤層に含まれる風化礫が混入することか

ら、炉体土器の掘り込み掘削土由来の埋め戻し土と判断する。８層は黒褐色土で複式炉の礫の裏込め

土である。７層と同様に風化礫が含まれることから、炉の掘り込み掘削土由来の埋め戻し土と判断す

る。９層は石組部の礫の隙間の焼土である。強く被熱する。

《出土遺物》炉体土器１点、土器破片120点、土器総重量1,052g、石器２点、剥片22点、石器類総重量

145gが出土し、土器２点、石器類２点を図示した。前期の土器破片は小片であることから埋土に混入

したものと考えられる。後期の土器片は上面で出土したことから、竪穴埋没後に散乱したものと考え

られる。183-3は炉体土器である。183-5は縦型の石匙である。片面からの調整によって刃部を作出し

ている。183-6は甲高で不整形な剥片を素材としたスクレイパーである。片面からの調整により急角

度の刃部を作出する。183-5･6はほぼ床面直上で出土した。
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《時期･所見》時期は炉の形態と炉体土器からⅢC期（中期後葉）と判断する。

本住居跡は床面に基盤層に含まれる風化礫が露出し、凹凸が激しい。また低位面周囲に表出する自

然礫層の北端部にあたるため、壁には礫が露出する。竪穴掘削時には礫層を掘り込まなければならず、

通常以上の労力を必要とする。立地条件が極めて悪いにもかかわらず選地していることから、立地に

は何らかの規制が働いていたものと推測される。

SI306竪穴住居跡（遺構第48図、遺物第183図）

《位置･確認状況》LD61グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。当初土器埋設炉（SRN1104）

と環状の配石遺構（SQ306）の重複と考えていたが、周囲にSI10011などの複式炉を伴う竪穴住居跡が位

置すること、土器埋設炉の炉体土器が中期後葉の土器であったことから、複式炉であると判断し、整

理段階でSRN1104とSQ306を合わせSI306とした。

《規模･形態》竪穴は確認できなかった。

《柱穴》周囲に柱穴は検出されていない。

《炉》複式炉は土器埋設部と石組部からなる。前庭部の有無は不明である。土器埋設部は0.60m×0.52m

の楕円形の掘り込みに、土器を据える。石組部の平面形は0.80m×0.75mの楕円形である。

《埋土》土層断面図を作成していないため、詳細は不明である。

《出土遺物》炉体土器１点、土器重量1,294gが出土し、図示した。

《時期･所見》時期は炉の形態と炉体土器からⅢC期（中期後葉）と判断する。炉の軸方向は近接する

SI10011とほぼ同方向である。

SI524竪穴住居跡（遺構第48図、遺物第183図、図版11）

《位置･確認状況》MI34グリッドに位置する。精査中に地山面で埋設土器を確認し、土器埋設遺構と

した。その後、土器口縁部が被熱していることから土器埋設炉と判断し、竪穴住居跡とした。

《規模･形態》竪穴は確認できなかった。

《柱穴》炉を中心に、直径４m以内にあるSKP1749･2507が柱穴の可能性もあるが断定できない。

《炉》土器埋設炉である。底部が欠損する深鉢形土器を正位に埋設する。

《埋土》１層は炉体土器設置時の裏込め土である。土器内埋土は土層断面図が作成されていないため

不明である。

《出土遺物》炉体土器１点、土器重量1,796gが出土し、図示した。内外面には煤状炭化物が付着し、

口縁部付近には厚く被熱痕が見られる。

《時期･所見》炉体土器からⅢAa期（中期中葉）と考えられる。

SI531竪穴住居跡（遺構第49図、遺物第184図、図版22）

《位置･確認状況》MH34グリッドに位置する。精査中に地山面で埋設土器を確認し、土器埋設遺構と

した。その後、土器上端部に被熱痕が認められることから土器埋設炉と判断し、竪穴住居跡とした。

《規模･形態》竪穴は確認できなかった。

《柱穴》炉を中心に直径４m内には11基の柱穴があるが、本住居に伴う柱穴は抽出できなかった。

《炉》土器埋設炉である。口縁部と底部が欠損した深鉢形土器を正位に埋設する。

《埋土》土器内は３層（２～４層）に分層した。地山土が混入するが、焼土は混入していないため、廃

絶時の人為堆積の可能性が高い。５層は炉体土器設置時の裏込め土である。１層の堆積要因や性格は
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不明である。

《出土遺物》炉体土器１点、土器重量2,346gが出土し、図示した。炉体土器には内外面に煤状炭化物

が付着し、口縁部付近には被熱痕が見られる。

《時期･所見》時期は炉体土器からⅢC期（中期後葉）と考えられる。

SI1026竪穴住居跡（遺構第49図、図版11）

《位置･確認状況》MO･MP37グリッドに位置する。精査中にST01が形成された浸食谷谷頭部分でプラ

ンの一部を確認した。

《規模･形態》住居北側は浸食谷により開析されており、壁や床面を確認できなかった。残存する径は

4.00mで、平面形は円形もしくは楕円形と考えられる。壁は残存する南側はほぼ垂直に立ち上がり、

壁高は床面から0.10mである。床面は平坦で硬く締まる。

《柱穴》検出した柱穴は８基である。平面形は長軸0.24～0.42m、短軸0.28～0.42mの楕円形で、深さは

床面から0.04～0.36mである。

《炉》南西壁寄りに地床炉を伴う。焼土は0.23m×0.17mの楕円形に広がる。

《埋土》３層に分かれた。谷頭から流れ込むように堆積しており、自然堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》浸食谷谷頭部の埋積層はⅢB類土器を包含することから、当該竪穴住居跡は縄文時代中

期前葉もしくは前期に属する可能性が強いと推定できる。なお、当該竪穴住居跡は北側が浸食谷によ

り大きく削平されているが、現状の確認状況から、竪穴は楕円形平面で地床炉が竪穴中央ではなくや

や壁よりに位置すると復元すると、小又川流域における縄文時代竪穴住居跡の形態変遷から、前期よ

りは中期前葉前後に属する可能性が強いものと推定される。

SI10011竪穴住居跡（遺構第50図、遺物第184図、図版10）

《位置･確認状況》LE･LF60･61グリッドに位置する。地山上面で黒色土の広がりを確認し、土層観察

用ベルトを設定し掘削したところ、複式炉を確認したことから竪穴住居跡と認定した。

《規模･形態》平面形は長軸約４m、短軸推定3.70m前後の楕円形で、確認面から床面までの深さは約

0.20mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。床面は平坦である。中央付近はやや硬化する。床面

の標高値は約138.7mである。竪穴の主軸方向はN－３°－Ｗで、複式炉の主軸とほぼ合致する。

炉の西側には石組が構築される。石組は30㎝前後の扁平な円礫３点からなる。床面からの深さ約

0.05m、径約0.60mの円形平面の掘り込みに、いずれも短軸を立てて据えられる。そのうち２点は北

西－南東軸に並行に据えられ、１点は約45°軸をずらして据えられる。炉に先行して構築されている。

被熱痕などは認められず、性格は不明である。

《柱穴》なし。

《炉》土器埋設部、石組部、前庭部からなる複式炉である。住居北壁際に構築される。前庭部は床面

から0.10mほど掘り込まれる。底面には基盤層に含まれる粘土が露出しており、硬く締まる。石組部

は床面から0.15mほど掘り込み、10～15㎝の礫が９点据えられる。前庭部との境に位置する３点は短

軸を立てる立石である。その他の６点は、掘り込み底面に隙間なく敷き詰められる。石組部の掘り込

みが北側に低く傾斜することから、石組も同じく前庭部に向かって低く傾斜している。石組部の礫は

部分的に被熱痕が認められる。
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土器埋設部には口縁と底部が欠損した粗製の深鉢形土器が正位に埋設される。炉体土器の掘り込み

は約0.55m×約0.30mの楕円形平面で、土器は掘り込み底面から約0.05m上位にやや傾いて据えられる。

炉体土器は下端が直線的ではなく凹凸が著しい。明瞭な打ち欠き痕などは認められないが、人為的に

打ち欠いたものと考えられる。土器上端には被熱による赤変とハジケが内外面とも部分的に認められ

る。被熱状況は内面のほうがやや強い。土器内部には焼土面が確認できるが、被熱状況は非常に弱く、

土器内面の被熱痕も下部はほとんど認められないことから、土器内部を炉床として使用する頻度は低

く、通常は石組部を炉床として使用していたと推測される。炉体土器周辺には焼土塊が散らばり、一

部焼土面も確認できることから炉体土器内のみでなく周辺でも火を焚いた可能性が推定できる。

《埋土》竪穴埋土は４層に分層した。黒色～暗褐色土である。１～３層は全体に礫や地山塊が混入す

ることから人為堆積と判断する。埋土には10～20㎝程度の礫が含まれるが、その半数以上に被熱痕が

認められた。４層は竪穴中央の窪みに堆積する黒褐色土である。非常に硬く締まることから、貼床の

可能性が考えられる。

炉埋土は８層に分層した。１層は石組部の上面に堆積した黒褐色土である。焼土塊が混入する。２層、

３層は土器内埋土である。５層上面に焼土面が形成されることから２層、３層は炉廃絶後の堆積と考

えられる。どちらも焼土塊が混入することから、灰の掻き出しなどで撹乱された土が混入していると

推測される。４～６層は炉体土器の裏込め土である。５層の上面に焼土面が形成されることから、５

層上面が炉床であったと判断される。７層は炉体土器設置の掘り込みの外側に確認された掘り込みで

ある。土器片が混入しており、炉体土器とは別個体であったことから、炉体土器がさらにもう一つ存

在しており、土器埋設部が改築された可能性も考えられる。これは、炉体土器の裏込め土である４

～６層に焼土粒が混入することからも裏付けられる。８層は石組部の石の裏込め土である。

《出土遺物》炉体土器１点、土器破片29点、土器総重量1,762g、石器５点、剥片･チップ25点、石器類

総重量1,757gが出土し、そのうち土器２点、石器類３点を図示した。Ⅱ期（前期）の土器片は周囲に該

期の集落が営まれることから埋土に混入したものと考えられる。Ⅲ期（中期）の土器片は本遺構に伴う

ものと考えられる。Ⅳ１期（後期初頭）の土器片は１･２層から出土した。184- 2は炉体土器である。

184-4は横型の石匙である。主として片面からの調整によって刃部を作出する。つまみは刃部に対して

やや斜めにつく。184-5･6はスクレイパーである。184-5は先端が小さな円刃になる。

《時期･所見》炉の形態と炉体土器からⅢC期（中期後葉）と判断する。なお埋土から採取した炭化物で

放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代4,120±25BP、樹種はエゴノキ属である。分析結

果と出土遺物や炉の形態からの年代観に相違はない。

炉の形態と炉体土器から本住居跡の時期は中期後葉に比定できるが、埋土１･２層からⅣ１群の土

器片が出土していることから、廃絶･埋め戻しはⅣ１期（後期初頭）に下る可能性が考えられる。

SI10047竪穴住居跡（遺構第51図、遺物第184図、図版11）

《位置･確認状況》KO･KP63･64グリッドに位置する。SK273の試掘坑を掘削したところ、表出してい

ない立石を検出した。この立石は元々地表に若干表出していた長楕円の礫と軸を同じくすることから、

礫の並びを追ったところ、３点の立石が並び、その南端に直行して１点の立石が配されている状況を

確認した。形態が複式炉に類似していたことから周辺を精査したところ、竪穴を検出したため竪穴住

居跡と認めた。
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《規模･形態》東側は削平が進んでおり、南東側は倒木と重複するため全体形は定かではないが、残

存部から平面形は長軸約3.60m前後の不整円形と推定される。確認面からの深さは約0.1mである。壁

は開いて立ち上がる。床面は平坦である。明確な硬化面は認められない。床面の標高値は約139.4m

である。

《柱穴》なし。

《炉》複式炉である。住居北西壁際に構築される。SKQ273に掘り込まれるため東側半分以上が消失す

る。礫は床面を約0.10m掘り込んで据える。壁際に接する部分は約40㎝の扁平礫が１点、内側に低く

傾けて据えられる。西辺には扁平な円礫が３点短軸を立てて据えられる。壁に近いS３は長軸50㎝と

大きく、住居中心に近い２点（S４、S５）は長軸20㎝前後である。近接するSI211の例から、消失した

東辺も西辺と対称に構築されていたものと推測される。南辺には１点の立石（S６）が検出されたが、

炉の規模から推定すると、南辺にはさらに一点以上の礫があった可能性が高い。

炉内からは焼土面は検出されていない。しかし西辺の礫２点（S４、S５）には被熱痕が認められる。

２点とも被熱痕の下端は標高約139.3mで、ほぼ水平であることから、この位置及び高さで炉床が形成

されていたと復元できる。複式炉の主軸方向はN－27°－Ｗである。

《埋土》５層に分層した。１～３層は竪穴埋土である。堆積要因は特定しがたい。４層は複式炉の構

築土である。複式炉構成礫の被熱範囲の下端と４層上面のレベルが合致することから、４層上面が炉

床であったと判断できる。ただし焼土は検出されていない。５層も複式炉の構築土である。礫の裏側

に充填される。

《出土遺物》埋土から土器破片24点、土製品２点、土器類総重量415g、石器３点、剥片･チップ68点、

石器類総重量372gが出土し、土器破片１点、土製品２点、石器類３点を図示した。Ⅱ期の土器片は

周囲に該期の集落が営まれることから埋土に混入したものと考えられる。またⅣ１～２期の土器片は

周囲に根による撹乱が多く認められることから、後世に混入したものと考えられる。184-7は小形の

深鉢である。184-8は耳栓である。184-9は炉内から出土した。土器の装飾として付けられた把手で

あろうか。184-10は凹基無茎鏃である。先端が欠損する。184-11は凸基有茎鏃である。茎部に黒色

付着物が認められる。184-12は縦型の石匙である。刃部の調整が粗いことから未製品の可能性も考

えられる。

《時期･所見》炉の形態と出土土器からⅢC期（中期後葉）と判断する。

本住居跡の北西に被熱痕のある礫が１点検出された。被熱範囲の境が直線的であることから、本来

炉の立石として用いられていたものと考えられる。炉に重複してSKQ273が構築されることから、構

築時に抜かれた可能性が高い。

（２）土坑

SK11土坑（遺構第51図、遺物第185図、図版12）

《位置･確認状況》MQ31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.33m×0.80mの楕円形で、主軸方向はN－38 －゚Eである。確認面からの深さは

0.35mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は若干南側に低く傾斜しており平坦である。南西部

壁際の底面には、ピットが掘り込まれ、完形の深鉢形土器が埋設される。このピットは径0.20mの円
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形平面で、深さは土坑底面から0.16mである。

《埋土》４層に分けた。３層は土器埋設時の裏込め土である。１･２層は塊状の地山土を含むことから

人為堆積と考えられる。４層は埋設土器内の埋土であるが、２層と同一である。

《出土遺物》埋設土器１点、土器総重量733g、埋土から剥片１点、石器類総重量３gが出土し、埋設土

器１点を図示した。185-1は土坑底面に埋設されていた深鉢形土器である。

《時期･所見》土坑底部に埋設された土器から、ⅢB期（中期前葉）と考えられる。底面に土器を埋設す

ること、人為堆積であることから、土坑墓と考えられる。

SK677土坑（遺構第51図、遺物第185図、図版12）

《位置･確認状況》MP42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.74m×1.36mの隅丸方形で、主軸方向はN－５ －゚Eである。確認面からの深さ

は0.20mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。土坑中央やや西側には土器

が埋設される。

《埋土》土坑内の埋土は単一層であり、地山土を含むことから人為堆積と考えられる。埋設土器内埋

土は２層に分層できる。いずれも地山土を含み、１層は土坑埋土と類似することから、土坑の埋め戻

しと同時に堆積した可能性が高い。

《出土遺物》埋設土器１点、土器破片24点、土製品１点、土器類総重量2,105gが出土し、６点を図示

した。185-2は土坑底面に埋設されていた深鉢形土器である。185-3～6は土坑底面南西部からまとま

って出土した土器である。185-7は錘状土製品である。楕円形の長軸方向に穿孔を有し、両側面に１

条ずつの沈線を配し、側面にはそれと直交する沈線が巡る。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅢB期（中期前葉）と考えられる。土坑底面南西部からは土器が５点

出土した。いずれも比較的状態が良く、まとまって出土したことから、意図的に入れられたものと推

定される。土坑底面に土器を埋設すること、意図的に入れられたと考えられる土器や土製品が出土し

たこと、人為堆積であることから、土坑墓と考えられる。

（３）陥し穴

SKT858陥し穴（遺構第52図、遺物第185図、図版12）

《位置･確認状況》MA･MB42グリッドに位置する。SKQ318を精査中に、下部の地山面で遺構を確認

した。

《規模･形態》平面形は2.70m×0.41mの長楕円形で、主軸方向はN－65 －゚Eである。確認面からの深さ

は0.62mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、北側から東側にかけて底面付近でオーバーハングする。

底面は平坦で硬く締まる。逆茂木痕などは見られない。

《埋土》８層に分けた。３～８層は互層状に堆積しており自然堆積と考えられる。１･２層の堆積要因

は判然としない。

《出土遺物》土器破片17点、土器総重量261g、剥片３点、石器類総重量145gが出土し、土器破片３点

を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅢAa期（中期中葉）を上限とする。形状から、狩猟のための陥し穴と

判断する。
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（４）土器片囲炉

SRN903土器片囲炉（遺構第52図、遺物第185図、図版12）

《位置･確認状況》LR53グリッドに位置する。精査中に地山面で土器片囲炉を確認した。

《規模･形態》0.30m×0.28mの方形に土器破片と礫を立てて構築される。礫は15㎝×５㎝と10㎝×２㎝

の扁平なものが用いられ、短軸を立てて設置される。土器破片は２個体確認でき、部分的に二重に巡

る。

《埋土》３層は炉構築時の裏込め土である。炉内堆積土（１～２層）には焼土粒が含まれるものの、焼

土層は認められない。

《出土遺物》土器片２個体、土器総重量505g、剥片･チップ３点、石器類総重量14gが出土し、土器破

片４点を図示した。185-12は外面には煤状炭化物が付着し、内外面には被熱痕が見られる。185-13～15

は同一個体片である。

《時期･所見》時期は炉を構築する土器破片からⅢAc期（中期後葉）と考えられる。

（５）焼土遺構

SN1096焼土遺構（遺構第52図）

《位置･確認状況》MO38グリッドに位置する。精査中にST01捨て場138層上面で確認した。調査時の

遺構番号はST01－SN21だったが、整理段階でSN1096に変更した。

《規模･形態》平面形は0.48m×0.28mの楕円形である。焼土の厚さは0.04mである。

《出土遺物》明確に伴う遺物は出土しなかった。

《時期･所見》時期は焼土形成面からⅢ期（中期）と考えられる。竪穴住居の地床炉の可能性もある。

３　後期
（１）竪穴住居跡

SI168竪穴住居跡（遺構第54･55図、遺物第186図、図版13･14）

《位置･確認状況》MC25･26グリッドに位置する。精査中に地山面で数軒の竪穴住居跡が重複している

状況を確認した。

《規模･形態》沢を埋めた黒色土の上に構築されており、住居西側の壁や床面の一部は確認できなかっ

た。残存部分から平面形は径約3.50mの円形または楕円形と推定される。壁は北東側と南側の一部で

残存し、ほぼ垂直に立ち上がる。残存部分の壁高は0.12mである。床面は平坦で硬く締まる。

《柱穴》壁際に柱穴１基を検出した。

《炉》地床炉である。竪穴中央に位置する。焼土範囲は約0.70m×約0.60mの楕円形で、やや強く被熱

する。焼土上面には焼土や炭化物が混入する暗褐色土（１層）が堆積する。炉機能時に灰の掻き出しな

どによって堆積したものと推測される。

《埋土》５層に分けた。すべての層に地山土が含まれることから、一括の人為堆積と推測する。

《出土遺物》埋土から土器破片116点、土器総重量2,249g、石器８点、剥片･チップ53点、石器類総重

量1,904gが出土し、土器破片22点、石器類８点を図示した。186-23は、先端部と基部が折損する凸基

有茎鏃である。186-24は横型、186-25は縦型の石匙である。どちらも片面からの調整によって刃部を
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作出している。186-26はスクレイパーと考えるが、石鏃の可能性もある。186-27･28は、スクレイパ

ーで、片面から調整を行っている。186-30は凹状の刃部に調整したスクレイパーで両面からの調整を

行っている。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SI169竪穴住居跡（遺構第54･55図、遺物第187図、図版13･14）

《位置･確認状況》MC25･26、MD26グリッドに位置する。精査中に地山面で数軒の竪穴住居跡が重複

している状況を確認した。

《規模･形態》沢を埋めた黒色土の上に構築されており、住居西側の壁や床面の一部は確認できなかっ

た。平面形は残存部分から径約3.40mの円形と推定する。壁は東側で残存し、ほぼ垂直に立ち上がる。

残存部分の壁高は床面から0.20mである。床面は平坦で硬く締まる。

《柱穴》検出されなかった。

《炉》検出されなかった。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片42点、土器総重量1,090g、石器２点、剥片･チップ８点、石器類総重量

41gが出土し、土器破片５点、石器類３点を図示した。187-6は剥片の両側縁に尖鋭な錐部を作出した

石錐である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SI170竪穴住居跡（遺構第54･55図、遺物第187図、図版13･14）

《位置･確認状況》MB24･25、MC25グリッドに位置する。精査中に地山面で数軒の竪穴住居跡が重複

している状況を確認した。

《規模･形態》平面形は径約4.10mの円形である。壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は床面から0.13mで

ある。床面は平坦で硬く締まる。

《柱穴》検出した柱穴は13基であり、そのうちの10基は壁柱穴である。P10～P12は主柱穴の可能性が

ある。P10～P12の平面形は、長軸0.20～0.32m、短軸0.16～0.30mの楕円形または隅丸方形で、深さは

床面から0.16～0.37mである。

《炉》住居ほぼ中央に石囲炉、その北西側に地床炉が位置する。地床炉は径約0.50mの範囲で円形にや

や強く被熱し、焼土の厚さは最大で床面から0.10mである（２層）。上面には焼土粒を含む暗褐色土が

堆積する（１層）。炉機能時に灰掻き出しなどによって堆積したものと推測される。石囲炉は約

0.75m×約0.65mの楕円形の掘り込みの壁際に、扁平な円礫８点を立てて構築される。炉内底面には強

く被熱した焼土が形成される（５層）。焼土の厚さは0.05m前後である。炉石も被熱により赤変する。

焼土上面には地山土由来の黄褐色土（３層）が堆積する。地山由来土であることから人為堆積と判断で

きる。６･７層は炉構築時の礫の裏込め土である。

《埋土》６層に分けた。すべての層に地山土が含まれることから、一括の人為堆積と推定する。

《出土遺物》埋土から土器破片96点、土器総重量1,870g、石器７点、剥片･チップ53点、石器類総重量

1,908gが出土し、土器破片10点、石器類５点を図示した。187-19～21はスクレイパーである。187-19･20

は両面調整により刃部を作出している。187-22は片面を打面とし、柱状の形態をなす石核である。

187-23は礫両面に敲打痕が残る凹石である。
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《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。なお、石囲炉から採取した燃

料材由来と推定される炭化材の放射性炭素年代測定結果では、補正年代3,250±30BPの値を示す。出

土遺物からみた年代観と相違ない。

SI171竪穴住居跡（遺構第53図、遺物第188図、図版15）

《位置･確認状況》KR60グリッドに位置する。地山漸移層で埋設された土器と焼土を確認した。土器

の掘り込みを確認するため試掘坑を掘削したところ、さらにもう１個体の土器を検出した。このこと

から、本炉は造り替えが行われたと判断し、当初確認した土器を伴う炉を炉（新）、後から検出した土

器を伴う炉を炉（旧）とする。調査時は土器埋設炉としたが、本炉は地山漸移層上面に構築されている

ことから、当時の地表面から一定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。このことから、竪

穴の掘り込みや柱穴は確認できなかったが、竪穴住居に伴う炉であった可能性が高いと判断し、整理

段階で遺構種別を竪穴住居跡に変更した。

《規模･形態》炉（新）は炉（旧）の南西側１/３を掘り込んで構築される。炉（新）に伴う炉体土器は、口縁

部と底部が欠損する深鉢形土器で、正位に埋設される。土器の上端は内外ともに被熱により若干赤変

する。このことから、機能時すでに口縁部は欠損していたものと考えられる。掘り込みは径約0.35m

の円形で、確認面からの深さは約0.25mである。土器は掘り込みのやや西より、掘り込み底面から約

0.10m上位に埋設される。

炉（旧）は炉（新）の北東に重複して位置する。炉（旧）に伴う炉体土器は深鉢形土器の胴部であるが、

破損が著しい。検出段階には表出していなかった。接合する同一個体片が周辺から散乱して出土した

ことから、炉を造り替えた際に土器が抜き取られ、一部が残存したものと考えられる。土器に炉機能

時の被熱痕は確認できない。炉（新）に掘り込まれていることから、掘り込みの形状は定かではないが、

残存部分から径約0.60mの円形平面であったと推定できる。検出面からの深さは約0.40mである。

焼土面は炉（新）の東側に、約0.90m×約0.60mの範囲で広がる。確認面からの厚さは0.05m前後であ

る。焼土面の東端部は焼土塊である。

《埋土》８層に分層した。１層は焼土面である。２層は焼土塊である。３･４層は炉（新）炉体土器の内

部堆積土である。３･４層に対応する土器内面に炉機能時の被熱痕が認められないことから、３･４層

とも炉構築時に入れられたものと判断する。５･６層は褐色～暗褐色土である。炉（新）の炉体土器設

置時の裏込め土で、掘り込み掘削土由来と考えられる。７･８層は炉（旧）の掘り込み堆積土である。

抜き取り穴を地山由来土で埋め戻したものと推定する。

《出土遺物》炉体土器２点、土器総重量110g、埋土から剥片･チップ８点、石器類総重量15gが出土し、

炉体土器２点を図示した。188-1は炉（旧）炉体土器、188-2は炉（新）炉体土器である。どちらもⅣ１期

（後期初頭）に属する。

《時期･所見》炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と判断する。埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代

測定と樹種同定を行ったところ、補正年代3,725±25BP、樹種はブナ属であった。分析結果と炉体土

器からの年代観との相違はない。

近接して位置するSKQ217･10089は、本住居の推定床面より配石部分が高いことから、本住居より

新しいと考えられる。また竪穴範囲内にはSKP10107も位置すると推定できるが、新旧は不明である。

なお本遺構は竪穴住居跡の炉と考えられるが、周囲に本炉に伴う柱穴などは確認できなかった。周囲
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は後期中葉に造成が行われていることから、竪穴はその際に削平された可能性が考えられる。

SI195竪穴住居跡（遺構第53図、遺物第188図、図版15）

《位置･確認状況》KO59グリッドに位置する。礫層上面で円形に巡る礫とその内側に土器を確認した。

調査時は配石遺構としていたが、焼土が検出されたことから、炉と判断した。周囲に位置する他の同

時期の土器埋設炉が屋内炉と推定されることから、本炉も屋内炉であったと推定し、整理段階で遺構

種別を竪穴住居跡に変更した。

《規模･形態》約0.30m×約0.25mの楕円形に扁平な円礫が花弁状に二重に巡り、その内側に土器が埋設

される。礫は５～10㎝で、総数15点である。炉体土器は深鉢形土器の胴部で、口縁部と底部は欠損す

る。根による撹乱を受けており、破損が著しい。北側の上端外側は被熱により赤変する。焼土面は検

出されなかったが、本遺構の北側、検出面から0.08m下の根痕中に焼土塊を確認した。近接すること

から本遺構に伴う焼土であったと考えられる。土器赤変の状況と、焼土塊の検出位置から、土器の北

側が炉床と推定される。

炉体土器及び礫設置の際の掘り込みは、試掘坑に掘り込まれるため全形は定かではないが、残存部

分から約0.35m×約0.30mの楕円形平面と推定できる。確認面からの深さは約0.15mである。掘り込み

の中央、底面から約0.05m上位に土器を正位に設置する。

《埋土》埋土は３層に分層した。土器内に炉機能時の被熱痕が認められないこと、土器内埋土（１層）

と土器外側の埋土（２･３層）が類似することから、１～３層とも炉構築時の裏込め土で、掘り込み掘

削土由来と考えられる。花弁状に配された礫は、土器上端に接して巡ることから、土器を設置した後

に置いたものと考えられる。

《出土遺物》炉体土器１点、土器総重量736g、埋土から剥片２点、石器類総重量２gが出土し、炉体土

器１点を図示した。188-3は炉体土器である。

《時期･所見》時期は炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と判断する。本遺構は竪穴住居跡の炉と考えられ

るが、周囲に本炉に伴う柱穴などは確認できなかった。

また、近接して位置するSKQ10050は土坑埋土から後期中葉の造成以後に構築されたと推定でき、

本遺構より新しいと考えられる。なお造成により本遺構の竪穴はSKQ10050構築時にはすでに削平さ

れていたと推定される。また住居範囲内にはSK10142、SKP10118も位置すると推定できるが、新旧

は不明である。

SI196竪穴住居跡（遺構第54･55図、遺物第188･189図、図版13･14）

《位置･確認状況》MB24グリッドに位置する。精査中に地山面で数軒の竪穴住居跡が重複している状

況を確認した。

《規模･形態》平面形は3.30m×2.80mの楕円形である。壁はほぼ垂直に立ち上がり、東側の壁高は底面

から0.20mである。床面は平坦で硬く締まる。

《柱穴》検出した柱穴は４基である。平面形は0.12m×0.16m～0.28m×0.28mの円形もしくは楕円形で

ある。P４の深さは床面から0.26mである。

《炉》地床炉である。住居中央に位置する。焼土範囲は約0.60m×約0.40m楕円形に広がり、強く被熱

する。床面からの厚さは0.05m前後である。

《埋土》13層に分けた。１～11層は竪穴の埋土である。全ての層に地山土が含まれることから、一括
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の人為堆積と推定する。12層は焼土を微量に含む層である。地床炉の上位に堆積することから、炉使

用時の堆積の可能性が考えられる。13層は焼土層である。

《出土遺物》埋土から土器破片125点、土器総重量2,430g、石器６点、剥片･チップ46点、石器類総重

量4,217gが出土し、土器破片18点、石器類６点を図示した。189-1は縦型、189-2は斜位型の石匙であ

り、片面から調整している。どちらもつまみ部に黒色付着物が認められる。189-5は残存する刃部よ

り石箆と考えられる。189-3･4はスクレイパーであるが、189-4は石匙の可能性もある。189-6は両面

に磨痕が見られる石皿である。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。なお、地床炉より採取した炉

燃料由来と推定される炭化材の放射性炭素年代測定結果は、補正年代3,130±30BPである。

SI204竪穴住居跡（遺構第54･55図、図版13･14）

《位置･確認状況》MA･MB24･25グリッドに位置する。精査中に地山面で数軒の竪穴住居跡が重複し

ている状況を確認した。

《規模･形態》平面形は残存部分から長軸４m以上の円形もしくは楕円形と考えられる。削平により壁

は検出されなかった。床面は平坦で硬く締まる。

《埋土》１層は焼土上面の窪みに堆積することから、炉廃絶後の堆積と考えられる。２層は焼土面である。

《柱穴》壁柱穴１基を検出した。

《炉》地床炉である。住居中央に位置する。焼土範囲は径約0.60mの円形に広がり、被熱状況は弱い。

厚さは0.03m前後である（２層）。上面には焼土粒を含む暗褐色土が堆積する（１層）。炉機能時に灰の

掻き出しなどによって堆積したものと推測される。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSI170･196に掘り込まれることから、時期はⅣ６～８期（後期後葉）以前と考え

られる。

SI205竪穴住居跡（遺構第53図、遺物第189図、図版16）

《位置･確認状況》KP58グリッドに位置する。地山上面で埋設された土器を確認し、土器埋設炉とし

て調査を行った。本炉は地山層上面に構築されていることから、当時の地表面から一定程度掘り込ま

れた面に構築されたと考えられる。このことから、竪穴の掘り込みや柱穴は確認できなかったが、竪

穴住居に伴う炉であった可能性が高いと考え、整理段階で遺構種別を竪穴住居跡に変更した。

《規模･形態》炉体土器は口縁部と底部が欠損する深鉢形土器の胴部で、正位に埋設される。土器には

炉機能時の被熱痕は認められない。焼土面は炉体土器の内側と外側２か所で確認した。土器内側の焼

土面は土器下端面に形成されており、厚さは0.02m前後である。土器外側の焼土面は土器の北西に形

成されており、約0.60m×約0.45mの範囲に広がる。厚さは最大で0.08mである。炉体土器の掘り込み

平面形は約0.30m×約0.25mの楕円形であり、炉体土器の法量とほぼ同じである。確認面からの深さは

最大で約0.30mである。炉体土器は底面から約0.15m上位に据えられる。

《埋土》４層に分層した。１層は土器内堆積土である。焼土面より上位に堆積し、地山土を含むこと

から、炉廃絶後に埋め戻されたと考えられる。２層は土器内に堆積する焼土塊や炭化物を含む黒色土

である。焼土面が下位（３層）に形成されることから、炉機能時に灰を掻き出すなどして撹乱された土

である可能性が高い。３層は焼土面であることから炉床と考えられる。４層上面に形成される。やや
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弱く被熱する。４層は炉体土器の裏込め土で、褐色土である。掘り込み掘削土由来と考えられる。５

層は焼土面である。やや強く被熱する。

《出土遺物》土器破片21点、土器総重量1,571g、剥片11点、石器類総重量27gが出土し、土器破片１点

を図示した。189-7は炉体土器である。

《時期･所見》時期は炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と判断する。なお炉内２層から採取した燃料材と

考えられる炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,755±25BP、樹種はカエデ

属である。炉体土器の年代は縄文時代後期初頭と考えられることから、測定結果と矛盾はない。

なお本遺構は竪穴住居跡の炉と考えられるが、周囲に本炉に伴う柱穴などは確認できなかった。

SI226竪穴住居跡（遺構第53図、遺物第190図、図版16）

《位置･確認状況》KT55･56グリッドに位置する。地山漸移層上面で、埋設された土器と焼土を確認し

た。本炉は地山漸移層上面に構築されていることから、当時の地表面から一定程度掘り込まれた面に

構築されたと考えられる。このことから、竪穴の掘り込みや柱穴は確認できなかったが、竪穴住居に

伴う炉であった可能性が高いと考え、整理段階で遺構種別を竪穴住居跡に変更した。

本炉には２点の土器が埋設されていたため、調査時には東側をSRN226－A、西側をSRN226－Bと

して調査を行った。調査の結果、SRN226－Aが新しいことが明らかとなったことから、これを炉（新）、

SRN226－Bを炉（旧）とした。また、調査中に炉（新）の炉体土器は２点の土器が入れ子状になっている

ことが判明し、調査中は外側の土器を「A」、内側の土器を「（A）」と呼称したが、整理段階で内側を

炉（新）炉体土器（内）、外側を炉（新）炉体土器（外）と変更した。

《規模･形態》炉（新）は炉（旧）の南東部分を１/３ほど掘り込んで構築される。炉体土器（外）は口縁部と

底部が欠損する深鉢形土器である。炉体土器（内）は口縁部が欠損する深鉢形土器である。どちらも正

位に埋設される。２点の土器は接した状態で埋設される。炉体土器（外）には、炉機能時の被熱痕が認

められる。被熱痕は内外面ともに確認でき、外面は部分的に赤変し、内面は上端から７㎝前後の範囲

で水平に被熱の有無が分かれる。炉体土器（内）が接していた部分も赤変することから、炉体土器（新･

外）と炉体土器（新･内）には新旧関係があると判断できる。炉体土器（外）の掘り込みは径約0.25mの円形

平面で、確認面からの深さは約0.15mである。土器は底面から約0.10m上位、掘り込み北西壁に接して

埋設される。炉体土器（内）は、炉体土器（外）の内側を掘り込んで埋設される。土器下端は炉体土器（外）

よりも0.05mほど低い。

炉（旧）は炉（新）の北西に重複して位置する。炉体土器は口縁部と底部が欠損する深鉢形土器の胴部

で、正位に埋設される。炉（新）の炉体土器（外）と重複する南東部分は欠損する。土器の上端には炉機

能時の被熱痕があり、内外面ともに上端から４㎝前後の幅で変色している。掘り込みは西側が根によ

り撹乱されているが、残存部分から径約0.40mの円形平面と推定され、確認面からの深さは約0.35mで

ある。土器は掘り込み底面の約0.20m上位、南西寄りに埋設される。

焼土面は炉（旧）の北東に広がる。約0.35m×約0.30mの不整形で、確認面からの厚さは約0.05mであ

る。被熱状況はやや強い。

《埋土》９層に分層した。１層は焼土面である。２～４層は炉（新）の埋土である。２層は炉体土器（内）

内部の埋土である。多くの炭化物や炉体土器（内）の上端の土器片が含まれることから、炉機能中に

徐々に堆積した土である可能性が考えられる。３･４層は地山土を含む暗褐色土である。炉体土器（外）



－67（67）－

第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物

の裏込め土である。４層からはSR10117の土器片が出土し、SR10117の埋設土器と接合した。

５～９層は炉（旧）の埋土である。５層は炉体土器内部の埋土である。炉体土器の被熱範囲を覆って

堆積すること、地山土塊が含まれることから、炉廃絶後の人為堆積と判断できる。６層は地山由来土

のブロックである。土器の裏込め土と推定する。８･９層は炉体土器の裏込め土である。掘り込み掘

削土由来の埋め戻し土と判断する。

《出土遺物》炉体土器３点と土器破片３点、土器総重量1,770g、剥片･チップ２点、石器類総重量１g

が出土し、土器５点を図示した。190-1は炉（新）炉体土器（外）である。190-2は炉（新）炉体土器（内）で

ある。190-3は炉（旧）炉体土器である。190-4は炉（新）炉体土器（内）の２層から出土した。190-2･4は同一

個体であることから、190-4は190-2の上端が炉機能時に破損し、土器内に落ちたものと考えられる。

190-5は焼土上面で出土した深鉢形土器破片である。

《時期･所見》炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と考えられる。なお炉（新）炉体土器（内）２層から採取し

た燃料材と考えられる炭化物で、放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,725±25BP、

樹種はエゴノキ属である。炉体土器から推定される年代観と測定結果は矛盾しない。

３個体の炉体土器が検出され、それぞれに新旧が認められることから炉（旧）→炉（新）炉体土器（外）

→炉（新）炉体土器（内）の順に、３回の改築があったものと考えられる。炉（新）炉体土器（外）の裏込め

土からSR10117の土器片が出土していることから、本来SR10117の埋設土器は、本遺構の炉体土器で

あった可能性も考えられ、その場合は本遺構は４回の改築が行われたこととなる。

なお本遺構は竪穴住居跡の炉と考えられるが、周囲に本炉に伴う柱穴などは確認できなかった。

SI263竪穴住居跡（遺構第56図、遺物第190･191図、図版17）

《位置･確認状況》LA60グリッドに位置する。地山層上面で埋設された土器を３基確認し、SRN263、

264、265として調査した。これらの炉は地山層上面に構築されていることから、当時の地表面から一

定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。このことから、竪穴の掘り込みや柱穴は確認でき

なかったが、竪穴住居に伴う炉であった可能性が高く、３基の土器埋設炉は同一住居内での炉の改築

と考えられる。よって整理段階で遺構種別を竪穴住居跡に変更した。調査の結果、SRN263が最も旧

く、SRN265、SRN264の順に新しいことが明らかとなったため、SRN263をSI263炉（旧）、SRN264を

SI263炉（最新）、SRN265をSI263炉（新）とした。

《規模･形態》〔炉（旧）〕炉体土器は口縁部と底部が欠損する深鉢形土器の胴部で、正位に埋設される。

土器の上端は一部磨滅することから、機能時には口縁部はすでに欠損していたものと考えられる。土

器には機能時の被熱痕は認められない。焼土面は炉体土器の内側、炉体土器上端から約10㎝下で確認

した。厚さは10㎝前後である。３層土の上面が焼土化する。土器外側には焼土は認められない。炉体

土器には明確な被熱痕を確認することはできないが、炉床は炉体土器内部であったと復元できる。炉

体土器の掘り込みは検出面では確認できなかったため、土層断面確認後に南西側のみ形状を特定した。

炉体土器の掘り込み平面は長軸約0.45m、短軸推定約0.40mの楕円形と推定する。確認面からの深さは

最大で0.20mである。掘り込みのほぼ中央、底面から約0.05m上位に土器を設置する。

〔炉（新）〕炉体土器は口縁部と底部が欠損する深鉢形土器の胴部縦半分で、正位に埋設される。残存

状況は非常に悪い。炉（最新）構築の際に南西部分が撹乱され、土器が抜かれた可能性が考えられる。

土器には炉機能時の被熱痕は認められない。焼土面は炉体土器の内側、炉体土器上端から約５㎝下で
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確認した。厚さは0.03m前後である。土器外側には焼土は認められないことから、炉床は炉体土器内

部であったと復元できる。炉体土器の掘り込みは検出面では確認できなかったため、土層断面確認後

に西側のみ形状を特定した。ただし南側は炉（最新）に掘り込まれるため、形状を特定できたのは全

体の1/4程度である。残存部分より推定すると、掘り込み平面は約0.50m×約0.30mの楕円形と復元さ

れる。確認面からの深さは最大で約0.20mである。土器は掘り込みの北側、底面から約0.10m上位に

設置される。

〔炉（最新）〕炉体土器は口縁部と底部が欠損する深鉢形土器の胴部で、正位に埋設される。土器の上

端は高く残っていた東側に機能時の被熱痕が認められる。被熱痕は内外面ともに確認でき、外側は遺

構構築面のラインで水平に赤変の有無が分かれる。内側の被熱範囲は漸移的に変化する。上端割れ口

が赤変することから機能時には口縁部はすでに欠損していたものと考えられる。焼土面は炉体土器の

内側、炉体土器上端から約0.10m下で確認した。厚さは0.02m前後である。土器外側には焼土は認めら

れないことから、炉床は炉体土器内部と復元できる。炉体土器の掘り込みは検出面では確認できなか

ったため、土層断面確認後に西側のみ形状を特定した。掘り込みの平面形は長軸約0.50m、短軸推

定約0.40mの楕円形と推定される。確認面からの深さは最大で0.20mである。掘り込みのほぼ中央、

底面から約0.05m上位に土器を設置する。

《埋土》〔炉（旧）〕埋土は３層に分層した。１層は土器内に堆積する地山塊及び焼土塊を含む暗褐色土

である。焼土面が下位（２層）に形成されることから１層は炉廃絶後の堆積と判断できる。ただし焼土

塊が混入することから炉機能時に灰を掻き出すなどして撹乱された土も含まれている可能性が高い。

２層はやや強く被熱する焼土面である。３層上面に形成される。３層は炉体土器の裏込め土である。

掘り込み掘削土由来と判断する。

〔炉（新）〕埋土は４層（４～７層）に分層した。４層は土器内に堆積する焼土塊や炭化物を含む黒色土

である。焼土面が下位（５層）に形成されることから４層は炉廃絶後の堆積と判断できる。ただし焼土

塊が混入することから炉機能時に灰を掻き出すなどして撹乱された土も含まれている可能性が高い。

５層は焼土面である。７層上面に形成される。やや弱く被熱する。６層は焼土塊を含む暗褐色土であ

る。土器が欠損する部分で確認できることから、炉（最新）構築時に撹乱された土と考えられる。７層

は土器の裏込め土である。掘り込み掘削土由来の埋め戻し土と判断する。

〔炉（最新）〕埋土は５層（８～12層）に分層した。８層は土器内に堆積する焼土塊や炭化物を含む黒色

土である。焼土面が下位（９層）に形成されることから８層は炉廃絶後の堆積と判断できる。ただし焼

土塊が混入することから炉機能時に灰を掻き出すなどして撹乱された土も含まれている可能性が高

い。９層は焼土面である。10層上面に形成される。やや弱く被熱する。10層は炉体土器の裏込め土で、

黒色土である。当時の表土由来の可能性が考えられる。11層、12層は土器の裏込め土である。

《出土遺物》〔炉（旧）〕炉体土器１点、土器破片２点、土器総重量1,174g、剥片･チップ４点、石器類総

重量２gが出土し、炉体土器１点を図示した。炉体土器には煮沸痕が認められることから、煮沸具か

ら転用されたと考えられる。

〔炉（新）〕炉体土器１点、土器総重量365gが出土し、図示した。炉体土器には煮沸痕が認められるこ

とから、煮沸具から転用されたと考えられる。

〔炉（最新）〕炉体土器１点、土器破片４点、土器総重量1,102gが出土し、炉体土器１点を図示した。炉



－69（69）－

第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物

体土器には煮沸痕が認められることから、煮沸具から転用されたと考えられる。

《時期･所見》炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と判断する。なお炉（旧）２層、炉（新）８層から採取した

燃料材と考えられる炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。炉（旧）２層採取炭化材の測定

結果は補正年代1,230±20BP、樹種はスギである。炉体土器の年代と異なることから、測定結果は土

器内に入り込んだ後世の根による試料の紛れ込みと判断する。炉（新）８層採取炭化材の測定結果は補

正年代3,790±25BP、樹種はモクレン属である。炉体土器の年代はⅣ１期（後期初頭）と考えられるこ

とから、測定結果と矛盾はない。

SI278竪穴住居跡（遺構第56図、遺物第191図、図版18）

《位置･確認状況》KO61グリッドに位置する。地山漸移層上面で規則的に並んだ礫と焼土を確認し、

遺構と認定した。調査時にはSQN立石炉としていたが、本炉は地山漸移層上面に位置することから、

当時の地表面を一定程度掘り込んだ面に構築されたと考えられる。このことから竪穴住居に伴う炉で

あったと考えられるため、整理段階で遺構種別を竪穴住居跡に変更した。

《規模･形態》３点の礫（S１～S３）が半円状に、約0.40m西側に１点の礫（S４）が配置される。半円状に

配置される３点のうち中央と南側の２点（S１･S２）は不整形の円礫で、S２は長軸を立てて設置される。

北側の１点（S３）は石皿で磨面を内側に向けて立てて設置される。西側の１点（S４）は置かれた状態で

検出されたが、焼土面が礫の下に位置すること、土層断面で礫が立っていた痕跡が認められたことか

ら、本来は立石だったと復元できる。S２とS４を通る軸方向はN－80°－Ｗである。

S１は径約0.50mの円形平面の掘り込みに据えられる。掘り込みの確認面からの深さは約0.15mであ

る。S２はS１の掘り込み上面に置かれることから、S１の後に据えられたと判断できる。S３の掘り

込みは確認することができなかった。S４は石とほぼ同じ大きさの掘り込みに設置される。

石に囲まれた内側には約0.65m×約0.50mの範囲に焼土面が広がる。確認面からの厚さは約0.05mで

ある。礫に明確な被熱痕は認められない。

《埋土》３層に分層した。１層はS４の抜け跡である。S４の破損が著しいことから、後世に強い力が

加わわったと推定される。２層は焼土面である。３層はS２の裏込め土である。

《出土遺物》埋土から石器１点、剥片･チップ７点、石器類総重量914gが出土し、石器類１点を図示し

た。191-3は石皿である。炉の構築材として使用されていたもの（S３）である。

《時期･所見》遺構の時期を特定できる遺物は出土していない。炉の構築面が地山漸移層上面であるこ

とから、後期中葉の造成より前に構築されたと考えられる。周囲に構築されている竪穴住居跡群が

Ⅳ１期（後期初頭）であることから、本遺構も同時期である可能性が高い。なお埋土から採取した炭化

物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,090±20BP、樹種はクリである。年代測定

結果によれば縄文時代晩期であるが、周囲には晩期の活動の痕跡は認められないことから、試料が混

入したものと考えられる。

また、近接して位置するSKQ10027は、本住居の炉より構築面が高いことから本住居より新しいと

考えられる。住居範囲内にはSK10143、SKP10145も位置すると推定できるが、新旧は不明である。

SI312竪穴住居跡（遺構第54･55図、遺物第192図、図版13･14）

《位置･確認状況》MC24･25グリッドに位置する。精査中に地山面で数軒の竪穴住居跡が重複している

状況を確認した。
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《規模･形態》沢を埋めた黒土の上に構築されており、住居西側では壁や床面は確認できなかった。残

存部分から平面形は長軸2.40mの円形または楕円形と考えられる。壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高

はSI168の床面から0.05mである。床面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。３･４層は地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《柱穴》壁柱穴１基を検出した。

《炉》検出されなかった。

《出土遺物》埋土から土器破片33点、土器総重量410g、石器１点、剥片１点、石器類総重量10gが出土

し、土器破片９点、石器類１点を図示した。192-7は外面に赤色塗彩を施す。192-10は円基無茎鏃で

ある。基部側から徐々に窄まるが先端はやや平端である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SI313竪穴住居跡（遺構第56図、図版18）

《位置･確認状況》MB38グリッドに位置する。精査中に地山面で石囲炉を確認した。

《規模･形態》石囲炉のみを検出したため竪穴の形状は不明である。床面は平坦で硬く締まる。

《柱穴》炉を中心に、直径４m以内にあるSKP2932･5149が柱穴の可能性もあるが断定できない。

《炉》20㎝×10㎝ほどの円礫を、0.80m×0.70mの楕円形に配した石囲炉である。

《埋土》１層は焼土上面に堆積することから、炉廃絶後の堆積と考えられる。２層は焼土面である。

３･４層は炉構築時の礫の裏込め土と推定する。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はST101捨て場の堆積層である280層を掘り込んで構築される。280層はⅣ２期の

堆積と考えられることから、本遺構の構築時期はⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。

SI326竪穴住居跡（遺構第57図、遺物第192･193図、図版18）

《位置･確認状況》LE55･56、LF55グリッドに位置する。精査中に基本土層Ⅰ層上面で立石を検出し、

その後地山面で土器埋設炉を確認した。

《規模･形態》竪穴は検出されなかったが、P２－P５の芯々距離4.85m、P１－P４の芯々距離3.85mで

あることから、住居の平面形は楕円形と考えられる。床面は確認できなかった。

《柱穴》検出した柱穴は６基である。平面形は、長軸0.28～0.42m、短軸0.28～0.36mの楕円形や隅丸方

形で、確認面からの深さは0.16～0.28mである。

《炉》立石を伴う土器埋設炉である。住居中央に位置する。立石は23㎝×18㎝の円形の円礫で、炉体

土器の北東側に位置する。焼土面は立石と炉体土器の間に広がる。土器は正位に埋設される深鉢形土

器で、口縁部は欠損する。土器内埋土は焼土粒を含むが焼土層は見られず、土器にも内外面ともに被

熱痕は認められない。土器内１層と２層の境には0.01m程度の厚さの炭化物層が認められる。

《埋土》１･２層は炉体土器内埋土である。炭化物や焼土粒を含む。堆積要因は不明である。３･５層

は裏込め土である。４層は焼土面である。

《出土遺物》炉体土器１点、土器破片54点、土器総重量1,677g、石器17点、剥片７点、石器類総重量

14,670gが出土し、土器破片５点、石器類７点を図示した。192-11は炉体土器である。193-2は両面、

193-3は片面に敲打痕が残る凹石であり、193-2には被熱痕が見られる。

《時期･所見》炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と考えられる。
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SI331竪穴住居跡（遺構第58図、遺物第193･194図、図版19）

《位置･確認状況》LH59･60、LI58･59･60グリッドに位置する。粗掘り中に基本土層Ⅰ層上面で立石を

検出し、その後地山面で２点の炉体土器を確認した。

《規模･形態》竪穴が検出されなかったため詳細は不明であるが、P４－P７の芯々距離6.60m、P２－P５

の芯々距離5.70mであることから、住居の平面形は楕円形と考えられる。

《柱穴》検出した柱穴は７基である。平面形は、長軸0.24～0.40m、短軸0.22～0.40mの円形や楕円形で、

深さは地山面から0.10～0.15mである。

《炉》立石を伴う土器埋設炉である。住居中央やや南東側に位置する。立石は、64㎝×26㎝の長楕円

形の円礫で、炉体土器の東側に位置する。焼土は立石と２基の炉体土器の間に広がる。炉体土器はど

ちらも深鉢形土器で正位に埋設する。口縁部と底部は欠損する。RP１の土器内埋土には炭化物が多

く混入している。

《埋土》１･３層は炉体土器内埋土である。どちらも炭化物と焼土を含む。堆積要因は不明である。

２･４･６層は裏込め土である。５層は焼土面である。

《出土遺物》炉体土器２点、土器破片３点、土器総重量782g、石器４点、石器類総重量4,361gが出土

し、炉体土器２点、石器類２点を図示した。193-5は炉体土器（RP02）で、外面には煤状炭化物が付着

し被熱痕が見られる。193-6は炉体土器（RP01）で、外面に煤状炭化物が付着するが、被熱痕は見られ

ない。194-1は被熱によるハジケが認められる磨石である。194-2は棒状の礫を素材とした敲石で

ある。

《時期･所見》時期は炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と考えられる。なお、炉から採取した炭化材の放

射性炭素年代測定結果では、補正年代3,830±30BPであり、遺物からみた年代観と相違ない。

SI332竪穴住居跡（遺構第59図、遺物第194図、図版20）

《位置･確認状況》LK57･58グリッドに位置する。粗掘り中に基本土層Ⅰ層上面で立石を検出し、その

後地山面で土器埋設炉を確認した。炉は地山上面に構築されていることから、当時の地表面から一定

程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。このことから竪穴の掘り込みや柱穴は確認できなか

ったが、竪穴住居に伴う炉であったと推定し、本遺構を竪穴住居跡とした。

《規模･形態》立石を伴う土器埋設炉である。立石は47㎝×15㎝の楕円形の円礫で、長軸を立てる。焼

土は立石と炉体土器の間に広がる。土器は深鉢形土器で正位に埋設されており、口縁部と底部は欠損

する。土器内埋土は、焼土粒を含むが現地性の焼土面は見られない。

《埋土》１･２層は土器内埋土である。堆積要因は不明である。３層は炉体土器の裏込め土、５層は立

石の裏込め土である。どちらも掘削土由来の埋め戻し土と考えられる。４層は焼土面である。

《出土遺物》炉体土器１点、土器破片30点、土器総重量1,660ｇが出土し、２点を図示した。194-3は

炉体土器で、土器内外面に煤状炭化物が付着し、土器上部には被熱痕が残る。土器の内面は被熱によ

るハジケが認められる。194-4は住居壁際と考えられる位置から出土した深鉢形土器である。内外面

とも煤状炭化物が付着し、外面には被熱痕が見られる。

《時期･所見》出土土器から時期はⅣ１期（後期初頭）と考えられる。炉を中心に20～40㎝程度の礫が

５点、径４～５mの弧状に検出されていることから、本住居跡と何らかの関連がある可能性がある。
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SI333竪穴住居跡（遺構第56図、遺物第194図、図版20）

《位置･確認状況》LM･LN56グリッドに位置する。粗掘り中に基本土層Ⅰ層上面で立石を検出し、そ

の後地山面で土器埋設炉を確認した。炉は地山上面に構築されていることから、当時の地表面から一

定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。このことから竪穴の掘り込みや柱穴は確認できな

かったが、竪穴住居に伴う炉であったと推定し、本遺構を竪穴住居跡とした。

《規模･形態》立石を伴う土器埋設炉である。立石は、35㎝×８㎝の長楕円形の円礫で長軸を立てる。

また、焼土を囲むようにさらに立石を１基伴う。立石と炉体土器の間にはブロック状の焼土が広がる

が、現地性か否かは定かではない。炉体土器は口縁部が欠損する深鉢形土器で、正位に埋設される。

土器内埋土は焼土粒を含むが現地性の焼土は見られない。

《埋土》１層は竪穴の埋土の可能性がある。２層は炉体土器内埋土である。焼土粒を含む。３･４層は

裏込め土である。掘り込み掘削土由来の埋め戻し土と考えられる。５層は焼土面である。

《出土遺物》炉周辺から、土器破片17点、土器総重量920ｇが出土し、炉体土器１点を図示した。炉体

土器には炉機能時の被熱痕は見られない。深鉢形土器破片はほとんどが炉体土器と同一個体である。

《時期･所見》時期は炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と考えられる。

SI335竪穴住居跡（遺構第60図、図版21）

《位置･確認状況》LS49グリッドに位置する。精査中に地山面で石囲炉を検出した。炉は地山上面に

構築されていることから、当時の地表面から一定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。こ

のことから竪穴の掘り込みや柱穴は確認できなかったが、竪穴住居に伴う炉であったと推定し、本遺

構を竪穴住居跡とした。

《規模･形態》検出した石囲炉は、長軸0.95m、短軸推定0.80mの楕円形である。７㎝×６㎝～25㎝×15㎝

の扁平な円礫で構築しており、礫の一部は抜けている。深さは地山面から0.08mである。

《埋土》１層は焼土面である。２層は上面に焼土が形成されることから構築時の埋土と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》近接するSI403炉が本遺構と類似することから、ほぼ同時期と推測し、Ⅳ期（後期）に比

定する。炉を中心に、直径４m以内にあるSＫP2069･2070が本住居跡の柱穴の可能性もある。

SI353竪穴住居跡（遺構第60図、遺物第195図、図版20）

《位置･確認状況》LJ･LK56グリッドに位置する。精査中に基本土層Ⅰ層で礫を検出し、その後地山面

で土器埋設炉を確認した。炉は地山上面に構築されていることから、当時の地表面から一定程度掘り

込まれた面に構築されたと考えられる。このことから竪穴の掘り込みや柱穴は確認できなかったが、

竪穴住居に伴う炉であったと推定し、本遺構を竪穴住居跡とした。

《規模･形態》土器埋設炉である。炉体土器は口縁を欠損した深鉢形土器で、正位に埋設される。底部

は胴部よりずれており、炉が作り替えられた可能性が考えられる。焼土面は炉体土器の周囲に形成さ

れ、特に北西側と北東側に広がる。炉体土器の北西側0.20mには柱穴様ピットが位置する。柱穴様ピ

ットの上面には焼土面が形成されることから、ピットは炉構築以前に機能したものと推定される。焼

土の上面には礫が２点検出された。炉との関係は定かではない。

《埋土》１層は土器内埋土である。２･６層は焼土面である。３･４層は炉体土器裏込め土である。

５層は焼土面の上面に堆積する黒褐色土だが、堆積要因は不明である。７･８層はピット埋土である。
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《出土遺物》炉体土器１点、土器重量1,015ｇ、石器２点、石器類総重量30,690ｇが出土し、炉体土器

と立石を図示した。炉体土器は内外面ともに煤状炭化物が付着し、上部外面には厚く被熱痕が残る。

195-2は石皿である。両面に磨痕が見られ、縁辺には１辺を除き敲打痕が巡る。礫中央やや下部の片

面には炉で受けた被熱痕が残る。転用されたものと考えられる。

《時期･所見》時期は炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と考えられる。

SI403竪穴住居跡（遺構第61図、遺物第196図、図版21）

《位置･確認状況》MＢ48グリッドに位置する。精査中に地山面で石囲炉を確認した。

《規模･形態》竪穴は確認できなかったが、P１－P３の芯々距離は2.82m、P２－P３の芯々距離は

2.92mであることから、住居の平面形は直径３～４mの円形と推定される。

《柱穴》３基検出した。平面形は0.48m～0.58m×0.34m～0.50mの円～楕円形で、深さは検出面から

0.52m～0.92mである。

《炉》石囲炉である。平面形は0.92m×0.70mの隅丸方形である。12㎝×７㎝～26㎝×10㎝の扁平な円

礫で構築される。深さは地山面から0.05mで、炉内の焼土層は薄い。

《埋土》炉は１･２層とも地山由来土であることから、構築時の埋土と推定される。P１は黒褐色土で

ある。P２･３は地山土を含む暗褐色土である。

《出土遺物》炉周辺から石器３点、石器類総重量6,860ｇが出土し、２点を図示した。196-1は扁平な

礫を素材とし、両面に磨痕が見られる石皿である。礫の縁辺部の一部にも磨痕がある。196-2は礫の

縁辺部を利用した石核である。

《時期･所見》本遺構内にはSKQ496が構築されるが、SKQ496の立石は本遺構の床面より高いことから、

本遺構の方が古いと判断した。SKQ496との重複関係より本住居跡の時期は、Ⅳ２期（後期前葉）以前

と考えられる。

SI485竪穴住居跡（遺構第60図、遺物第197図、図版21）

《位置･確認状況》MA48グリッドに位置する。地山面で埋設土器を確認し土器埋設遺構としたが、土

器内埋土に焼土が混入することから土器埋設炉と判断した。炉は地山上面に構築されており、当時の

地表面から一定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。このことから竪穴の掘り込みや柱穴

は確認できなかったが、竪穴住居に伴う炉であったと推定し、本遺構を竪穴住居跡とした。

《規模･形態》土器上半と底部が欠損した深鉢形土器を正位に埋設した土器埋設炉である。土器内上面

に焼土塊と焼土粒が混入している。

《埋土》１層の堆積要因は不明である。２層は焼土面である。３･４層は炉体土器の裏込め土である。

《出土遺物》炉体土器１点、土器重量161ｇが出土し、図示した。炉体土器には内外面に煤状炭化物が

付着し、被熱痕が見られる。

《時期･所見》本住居跡はSB918P４を掘り込んで構築されることから、時期は後期中葉土地造成後と

考えられる。炉を中心に、直径４m以内にあるSKP2098が柱穴の可能性もある

SI906竪穴住居跡（遺構第62図、遺物第197図、図版21）

《位置･確認状況》MI31グリッドに位置する。地山面で土器埋設炉を確認した。炉は地山上面に構築

されていることから、当時の地表面から一定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。このこ

とから竪穴の掘り込みや柱穴は確認できなかったが、竪穴住居に伴う炉であったと推定し、本遺構を
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竪穴住居跡とした。

《規模･形態》上半が欠損した深鉢形土器を正位に埋設する。土器内には焼土塊が混入している。

《埋土》１層は焼土である。２層は上面に焼土が形成されることから、構築時の堆積と考えられる。

《出土遺物》炉体土器１点、土器重量580ｇが出土し、図示した。炉体土器の外面には被熱痕が残る。

《時期･所見》時期は炉体土器からⅣ１～２期（後期初頭～前葉）と考えられる。

SI975竪穴住居跡（遺構第63図、遺物第197･198図、図版22）

《位置･確認状況》MA35、MB35･36グリッドに位置する。精査中に高位面東側斜面の肩部でプランの

一部を確認した。

《規模･形態》ST101の上面に構築されており、住居東側の壁や床面の一部は確認できなかった。平面

形は径６m前後の、円形または楕円形と考えられる。壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は床面から

0.29mである。床面は平坦で硬く締まる。

《柱穴》検出した柱穴は10基である。P１･P３･P４は主柱穴と考えられ、その他は壁柱穴である。主

柱穴の平面形は長軸0.28～0.40m、短軸0.28～0.38mの楕円形や隅丸方形で、深さは床面から0.20～

0.60mである。

《炉》確認できなかった。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積土と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片147点、土器総重量1,626g、石器８点、チップ14点、石器類総重量586g

が出土し、土器破片８点、石器類４点を図示した。198-14はP７から出土した凸基有基鏃である。本

住居跡はST101内に位置することから、ST101の遺物が混入している可能性が高い。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SI10006竪穴住居跡（遺構第62図、遺物第198図、図版23）

《位置･確認状況》KO･KP60グリッドに位置する。地山漸移層上面で土器を確認した。調査時点では

土器埋設遺構としていたが、埋設土器を復元した結果、炉体土器に特有の被熱痕が認められることか

ら、土器埋設炉であると判断した。本遺構は地山漸移層上面に構築されていることから、当時の地表

面から一定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。このことから、竪穴の掘り込みや柱穴は

確認できなかったが、屋外炉ではなく竪穴住居に伴う炉であった可能性が高いため、整理段階で遺構

種別を竪穴住居跡に変更した。

《規模･形態》炉体土器は口縁部と底部が欠損する深鉢形土器の胴部で、正位に埋設される。土器上端

部には赤変及びハジケなどの被熱痕が認められるが、焼土面は認められない。土器内上面には15㎝ほ

どの円礫が置かれる。炉体土器の掘り込みの平面形は約0.30m×約0.25mの楕円形で、確認面からの深

さは約0.15mである。掘り込みのほぼ中央に土器を設置する。炉体土器の約0.30m北西側には立石が伴

う。石に被熱痕や使用痕は認められない。

《埋土》５層に分層した。１～３層は土器内に堆積する土である。１層、２層には炭化物が多く含ま

れる。３層は土器の裏込め土である４層と類似することから、土器裏込め土と推定する。５層は立石

の裏込め土である。

《出土遺物》炉体土器１点、土器破片５点、土器総重量748g、剥片･チップ５点、石器類総重量２gが

出土し、炉体土器１点を図示した。
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《時期･所見》炉体土器からⅣ１期（後期初頭）と判断する。なお土器内埋土から採取した炭化物で放射

性炭素年代測定と種実同定を行った。補正年代3,800±25BP、種実はオニグルミ核である。分析結果

と炉体土器からの年代観との相違はない。

SI10013竪穴住居跡（遺構第63図、遺物第198図、図版22）

《位置･確認状況》KS55グリッドに位置する。地山漸移層上面で斜めに立った石を検出し、周囲を精

査したところ、石の南側に焼土面を確認したことから立石炉と認定した。本炉は地山漸移層上面に構

築されていることから、当時の地表面から一定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。この

ことから、竪穴の掘り込みや柱穴は確認できなかったが、竪穴住居に伴う炉であった可能性が高いと

判断し、整理段階で遺構種別を竪穴住居跡に変更した。

《規模･形態》立石は１点で、長軸約50㎝の扁平な円礫を長軸を立てて据えられる。立石の南面には

上端から約25㎝の範囲で被熱痕が認められる。被熱範囲が直線的に分かれることから、被熱している

範囲が表出していた部分と判断できる。同じ面には敲打痕が顕著に認められることから、台石を転用

したものと考えられる。立石の掘り込みは長軸約0.70m、短軸推定0.60mの不整楕円形平面で、確認

面からの深さは最大で約0.25mである。焼土面は立石の南側に形成される。長軸約0.15m、厚さ0.02m

前後の不整形の範囲に広がる。周囲には焼土ブロックが散乱する。

《埋土》３層に分層した。１層は立石の抜け痕で、立石が倒れた空隙に表土が流れ込んだものと判断

する。２層は焼土面の上面に堆積する土である。炉廃絶後の堆積と判断する。３層は立石の裏込め土

である。

《出土遺物》立石は長軸約50㎝の楕円形の扁平礫で被熱痕がある。敲打痕があることから石皿の転用

と考えられる。重さは25,200gであり、図示した。

《時期･所見》時期を特定できる遺物は出土していない。炉の構築面が地山漸移層上面であることか

ら、後期中葉の造成より前に構築されたと考えられる。なお埋土３層から採取した炭化物で放射性炭

素年代測定と樹種同定を行った。補正年代2,890±20BP、樹種はクリである。年代測定結果によれば

縄文時代晩期であるが、周囲には晩期の活動の痕跡は認められないことから、試料が混入した可能性

が考えられる。

SI10091竪穴住居跡（遺構第63図、図版23）

《位置･確認状況》KQ56グリッドに位置する。倒木痕上面で礫が４点配されている状況を確認した。

焼土は確認できなかったが、礫に被熱痕が認められることから立石炉と認めた。本炉は地山漸移層上

面に構築されていることから、当時の地表面から一定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。

このことから、竪穴の掘り込みや柱穴は確認できなかったが、竪穴住居に伴う炉であった可能性が高

いと考えられるため、整理段階で遺構種別を竪穴住居跡に変更した。

《規模･形態》３点の礫（S１～S３）が半円状に、約0.30m東側に１点の礫（S４）が配置される。半円状

に配置される３点のうち中央の礫（S２）は長軸約30㎝の扁平な円礫で、長軸を立てて据えられる。内

側には被熱による赤変とハジケが認められる。その両側の礫（S１、S３）は長軸約20㎝前後の円礫で、

短軸を立てて据えられる。西側の１点（S４）は長軸約20㎝の三角形状の円礫であるが、頂点を下に向

けて据えられる立石である。S２とS４を通る軸の主軸方向はN－89°－Ｗである。

立石の掘り込みは、平面では確認することができず、試掘坑を掘削し断面で確認したところ、S２
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とS４で掘り込みが確認できた。S２の掘り込みは、径約0.30m、確認面からの深さ約0.20mで、礫は

掘り込みの中央、底面から約0.05m上位に据えられる。S４の掘り込みは長軸推定0.30m、短軸約

0.20mの楕円形で確認面からの深さは約0.10mであり、礫の大きさに合わせて掘削されている。

《埋土》立石掘り込みの埋土はそれぞれ単層である。S４の裏込め土は地山土が混入する黒色土である。

S２の裏込め土は地山土が混入する黒褐色土である。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量22g、剥片１点、石器類総重量１gが出土した。土器

破片は小片であることから、埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》時期を特定できる遺物は出土していない。炉の構築面が地山漸移層上面であることから、

後期中葉の造成より前に構築されたと考えられる。なお。S２の被熱範囲により炉床は標高140m前後と

復元できる。

（２）掘立柱建物跡

SB918掘立柱建物跡（遺構第64図、遺物第199図、図版24）

《位置･確認状況》LT･MA47･48グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４

基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.99m、P３－P４間3.88m、P１－

P４間2.26m、P２－P３間2.18m、主軸方向はN－48 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.56～0.72m、

短軸0.48～0.64mの楕円形で、深さは地山面から0.60～0.80mである。P１～P３の底面には柱の接地痕

跡が残る。

《出土遺物》埋土から、土器破片11点、土器総重量264g、石器４点、剥片･チップ８点、石器類総重量

6,992gが出土し、土器破片５点、石器類２点を図示した。199-6はP１から出土した円基無茎鏃である。

先端部と基部が折損している。199-7はP２から出土した石皿である。円礫を素材としている。両端

部には磨面が見られる。

《時期･所見》柱穴の埋土に黒～黒褐色土がほとんど含まれないことから、時期は後期中葉土地造成後

と考えられる。

SB921掘立柱建物跡（遺構第64図、遺物第199図）

《位置･確認状況》MA･MB46･47･48グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.97m、P３－P４間3.98m、

P１－P４間2.80m、P２－P３間2.82m、主軸方向はN－43 －゚Ｗである。柱穴の平面形は、長軸0.76～

0.86m、短軸0.48～0.80mの楕円形で、深さは地山面から0.52～1.04mである。P２の２層には礫が多く

含まれる。P４の底面には柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片16点、土器総重量140g、石器７点、剥片･チップ10点、石器類総重量

7,268gが出土し、土器破片４点、石器類２点を図示した。199-12はP１から出土した縦型の石匙であ

る。片面からの調整によって刃部を作出する。つまみ部分の抉れは浅い作りである。199-13はスクレ

イパーである。一部両面調整により刃部を作出し、折損部分にも調整を加えている。

《時期･所見》柱穴の埋土に黒～黒褐色土がほとんど含まれないことから、時期は後期中葉土地造成後
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と考えられる。

SB922掘立柱建物跡（遺構第65図、遺物第199図、図版24）

《位置･確認状況》MD･ME47･48グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

８基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は８本柱の亀甲形である。P１－P３間の芯々距離4.13m、P５－P７間4.21m、

P１－P７間3.00m、P４－P８間5.72m、主軸方向はN－62 －゚Eである。柱穴の平面形は、径0.47mの円

形もしくは長軸0.38～0.48m、短軸0.34～0.36mの楕円形や長軸0.36m、短軸0.32～0.34mの隅丸方形で、

確認面からの深さは0.40～0.84mである。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量33gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）の可能性が考えられる。

SB923掘立柱建物跡（遺構第65図、遺物第199図、図版24）

《位置･確認状況》MD･ME46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

６基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は６本柱の亀甲形である。P１－P２間の芯々距離3.30m、P４－P５間3.72m、

P１－P５間3.48m、P２－P４間3.64m、P３－P６間4.48m、主軸方向はN－63 －゚Ｗである。柱穴の平

面形は、長軸0.48～0.72m、短軸0.44～0.56mの楕円形で、確認面からの深さは0.44～0.78mである。P３･

P５･P６の底面には柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量154g、石器３点、剥片16点、石器類総重量6,769gが

出土し、土器破片５点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）の可能性が考えられる。

SB924掘立柱建物跡（遺構第66図、遺物第199図、図版74）

《位置･確認状況》MC37、MD36･37、ME37グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、

そのうち６基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は６本柱の亀甲形である。P１－P２間の芯々距離2.88m、P４－P５間2.87m、

P１－P５間3.08m、P２－P４間3.36m、P３－P６間3.80m、主軸方向はN－46 －゚Eである。柱穴の

平面形は、長軸0.36～0.84m、短軸0.28～0.82mの楕円形で、確認面からの深さは0.56～0.72mであ

る。

《出土遺物》埋土から土器破片55点、土器総重量920g、石器２点、剥片５点、石器類総重量43gが出土

し、土器破片５点、石器類１点を図示した。199-26はP４から出土した基部片側に凸茎が付く石鏃で

ある。基部の両面には黒色付着物が認められる。

《時期･所見》時期は出土遺物から、Ⅳ５期（後期中葉）以降と考えられる。

SB925掘立柱建物跡（遺構第64図、遺物第200図、図版24）

《位置･確認状況》ME･MF37･38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.17m、P３－P４間3.31m、P１－

P４間3.05m、P２－P３間2.88m、主軸方向はN－29 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.40～0.56m、

短軸0.34～0.40mの楕円形で、確認面からの深さは0.56～0.72mである。
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《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量32gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と考えられる。

SB926掘立柱建物跡（遺構第66図、遺物第200図、図版24）

《位置･確認状況》MC･MD35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形で、P１－P２間の芯々距離2.71m、P３－P４間2.67m、P１－P４

間2.28m、P２－P３間2.32m、主軸方向はN－12 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.36～0.90m、短

軸0.28～0.64mの楕円形や長軸0.62m、短軸0.50mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.70～1.04mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量35gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ８期（後期後葉）と考えられる。

SB927掘立柱建物跡（遺構第65図）

《位置･確認状況》MD35、ME35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.09m、P３－P４間2.13m、

P１－P４間2.10m、P２－P３間2.12m、主軸方向はN－45 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.31mの

円形、もしくは長軸0.34～0.60m、短軸0.32～0.34mの楕円形で、確認面からの深さは0.68～0.82mで

ある。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK629を掘り込んで構築されることから、時期はⅣ７～８期（後期後葉）と考え

られる。

SB928掘立柱建物跡（遺構第67図、遺物第200図、図版24･60）

《位置･確認状況》MG･MH35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

６基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は６本柱の亀甲形である。P１－P２間の芯々距離3.89m、P４－P５間3.62m、

P１－P５間3.44m、P２－P４間3.36m、P３－P６間4.36m、主軸方向はN－59 －゚Ｗである。柱穴の平

面形は径0.60～0.80mの円形、もしくは長軸0.80～0.84m、短軸0.64～0.84mの楕円形や長軸0.88m、短

軸0.84mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.40～0.64mである。P５の底面には柱の接地痕跡が残る。

P６には礫が含まれる。

《出土遺物》埋土から土器破片46点、土器総重量973g、石器１点、剥片･チップ８点、石器類総重量

376gが出土し、土器破片22点、石器類１点を図示した。200-26は縦型の石匙である。片面からの調整

によって刃部を作出しているが、未製品の可能性もある。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。

SB929掘立柱建物跡（遺構第66図、遺物第200図、図版24）

《位置･確認状況》MB･MC32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。
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《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.26m、P３－P４間3.13m、

P１－P４間3.02m、P２－P３間3.17m、主軸方向はN－60 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.42～0.43m

の円形、もしくは長軸0.41～0.46m、短軸0.35～0.42mの楕円形で、確認面からの深さは0.36～0.42mで

ある。P１･P４の底面には柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量32g、剥片１点、石器類総重量23gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ期（後期）と考えられるが、詳しい時期は不明である。

SB930掘立柱建物跡（遺構第66図、遺物第200図、図版24）

《位置･確認状況》MB･MC30･31グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.57m、P３－P４間2.53m、

P１－P４間1.82m、P２－P３間1.98m、主軸方向はN－21 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.25mの円形、

もしくは長軸0.46～0.60m、短軸0.27～0.41mの楕円形で、確認面からの深さは0.32～0.45mである。柱

穴の底面にはすべて、柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量518g、石器１点、石器類総重量439gが出土し、土器

破片１点、石器類１点を図示した。200-30は明確な縁取りをしている石皿である。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB931掘立柱建物跡（遺構第67図、遺物第200･201図、図版24）

《位置･確認状況》MD･ME31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.16m、P３－P４間3.12m、P１－

P４間2.57m、P２－P３間2.69m、主軸方向はN－57 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.52～0.56m、短

軸0.34～0.44mの円形もしくは楕円形で、確認面からの深さは0.60～0.67mである。P４の底面には柱の

接地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量114g、石器１点、石製品１点、剥片･チップ４点、石

器類総重量73gが出土し、土器破片３点、石器類２点を図示した。201-2は、剥片を素材とし礫の縁辺

部に調整を加えた板状石製品である。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ８期（後期後葉）と考えられる。

SB932掘立柱建物跡（遺構第67図、遺物第201図、図版24）

《位置･確認状況》MC31、MD･ME31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そ

のうち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.57m、P３－P４間3.69m、

P１－P４間3.50m、P２－P３間3.53m、主軸方向はN－59 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.52～

0.56m、短軸0.34～0.44mの楕円形で、確認面からの深さは0.84～1.08mである。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量51gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。
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SB933掘立柱建物跡（遺構第68図、遺物第201図、図版24）

《位置･確認状況》MD･ME30･31グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.52m、P３－P４間3.11m、

P１－P４間3.32m、P２－P３間3.18m、主軸方向はN－60 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.59mの

円形、もしくは長軸0.54～0.88m、短軸0.38～0.64mの楕円形で、確認面からの深さは0.54～0.60mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片30点、土器総重量335g、石器１点、剥片１点、石器類総重量997gが出

土し、土器破片５点、石器類１点を図示した。201-10は両面に敲打痕が見られる凹石で、両面に磨痕

も認められる。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。

SB937掘立柱建物跡（遺構第68図、遺物第201図）

《位置･確認状況》MH･MI30･31グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.01m、P３－P４間3.12m、

P１－P４間2.53m、P２－P３間2.82m、主軸方向はN－10 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.44～

0.63m、短軸0.32～0.46mの楕円形で、確認面からの深さは0.72～0.80mである。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量115gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB938掘立柱建物跡（遺構第68図、遺物第201図）

《位置･確認状況》MI･MJ31グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.50m、P３－P４間2.52m、

P１－P４間2.32m、P２－P３間2.12m、主軸方向はN－９ －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.46～

0.54m、短軸0.24～0.50mの楕円形で、確認面からの深さは0.40～0.62mである。

《出土遺物》埋土から土器破片29点、土器総重量356g、石器２点、剥片･チップ７点、石器類総重量

245gが出土し、土器破片７点、石器類２点を図示した。201-21は両面調整により刃部を作出する石錐

と考えられるが、刃部が欠損している。201-22は石刀である。両面に明確な稜をもつ。

《時期･所見》本遺構はSKF549を掘り込んで構築されることから、本遺構の時期はⅣ６～８期（後期

後葉）と考えられる。

SB939掘立柱建物跡（遺構第68図、遺物第201図）

《位置･確認状況》MI･MJ30･31グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４

基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.39m、P３－P４間3.21m、

P１－P４間2.57m、P２－P３間2.49m、主軸方向はN－８ －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.30mの

円形、もしくは長軸0.40～0.46m、短軸0.28～0.38mの楕円形で、確認面からの深さは0.40～0.62mで

ある。
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《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量27g、石器１点、剥片２点、石器類総重量447gが出土

し、土器破片１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB940掘立柱建物跡（遺構第68図、遺物第201図、図版25）

《位置･確認状況》MK32･33･34、ML33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そ

のうち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.34m、P３－P４間3.71m、

P１－P４間2.82m、P２－P３間2.49m、主軸方向はN－３ －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.76mの円

形、もしくは、長軸0.76m、短軸0.64～0.72mの楕円形で、確認面からの深さは0.80～0.92mである。P

４の底面には柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片19点、土器総重量124gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB941掘立柱建物跡（遺構第69図、遺物第201図、図版25）

《位置･確認状況》ML･MM32グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.80m、P３－P４間1.74m、

P１－P４間1.67m、P２－P３間1.71m、主軸方向はN－50 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.48～

0.64m、短軸0.34～0.52mの楕円形で、確認面からの深さは0.52～0.62mである。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量37gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ期（後期）と考えられる。

SB942掘立柱建物跡（遺構第69図、遺物第202図、図版25）

《位置･確認状況》MM･MN32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

６基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は６本柱の亀甲形である。P１－P３間の芯々距離4.56m、P４－P６間4.76m、

P１－P６間2.77m、P２－P３間2.60m、P２･P５は柱筋から外側にずれる。主軸方向はN－46 －゚E

である。柱穴の平面形は長軸0.34～0.52m、短軸0.28～0.46mの楕円形で、確認面からの深さは0.46

～0.68mである。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量93gが出土し、４点を図示した。202-3は頸部から胴

部上端にかけて赤色塗彩を施す。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。

SB943掘立柱建物跡（遺構第69図、遺物第202図、図版25）

《位置･確認状況》MM･MN31･32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.65m、P３－P４間3.80m、

P１－P４間3.77m、P２－P３間3.77m、主軸方向はN－52 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.60～

0.80m、短軸0.48～0.60mの楕円形で、確認面からの深さは0.60～0.80mである。P３の底面には柱の接

地痕跡が残る。
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《出土遺物》埋土から土器破片25点、土器総重量320g、石器１点、剥片６点、石器類総重量181gが出

土し、土器破片６点、石器類１点を図示した。202-11はP３から出土した凸基有茎鏃である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。

SB944掘立柱建物跡（遺構第69図、遺物第202図、図版25）

《位置･確認状況》MK36、ML35･36･37、MM36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検

出し、そのうち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.14m、P３－P４間3.98m、

P１－P４間3.03m、P２－P３間3.14m、主軸方向はN－47 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.48～0.68m、

短軸0.40～0.48mの楕円形や長軸0.50m、短軸0.42mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.60～0.92mで

ある。P１･P３･P４の底面には柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量358g、剥片１点、石器類総重量20gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。

SB945掘立柱建物跡（遺構第70図、遺物第202図、図版25）

《位置･確認状況》MM34･35･36、MN35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、

そのうち６基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は６本柱の方形である。P１－P３間の芯々距離3.89m、P４－P６間4.53m、

P１－P６間2.99m、P３－P４間3.13m、主軸方向はN－32 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.52～

0.76mの円形、もしくは長軸0.48～0.68m、短軸0.44～0.84mの楕円形や長軸0.88m、短軸0.84mの

隅丸方形で、確認面からの深さは0.44～0.80mである。P２･P３･P６の底面には柱の接地痕跡が残

る。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量108g、剥片２点、石器類総重量21gが出土し、土器破

片４点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、時期は後期中葉土地造成後と考えられる。

SB946掘立柱建物跡（遺構第70図、遺物第202図）

《位置･確認状況》MN･MO33･34グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

６基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は６本柱の亀甲形である。P１－P２間の芯々距離2.31m、P４－P５間2.57m、

P１－P５間2.24m、P２－P４間2.12m、P３－P６間4.12m、主軸方向はN－31 －゚Ｗである。柱穴の平

面形は径0.76mの円形、もしくは長軸0.34～0.58m、短軸0.22～0.38mの楕円形で、確認面からの深さは

0.54～0.80mである。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量54g、剥片２点、石器類総重量10gが出土し、土器破

片３点を図示した。202-21は内面に漆膜状の付着物が認められることから、漆液容器と考えられる。

《時期･所見》出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。

SB947掘立柱建物跡（遺構第71図、遺物第202図）

《位置･確認状況》MO33･34･35、MP33･34･35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検

出し、そのうち８基を本建物跡の柱穴と判断した。
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《規模･形態》平面形は８本柱の亀甲形である。P１－P３間の芯々距離6.38m、P５－P７間6.07m、

P１－P７間3.15m、P３－P５間3.73m、P４－P８間10.70m、主軸方向はN－４ －゚Ｗである。柱穴の平

面形は、径0.51mの円形、もしくは長軸0.45～0.78m、短軸0.43～0.68mの楕円形で、確認面からの深さ

は0.50～0.98mである。P２･P４の底面には柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片35点、土器総重量923g、石器１点、剥片･チップ３点、石器類総重量

1,394gが出土し、土器破片７点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。

SB948掘立柱建物跡（遺構第70図、遺物第202図、図版25）

《位置･確認状況》ML･MM37･38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形で、P１－P２間の芯々距離1.76m、P３－P４間1.74m、P１－P４

間1.41m、P２－P３間1.48m、主軸方向はN－５ －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.52～0.72m、短

軸0.44～0.52mの楕円形で、確認面からの深さは0.70～0.88mである。P３の底面には柱接地痕跡が

残る。

《出土遺物》埋土から土器破片14点、土器総重量650g、剥片１点、石器類総重量９gが出土し、土器破

片６点を図示した。202-34の壺形土器は完形である。P４から出土した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７期（後期後葉）以降と推定される。202-34は完形で出土したこと

から、意図的に柱穴に埋納された可能性が考えられる。

SB949掘立柱建物跡（遺構第70図、図版25）

《位置･確認状況》ML･MM38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.91m、P３－P４間1.94m、

P１－P４間1.71m、P２－P３間1.63m、主軸方向はN－５ －゚Eである。柱穴の平面形は径0.32mの

円形、もしくは長軸0.32～0.44m、短軸0.30～0.40mの楕円形で、確認面からの深さは0.62～0.76mで

ある。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから本遺構も同時期と推定され

る。

SB950掘立柱建物跡（遺構第70図、図版25）

《位置･確認状況》MN･MO39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形で、P１－P２間の芯々距離1.86m、P３－P４間1.83m、P１－

P４間1.72m、P２－P３間1.70m、主軸方向はN－19 －゚Eである。柱穴の平面形は短軸0.24m、長軸

0.34～0.38mの楕円形で、確認面からの深さは0.47～0.78mである。P１の底面には柱接地痕跡が残る。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから本遺構も同時期と推定され

る。
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SB972掘立柱建物跡（遺構第71図、遺物第202図）

《位置･確認状況》MO44･45グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.18m、P３－P４間2.27m、

P１－P４間1.68m、P２－P３間1.73m、主軸方向はN－34 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.38

～0.40m、短軸0.32～0.38mの楕円形や一辺0.34mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.24～0.42m

である。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量81gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ３期（後期前葉～中葉）以降と考えられる。

SB1006掘立柱建物跡（遺構第72図、遺物第202図）

《位置･確認状況》MM･MN41･42グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.06m、P３－P４間3.22m、

P１－P４間3.19m、P２－P３間2.96m、主軸方向はN－25 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.40～0.44m、

短軸0.32～0.52mの楕円形で、確認面からの深さは0.44～0.68mである。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量15gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB1007掘立柱建物跡（遺構第72図、遺物第203図）

《位置･確認状況》MN･MO40･41グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離4.20m、P３－P４間3.99m、

P１－P４間3.52m、P２－P３間3.90m、主軸方向はN－86 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.60～0.76m、

短軸0.36～0.60mの楕円形で、確認面からの深さは0.52～0.80mである。

《出土遺物》埋土から土器破片65点、土器総重量1,938g、石器２点、剥片･チップ12点、石器類総重量

99gが出土し、土器破片13点、石器類１点を図示した。203-14はP３から出土した凸基有茎鏃である。

先端部は折損しており、基部には黒色付着物が認められる。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。

SB1016掘立柱建物跡（遺構第71図、遺物第203図）

《位置･確認状況》MN32、MO32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.09m、P３－P４間2.11m、

P１－P４間1.70m、P２－P３間1.73m、主軸方向はN－10 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.34～

0.35mの円形、もしくは長軸0.34～0.56m、短軸0.40mの楕円形で、確認面からの深さは0.60～0.74m

である。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量11gが出土し、図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ４～６期（後期中葉～後葉）以降と考えられる。
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SB1017掘立柱建物跡（遺構第72図、遺物第203図）

《位置･確認状況》MN･MO35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形で、P１－P２間の芯々距離2.65m、P３－P４間2.51m、P１－P４間

1.90m、P２－P３間1.97m、主軸方向はN－62 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.36mの円形、もしくは

長軸0.34～0.56m、短軸0.26mの楕円形や一辺0.34mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.34～0.70mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量59g、剥片１点、石器類総重量16gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB1018掘立柱建物跡（遺構第72図、遺物第203図）

《位置･確認状況》MM35･36、MN35グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.30m、P３－P４間2.92m、

P１－P４間2.38m、P２－P３間2.26m、主軸方向はN－40 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.49～

0.55mの円形、もしくは長軸0.58m、短軸0.38mの楕円形で、確認面からの深さは0.38～0.72mであ

る。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量65g、石器１点、石器類総重量７gが出土し、土器破

片１点、石器類１点を図示した。203-18はスクレイパーもしくは石匙と考えられる。片面からの調整

によって刃部を作出している。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。

SB1019掘立柱建物跡（遺構第73図、遺物第203図）

《位置･確認状況》MB･MC39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.53m、P３－P４間2.37m、

P１－P４間2.26m、P２－P３間2.24m、主軸方向はN－87 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.24～

0.56m、短軸0.21～0.46mの楕円形や長軸0.30～0.38m、短軸0.18～0.24mの隅丸方形で、確認面からの

深さは0.22～0.46mである。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量402gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ５期（後期中葉）以降と考えられる。

SB1027掘立柱建物跡（遺構第73図、遺物第203図）

《位置･確認状況》MD･ME43･44グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.47m、P３－P４間3.42m、

P１－P４間3.23m、P２－P３間2.93m、主軸方向はN－48 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.24～

0.30mの円形、もしくは長軸0.36m、短軸0.22mの楕円形で、確認面からの深さは0.30～0.84mであ

る。
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《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量14gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ期（後期）と考えられる。

SB1036掘立柱建物跡（遺構第73図、遺物第203図、図版24）

《位置･確認状況》MC31、MD31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.55m、P３－P４間3.73m、

P１－P４間2.46m、P２－P３間2.23m、主軸方向はN－24 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.32～0.36m

の円形、もしくは長軸0.26m、短軸0.24mの楕円形で、確認面からの深さは0.14～0.36mである。P２･

P３の底面には柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量19gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。

SB1037掘立柱建物跡（遺構第73図、遺物第203図）

《位置･確認状況》MB31、MC30･31グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.81m、P３－P４間2.53m、

P１－P４間2.57m、P２－P３間2.53m、主軸方向はN－46 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.37mの

円形、もしくは長軸0.34～0.42m、短軸0.26～0.32mの楕円形で、確認面からの深さは0.24～0.30mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量24g、石器１点、石器類総重量３gが出土し、石器類

１点を図示した。203-23は尖基有茎鏃である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。

SB1040掘立柱建物跡（遺構第73図、遺物第203図）

《位置･確認状況》MB･MC42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離4.05m、P３－P４間3.64m、

P１－P４間3.52m、P２－P３間3.89m、主軸方向はN－15 －゚Ｗである。柱穴の平面形は0.24～0.60m、

短軸0.32～0.52mの楕円形で、確認面からの深さは0.52～1.28mである。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量23g、剥片５点、石器類総重量53gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSK626を掘り込んで構築されることから、時期は後期中葉土地造成後と考えら

れる。

SB1042掘立柱建物跡（遺構第74図、遺物第203図）

《位置･確認状況》MC･MD41グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.87m、P３－P４間2.97m、

P１－P４間2.22m、P２－P３間2.09m、主軸方向はN－83 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.36～0.53m、

短軸0.26～0.33mの楕円形で、確認面からの深さは0.26～0.54mである。
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《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量47g、石器１点、剥片２点、石器類総重量762gが出土

し、土器破片１点、石器類１点を図示した。203-26はP３から出土した。両面に敲打痕が見られる凹

石である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。

SB1045掘立柱建物跡（遺構第74図）

《位置･確認状況》MC･MD37･38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.91m、P３－P４間2.90m、

P１－P４間2.79m、P２－P３間2.68m、主軸方向はN－３ －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.38～0.60m、

短軸0.28～0.44mの楕円形、もしくは長軸0.42m、短軸0.34mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.30～

0.60mである。P４の底面には柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSKF245を掘り込んで構築されることから、時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考

えられる。

SB1049掘立柱建物跡（遺構第74図、遺物第204図）

《位置･確認状況》MA･MB36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.18m、P３－P４間2.69m、

P１－P４間2.47m、P２－P３間2.25m、主軸方向はN－２ －゚Eである。柱穴の平面形は0.30～0.54m、

短軸0.32～0.44mの楕円形で、確認面からの深さは0.18～0.60mである。

《出土遺物》埋土から土器破片21点、土器総重量2,704g、石器５点、剥片32点、石器類総重量528gが

出土し、土器破片10点、石器類１点を図示した。204-10は比較的遺存状態が良い壺形土器である。

P４から出土した。204-11はスクレイパーである。片面調整により刃部を作出している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と推定される。204-10は遺存状態が良いこと

から意図的に柱穴に入れられた可能性が考えられる。

SB1051掘立柱建物跡（遺構第74図）

《位置･確認状況》MD･ME35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.21m、P３－P４間3.07m、

P１－P４間2.40m、P２－P３間2.71m、主軸方向はN－４ －゚Eである。柱穴の平面形は径0.26mの

円形、もしくは長軸0.34～0.74m、短軸0.22～0.68mの楕円形で、確認面からの深さは0.52～0.84mで

ある。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1054掘立柱建物跡（遺構第75図、遺物第204図）

《位置･確認状況》MB･MC35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち
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４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.72m、P３－P４間2.58m、

P１－P４間2.34m、P２－P３間2.34m、主軸方向はN－89 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.52mの

円形、もしくは長軸0.38～0.66m、短軸0.52～0.56mの楕円形で、確認面からの深さは0.22～0.64mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片34点、土器総重量346g、石器１点、剥片･チップ10点、石器類総重量

95gが出土し、土器破片６点、石器類１点を図示した。204-18は小形の定角式磨製石斧である。頭部

断面には敲打痕が見られ、刃部の一部は折損している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。

SB1060掘立柱建物跡（遺構第75図、遺物第205･206図）

《位置･確認状況》MO38･39、MP38･39･40、MQ39グリッドに位置する。ST01埋土精査中に地山面も

しくは捨て場埋土19層で柱穴群を検出し、そのうち５基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は本来６本柱の亀甲形と考えられる。P１－P２間の芯々距離4.42m、P１－P５間

4.08m、P３－P６間6.24m、主軸方向はN－75 －゚Ｗである。柱穴の平面形は、長軸0.80～1.40m、短軸

0.48～1.00mの楕円形で、確認面からの深さは0.46～0.88mである。P２･P３の底面には柱の接地痕跡

が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片367点、土器総重量6,072g、石器９点、剥片･チップ28点、石器類総重

量403gが出土し、土器破片36点、石器類３点を図示した。206-10は凸基有茎鏃である。先端部と基部

は折損している。206-11･12はスクレイパーである。206-11の先端は折損している。206-12は片面か

らの調整によって刃部を作出している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。

SB1105掘立柱建物跡（遺構第75図）

《位置･確認状況》MA44･45グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.52m、P３－P４間2.44m、

P１－P４間2.12m、P２－P３間2.11m、主軸方向はN－４ －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.28～0.40m、

短軸0.22～0.37mの楕円形、もしくは長軸0.24m、短軸0.22mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.52～

1.04mである。P４の底面には柱の接地痕跡が残る。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1106掘立柱建物跡（遺構第75図）

《位置･確認状況》MC･MD45グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.30m、P３－P４間2.34m、

P１－P４間1.30m、P２－P３間1.28m、主軸方向はN－44 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.26～

0.28m、短軸0.19～0.24mの楕円形、もしくは長軸0.22～0.24m、短軸0.18～0.19mの隅丸方形で、確認
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面からの深さは0.24～0.32mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1107掘立柱建物跡（遺構第76図）

《位置･確認状況》MB42、MC42･43、MD42グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、

そのうち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離4.04m、P３－P４間4.13m、

P１－P４間2.59m、P２－P３間2.78m、主軸方向はN－59 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.40～

0.72m、短軸0.38～0.52mの楕円形、もしくは長軸0.44～0.66m、短軸0.40～0.64mの隅丸方形で、確認

面からの深さは0.17～0.46mである。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量53g、石器１点、チップ１点、石器類総重量17gが出

土した。

《時期･所見》本遺構はSK891を掘り込んで構築されることから、時期は後期中葉土地造成後と考えら

れる。

SB1108掘立柱建物跡（遺構第76図、遺物第206図）

《位置･確認状況》MC41、MD40･41グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.78m、P３－P４間2.78m、

P１－P４間2.62m、P２－P３間2.52m、主軸方向はN－２ －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.52～0.88m、

短軸0.48～0.88mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.24～0.40mである。

《出土遺物》埋土から土器破片14点、土器総重量175g、石器２点、剥片１点、石器類総重量9,016gが

出土し、土器破片５点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と考えられる。

SB1109掘立柱建物跡（遺構第76図、遺物第206図）

《位置･確認状況》MC･MD40･41グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.47m、P３－P４間2.34m、

P１－P４間3.20m、P２－P３間3.19m、主軸方向はN－75 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.40～

1.60m、短軸0.32～0.88mの楕円形で、確認面からの深さは0.36～1.00mである。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量16g、石器１点、石器類総重量1,680gが出土し、土器

破片１点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSB1108P３を掘り込んで構築されていることから、本遺構の時期はⅣ５期（後

期中葉）以降と考えられる。

SB1110掘立柱建物跡（遺構第77図）

《位置･確認状況》MB40、MC40･41グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。
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《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.07m、P３－P４間3.11m、

P１－P４間2.95m、P２－P３間2.69m、主軸方向はN－52 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.76mの

円形、もしくは長軸0.48～0.64m、短軸0.34～0.52mの楕円形で、確認面からの深さは0.36～0.80mで

ある。

《出土遺物》埋土から石器２点、石器類総重量7,300gが出土した。

《時期･所見》本遺構はSK967を掘り込んで構築されることから、時期は後期中葉土地造成後と考えら

れる。

SB1111掘立柱建物跡（遺構第77図）

《位置･確認状況》MC39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.64m、P３－P４間2.64m、

P１－P４間2.03m、P２－P３間1.99m、主軸方向はN－46 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.52m

の円形、もしくは長軸0.30～0.44m、短軸0.21～0.36mの楕円形、もしくは長軸0.42m、短軸

0.38mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.17～0.60mである。P３の底面には柱の接地痕跡が残

る。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1112掘立柱建物跡（遺構第77図）

《位置･確認状況》MC40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.55m、P３－P４間1.59m、

P１－P４間1.36m、P２－P３間1.36m、主軸方向はN－47 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.37～0.78m、

短軸0.33～0.72mの楕円形、もしくは長軸0.52m、短軸0.24mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.50～

0.66mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1113掘立柱建物跡（遺構第77図、遺物第207図）

《位置･確認状況》MB40、MC39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.86m、P３－P４間2.86m、

P１－P４間2.27m、P２－P３間2.41m、主軸方向はN－53 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.51mの

円形、もしくは長軸0.59～0.74m、短軸0.44～0.65mの楕円形で、確認面からの深さは0.37～0.64mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量149g、石器１点、チップ１点、石器類総重量８gが出

土し、土器破片２点を図示した。
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《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB1114掘立柱建物跡（遺構第77図）

《位置･確認状況》MB･MC39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.99m、P３－P４間3.01m、

P１－P４間2.72m、P２－P３間2.72m、主軸方向はN－１ －゚Eである。柱穴の平面形は径0.31mの

円形、もしくは長軸0.44～0.56m、短軸0.32～0.48mの楕円形で、確認面からの深さは0.15～0.62mで

ある。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1115掘立柱建物跡（遺構第78図）

《位置･確認状況》MB･MC39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離4.30m、P３－P４間3.93m、

P１－P４間2.83m、P２－P３間2.92m、主軸方向はN－88 －゚Eである。柱穴の平面形は0.30～0.70m、

短軸0.26～0.68mの楕円形で、確認面からの深さは0.58mである。

《出土遺物》埋土から剥片１点、石器類総重量３gが出土した。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1116掘立柱建物跡（遺構第78図）

《位置･確認状況》MC･MD39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.42m、P３－P４間2.61m、

P１－P４間2.16m、P２－P３間2.22m、主軸方向はN－11 －゚Eである。柱穴の平面形は径

0.40mの円形、もしくは長軸0.35～0.38m、短軸0.28～0.34mの楕円形で、確認面からの深さは

0.20～0.51mである。

《出土遺物》埋土から石器１点、石器類総重量1,930gが出土した。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1117掘立柱建物跡（遺構第78図、遺物第207図）

《位置･確認状況》MC･MD39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.43m、P３－P４間2.32m、

P１－P４間2.27m、P２－P３間2.20mである。主軸方向はN－74 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.58

～1.00m、短軸0.46～0.64mの楕円形で、確認面からの深さは0.37～0.53mである。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量37g、石器１点、剥片１点、石器類総重量6,116gが出
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土し、土器破片３点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から、時期はⅣ１期（後期初頭）以降である。

SB1118掘立柱建物跡（遺構第78図）

《位置･確認状況》MC･MD39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.33m、P３－P４間2.24m、

P１－P４間1.92m、P２－P３間1.78m、主軸方向はN－21 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.32～0.48m、

短軸0.24～0.44mの楕円形で、確認面からの深さは0.21～0.51mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1119掘立柱建物跡（遺構第78図）

《位置･確認状況》MC39･40、MD39グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.94m、P３－P４間2.03m、

P１－P４間1.83m、P２－P３間1.69m、主軸方向はN－１ －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.22mと

0.33mの円形、もしくは長軸0.48m、短軸0.32～0.34mの楕円形で、確認面からの深さは0.19～0.27mで

ある。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1120掘立柱建物跡（遺構第78図、遺物第207図）

《位置･確認状況》MD37･38･39、ME37･38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、

そのうち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.57m、P３－P４間3.67m、

P１－P４間2.44m、P２－P３間2.72m、主軸方向はN－52 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.48～0.58m、

短軸0.34～0.64mの楕円形で、確認面からの深さは0.52～1.04mである。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量121g、石器１点、剥片･チップ９点、石器類総重量

51gが出土し、土器破片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB1121掘立柱建物跡（遺構第79図）

《位置･確認状況》MC38、MD38･39グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.21m、P３－P４間3.13m、

P１－P４間2.06m、P２－P３間2.07m、主軸方向はN－25 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.40～0.64m

の円形、もしくは長軸0.38～0.48m、短軸0.36mの楕円形で、確認面からの深さは0.54～0.62mである。

P１の底面には柱の接地痕跡が残る。
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《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK661を掘り込んで構築されることから、時期はⅣ４期（後期中葉）以降と考え

られる。

SB1122掘立柱建物跡（遺構第79図、遺物第207図）

《位置･確認状況》MC37･38、MD38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.21m、P３－P４間2.22m、

P１－P４間1.44m、P２－P３間1.59m、主軸方向はN－14 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.48～

0.54m、短軸0.38～0.46mの楕円形で、確認面からの深さは0.23～0.72mである。P１には礫が含まれ

る。

《出土遺物》埋土から土器破片14点、土器総重量173g、石器２点、剥片５点、石器類総重量960gが出

土し、土器破片４点、石器類２点を図示した。207-13は凸基有茎鏃である。側縁や茎部の調整は主に

片面から行っており、未製品と考えられる。207-14は石核である。打面転移を頻繁に行い、最終的に

球状を呈する。

《時期･所見》本遺構はSK730を掘り込んで構築されていることから、時期はⅣ６～８期（後期後葉）と

考えられる。

SB1123掘立柱建物跡（遺構第79図、遺物第207図）

《位置･確認状況》MC･MD37･38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.57m、P３－P４間2.36m、

P１－P４間2.24m、P２－P３間2.26m、主軸方向はN－15 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.24～

0.46m、短軸0.21～0.30mの楕円形で、確認面からの深さは0.25～0.50mである。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量５g、石器１点、剥片１点、石器類総重量143gが出土

し、土器破片１点、石器類１点を図示した。207-16は片面からの調整によって刃部を作出するスクレ

イパーである。

《時期･所見》本遺構はSB1125を掘り込んで構築されていることから、時期はⅣ８期（後期後葉）と考え

られる。

SB1124掘立柱建物跡（遺構第79図、遺物第207図）

《位置･確認状況》MB･MC36･37グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.38m、P３－P４間3.25m、

P１－P４間2.81m、P２－P３間2.66m、主軸方向はN－82 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.32～

0.65m、短軸0.30～0.46mの楕円形で、確認面からの深さは0.12～0.70mである。P２の底面には柱の接

地痕跡が残る。

《出土遺物》埋土から土器破片17点、土器総重量96gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。
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SB1125掘立柱建物跡（遺構第79図、遺物第207図）

《位置･確認状況》MC37･38、MD38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.01m、P３－P４間1.99m、

P１－P４間1.78m、P２－P３間1.96m、主軸方向はN－64 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.44～0.68m、

短軸0.36～0.41mの楕円形で、確認面からの深さは0.28～0.60mである。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量145g、剥片１点、石器類総重量２gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。

SB1126掘立柱建物跡（遺構第80図、遺物第207図）

《位置･確認状況》MC35･36、MD36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.68m、P３－P４間2.34m、

P１－P４間2.48m、P２－P３間2.45m、主軸方向はN－10 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.48～0.58m、

短軸0.34～0.64mの楕円形で、確認面からの深さは0.52～1.04mである。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量76g、剥片･チップ３点、石器類総重量16gが出土し、

土器破片３点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSK834を掘り込んで構築されていることから、時期はⅣ８期（後期後葉）と考え

られる。

SB1127掘立柱建物跡（遺構第80図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MB36、MC35･36、MD35グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、

そのうち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.87m、P３－P４間4.03m、

P１－P４間3.53m、P２－P３間3.41m、主軸方向はN－13 －゚Eである。柱穴の平面形は0.44～0.84m、

短軸0.30～0.48mの楕円形で、確認面からの深さは0.67～0.85mである。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量78g、剥片１点、石器類総重量５gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４～５期（後期中葉）以降と考えられる。

SB1128掘立柱建物跡（遺構第80図）

《位置･確認状況》MB･MC35グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.44m、P３－P４間1.44m、

P１－P４間0.97m、P２－P３間0.99m、主軸方向はN－57 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.26～

0.28m、短軸0.21～0.62mの楕円形で、確認面からの深さは0.29～0.58mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。
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SB1129掘立柱建物跡（遺構第80図、図版65）

《位置･確認状況》MC･MD35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.71m、P３－P４間2.67m、

P１－P４間2.28m、P２－P３間2.32m、主軸方向はN－２ －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.43～0.84m、

短軸0.32～0.46mの楕円形で、確認面からの深さは0.36～0.70mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と考えられる。

SB1130掘立柱建物跡（遺構第81図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MD35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.65m、P３－P４間1.69m、

P１－P４間1.54m、P２－P３間1.36m、主軸方向はN－58 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.28～0.78m、

短軸0.25～0.58mの楕円形で、確認面からの深さは0.54～0.86mである。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量197g、剥片６点、石器類総重量73gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB1131掘立柱建物跡（遺構第81図）

《位置･確認状況》MD･ME35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.64m、P３－P４間1.50m、

P１－P４間1.62m、P２－P３間1.40m、主軸方向はN－71 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.34mの

円形、もしくは長軸0.22～0.26m、短軸0.20～0.24mの楕円形で、確認面からの深さは0.13～0.20mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量12gが出土した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。

SB1133掘立柱建物跡（遺構第81図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MG･MH30グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.42m、P３－P４間2.28m、

P１－P４間2.22m、P２－P３間2.09m、主軸方向はN－17 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.34～0.42m、

短軸0.28～0.32mの楕円形で、確認面からの深さは0.13～0.62mである。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量22gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。

SB1134掘立柱建物跡（遺構第81図）

《位置･確認状況》MG30グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。
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《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.70m、P３－P４間1.72m、

P１－P４間0.83m、P２－P３間0.96m、主軸方向はN－23 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.20mの

円形、もしくは長軸0.26～0.40m、短軸0.24～0.34mの楕円形で、確認面からの深さは0.10～0.43mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量６gが出土した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。

SB1136掘立柱建物跡（遺構第81図）

《位置･確認状況》MN･MO33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.91m、P３－P４間2.04m、

P１－P４間1.60m、P２－P３間1.59m、主軸方向はN－83 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.28～0.38m、

短軸0.22～0.33mの楕円形で、確認面からの深さは0.18～0.19mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1137掘立柱建物跡（遺構第81図）

《位置･確認状況》MM33、MN32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.18m、P３－P４間2.23m、

P１－P４間1.86m、P２－P３間1.98m、主軸方向はN－44 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.28～0.46m、

短軸0.23～0.40mの楕円形で、確認面からの深さは0.16～0.48mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK141を掘り込んで構築されていることから、時期はⅣ６～８（後期後葉）と考

えられる。

SB1138掘立柱建物跡（遺構第82図）

《位置･確認状況》MM･MN33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.97m、P３－P４間2.94m、

P１－P４間2.27m、P２－P３間2.44m、主軸方向はN－16 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.30～

0.34m、短軸0.24～0.26mの楕円形で、確認面からの深さは0.28～0.68mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1139掘立柱建物跡（遺構第82図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MM33･34グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を

本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.23m、P３－P４間2.20m、
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P１－P４間1.88m、P２－P３間1.75m、主軸方向はN－23 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.43mの円

形、もしくは長軸0.56m、短軸0.40～0.42mの楕円形、もしくは長軸0.36m、短軸0.36mの隅丸方形で、

確認面からの深さは0.30～0.38mである。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量71g、剥片３点、石器類総重量18gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。

SB1140掘立柱建物跡（遺構第82図、遺物第208図）

《位置･確認状況》ML33、MM32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.21m、P３－P４間2.02m、

P１－P４間1.72m、P２－P３間1.92m、主軸方向はN－25 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.36mの

円形、もしくは長軸0.28～0.42m、短軸0.18～0.24mの楕円形で、確認面からの深さは0.25～0.74mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量122gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB1141掘立柱建物跡（遺構第82図、遺物第208図）

《位置･確認状況》ML･MM32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離4.22m、P３－P４間3.83m、

P１－P４間3.21m、P２－P３間3.67m、主軸方向はN－38 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.50mの

円形、もしくは長軸0.60m前後、短軸0.50～0.62mの楕円形で、確認面からの深さは0.15～0.66mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片18点、土器総重量402g、石器１点、剥片･チップ９点、石器類総重量

110gが出土し、土器破片５点、石器類１点を図示した。208-14はスクレイパーである。片面からの調

整により尖った刃部を作出している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と考えられる。

SB1142掘立柱建物跡（遺構第82図）

《位置･確認状況》MK･ML32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち

４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.87m、P３－P４間2.96m、

P１－P４間2.24m、P２－P３間2.42m、主軸方向はN－57 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.30mの円形、

もしくは長軸0.34～0.40m、短軸0.34mの楕円形で、確認面からの深さは0.25～0.32mである。

《出土遺物》埋土から剥片２点、石器類総重量28gが出土した。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。
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SB1143掘立柱建物跡（遺構第82図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MK31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.16m、P３－P４間2.16m、

P１－P４間1.88m、P２－P３間1.76m、主軸方向はN－86 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.26～0.46m、

短軸0.22～0.40mの楕円形、もしくは長軸0.32m、短軸0.30mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.18～

0.24mである。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量135gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ３期（後期前葉～中葉）以降と考えられる。

SB1144掘立柱建物跡（遺構第83図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MJ･MK32グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.52m、P３－P４間2.54m、

P１－P４間1.75m、P２－P３間1.76m、主軸方向はN－74 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.28～0.38m、

短軸0.16～0.34mの楕円形で、確認面からの深さは0.16～0.34mである。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量98g、剥片１点、石器類総重量36gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。

SB1145掘立柱建物跡（遺構第83図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MK31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.09m、P３－P４間2.18m、

P１－P４間1.45m、P２－P３間1.38m、主軸方向はN－78 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.28～0.40m、

短軸0.24～0.28mの楕円形で、確認面からの深さは0.12～0.22mである。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量８gが出土し、図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ１期（後期初頭）以降と考えられる。

SB1146掘立柱建物跡（遺構第83図）

《位置･確認状況》ML･MM35グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.28m、P３－P４間2.28m、

P１－P４間1.87m、P２－P３間1.73m、主軸方向はN－２ －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.30～

0.42m、短軸0.26～0.38mの楕円形で、確認面からの深さは0.13～0.42mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1147掘立柱建物跡（遺構第83図）

《位置･確認状況》ML～MM35グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基
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を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.07m、P３－P４間2.11m、

P１－P４間2.06m、P２－P３間2.11m、主軸方向はN－６ －゚Eである。柱穴の平面形は径0.32mの

円形、もしくは長軸0.29～0.44m、短軸0.24～0.28mの楕円形で、確認面からの深さは0.28～0.62mで

ある。

《出土遺物》埋土から石器１点、剥片２点、石器類総重量107gが出土した。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1148掘立柱建物跡（遺構第83図）

《位置･確認状況》MN30、MO30･31グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.61m、P３－P４間1.69m、

P１－P４間1.44m、P２－P３間1.44m、主軸方向はN－44 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.32mの円

形、もしくは長軸0.26～0.32m、短軸0.20～0.28mの楕円形、もしくは長軸0.22m、短軸0.22mの隅丸方

形で、確認面からの深さは0.18～0.20mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1149掘立柱建物跡（遺構第83図）

《位置･確認状況》MM30、MN30･31グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.82m、P３－P４間1.79m、

P１－P４間1.51m、P２－P３間1.45m、主軸方向はN－67 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.34m、短軸

0.28～0.30mの楕円形で、確認面からの深さは0.17～0.19mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と考えら

れる。

SB1150掘立柱建物跡（遺構第83図）

《位置･確認状況》MK31グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形で、P１－P２間の芯々距離1.75m、P３－P４間1.79m、P１－P４間

1.53m、P２－P３間1.59m、主軸方向はN－64 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.26～0.36m、短軸0.25～

0.26mの楕円形、一辺約0.27mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.16～0.35mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。
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SB1151掘立柱建物跡（遺構第83図）

《位置･確認状況》MJ31、MK31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.25m、P３－P４間2.20m、

P１－P４間1.73m、P２－P３間1.76m、主軸方向はN－53 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.23～0.30m、

短軸0.15～0.24mの楕円形で、P４の確認面からの深さは0.62mである。

《出土遺物》埋土から剥片１点、石器類総重量２gが出土した。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1155掘立柱建物跡（遺構第84図）

《位置･確認状況》MH･MI31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４

基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形で、P１－P２間の芯々距離2.81m、P３－P４間2.64m、P１－P４間

1.79m、P２－P３間1.88m、主軸方向はN－74 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.30～0.50m、短軸0.26～

0.40mの楕円形、一辺0.30mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.22～0.55mである。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量８gが出土した。

《時期･所見》本遺構はSB937P１に掘り込まれることから、時期はⅣ６～８期（後期後葉）以前と考え

られる。

SB1156掘立柱建物跡（遺構第84図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MJ29グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.72m、P３－P４間1.69m、

P１－P４間1.50m、P２－P３間1.49m、主軸方向はN－81 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.26～0.30m、

短軸0.24～0.26mの楕円形で、確認面からの深さは0.14～0.53mである。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量38g、剥片２点、石器類総重量４gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降の可能性が考えられる。

SB1157掘立柱建物跡（遺構第84図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MJ30グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.81m、P３－P４間1.81m、

P１－P４間1.16m、P２－P３間1.12m、主軸方向はN－26 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.30mの円

形、もしくは長軸0.32～0.36m、短軸0.26～0.30mの楕円形、一辺0.37mの隅丸方形で、確認面からの深

さは0.13～0.40mである。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量90g、剥片･チップ２点、石器類総重量11gが出土し、

土器破片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。
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SB1158掘立柱建物跡（遺構第84図）

《位置･確認状況》MJ･MK30グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.50m、P３－P４間1.55m、

P１－P４間1.54m、P２－P３間1.58m、主軸方向はN－31 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.30～0.32m

の円形、もしくは長軸0.28～0.30m、短軸0.22～0.26mの楕円形で、確認面からの深さは0.10～0.52mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量68g、剥片１点、石器類総重量３gが出土した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SB1159掘立柱建物跡（遺構第84図）

《位置･確認状況》MH44･45、MI45グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.92m、P３－P４間2.83m、

P１－P４間2.04m、P２－P３間1.91m、主軸方向はN－33 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.32mの

円形、もしくは長軸0.44～0.48m、短軸0.35～0.36mの楕円形で、確認面からの深さは0.39～0.77mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量47g、石器１点、石器類総重量1,010gが出土した。出

土した土器はすべて粗製土器である。

《時期･所見》本遺構はSK760を掘り込んで構築されていることから、時期はⅣ７期（後期後葉）以降と

考えられる。

SB1160掘立柱建物跡（遺構第84図）

《位置･確認状況》MG43、MH43･44グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.39m、P３－P４間2.43m、

P１－P４間1.95m、P２－P３間1.96m、主軸方向はN－65 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.34～0.54m、

短軸0.26～0.50mの楕円形で、確認面からの深さは0.18～0.52mである。

《出土遺物》埋土から石器１点、石器類総重量1,790gが出土した。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1161掘立柱建物跡（遺構第84図）

《位置･確認状況》MK･ML37グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形で、P１－P２間の芯々距離3.03m、P３－P４間3.07m、P１－P４間

1.67m、P２－P３間1.71m、主軸方向はN－82 －゚Eである。柱穴の平面形は長軸0.26～0.30m、短軸0.23～

0.24mの楕円形、もしくは長軸0.30m、短軸0.24mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.20～0.30mであ

る。

《出土遺物》なし。
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《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1162掘立柱建物跡（遺構第85図）

《位置･確認状況》ML37･38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.12m、P３－P４間2.13m、

P１－P４間1.25m、P２－P３間1.23m、主軸方向はN－31 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.36～

0.38mの円形もしくは長軸0.23～0.38m、短軸0.27～0.28mの楕円形で、確認面からの深さは0.15～

0.25mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1163掘立柱建物跡（遺構第85図）

《位置･確認状況》ML･MM38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.07m、P３－P４間3.17m、

P１－P４間2.27m、P２－P３間2.32m、主軸方向はN－78 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.23

～0.38m、短軸0.22～0.26mの楕円形、一辺0.20mの隅丸方形で、確認面からの深さは0.15～0.27m

である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1164掘立柱建物跡（遺構第85図）

《位置･確認状況》MM38グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を本

建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離1.52m、P３－P４間1.56m、

P１－P４間1.40m、P２－P３間1.42m、主軸方向はN－56 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.27mの

円形、もしくは長軸0.26～0.44m、短軸0.24～0.36mの楕円形で、確認面からの深さは0.10～0.18mで

ある。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1165掘立柱建物跡（遺構第85図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MM38･39、MN39グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.26m、P３－P４間2.43m、

P１－P４間2.33m、P２－P３間2.24m、主軸方向はN－15 －゚Ｗである。柱穴の平面形は長軸0.42～0.50m、
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短軸0.24～0.36mの楕円形で、確認面からの深さは0.12～0.30mである。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量36gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。

SB1166掘立柱建物跡（遺構第85図）

《位置･確認状況》MM39･40、MN39グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのう

ち４基を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.25m、P３－P４間2.28m、

P１－P４間1.78m、P２－P３間1.85m、主軸方向はN－64 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.46mの円

形、もしくは長軸0.32～0.34m、短軸0.24～0.36mの楕円形、もしくは長軸0.50m、短軸0.36mの隅丸方

形で、確認面からの深さは0.23～0.56mである。

《出土遺物》埋土から剥片２点、石器類総重量65gが出土した。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1167掘立柱建物跡（遺構第85図、遺物第208図）

《位置･確認状況》MK38･39グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基を

本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.80m、P３－P４間2.75m、

P１－P４間1.78m、P２－P３間1.77m、主軸方向はN－73 －゚Ｗである。柱穴の平面形は径0.34mの

円形、もしくは長軸0.24～0.42m、短軸0.22～0.38mの楕円形で、確認面からの深さは0.28～0.53mで

ある。

《出土遺物》石製品１点、石器類総重量27gが出土し、図示した。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

SB1168掘立柱建物跡（遺構第85図）

《位置･確認状況》MK･ML37グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離3.30m、P３－P４間3.16m、

P１－P４間1.93m、P２－P３間2.00m、主軸方向はN－82 －゚Eである。柱穴の平面形は径0.34mの

円形、もしくは長軸0.34～0.36m、短軸0.22～0.30mの楕円形で、確認面からの深さは0.21～0.25mで

ある。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定さ

れる。

（３）土坑

SK12土坑（遺構第86図、遺物第209図、図版27）

《位置･確認状況》MQ35･36グリッドに位置する。地山面精査中に確認した。
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《規模･形態》平面形は1.41m×1.27mのやや不整な円形で、主軸方向はN－38 －゚Eである。確認面から

の深さは0.19mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は凹凸が著しい。南部壁際の底面にはピッ

トが伴う。ピットは径0.32mの円形で、土坑底面からの深さは0.80mである。

《埋土》単一層である。塊状の地山土を含むことから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片54点、土器総重量683g、石器５点、剥片18点、石器類総重量19,688gが

出土した。土器は破片が多数を占めるが、完形の壺形土器が１点出土している。石器は礫石器が５点出

土している。土器破片９点、石器類６点を図示した。209-9は完形の壺形土器である。ピット中位か

ら出土した。209-12は磨石、209-13･14は凹石、209-15は敲石である。凹石と敲石にはいずれも磨痕

が認められる。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７～８期（後期後葉）と考えられる。完形の壺形土器と礫石器４点

が出土しており、一括の人為堆積であることから、土坑墓の可能性が高い。

SK102土坑（遺構第86図、遺物第209図）

《位置･確認状況》MR39グリッドに位置する。精査中にST01の150層で確認した。

《規模･形態》平面形は0.85m×0.58mの不整楕円形で、主軸方向はN－81 －゚Ｗである。確認面からの

深さ0.17mである。北壁は急に、南壁は緩やかに立ち上がる。底面は平坦で北側へ低く傾斜する。

《埋土》５層に分けた。すべて沢の上面より流れ込んだ自然堆積土と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量41gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物と土坑掘り込み面から、Ⅳ２期（後期前葉）と考えられる。ST01内に構築

されるが、性格は不明である。

SK115土坑（遺構第86図、遺物第209図、図版27）

《位置･確認状況》MH29グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径1.38mの円形で、確認面からの深さは0.13mである。壁はやや開いて立ち上が

る。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量30g、剥片２点、石器類総重量７gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK120土坑（遺構第86図、遺物第209図、図版28）

《位置･確認状況》MJ･MK28･29グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.91m×1.24mの楕円形で、主軸方向はN－75 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.14mである。北～西壁は緩やかに開き、東壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で硬く締ま

る。

《埋土》地山塊を多量に含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量68g、剥片１点、石器類総重量２gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）である。性格は不明である。
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SK126土坑（遺構第86図、遺物第210図、図版28）

《位置･確認状況》MI29･30グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.90m×1.62mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－54 －゚Ｗである。確認面

からの深さは0.26mである。壁はやや開いて立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑中央底

面付近には38㎝×28㎝の礫が検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片28点、土器総重量263g、剥片８点、石器類総重量58gが出土し、土器破

片２点、剥片２点を図示した。210-3･4は縁辺部に使用痕が見られる剥片である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。土坑底面中央部から礫が検出されており、

一括の人為堆積であることから、土坑墓と考えられる。

SK127土坑（遺構第86図、遺物第210図、図版28）

《位置･確認状況》MI30グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約1.65mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.19mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がる。底面は平坦で締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。土坑北側からは17㎝×12㎝の礫が検出

された。

《出土遺物》埋土から土器破片181点、土器総重量2,163g、石器２点、剥片25点、石器類総重量226gが

出土し、土器破片13点、石器類２点を図示した。210-18は、剥片の縁辺に尖鋭な錐部を作出する石錐

である。210-19は横型の石匙であり、片面からの調整によって刃部を作出する。一部折損している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。人為堆積であること、遺物が多量

に出土したことから土坑墓の可能性が推定される。

SK131土坑（遺構第87図、遺物第210図、図版29）

《位置･確認状況》MO32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.95mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.16mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》地山土が混入する単一層である。人為堆積と考えられる。土坑中央底面直上からは18㎝×10㎝

の礫が検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量33gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。意図的に入れられたと思われ

る礫を検出したことや、人為堆積であることから土坑墓と考えられる。

SK132土坑（遺構第87図、遺物第210図、図版29）

《位置･確認状況》MO･MP33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.75mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.10mである。南壁はやや開いて、

北壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》土器破片６点、土器総重量75gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。
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SK134土坑（遺構第87図、遺物第210図、図版29）

《位置･確認状況》MO33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.24m×1.02mの楕円形で、主軸方向はN－90 －゚Eである。確認面からの深さは

0.18mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は鍋底状である。

《埋土》地山土が混入する単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片14点、土器総重量141g、剥片･チップ９点、石器類総重量52gが出土し、

土器破片３点、剥片１点を図示した。210-26は縁辺部に使用痕が認められる。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK135土坑（遺構第87図、遺物第210図、図版30）

《位置･確認状況》MO･MP33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.72m×0.56mの楕円形で、主軸方向はN－66 －゚Eである。確認面からの深さは

0.10mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土が混入する単一層である。人為堆積と考えられる。土坑ほぼ中央では径15㎝ほどの礫

を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量11gが出土し、土器破片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。土坑底面中央部から礫が検出

されたこと、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が推定される。

SK136土坑（遺構第87図、遺物第210図、図版30）

《位置･確認状況》MN32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.05m×0.79mの楕円形で、主軸方向はN－27 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.21mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》地山土が混入する単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量36g、石器１点、石器類総重量411gが出土し、土器破

片２点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK140土坑（遺構第87図、遺物第211図、図版30）

《位置･確認状況》MM32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.22m×1.02mの隅丸方形で、主軸方向はN－52 －゚Ｗである。確認面からの深

さは0.19mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土が混入する。一括の人為堆積と考える。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量43g、石器２点、剥片１点、石器類総重量34gが出土

し、石器類１点を図示した。211-1は縦長の石匙である。一部両面からの調整によって刃部を作出し

ている。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構の構築時期もⅣ期（後期）の可能性が高い。石匙が出土しており、これを

積極的に評価するならば土坑墓の可能性も考えられるが、定かではない。
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SK141土坑（遺構第87図、遺物第211図、図版30）

《位置･確認状況》MN33･34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径1.25～1.30mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.18mである。壁はやや開い

て立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土が混入する単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片19点、土器総重量135g、剥片３点、石器類総重量32gが出土し、土器破

片３点、石器類１点を図示した。211-5は一部折損した剥片である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK143土坑（遺構第87図、遺物第211図、図版31）

《位置･確認状況》MM36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.01m×0.74mの楕円形で、主軸方向はN－35 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.23mである。北壁はほぼ垂直に、南壁はやや開いて立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも塊状の地山土を多量に含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量48gが出土し、４点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK144土坑（遺構第88図、遺物第211図、図版31）

《位置･確認状況》MM37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.30m×1.14mの楕円形で、主軸方向はN－15 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.30mである。壁は垂直に立ち上がる。底面は若干鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。土坑内からは16㎝×16㎝～

38㎝×28㎝の礫が３点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片193点、土偶破片１点、土器総重量1,787g、石器４点、剥片･チップ７

点、石器類総重量2,803gが出土し、土器破片13点、土偶破片１点、石器類３点を図示した。211-20は

内面にアスファルト塊が付着することから、アスファルト容器と考えられる。211-23は土偶の体部破

片である。詳細な出土状況は定かでない。211-24は横型の石匙である。刃部は微調整を加えているだ

けである。211-25はスクレイパーである。刃部は片面調整により作出している。211-26は円形の礫を

素材とした石皿である。両面に磨面が認められる。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。礫が含まれること、人為堆積

であることから、土坑墓と考えられる。多量の遺物と共に土偶やアスファルト容器などの特徴的な遺

物が出土している。いずれも出土状況は定かではないが、副葬品の可能性が考えられる。

SK145土坑（遺構第88図、図版31）

《位置･確認状況》ML37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.66m、短軸0.50mの楕円形で、主軸方向はN－38 －゚Ｗである。確認

面からの深さは0.16mである。南～西壁はほぼ垂直に、北～東壁は開いて立ち上がる。底面は鍋底状

で、硬く締まる。

《埋土》単一層である。土坑上面で16㎝×８㎝の礫を検出したことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。
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《時期･所見》時期は埋土から後期中葉土地造成後と考えられる。性格は不明である。

SK150土坑（遺構第88図、遺物第211図、図版31）

《位置･確認状況》MM31グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.75mの円形で、確認面からの深さは0.08mである。壁はほぼ垂直に立ち上

がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土が混入する単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量12gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４～６期（後期中葉～後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK152土坑（遺構第88図、遺物第212図、図版32）

《位置･確認状況》MK32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.65mの楕円形で、確認面からの深さは0.26mである。壁はやや開いて立ち

上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》地山粒が混入する単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片40点、土器総重量396g、石器１点、剥片･チップ３点、石器類総重量

15gが出土し、土器破片６点、石器類１点を図示した。212-7は縦型の石匙である。片面からの調整に

よって刃部を作出する。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK155土坑（遺構第88図、遺物第212図、図版32）

《位置･確認状況》MI･MJ32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.95m×0.83mの楕円形で、主軸方向はN－78 －゚Eである。確認面からの深さは

0.13mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片27点、土器総重量354gが出土し、６点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK157土坑（遺構第88図、遺物第212図、図版33）

《位置･確認状況》MM･MN40グリッドに位置する。精査中に地山面でSK513と重複して確認し

た。

《規模･形態》平面形は1.68m×1.10mの楕円形で、主軸方向はN－46 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.28mである。西壁は垂直に、東壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は鍋底状で、やや軟弱であ

る。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片41点、土器総重量608g、石器１点、チップ１点、石器類総重量27gが出

土し、土器破片５点、石器類１点を図示した。212-19はスクレイパーである。一部折損している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK158土坑（遺構第89図、遺物第212図、図版34）

《位置･確認状況》MM42グリッドに位置する。精査中に地山面で重複する土坑数基を確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.90m、短軸1.48mの楕円形で、主軸方向はN－10 －゚Eである。確認面



－109（109）－

第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物

からの深さは0.52mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。４層は地山土に由来し、１～３･５層は地山土が含まれる。一括の人為堆積と

考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片231点、土器総重量2,531g、石器３点、剥片･チップ25点、石器類総重

量297gが出土し、土器破片６点、石器類３点を図示した。212-26は斜位型の石匙で、片面からの調整

によって刃部を作出する。212-27は円刃の石箆である。部分的に黒色付着物が認められる。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ８期（後期後葉）と考えられる。礫を入れて埋め戻していることや、遺

物が多量に出土し、石匙や石箆が含まれることなどから、土坑墓の可能性が高い。

SK159土坑（遺構第89図、遺物第213図、図版34）

《位置･確認状況》MM42グリッドに位置する。精査中に地山面で重複する土坑数基を確認した。

《規模･形態》SK158･575に掘り込まれるため遺構の平面形は判然としないが、残存部分から径1.20m前

後の円～楕円形と推定される。確認面からの深さは0.94mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面

は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。３層は塊状の地山土を多量に含み、その他の層も地山土が含まれることから、

一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片62点、土器総重量1,243g、石器１点、剥片･チップ７点、石器類総重量

289gが出土し、土器破片４点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK161土坑（遺構第88図、遺物第213図、図版32）

《位置･確認状況》MJ40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約1.20mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.40mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土が含まれることから、一括の人為堆積と考えられる。底面直

上では15㎝前後の礫を６点まとまって検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量53g、石器４点、石器類総重量5,060gが出土し、土器

破片２点、石器類２点を図示した。礫石器が５点まとまって出土している。213-8は磨石である。縁

辺部の一部に敲打痕が認められる。213-9は円形の礫を素材とした凹石である。片面に敲打痕が見ら

れる。底面直上で出土した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。礫石器がまとまって出土して

いることから、意図的に土坑内に入れられたものと推定でき、副葬品の可能性が指摘できる。一括の

人為堆積であることを考え合わせ、土坑墓と推定する。

SK173土坑（遺構第90図、遺物第213図、図版32）

《位置･確認状況》MD32グリッドに位置する。精査中に地山面でSK519と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は1.60m×1.32mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－80 －゚Ｗである。確認面

からの深さは0.10mである。壁は垂直に立ち上がる。底面は若干鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片37点、土器総重量244g、剥片･チップ６点、石器類総重量10gが出土し、
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土器破片３点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSB931のP４を掘り込んで構築される。このことから時期はⅣ８期（後期後葉）

と推定される。性格は不明である。

SK175土坑（遺構第90図、遺物第213図、図版33）

《位置･確認状況》MF33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.90mの不整な円形で、確認面からの深さは0.62mである。 西壁はほぼ垂

直に、ほかは開いて立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山土が含まれることから、一括の人為堆積と考えられる。４層と

５層の層界では16㎝×10㎝の礫が検出されている。

《出土遺物》埋土から土器破片27点、土器総重量354g、剥片３点、石器類総重量８gが出土し、土器破

片４点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK176土坑（遺構第90図、遺物第214図、図版33）

《位置･確認状況》MN45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径1.35mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.12mである。壁は垂直に立ち上が

る。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑上面か

らは22㎝×22㎝、24㎝×20㎝の礫が２点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片69点、土器総重量1,378g、剥片･チップ８点、石器類総重量39gが出土

し、土器破片４点、石器類１点を図示した。214-1は縦半分が残存した深鉢形土器である。遺構確認

面で内面を上にした状態で出土した。出土状況から意図的に置かれた可能性が考えられる。214-5は

縁辺部に使用痕が有る剥片である。

《時期･所見》埋土からはⅣ７期（後期後葉）の土器片が１点出土している。一方、遺構確認面で出土し

た内面を上にした深鉢形土器はⅣ４期（後期中葉）に比定される。Ⅳ７期（後期後葉）の遺物が遺構の構

築時期を示すとすれば、Ⅳ４期の深鉢形土器は遺跡内に多量に散布していたであろう過去の土器を利

用し、埋納した可能性が考えられる。Ⅳ７期の遺物が混入とすれば、本遺構はⅣ４期に構築されたも

のと考えられる。Ⅳ７期の遺物の出土状況が定かでないことから、いずれとも判断しがたい。性格は、

深鉢形土器が埋納されたものと推定されることから、土坑墓と考えられる。

SK177土坑（遺構第90図、図版35）

《位置･確認状況》ML･MM44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約１mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.32mである。西壁はほぼ垂直に、

東壁は底面から中位までは垂直に、中位から上位は開いて立ち上がる。 底面は平坦で硬く締まって

おり、西側に低く傾斜している。

《埋土》６層に分けた。すべて地山土が含まれており、４層は地山土に由来する。一括の人為堆積と

考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は埋土から後期中葉土地造成後と考えられる。性格は不明である。
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SK183土坑（遺構第90図、遺物第214図、図版36）

《位置･確認状況》MK43グリッドに位置する。精査中に地山面でSKF184と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は1.39m×1.29mの楕円形で、主軸方向はN－５ －゚Eである。確認面からの深さは

0.21mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《出土遺物》埋土から石器２点、剥片１点、石器類総重量450gが出土し、１点を図示した。214-6は微

調整によって刃部を作出するスクレイパーである。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《時期･所見》埋土が黒褐色土を主体とすることから、後期中葉土地造成前の構築と推測される。性格

は不明である。

SK187土坑（遺構第91図、図版36）

《位置･確認状況》MK43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.78m×0.57mの楕円形で、主軸方向はN－１ －゚Eである。確認面からの深さは

0.14mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。上坑上面に12㎝×10㎝の円礫、中位に18㎝×12㎝の円礫が含まれることから

人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒色土を含まないことから、後期中葉土地造成後の構築と考えられる。性格は不

明である。

SK190土坑（遺構第91図、遺物第214図、図版36）

《位置･確認状況》MK42グリッドに位置する。精査中に地山面でSK191と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は0.82m×0.73mの楕円形で、主軸方向はN－85 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.19mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は東に低く傾斜しており、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑内から

は10㎝×８㎝と14㎝×10㎝の礫が２点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量27gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物から、Ⅳ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK191土坑（遺構第91図、遺物第214図、図版36）

《位置･確認状況》MK42グリッドに位置する。精査中に地山面でSK190と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.80mの円形と考えられ、確認面からの深さは0.36mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がる。底面は西に低く傾斜し、やや軟弱である。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と推定する。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量30gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK192土坑（遺構第91図、図版37）

《位置･確認状況》MG･MH44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.48m×0.69mの楕円形で、主軸方向はN－69 －゚Eである。確認面からの深さは

0.15mである。壁はやや開いて立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。
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《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》土器が出土していないことから、時期は定かではないが、周囲にはⅣ期（後期）の遺構が

多く構築されることから、本遺構も同時期の可能性が考えられる。性格は不明である。

SK197土坑（遺構第91図、遺物第214図、図版37）

《位置･確認状況》MM43グリッドに位置する。精査中に地山面でSK436と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は1.28m×1.06mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－28 －゚Ｗである。確認面

からの深さは0.50mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面はほぼ平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量118gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK206土坑（遺構第92図、遺物第214図、図版37）

《位置･確認状況》MD33･34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.70mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.15mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量40g、剥片１点、石器類総重量７gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK207土坑（遺構第92図、遺物第214図、図版37）

《位置･確認状況》MC･MD33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.30m×1.14mの楕円形で、主軸方向はN－66 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.20mである。壁は緩やかに立ち上がる。底面は若干鍋底状である。

《埋土》３層に分けた。１･２層とも地山土が含まれ、３層は地山由来土であることから、一括の人為

堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片42点、土器総重量552g、石器１点、剥片･チップ９点、石器類総重量

130gが出土し、土器破片５点、石器類２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）の可能性が考えられる。性格は不明である。

SK229土坑（遺構第92図、図版38）

《位置･確認状況》ME34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.80m×0.68mの楕円形で、主軸方向はN－17 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.10mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は埋土から後期中葉土地造成後と考えられる。性格は不明である。

SK230土坑（遺構第92図、図版38）

《位置･確認状況》ME33･34グリッドに位置する。精査中に地山面でSK467と重複して確認した。
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《規模･形態》平面形は0.73m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－63 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.27mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。２層からは

12㎝×10㎝の礫を検出した。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK467を掘り込んで構築されることから、Ⅳ８期（後期後葉）と考えられる。性

格は不明である。

SK234土坑（遺構第92図、遺物第214図、図版38）

《位置･確認状況》MC35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.85m、短軸0.77mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－47 －゚Eである。

確認面からの深さは0.19mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は鍋底状である。

《埋土》単一層である。土坑内からは２点（30㎝×20㎝と42㎝×30㎝）の礫が出土した。どちらも底面

直上に位置し、そのうち１点は確認段階で一部表出していた。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量94g、剥片１点、石器類総重量10gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５～８期（後期中葉～後葉）と考えられる。大形の礫を含むこと、

人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK237土坑（遺構第92図、遺物第214図、図版38）

《位置･確認状況》ME37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.06m×0.84mの楕円形で、主軸方向はN－84 －゚Eである。確認面からの深さは

0.47mである。壁は急に立ち上がる。底面は鍋底状で、やや軟弱である。

《埋土》６層に分けた。塊状の地山土を含む層が多く、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量140g、石器１点、剥片１点、石器類総重量31gが出土

し、土器破片２点、剥片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物から、Ⅳ７～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK238土坑（遺構第92図）

《位置･確認状況》MF･MG36･37グリッドに位置する。精査中に地山面でSKF594と重複して確認

した。

《規模･形態》SKF594と重複するため平面形は不明であるが、残存部分から平面形は径1.20m前後の楕

円形もしくは円形と推定される。確認面からの深さは0.32mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底

面は平坦で硬く締まる。

《埋土》土層断面図が作成されていないため不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》土器が出土していないため時期は不明であるが、周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構

築されることから、本遺構も同時期に構築された可能性が高い。性格は不明である。

SK246土坑（遺構第93図、図版39･74）

《位置･確認状況》MD38･39グリッドに位置する。精査中に地山面でSK733と重複して確認した。
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《規模･形態》平面形は0.72m×0.57mの楕円形で、主軸方向はN－19 －゚Eである。確認面からの深さは

0.46mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。 土坑底面付近に14㎝×６㎝～34㎝×21㎝の礫が含まれることから、一括の人

為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は埋土から後期中葉土地造成後と考えられる。土坑底面付近から礫が検出されてい

ること、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK260土坑（遺構第93図、図版39）

《位置･確認状況》MD40･41グリッドに位置する。精査中に地山面でSKP6055と重複して確認し

た。

《規模･形態》平面形は1.20m×0.70mの楕円形で、主軸方向はN－43 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.38mである。北壁はやや開き、その他はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも塊状の地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期はSB1109より新しいことから、Ⅳ５期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明で

ある。

SK261土坑（遺構第94図、遺物第215図）

《位置･確認状況》MC38グリッドに位置する。精査中にST101肩部の地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.80m、短軸1.68mの不整な楕円形と考えられ、主軸方向はN－79°－Eで

ある。確認面からの深さは0.68mである。西壁は段を有し、やや緩やかに立ち上がる。東壁はSK789に掘

り込まれるため不明である。底面は平坦である。

《埋土》３層に分けた。２･３層の層界には0.44m×0.34mの範囲で赤色顔料が検出された。また埋土内

には10～25㎝程度の礫が７点含まれる。礫や赤色顔料が含まれることから一括の人為堆積と考えられ

る。

《出土遺物》埋土から土器破片14点、土器総重量422g、石器４点、剥片８点、石器類総重量3,829gが

出土し、土器破片３点、石器類１点を図示した。礫石器が４点まとまって出土している。215-4は球

状の礫を素材とした敲石である。側面に敲打痕が見られる。磨石、敲石は遺構内に意図的に入れられ

た可能性が高い。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。赤色顔料やまとまった量の礫

石器が検出されたことから、土坑墓と考えられる。

SK325土坑（遺構第93図、遺物第215図、図版39）

《位置･確認状況》LD59グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.07m×0.96mの楕円形で、主軸方向はN－68 －゚Eである。確認面からの深さは

0.20mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、北側は段を有する。底面は若干鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量67gが出土し、すべて図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ１期（後期初頭）以降と考えられる。性格は不明である。
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SK336土坑（遺構第95図、遺物第215図、図版40･41）

《位置･確認状況》LQ49グリッドに位置する。精査中に地山面でSK338と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.36m、短軸推定1.20mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－83 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.52mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は北側に低く傾斜しており、

硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。埋土からは

10～20㎝程度の礫が３点出土しており、そのうち２点は礫石器である。

《出土遺物》埋土から土器破片19点、土器総重量172g、石器２点、石器類総重量5,565gが出土し、土

器破片４点、石器類２点を図示した。215-12は棒状の礫を素材とした敲石である。先端部は大きく折

損している。215-13は円形の礫を素材とした石皿である。縁辺部には剥落した部分が見られる。

《時期･所見》時期は出土遺物から、Ⅳ２期（後期前葉）以降と考えられる。一括の人為堆積と考えられ、

礫石器が２点出土したことから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK338土坑（遺構第95図、遺物第216図、図版40･41）

《位置･確認状況》LQ49グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は長軸2.04m、短軸推定1.40mの楕円形で、主軸方向はN－33 －゚Eである。確認面

からの深さは1.44mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状である。

《埋土》５層に分けた。３～５層は粒状の地山土を含み、１･２層は塊状の地山土を多量に含む。一括

の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量1,254g、石器６点、剥片８点、石器類総重量30,788gが

出土し、土器破片３点、石器類５点を図示した。埋土中位からは下半が欠損した深鉢形土器が横倒し

の状態で出土した（216-3）。216-4はメノウを素材とする凸基有茎鏃である。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ２期（後期前葉）と考えられる。なお、土坑内より採取した炭化材の放

射性炭素年代測定結果の補正年代は、3,600±30BPであり、土器からみた遺構の年代観と概ね相違な

い。埋土からは状態の良好な深鉢形土器が出土していることから、副葬品の可能性が考えられ、本遺

構は土坑墓であったと推定される。

SK339土坑（遺構第95図、遺物第216図、図版40･41）

《位置･確認状況》LQ49グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は長軸1.12m、短軸推定約0.80mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－61 －゚Ｗで

ある。確認面からの深さは0.20mである。壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は若干凹凸がある。北

側には長軸0.68m、短軸推定0.40mのピットを有する。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量53gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は不明である。
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SK343土坑（遺構第95図、遺物第216図、図版40･41）

《位置･確認状況》LR49グリッドに位置する。精査中に地山面でSKF337と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は1.20m×1.08mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.20mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量109gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK347土坑（遺構第93図、遺物第216図、図版39）

《位置･確認状況》MJ26･27、MK26グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.07m×0.88mの楕円形で、主軸方向はN－41 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.32mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。２･３層とも塊状の地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。２層上面で

は26㎝×18㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片18点、土器総重量215g、石器１点、剥片１点、石器類総重量56gが

出土し、土器破片２点、石器類１点を図示した。216-16は石匙である。両面調整により刃部を作

出する。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ期（後期）と考えられる。

SK348土坑（遺構第93図、遺物第217図、図版42）

《位置･確認状況》LQ49グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は1.10m×1.00mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.40mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がり、底面は鍋底状である。

《埋土》４層に分けた。３･４層は地山土と炭化物を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量251g、石製品１点、剥片１点、石器類総重量16gが出

土し、土器破片３点、石製品１点を図示した。217-4は半分に折損した円盤状の有孔石製品である。

中央部には穿孔を有し、表面には沈線により２重の円を描く。また、外側にはとぎれた円が描かれる。

裏面には１条の沈線により円を描く。類似する土製品がSK649から出土している。出土状況は明確で

ない。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ２期（後期前葉）と考えられる。出土した石製品を積極的に評価し、副

葬品と捉えれば、土坑墓の可能性が考えられる。

SK352土坑（遺構第94図、遺物第217図、図版42）

《位置･確認状況》MC･MD39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.68m×1.30mの楕円形で、主軸方向はN－44 －゚Eである。確認面からの深さは

0.44mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》８層に分けた。ほとんどの層で地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑

上面では礫を検出した。

《出土遺物》埋土から、土器破片46点、土偶破片１点、土製品１点、土器類総重量868g、石器５点、
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剥片･チップ21点、石器類総重量6,324gが出土し、土器破片６点、土偶破片１点、環状土製品１点、

石器類３点を図示した。217-11は、環状土製品である。217-12は頭部･両腕･下半が欠損する土偶であ

り、腹部には十字に、肩部から背中にかけては充填する円形刺突文を配する。また腰から下部は沈線

による文様が施される。217-11･12は、どちらも遺構上部から出土した。217-14は棒状の礫を素材と

した敲石である。217-15は、円礫の両面に敲打痕のある凹石である。磨石や敲石など５点が土坑上位

面からまとまって出土した。

《時期･所見》時期は出土遺物から、Ⅳ７～８期（後期後葉）と考えられる。遺物は多量に出土したが本

遺構の構築時期と合致する遺物は少ない。本遺構はST101捨て場の肩際に位置することから、埋土に

ST101捨て場の遺物が混入したものと考えられる。ただし、礫石器が５点程度まとまって出土する例

はSK12やSK161などで認められることから、本遺構も同種の土坑墓である可能性がある。

SK356土坑（遺構第93図、図版42）

《位置･確認状況》MB49･50グリッドに位置する。精査中に高位面北側斜面の肩部地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.34m×1.24mの楕円形で、主軸方向はN－19 －゚Eである。確認面からの深さは

0.27mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。遺構南側には礫の抜けた跡

がある。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》遺物が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数

多く構築されていることから、本遺構も同時期の可能性が高い。埋土は黒色土であるが、本遺跡が位

置するMB49･50グリッド周辺は後期中葉造成範囲外であることから、埋土から時期を推定することは

できない。確認面で礫の抜け跡が検出されており、本来は配石土坑であった可能性が高い。周囲に構

築されている配石土坑の時期がⅣ５～６期（後期中葉～後葉）以降であることから、本遺構も同時期と

推定される。配石土坑とすれば、土坑墓の可能性が考えられる。

SK357土坑（遺構第94図、遺物第217図、図版42）

《位置･確認状況》MK33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.94m×0.76mの楕円形で、主軸方向はN－21 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.21mである。壁はやや急に立ち上がり、底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量94gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ２～４期（後期前葉～中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK358土坑（遺構第96図、遺物第217図、図版43）

《位置･確認状況》MK33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.84m×0.82mの不整円形で、確認面からの深さは0.38mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を多量に含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量99g、剥片１点、石器類総重量５gが出土し、土器破

片３点を図示した。
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《時期･所見》時期は出土遺物から、Ⅳ４期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK359土坑（遺構第96図、遺物第217図、図版43）

《位置･確認状況》MK33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.96m×0.88mの円形で、確認面からの深さは0.20mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土製品破片１点、土器類総重量58g、チップ１点、石器類総重量

１gが出土し、土器破片１点、土製品１点を図示した。217-22は土製品と考えられるが、一部が残存

しているのみのため、全体形状は不明である。欠損部はアスファルトが付着する。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK361土坑（遺構第96図、遺物第217図、図版43）

《位置･確認状況》MK･ML34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.36m×1.03mの楕円形で、主軸方向はN－66 －゚Eである。確認面からの深さは

0.11mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。東側壁際にはピットを伴う。

ピットの平面形は0.40m×0.20mの楕円形で、深さは土坑底面から0.10mである。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。土坑上面では14㎝×14㎝と

32㎝×32㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片27点、土器総重量206gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。土坑上面には礫が含まれ、人為堆

積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。上面で検出した32㎝×32㎝の扁平礫の下には小規

模な落ち込みが検出されていることから、これを礫の抜け痕と捉えれば、扁平礫は本来立石であった

可能性も考えられる。

SK362土坑（遺構第96図、図版43）

《位置･確認状況》ML34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.20m×0.98mの不整な楕円形で、主軸方向はN－40 －゚Eである。確認面からの

深さは0.24mである。壁はやや急に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量49g、チップ２点、石器類総重量３gが出土した。出

土した土器はすべて粗製土器である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。性格は不明である。

SK363土坑（遺構第96図、遺物第217図、図版44）

《位置･確認状況》ML35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.00m×0.96mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.37mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量90g、石器３点、石器類総重量2,400gが出土し、土器

破片２点、石器類１点を図示した。土坑底面付近からは礫石器３点が出土した。217-28は両面に敲打
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痕が見られる凹石である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。礫石器が３点まとまって出土して

いることに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK364土坑（遺構第96図、遺物第218図、図版44）

《位置･確認状況》MK35グリッドに位置する。精査中に地山面でSK365と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は径約1.30mのほぼ円形と考えられ、確認面からの深さは0.31mである。壁はやや

緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片44点、土器総重量479g、剥片･チップ15点、石器類総重量77gが出土し、

土器破片５点、石器類１点を図示した。218-6は剥片である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～７期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK365土坑（遺構第96図、図版44）

《位置･確認状況》MK35グリッドに位置する。精査中に地山面でSK364と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は、長軸推定1.40m、短軸1.08mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－49 －゚Eで

ある。確認面からの深さは0.11mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締ま

る。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。土坑上面からは22㎝×18㎝

と30㎝×26㎝の礫を検出した。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》SK364に掘り込まれることから、時期はⅣ６～７期（後期後葉）以前と考えられる。礫が

含まれることに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK368土坑（遺構第96図、遺物第218図、図版44）

《位置･確認状況》MI36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.41m×1.19mの楕円形で、主軸方向はN－79 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.25mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片15点、土器総重量194gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK369土坑（遺構第96図、図版45）

《位置･確認状況》MM36･37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.78m×0.68mの楕円形で、主軸方向はN－11 －゚Eである。確認面からの深さは

0.12mである。東壁は急に、西側はやや緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土が混入することから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は埋土から後期中葉土地造成後と考えられる。性格は不明である。

SK370土坑（遺構第97図、遺物第218図、図版45）

《位置･確認状況》MO35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。
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《規模･形態》平面形は1.08m×0.96mの不整形で、主軸方向はN－18 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.25mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土が多く含まれることから、人為堆積と考えられる。埋土内からは22㎝×

16㎝の礫が１点検出されている。

《出土遺物》埋土から土器破片52点、土器総重量244g、剥片･チップ２点、石器類総重量６gが出土し、

土器破片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。

SK372土坑（遺構第97図、遺物第218図、図版45）

《位置･確認状況》MO44グリッドに位置する。精査中に地山面でSK426と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は2.44m×1.86mの楕円形で、確認面からの深さは0.28mである。主軸方向は

N－77 －゚Ｗである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は若干凸凹があり、硬く締まる。

《埋土》10層に分けた。一括の人為堆積と考えられる。土坑中央部からは10㎝×８㎝～20㎝×16㎝ほ

どの礫が多数検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片82点、土器総重量2,822g、石器４点、剥片･チップ42点、石器類総重量

734gが出土し、土器破片16点、石器類２点を図示した。土器は３点がほぼ完形の状態である。

218-26･27は土坑底面より出土した。218-28･29はスクレイパーである。片面調整により刃部を作出

している。

《時期･所見》埋土からはⅣ８期（後期後葉）の土器片が１点出土している。一方、埋土からはⅣ４期

（後期中葉）の土器が多量に出土した。Ⅳ８期の遺物が遺構の構築時期を示すとすれば、Ⅳ４期の土器

は遺跡内に多量に散布していたであろう過去の土器が埋土に混入したものと考えられる。Ⅳ８期の遺

物が混入とすれば、本遺構はⅣ４期に構築されたものと考えられる。Ⅳ８期の遺物の出土状況が定か

でないことから、いずれとも判断しがたい。性格は、完形に近い小型土器が３点出土しており、一括

の人為堆積であることから土坑墓の可能性が考えられる。

SK373土坑（遺構第97図、遺物第219図、図版46）

《位置･確認状況》MM46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径1.77mの円形で、確認面からの深さは0.36mである。壁はほぼ垂直に立ち上が

り、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。３層は地山土に由来し、１層には礫が含まれることから、一括の人為堆積と

考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片23点、土器総重量594g、石器３点、剥片･チップ18点、石器類総重量

205gが出土し、土器破片４点、石器類２点を図示した。219-1は比較的状態の良い深鉢形土器だが、

出土状況は定かではない。219-5は小形の定角式磨製石斧である。基部側が残存するのみである。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK374土坑（遺構第97図、遺物第219図、図版46）

《位置･確認状況》MK･ML46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.10m、短軸推定0.90mの楕円形と考えられ、確認面からの深さは0.20mで

ある。主軸方向はN－57 －゚Eである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。
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《埋土》単一層である。地山土を含むことから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量32g、剥片１点、石器類総重量４gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK376土坑（遺構第97図、図版46）

《位置･確認状況》MK41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.92m×0.87mのやや不整な円形で、確認面からの深さは0.16mである。壁はほ

ぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山由来土と考えられることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK380土坑（遺構第98図、遺物第219図、図版46）

《位置･確認状況》ML41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.99m×0.91mの円形で、確認面からの深さは0.12mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量６g、剥片１点、石器類総重量41gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》埋土から出土した遺物はⅣ２期（後期前葉）に属するが、本遺構の埋土には黒～黒褐色土

が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が高い。性格は不明である。

SK382土坑（遺構第95図、図版40･41）

《位置･確認状況》LQ･LR49グリッドに位置する。SKF337とSK343を精査中に、土層断面で確認

した。

《規模･形態》他遺構との重複が著しく平面形は不明である。確認面からの深さは0.20mである。壁は

ほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》SK336などに掘り込まれることから、時期はⅣ２期（後期前葉）以前と考えられる。性格

は不明である。

SK389土坑（遺構第98図、遺物第219図、図版47）

《位置･確認状況》LT49グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.41m×0.73mの楕円形で、主軸方向はN－45 －゚Eである。確認面からの深さは

0.69mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。２･３層は塊状の地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量73g、石器２点、剥片６点、石器類総重量5,251gが出

土し、土器破片１点、石器類１点を図示した。219-11はスクレイパーである。片面からの調整によっ
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て刃部を作出している。

《時期･所見》最新の出土遺物がⅣ４期（後期中葉）であり、埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、

後期中葉土地造成後に構築された可能性が高い。性格は不明である。

SK392土坑（遺構第98図、遺物第219図、図版47）

《位置･確認状況》MK･ML41･42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.01m×0.92mの円形で、確認面からの深さは0.29mである。東壁は急に、西壁

はやや緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。すべて地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量94gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK394土坑（遺構第98図、図版47）

《位置･確認状況》MK41･42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.08m×1.05mのやや不整な円形で、確認面からの深さは0.16mである。壁はほ

ぼ垂直に立ち上がり、底面は若干鍋底状で、硬く締まる。土坑上面からは、20㎝×10㎝ほどの礫が２

点検出された。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK395土坑（遺構第98図、図版47）

《位置･確認状況》MK43･44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径0.83mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.21mである。壁はほぼ垂直に立ち

上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK396土坑（遺構第98図、図版47）

《位置･確認状況》ML41･42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.93m×0.74mの楕円形で、主軸方向はN－33 －゚Eである。確認面からの深さは

0.12mである。壁はやや急に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも塊状の地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。
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SK417土坑（遺構第98図、図版48）

《位置･確認状況》LT44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.75m×0.70mのやや不整な円形で、確認面からの深さは0.13mである。壁はほ

ぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、一括した人為堆積と考えられる。土坑中央上面

では32㎝×20㎝の礫を検出した。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、時期は後期中葉土地造成後の構築と考えら

れる。意図的に入れられたと考えられる礫を検出したことに加え、人為堆積であることから土坑墓の

可能性が高い。。

SK418土坑（遺構第98図、遺物第219図、図版48）

《位置･確認状況》LT44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.08m×0.98mの円形で、確認面からの深さは0.24mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がる。底面は鍋底状である。

《埋土》３層に分けた。２･３層は地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。１層の堆積要因は不

明である。

《出土遺物》埋土から土器破片21点、土器総重量671g、石器１点、剥片１点、石器類総重量3,121gが

出土し、土器破片７点、石器類１点を図示した。219-20は縁辺部に微調整を加える剥片である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK426土坑（遺構第97図、遺物第219図、図版48）

《位置･確認状況》MO･MP44グリッドに位置する。精査中に地山面でSK372と重複して確認し

た。

《規模･形態》平面形は1.40m×1.28mの隅丸方形で、主軸方向はN－81 －゚Ｗである。確認面からの深

さは0.32mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まり、東側に段を有する。

《埋土》４層に分けた。３･４層は粒状の地山土を、１･２層は塊状の地山土を含むことから、一括の

人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量74g、剥片･チップ６点、石器類総重量59gが出土し、

土器破片２点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》SK372との重複関係から、Ⅳ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK431土坑（遺構第99図、遺物第219図、図版49）

《位置･確認状況》LT･MA43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.83m×1.23mの楕円形で、主軸方向はN－90 －゚Eである。確認面からの深さは

0.28mである。壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれの層も地山由来土もしくは地山土を含むことから、人為堆積と考えら

れる。１･３層の層界には26㎝×18㎝の扁平な礫を検出した。３層が堆積した段階で礫を入れたもの

と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片16点、土器総重量473g、石器１点、剥片･チップ２点 、石器類総重量
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69gが出土し、土器破片４点、石器類１点を図示した。219-28は基部が平端な石箆である。裏面上位

が大きく膨らみ刃部は丸い。頭部にやや幅のある円刃である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。意図的に入れたと推定される

礫が検出されていることに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK432土坑（遺構第99図、遺物第220図、図版49）

《位置･確認状況》MB51･52グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は2.53m×1.94mの楕円形で、主軸方向はN－71 －゚Eである。確認面からの深さは

0.36mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》８層に分けた。全体的に黒褐色を基調としており、２層は多量に焼土ブロックを含む。全体

に地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片21点、土製品１点、土器類総重量715g、石器３点、剥片31点、石器類

総重量938gが出土し、土器破片６点、土製品破片１点、石器類２点を図示した。220-7は環状土製品

である。220-8･9は、スクレイパーである。220-9は、表面と裏面の片方の縁辺に主として片面からの

調整を施して刃部を作出している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。２層は焼土塊を多量に含むが、

現地性ではなく、他所で形成された焼土が混入したものと考えられる。意図的なものか否かは定かで

はない。遺物は比較的多く出土しているが、明確な被熱痕跡が認められるものはないことから、焼土

と出土遺物には明確な関連性はないと考えられる。焼土や環状土製品が意図的に埋納されたものとす

れば、土坑墓の可能性も考えられる。

SK433土坑（遺構第98図、遺物第220図、図版49）

《位置･確認状況》MB･MC52グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.82m×1.19mの楕円形で、主軸方向はN－37 －゚Eである。確認面からの深さは

0.19mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で西側に段を有する。

《埋土》単一層である。地山土を多く含むことから、人為堆積と考えられる。土坑中位からは10㎝前

後の礫が検出されている。小さい礫のため、意図的に入れたものか否かは定かではない。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量303g、石器２点、剥片･チップ６点、石器類総重量

145gが出土し、土器破片４点、石器類２点を図示した。220-14は凸基有茎鏃であり、先端部が折損し

ている。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK434土坑（遺構第91図、遺物第220図、図版50）

《位置･確認状況》MM42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の土坑が重複している状況

を確認した。

《規模･形態》平面形は1.52m×1.00mの楕円形で、主軸方向はN－28 －゚Ｗである。確認面からの深

さは0.87mである。東壁はほぼ垂直に、ほかは開いて立ち上がる。底面は若干鍋底状で、硬く締ま

る。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。土坑上位には８㎝×

６㎝～18㎝×10㎝ほどの礫が６点検出された。
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《出土遺物》埋土から土器破片49点、土器総重量914g、石器１点、剥片32点、石器類総重量282gが出

土し、土器破片10点、石器類１点を図示した。土器は比較的多く出土したが、いずれも破片であり時

期も様々であることから、埋土に混入したものである可能性が高い。220-26は片側の縁辺部に二次加

工の有る剥片である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。土坑内から礫がまとまって検出さ

れたことに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK436土坑（遺構第91図）

《位置･確認状況》MM43グリッドに位置する。精査中に地山面でSK197･434と重複して確認した。

《規模･形態》ほかの遺構に掘り込まれるため残存状況は悪いが、残存部分から平面形は長軸0.79mと

考えられる。主軸方向はN－70 －゚Eである。確認面からの深さは0.34mである。壁はやや開いて立ち

上がる。底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》重複関係と埋土から、後期中葉土地造成後の構築と考えられる。性格は不明である。

SK437土坑（遺構第99図、図版50）

《位置･確認状況》MM44･45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸0.91m、短軸推定約0.80mの楕円形で、主軸方向はN－27 －゚Ｗである。確

認面からの深さは0.35mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。地山土を含む層が多いことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK438土坑（遺構第99図、遺物第220図、図版50）

《位置･確認状況》MK･ML45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.13m×0.65mの楕円形で、主軸方向はN－19 －゚Eである。確認面からの深さは

0.44mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。３層は地山由来土であり、１･２層は粒状の地山土を含む。一括の人為堆積と

考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量68g、石器１点、剥片･チップ６点、石器類総重量39g

が出土し、土器破片３点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK439土坑（遺構第100図、遺物第221図、図版51）

《位置･確認状況》MK41グリッドに位置する。精査中に地山面でSK440と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は1.22m×0.89mの不整な楕円形で、主軸方向はN－64 －゚Ｗである。確認面から

の深さは0.36mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》２層に分けた。１層は塊状の地山土を含む。２層からは礫が検出された。一括の人為堆積と

考えられる。
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《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量79g、石器２点、剥片･チップ２点、石器類総重量

1,767gが出土し、土器破片１点、石器類１点を図示した。221-2は大きな敲打痕がある凹石である。

《時期･所見》SK440を掘り込んで構築されることから、Ⅳ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は

不明である。

SK440土坑（遺構第100図、遺物第221図、図版51）

《位置･確認状況》MK40･41グリッドに位置する。精査中に地山面でSK439と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.23m、短軸推定1.10mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－80 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.29mである。壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片14点、土器総重量304g、剥片２点、石器類総重量100gが出土し、土器

破片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK441土坑（遺構第100図、遺物第221図、図版51）

《位置･確認状況》MK40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.93m×0.82mの不整な楕円形で、主軸方向はN－83 －゚Eである。確認面からの

深さは0.41mである。北壁は緩やかに、南壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まり、南

側に低く傾斜している。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量131g、石器１点、剥片･チップ２点、石器類総重量

1,719gが出土し、土器破片２点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK442土坑（遺構第100図、図版98）

《位置･確認状況》MJ･MK41グリッドに位置する。精査中に地山面でSKF377と重複して確認し

た。

《規模･形態》平面形は長軸1.04m、短軸推定約0.80mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－42 －゚Eで

ある。確認面からの深さは0.48mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱であ

る。

《埋土》２層に分けた。１層は地山土を含み、２層は地山由来土であることから、一括の人為堆積と

考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK444土坑（遺構第100図、図版50）

《位置･確認状況》MN42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.80m×0.73mの円形で、確認面からの深さは0.54mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がる。底面は平坦でやや軟弱であり、南東側に低く傾斜している。

《埋土》２層に分けた。どちらも塊状の地山土を多量に含むことから、一括の人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量８g、剥片２点、石器類総重量15gが出土した。いず

れも小片のため出土遺物は図化していない。

《時期･所見》SB1006より新しいことから、時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

SK445土坑（遺構第99図、遺物第221図、図版51）

《位置･確認状況》LT37･38グリッドに位置する。ST101の土層断面観察用の試掘坑を精査したところ、

ST101の64層上面で掘り込みを確認し、遺構と認定した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.20m、短軸0.94mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－44 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.49mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》６層に分けた。２･４･６層は地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量231g、石器１点、石器類総重量1,000gが出土し、土

器破片２点、石器類１点を図示した。221-8は片面と縁辺に敲打痕が残る凹石である。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ５期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK449土坑（遺構第100図、図版51）

《位置･確認状況》MC50グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.11m×0.60mの楕円形で、主軸方向はN－56 －゚Eである。確認面からの深さは

0.18mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。地山土は含まれないが、小礫が数点混入することから、人為堆積と考えられ

る。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量20gが出土した。小片のため図化していない。

《時期･所見》埋土が黒褐色土であることから後期中葉土地造成前の構築の可能性が考えられる。隣

接するSK432･433と同時期とすればⅣ２期（後期前葉）以降の可能性が推測される。性格は不明であ

る。

SK450土坑（遺構第100図、図版52）

《位置･確認状況》MC51グリッドに位置する。精査中に基本層序Ⅰ層で確認した。

《規模･形態》平面形は0.87m×0.76mの楕円形で、主軸方向はほぼ真北である。確認面からの深さは

0.21mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》５層に分けた。いずれも黒褐色土を基調とし、地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土が黒褐色土であることから後期中葉土地造成前の構築の可能性が考えられる。隣

接するSK432･433と同時期とすれば、Ⅳ２期（後期前葉）以降の可能性が推測される。性格は不明で

ある。

SK456土坑（遺構第100図、図版52）

《位置･確認状況》MK37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.07m×0.70mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－10 －゚Eである。確認面か

らの深さは0.09mである。壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。
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《時期･所見》埋土が黒褐色土であることから後期中葉土地造成前に構築された可能性が考えられる。

性格は不明である。

SK458土坑（遺構第101図、図版102）

《位置･確認状況》MI36グリッドに位置する。精査中に地山面でSKF457と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.32m、短軸推定１mの楕円形と考えられる。主軸方向はN－60 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.16mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は東側は根による撹乱を受

けているが、平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》遺物が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲には縄文時代Ⅳ期（後期）の

遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期の可能性が高い。性格は不明である。

SK459土坑（遺構第101図、遺物第221図、図版134）

《位置･確認状況》MI36グリッドに位置する。精査中に地山面でSKQ367と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は0.91m×0.60mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－29 －゚Ｗである。確認面

からの深さは0.37mである。壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量23gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》SKQ367の重複関係からⅣ６期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK460土坑（遺構第101図、遺物第221図、図版52）

《位置･確認状況》LN･LO52･53グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.55m×1.12mの楕円形で、主軸方向はN－12 －゚Eである。確認面からの深さは

0.87mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》13層に分けた。土坑中位に10㎝×６㎝～22㎝×20㎝ほどの礫を含み、ほとんどの層に塊状の

地山土や粒状の地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片18点、土器総重量322g、石器３点、剥片６点、石器類総重量2,960gが

出土し、土器破片４点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。礫がまとまって含まれること

に加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK467土坑（遺構第92図、遺物第221図、図版38）

《位置･確認状況》ME33･34グリッドに位置する。精査中に地山面でSK230と重複して確認した。

《規模･形態》他の遺構や撹乱と重複するため平面形は定かではないが、残存部分から長軸推定約

0.95m、短軸推定約0.85mの楕円形と考えられる。主軸方向はN－７ －゚Eで、確認面からの深さは

0.46mである。壁はやや開いて立ち上がる。底面は鍋底状で、やや軟弱である。

《埋土》２層に分けた。どちらも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片38点、土器総重量1,065g、剥片１点、石器類総重量18gが出土し、土器

破片６点を図示した。221-20･23は同一個体の深鉢形土器であり、221-23の内面には粉状の赤色顔料

が全面に付着する。ベンガラ容器と推定される。同一個体片が10点程度出土している。
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《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。ベンガラ容器

片が出土しており、意図的に入れられたものとすれば副葬品の可能性があるが、出土状況が不明のた

め意図的に入れられたものか否かは判断しがたい。

SK469土坑（遺構第101図、遺物第221図、図版52）

《位置･確認状況》ML43･44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定１m、短軸0.67mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－29 －゚Eで

ある。確認面からの深さは0.49mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱で

ある。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量70g、剥片１点、石器類総重量６gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》出土土器破片のうち最も時期が新しいのはⅣ２期（後期前葉）であるが、埋土に黒～黒褐

色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が高い。性格は不明である。

SK471土坑（遺構第91図、図版53）

《位置･確認状況》ML･MM42グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況

を確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.20m、短軸0.51mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－29 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.96mである。南壁はやや緩やかに、そのほかはほぼ垂直に立ち上がる。底

面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》８層に分けた。ほとんどの層で地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量59gが出土した。出土遺物は図化していない。

《時期･所見》時期は埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可

能性が高い。性格は不明である。

SK472土坑（遺構第101図、図版53）

《位置･確認状況》LR49グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.93m×0.71mの楕円形で、主軸方向はN－46 －゚Eである。確認面からの深さは

0.28mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可

能性が高い。性格は不明である。

SK476土坑（遺構第102図、遺物第222図、図版54）

《位置･確認状況》LR51グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定約1.40m、短軸1.01mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－25 －゚Ｗで

ある。確認面からの深さは0.38mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山由来土もしくは地山土を含むことから、一括の人為堆積と考え

られる。
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《出土遺物》埋土から土器破片24点、土器総重量682g、石器２点、剥片･チップ21点、石器類総重量

156gが出土し、土器破片10点、石器類１点を図示した。222-11はスクレイパーである。片面からの調

整によって刃部を作出している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK477土坑（遺構第103図、図版54）

《位置･確認状況》MM43･44グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑

を掘削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》重複する遺構が多いため、残存状況が悪い。残存部分で確認できる平面形は、長軸

1.61mで楕円形もしくは不整形と考えられる。確認面からの深さは0.60mである。壁はほぼ垂直に立ち

上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。１･２層は地山土を含む。最下層である３層は黒褐色土で土坑底面に薄く堆積

していることから、表土由来の堆積層である可能性のほかに、土坑内に入れられていた何らかの有機

物が腐食して堆積した可能性も考えられる。土坑上位からは12㎝×８㎝ほどの礫が４点検出された。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒褐色土が含まれるが、由来が定かでないため埋土による時期特定は困難である。

周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期である可能性が高い。

礫がまとまって検出されたことに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK478土坑（遺構第103図、図版54）

《位置･確認状況》MM43･44グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑

を掘削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は1.44m×0.99mの楕円形で、主軸方向はN－32 －゚Eである。確認面からの深さは

0.72mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》６層に分けた。１～５層は地山土を含む。最下層である６層は黒褐色土で土坑底面に薄く堆

積していることから、表土由来の堆積層である可能性のほかに、土坑内に入れられていた何らかの有

機物が腐食して堆積した可能性も考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒褐色土が含まれるが、由来が定かでないため、埋土による時期判断は困難であ

る。周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期である可能性が高

い。性格は不明である。

SK484土坑（遺構第102図、遺物第222図、図版54）

《位置･確認状況》MA50･51グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.29m×1.01mの楕円形で、主軸方向はN－54 －゚Eである。確認面からの深さは

0.17mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量31g、石器２点、剥片･チップ３点、石器類総重量

204gが出土し、石器類１点を図示した。222-12はスクレイパーと考えられる。片面からの調整によっ

て刃部を作出しており、折損している。
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《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK486土坑（遺構第102図、遺物第222図、図版55）

《位置･確認状況》ML･MM43グリッドに位置する。精査中に地山面でSK487と重複して確認し

た。

《規模･形態》平面形は1.52m×1.00mの楕円形で、主軸方向はN－80 －゚Eである。確認面からの深さは

0.84mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。土坑底

面付近では30㎝×22㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片35点、土製品１点、土器類総重量375g、石器１点、剥片10点、石器類

総重量121gが出土し、土器破片４点、土製品１点、石器類１点を図示した。222-19は円盤状土製品で

ある。出土状況は定かではない。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。礫が検出されたこと、一括の

人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。土坑墓とすれば、出土した円盤状土製品は

副葬品の可能性も考えられる。

SK487土坑（遺構第102図、遺物第222図、図版55）

《位置･確認状況》ML42･43グリッドに位置する。精査中に地山面でSK486と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.85mの円形と推定され、確認面からの深さは0.66mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がる。底面は鍋底状と考えられ、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土由来であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量92gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK491土坑（遺構第102図、図版55）

《位置･確認状況》MA･MB47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定約1.00m、短軸0.58mの楕円形で、主軸方向はN－60 －゚Eである。確認

面からの深さは0.30mである。壁は開いて立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK497土坑（遺構第102図、遺物第222図、図版55）

《位置･確認状況》MB48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.80m×0.60mの楕円形で、主軸方向はN－63 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.13mである。壁は開いて立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》２層に分けた。１層は地山漸移層由来土、２層は地山由来土であることから、一括の人為堆

積と考えられる。土坑上面では20㎝×10㎝～15㎝×15㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量137gが出土し、３点を図示した。
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《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK500土坑（遺構第102図、遺物第222図、図版56）

《位置･確認状況》MM34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.30m×0.94mの楕円形で、主軸方向はN－35 －゚Eである。確認面からの深さは

0.12mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも炭化物を多量に含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量16g、石器１点、剥片２点、石器類総重量41gが出土

し、土器破片１点、石器類１点を図示した。222-25は剥片を素材とした石核である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK507土坑（遺構第102図、遺物第222図、図版57）

《位置･確認状況》ML34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.88m×0.82mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.40mである。底面東側には

ピットを有する。ピットの平面形は0.16m×0.12mの楕円形で、深さは土坑底面から0.06mである。壁

はほぼ垂直に立ち上がる。底面はピットに向かい低く傾斜している。

《埋土》土層断面図が作成されていないため、不明である。土坑中位で24㎝×24㎝の角礫やこぶし大

の円礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量124gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。礫がまとまって検出されたこ

とに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK509土坑（遺構第102図、遺物第222図、図版56）

《位置･確認状況》MC47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.34m×0.68mの楕円形で、主軸方向はN－82 －゚Eである。確認面からの深さは

0.38mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》４層に分けた。いずれも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量12gが出土し１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４～５期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK510土坑（遺構第103図、図版56）

《位置･確認状況》MJ･MK37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径0.90mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.22mである。壁はほぼ垂直に立ち

上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土が黒褐色土であることから、後期中葉土地造成前の構築と考えられる。性格は不明

である。

SK513土坑（遺構第88図、遺物第223図、図版33）

《位置･確認状況》MM･MN40グリッドに位置する。精査中に地山面でSK157と重複して確認した。
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《規模･形態》平面形は長軸1.19m、短軸推定1.05mの隅丸長方形と推定され、主軸方向はN－12 －゚Ｗで

ある。確認面からの深さは0.18mである。壁はやや開いて立ち上がる。底面はほぼ平坦で硬く締ま

る。

《埋土》地山土を多く含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片40点、土器総重量753g、剥片８点、石器類総重量34gが出土し、土器破

片８点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK516土坑（遺構第104図、図版57）

《位置･確認状況》MI34グリッドに位置する。精査中に地山面でSK517、SKF515と重複して確認し

た。

《規模･形態》平面形は0.78m×0.60mの楕円形で、主軸方向はN－82 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.32mである。壁はやや急に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。２層は塊状の地山土を、１･３層は粒状の地山土を含むことから、一括の人為

堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒褐色土が含まれることから、後期中葉土地造成前に構築されたと考えられる。

性格は不明である。

SK517土坑（遺構第104図、図版57）

《位置･確認状況》MI34グリッドに位置する。精査中に地山面でSK516と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は0.78m×0.60mの楕円形で、主軸方向はN－22 －゚Eである。確認面からの深さは

0.20mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量20g、チップ１点、石器類総重量３gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築されたと考えら

れる。性格は不明である。

SK519土坑（遺構第90図、遺物第223図、図版57）

《位置･確認状況》MD･ME32グリッドに位置する。精査中に地山面でSK173と重複して確認し

た。

《規模･形態》平面形は1.54m×0.54mの長楕円形で、主軸方向はN－67 －゚Eである。確認面からの深

さは0.56mである。壁は北西側が開いて、ほかはほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦でやや軟弱で

ある。

《埋土》３層に分けた。１･３層は塊状の地山土を含み、２層は地山由来土であることから、一括の人

為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片27点、土器総重量919g、石器３点、剥片･チップ８点、石器類総重量

111gが出土し、土器破片７点、石器類２点を図示した。223-16は長い錐部を作出する石錐である。

223-17はスクレイパーである。片面からの調整によって刃部を作出している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。
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SK520土坑（遺構第103図、遺物第223図、図版57）

《位置･確認状況》ME33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.83m×0.78mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.29mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑底面付

近では20㎝×16㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片28点、土器総重量782g、剥片２点、石器類総重量８gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK523土坑（遺構第104図、遺物第223図、図版58）

《位置･確認状況》MI32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.32m×1.06mの不整楕円形で、主軸方向はN－22 －゚Eである。深さは確認面よ

り0.43mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。底面付近か

らは14㎝×12㎝の礫が検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片69点、土器総重量867g、石器２点、剥片５点、石器類総重量148gが出

土し、土器破片９点、石器類２点を図示した。223-30は横型の石匙であり、両面からの調整によって

刃部を作出する。223-31はスクレイパーである。両面からの調整によって刃部を作出しており、先端

は折損している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK525土坑（遺構第103図、図版58）

《位置･確認状況》ME47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.22m×0.56mの楕円形で、主軸方向はN－71 －゚Eである。確認面からの深さは

0.36mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は西側に低く傾斜している。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK528土坑（遺構第104図、図版58）

《位置･確認状況》ME47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.44m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－75 －゚Eである。確認面からの深さは

0.44mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山由来であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。
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SK530土坑（遺構第104図、遺物第224図、図版58）

《位置･確認状況》MH･MI32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.10m×0.92mの楕円形で、主軸方向はN－12 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.46mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山由来であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量68g、剥片１点、石器類総重量６gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK533土坑（遺構第104図、遺物第224図、図版59）

《位置･確認状況》ME46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.15m、短軸0.74mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－72 －゚Eである。確

認面からの深さは0.74mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも塊状の地山土を多量に含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量32g、石器１点、剥片２点、石器類総重量10gが出土

し、土器破片２点、石器類１点を図示した。224-4は両面に丁寧な調整を施している異形石器である。

出土状況は明確でない。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK534土坑（遺構第104図、図版59）

《位置･確認状況》ME46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.89m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－57 －゚Eである。確認面からの深さは

0.38mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。１層は塊状の地山土を含み、２層は地山由来土であることから、一括の人為

堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から剥片１点、石器類総重量15gが出土した。

《時期･所見》埋土から、後期中葉土地造成後の構築と考えられる。性格は不明である。

SK536土坑（遺構第105図、遺物第224図、図版60）

《位置･確認状況》MG35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.35m、短軸推定1.28mのほぼ円形と考えられる。壁はほぼ垂直に立ち上が

り、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と推定する。底面付近では

34㎝×24㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量173g、剥片１点、石器類総重量11gが出土し、底部破

片２点を図示した。224-6はアスファルトが内面に付着していることから、アスファルト容器と考え

られる。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。底面で意図的に入れたと思わ

れる礫を検出したこと、埋土が人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。
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SK538土坑（遺構第104図、図版59）

《位置･確認状況》MC46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.34m×0.61mの楕円形で、主軸方向はN－47 －゚Eである。確認面からの深さは

0.41mである。

《埋土》２層に分けた。どちらも塊状の地山土を多量に含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK541土坑（遺構第105図、遺物第224図、図版59）

《位置･確認状況》MH･MI34･35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.25m×0.67mの楕円形で、主軸方向はN－70 －゚Eである。確認面からの深さは

0.41mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量198g、石器１点、剥片３点、石器類総重量50gが出土

し、土器破片３点、石器類１点を図示した。224-10はスクレイパーである。器面全体に丁寧な調整を

加えている。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK543土坑（遺構第105図、遺物第224図、図版60）

《位置･確認状況》MF46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.58m×0.69mの楕円形で、主軸方向はN－59 －゚Eである。確認面からの深さは

0.53mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量82g、剥片１点、石器類総重量15gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ３期（後期前葉～中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK544土坑（遺構第105図、遺物第224図、図版60）

《位置･確認状況》ME46、MF45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.65m×0.95mの楕円形で、確認面からの深さは0.35mである。主軸方向は

N－62 －゚Eである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。土坑上面では

33㎝×24㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から石器１点、石器類総重量55gが出土し、図示した。224-14はスクレイパーであり、

両面からの小さく粗い調整によって刃部を作出している。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後の構築と推定される。

遺構上面で礫を検出したことや、人為堆積であることから土坑墓の可能性が考えられる。

SK545土坑（遺構第105図、遺物第224図）

《位置･確認状況》MF47、MG46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。
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《規模･形態》平面形は1.79m×1.06mの楕円形で、主軸方向はN－42 －゚Eである。確認面からの深さは

0.85mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》８層に分けた。地山土を含む層が多いことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片26点、土器総重量479g、石器１点、剥片３点、石器類総重量88gが出土

し、土器破片４点、石器類１点を図示した。224-19はスクレイパーである。片面調整により刃部を作

出している。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK548土坑（遺構第106図、図版60）

《位置･確認状況》MF47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.97m×0.53mの楕円形で、主軸方向はN－56 －゚Eである。確認面からの深さは

0.24mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から石器１点、剥片１点、石器類総重量41gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK556土坑（遺構第106図、図版60）

《位置･確認状況》MG46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約1.10mのほぼ円形と考えられ、確認面からの深さは0.78mである。北壁はほ

ぼ垂直に、南壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。土坑内

では38㎝×36㎝ほどの礫を検出した。

《出土遺物》埋土から剥片２点、石器類総重量22gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK562土坑（遺構第106図、遺物第224図、図版61）

《位置･確認状況》MG･MH46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で遺構数基が重複している状

況を確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.25m、短軸0.90mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－60 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.76mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》10層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量46g、剥片７点、石器類総重量30gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK564土坑（遺構第106図、図版61）

《位置･確認状況》MD38グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構と重複している状況を確

認した。
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《規模･形態》平面形は長軸1.00mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－88 －゚Ｗである。確認面からの

深さは0.27mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は若干鍋底状で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土が含まれることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK565土坑（遺構第106図、図版61）

《位置･確認状況》MD38グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構と重複している状況を確

認した。

《規模･形態》他の遺構に掘り込まれるため平面形は不明であるが、短軸0.56mの楕円形と考えられる。

主軸方向はN－57 －゚Ｗである。 確認面からの深さは0.16mである。

《埋土》単一層である。地山土が含まれることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK566土坑（遺構第106図、図版61）

《位置･確認状況》MD38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.00m×0.50mの楕円形で、主軸方向はN－17 －゚Eである。確認面からの深さは

0.32mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》SK584を掘り込んで構築されることから、本遺構の時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考え

られる。性格は不明である。

SK571土坑（遺構第106図、遺物第224図、図版61）

《位置･確認状況》MC･MD37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.20m×0.90mの楕円形で、主軸方向はN－74 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.42mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。４層は地山土に由来しており、その他の層には地山土を含む。一括の人為堆

積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量192g、石器１点、剥片２点、石器類総重量27gが出土

し、土器破片３点、石器類１点を図示した。224-24はやや大形の石鏃で基部は折損している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK574土坑（遺構第107図、図版61）

《位置･確認状況》ME45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.36m×0.55mの楕円形で、主軸方向はN－33 －゚Eである。確認面からの深さは

0.56mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は西側に低く傾斜しており、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK575土坑（遺構第89図、遺物第224図、図版34･35）

《位置･確認状況》MM･MN42グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況

を確認した。

《規模･形態》SK577に掘り込まれるため平面形は判然としない。残存部分から短軸は1.16mで平面形

は楕円形と推測する。確認面からの深さは0.88mである。 主軸方向はほぼ真北である。壁はやや開い

て立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片22点、土器総重量36g、剥片７点、石器類総重量52gが出土し、土器破

片５点、石器類１点を図示した。224-30は縁辺部に使用痕が有る剥片である。

《時期･所見》本遺構はSK159を掘り込んで構築されることから、本遺構の時期はⅣ７～８期（後期後

葉）と考えられる。性格は不明である。

SK576土坑（遺構第89図、遺物第225図、図版34･35）

《位置･確認状況》MM･MN43グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況

を確認した。

《規模･形態》平面形は径約1.35mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.24mである。壁は開いて立ち上

がり、底面は鍋底状である。

《埋土》単一層である。地山土が含まれることから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片20点、土器総重量77g、剥片･チップ７点、石器類総重量24gが出土し、

土器破片４点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSK577を掘り込んで構築されることから、本遺構の時期はⅣ８期（後期後葉）と

考えられる。性格は不明である。

SK577土坑（遺構第89図、遺物第225図、図版34･35）

《位置･確認状況》MM･MN42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している

状況を確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定3.00m、短軸1.06mの楕円形で、主軸方向はN－71 －゚Ｗである。確認

面からの深さは0.56mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片18点、土器総重量433gが出土し、７点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK578土坑（遺構第89図、遺物第225図、図版34･35）

《位置･確認状況》MN43グリッドに位置する。精査中に地山面で重複した数基の遺構を確認した。

《規模･形態》平面形は、径約1.40mのほぼ円形で、深さは0.48mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。

底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山由来土であることから一括の人為堆積と考えられる。３･４層で
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は多数の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片32点、土器総重量638g、剥片･チップ７点、石器類総重量47gが出土し、

土器破片８点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSK577を掘り込むことから、時期はⅣ８期（後期後葉）と考えられる。礫が多数

検出されたことに加え、人為堆積であることから土坑墓の可能性が考えられる。

SK579土坑（遺構第107図、図版62）

《位置･確認状況》MH33グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は1.88m×0.83mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－11 －゚Eである。確認面か

らの深さは0.12mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。すべての層に地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒褐色土を含むことから、後期中葉土地造成前の構築と推測される。性格は不明

である。

SK580土坑（遺構第103図、図版54）

《位置･確認状況》MM44グリッドに位置する。SK478を精査中に北東側にさらに１基の土坑を確認し

た。

《規模･形態》平面形は1.04m×0.64mで楕円形と考えられ、主軸方向はN－71 －゚Eである。深さは確認

面より0.98mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》土層断面図が作成されていないため不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》出土遺物がなく、埋土も不明のため、時期は判然としない。周囲にはⅣ期（後期）の遺物

が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定される。性格は不明である。

SK583土坑（遺構第107図、図版62）

《位置･確認状況》MN42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.10m、短軸0.62mの楕円形で、主軸方向はN－76 －゚Ｗである。確認

面からの深さは0.50mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから後期中葉土地造成後の構築と考えられる。性

格は不明である。

SK584土坑（遺構第106図、遺物第225図、図版61）

《位置･確認状況》MD38グリッドに位置する。精査中に地山面でSK566と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は0.60m×0.39mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－55 －゚Eである。確認面から

の深さは0.40mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考られる。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量79g、剥片１点、石器類総重量９gが出土し、土器破
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片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK585土坑（遺構第107図、図版62）

《位置･確認状況》MC･MD38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.85mの円形で、確認面からの深さは0.40mである。壁はほぼ垂直に立ち上

がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSB1123P1を掘り込んで構築されることから、Ⅳ８期（後期後葉）と考えられる。

性格は不明である。

SK586土坑（遺構第107図、図版62）

《位置･確認状況》ME･MF45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.74m×1.66mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.64mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山由来土であることから一括の人為堆積と考えられる。１層と底

面では礫を検出した。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れたと思われる礫を検出したことや、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が

考えられる。

SK587土坑（遺構第107図、図版63）

《位置･確認状況》ME44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.24m×0.60mの楕円形で、主軸方向はN－59 －゚Eである。確認面からの深さは

0.30mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK588土坑（遺構第108図、遺物第225図、図版63）

《位置･確認状況》MF44グリッドに位置する。SKQ287を精査中に断面で確認した。

《規模･形態》SKQ287に大きく掘り込まれるため平面形は不明であるが、残存部分から径1.46mの円形、

もしくは楕円形であると考えられる。確認面からの深さは0.36mである。壁は緩やかに立ち上がる。

底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山由来土であることから人為堆積と考えられる。１･２層境界には

こぶし大の礫が２点検出されている。１･２層の堆積には明確な時間差は認められないことから、礫

は埋土の堆積と一連の過程で含まれたものと考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片50点、土器総重量635g、剥片３点、石器類総重量24gが出土し、土器破
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片８点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK591土坑（遺構第107図、遺物第225図、図版63）

《位置･確認状況》ML44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径1.00mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.39mである。壁はほぼ垂直に立ち

上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。４･５層は地山土に由来し、１～３層は地山土を含むことから、一括の人為堆

積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量79g、石器１点、石器類総重量334gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK600土坑（遺構第108図、遺物第225図、図版63）

《位置･確認状況》MD34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.97m×0.92mのやや不整な円形で、確認面からの深さは0.30mである。壁はほ

ぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。１～４層は地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。５層は壁

の崩落土であると考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片17点、土器総重量578g、剥片３点、石器類総重量63gが出土し、土器破

片７点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK602土坑（遺構第108図、遺物第226図、図版63･64）

《位置･確認状況》MM･MN37グリッドに位置する。精査中に地山面でSK608と重複している状況を確

認した。

《規模･形態》平面形は1.53m×1.34mの楕円形で、主軸方向はN－23 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.37mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土が含まれることから、一括の人為堆積と考えられる。底面付

近からは礫が数点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片28点、土製品１点、土器類総重量586g、石器３点、剥片９点、石器類

総重量2,810gが出土し、土器破片５点、土製品１点、石器類１点を図示した。226-6は環状土製品で

ある。226-7は使用痕有る剥片で折損している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７～８期（後期後葉）と考えられる。底面付近から礫が検出されて

おり、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK603土坑（遺構第108図、遺物第226図）

《位置･確認状況》MF37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸２m以上、短軸1.38mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－10 －゚Ｗである。

確認面からの深さは0.24mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量77g、剥片２点、石器類総重量12gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK605土坑（遺構第108図、遺物第226図、図版64）

《位置･確認状況》MG36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は、長軸推定1.45m、短軸0.84mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－90 －゚Eであ

る。確認面からの深さは0.64mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量25g、石器１点、石器類総重量15gが出土し、土器

破片２点、石器類１点を図示した。226-12はスクレイパーである。片面調整により刃部を作出し

ている。

《時期･所見》SB928P２は本遺構を掘り込んで構築されることから、Ⅳ７期（後期後葉）以前と判断で

きる。性格は不明である。

SK606土坑（遺構第108図、遺物第226図、図版64）

《位置･確認状況》MD34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.98m×0.72mの楕円形で、主軸方向はN－45 －゚Eである。確認面からの深さは

0.14mである。壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は平坦で硬く締まっており、西側に緩やかに低く

傾斜している。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑上面で

は30㎝×20㎝ほどの礫を２点検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量506gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。意図的に入れられたと推定さ

れる礫を検出したことや、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK608土坑（遺構第108図、遺物第226図、図版64）

《位置･確認状況》MN37グリッドに位置する。精査中に地山面でSK602と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は、径0.62mのほぼ円形と考えられ、確認面からの深さは0.12mである。壁はほぼ

垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土が含まれることから、人為堆積と考えられる。上面で20㎝×18㎝の礫

を１点検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量52g、石器２点、剥片２点、石器類総重量1,439gが出

土し、土器破片２点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSK602を掘り込んでいることから、本遺構の時期はⅣ７～８期（後期後葉）と考

えられる。性格は不明である。

SK609土坑（遺構第92図、遺物第226図）

《位置･確認状況》MG36･37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》撹乱により残存状況が悪く、平面形は不明である。確認面からの深さは0.32mである。

壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は丸みを帯びる。
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《埋土》２層に分けた。２層は塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量201g、剥片２点、石器類総重量19gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK611土坑（遺構第109図、遺物第226図、図版64･65）

《位置･確認状況》MN44グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は他の遺構と重複するため不明である。確認面からの深さは0.50mである。壁は

ほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量72g、剥片１点、石器類総重量12gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK612土坑（遺構第109図、遺物第226図、図版64･65）

《位置･確認状況》MM･MN44グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑

を掘削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は0.89m×0.60mの楕円形で、主軸方向はN－33 －゚Eである。確認面からの深さは

0.41mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》４層に分けた。地山土を含む層が多く、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量55gが出土し、４点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK613土坑（遺構第109図、遺物第226図、図版64･65）

《位置･確認状況》MM･MN44･45グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試

掘坑を掘削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は短軸約0.60mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－77 －゚Ｗである。確認面から

の深さは0.82mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。１～４層は地山土を含む層が多く、５層は地山由来土である。一括の人為堆

積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片15点、土器総重量118g、剥片１点、石器類総重量５gが出土し、土器破

片４点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK614土坑（遺構第109図、遺物第226図、図版64･65）

《位置･確認状況》MM44･45グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑

を掘削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.74m、短軸推定0.41mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－57 －゚Ｗ

である。確認面からの深さは0.87mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量106gが出土し、４点を図示した。

《時期･所見》出土遺物とSK627との重複関係から、本遺構の構築時期はⅣ８期（後期後葉）と考えられ

る。性格は不明である。

SK618土坑（遺構第109図、遺物第226図、図版65）

《位置･確認状況》MF･MG38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は短軸1.38mの楕円形と考えられる。主軸方向はN－80 －゚Ｗである。確認面から

の深さは0.41mである。壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は西側に低く傾斜し、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片57点、土器総重量514g、石器１点、石器類総重量６gが出土し、土器破

片４点、石器類１点を図示した。226-34は片面調整により刃部を作出するスクレイパーである。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK621土坑（遺構第109図、図版66）

《位置･確認状況》MC42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.17m、短軸0.97mの楕円形で、主軸方向はN－78 －゚Ｗである。確認

面からの深さは0.58mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》７層に分けた。ほとんどの層で塊状または粒状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と

考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量89g、剥片３点、石器類総重量24gが出土した。

《時期･所見》周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く構築されることから、本遺構の構築時期も同時期の可能

性が高い。性格は不明である。

SK623土坑（遺構第109図、遺物第227図、図版65）

《位置･確認状況》MC･MD35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.39m×0.76mの楕円形で、主軸方向はN－10 －゚Eである。確認面からの深さは

0.54mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片29点、土器総重量463g、剥片･チップ２点、石器類総重量９gが出土し、

土器破片３点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK626土坑（遺構第110図、図版66）

《位置･確認状況》MC42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.04m×0.85mの楕円形で、主軸方向はN－74 －゚Eである。確認面からの深さは

0.84mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は東側に低く傾斜している。

《埋土》２層に分けた。１層は地山土を含み、２層は地山由来土である。一括の人為堆積と考えられ

る。２層では30㎝×18㎝の礫を検出した。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。検出された礫は大きいことから埋土に混入することは考えがたく、意図的に入れたものと考え
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られる。また埋土が人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK627土坑（遺構第109図、遺物第227図、図版65）

《位置･確認状況》MM45グリッドに位置する。プランが不明瞭であったため試掘坑を掘削し、土層断

面の観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.00m、短軸推定0.70mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－65 －゚Ｗ

である。確認面からの深さは0.63mである。 壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締ま

る。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量27g、チップ３点、石器類総重量６gが出土し、土器

破片１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK629土坑（遺構第110図、遺物第227図、図版66）

《位置･確認状況》ME36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.60m、短軸1.04mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－43 －゚Ｗ

である。確認面からの深さは0.30mである。壁はやや急に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締ま

る。

《埋土》６層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片25点、土器総重量219g、石器１点、石器類総重量395gが出土し、土器

破片４点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK631土坑（遺構第110図、遺物第227図、図版66）

《位置･確認状況》MD･ME42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.55m×0.66mの楕円形で、主軸方向はN－38 －゚Eである。確認面からの深さは

0.43mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は若干鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量17gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK632土坑（遺構第110図、遺物第227図、図版66）

《位置･確認状況》ME42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.37m×0.77mの楕円形で、主軸方向はN－61 －゚Eである。確認面からの深さは

0.14mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山漸移層由来土であることから、人為堆積土と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量29gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK633土坑（遺構第110図、図版67）

《位置･確認状況》ME42･43グリッドに位置する。精査中に地山面を確認した。

《規模･形態》平面形は1.26m×0.58mの楕円形で、主軸方向はN－48 －゚Eである。確認面からの深さは
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0.28mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から剥片１点、石器類総重量81gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK634土坑（遺構第110図、図版68）

《位置･確認状況》ME42･43、MF42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.20m×0.46mの楕円形で、主軸方向はN－61 －゚Eである。確認面からの深さは

0.20mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。 底面は若干鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK635土坑（遺構第110図、図版67）

《位置･確認状況》MD･ME43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は、長軸推定1.40m、短軸0.57mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－38 －゚Eであ

る。確認面からの深さは0.12mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山漸移層由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK637土坑（遺構第105図、図版67）

《位置･確認状況》MF･MG46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.82m×0.50mの楕円形で、主軸方向はN－56 －゚Eである。確認面からの深さは

0.42mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK638土坑（遺構第105図、図版67）

《位置･確認状況》MF46･47、MG46グリッドに位置する。SK637を精査中に断面観察により確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.90m、短軸0.66mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－56 －゚Eであ

る。確認面からの深さは0.58mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は若干鍋底状で、硬く締

まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも粒状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が
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高い。性格は不明である。

SK639土坑（遺構第110図、遺物第227図、図版67）

《位置･確認状況》ME･MF42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.80m×1.24mの楕円形で、主軸方向はN－50 －゚Eである。確認面からの深さは

0.30mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量69gが出土し、４点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK640土坑（遺構第111図、遺物第227図、図版68）

《位置･確認状況》ME･MF43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.66m×0.97mの楕円形で、主軸方向はN－59 －゚Eである。確認面からの深さは

0.39mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量12gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK641土坑（遺構第111図、図版68）

《位置･確認状況》ME･MF42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.84m×1.11mの楕円形で、主軸方向はN－48 －゚Eである。確認面からの深さは

0.30mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量88gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK644土坑（遺構第111図、図版68）

《位置･確認状況》MF43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.34m×0.68mの楕円形で、主軸方向はN－74 －゚Eである。確認面からの深さは

0.41mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。２･３層は地山土を、１層は塊状の地山土を多量に含むことから、一括の人為

堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK647土坑（遺構第111図、遺物第227図、図版69）

《位置･確認状況》ML44･45グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況を

確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.46mの円形もしくは楕円形と考えられる。確認面からの深さは0.43mであ
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る。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量39gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK648土坑（遺構第111図、図版69）

《位置･確認状況》MH46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.78m×0.69mの楕円形で、主軸方向はN－66 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.29mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土であることから、一括の人為堆積と考えられる。土坑底面東

側からは28㎝×24㎝程度の礫が３点重なって検出された。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れたと考えられる礫を検出したことに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可

能性が考えられる。

SK649土坑（遺構第112図、遺物第227図、図版69･70）

《位置･確認状況》MH･MI46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.56m×1.49mの楕円形で、主軸方向はN－27 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.34mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。埋土に10㎝×８㎝～22㎝×18㎝程度の礫７点を含むことから、一括の人為堆

積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土製品１点、土器類総重量82g、石器１点、剥片･チップ10点、

石器類総重量194gが出土し、土器破片１点、円盤状土製品１点、石器類１点を図示した。227-20は円

盤状土製品である。中位面で上面を向いて出土した。227-21は打面転移を繰り返している石核で、連

続している４面の自然面を残して剥片を得ている。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。円盤状土製品の出土状況が人

為的であることから、副葬品の可能性があり、本遺構は土坑墓であると推定される。

SK651土坑（遺構第112図、遺物第227図、図版69）

《位置･確認状況》MⅠ47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.98m×0.90mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－70 －゚Eである。確認面か

らの深さは0.54mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で、北側から南側に低く傾斜して

いる。

《埋土》４層に分けた。ほとんどの層に地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量12g、剥片１点、石器類総重量17gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。
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SK653土坑（遺構第103図、遺物第227図、図版54）

《位置･確認状況》ML･MM43･44グリッドに位置する。当初SKF489と同一遺構と考えたが、精査中に

別の土坑であると判断した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.80m、短軸0.92mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－48 －゚Eで

ある。確認面からの深さは1.00mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱であ

る。

《埋土》８層に分けた。７･８層は地山土に由来しており、１･２･４･６層は塊状の地山土を含む。一

括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片57点、土器総重量829g、剥片10点、石器類総重量205gが出土し、土器

破片10点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK656土坑（遺構第112図、遺物第227図、図版70）

《位置･確認状況》ML45グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構を重複して確認した。

《規模･形態》1.18m×0.94mの楕円形で、主軸方向はN－39 －゚Eである。確認面からの深さは0.46mで

ある。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》６層に分けた。ほとんどの層に地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量21g、剥片５点、石器類総重量51gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK657土坑（遺構第112図、遺物第227図、図版70）

《位置･確認状況》ML･MM45グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況

を確認した。

《規模･形態》他の遺構と重複するため残存状況が悪いが、残存部分から平面形は円形もしくは楕円形

と考えられる。主軸方向はN－80 －゚Ｗである。確認面からの深さは0.90mである。壁はやや緩やかに

立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》遺構の重複が多く、断面図を作成できなかったため不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片23点、土器総重量322g、石器２点、剥片１点、石器類総重量57gが出土

し、土器破片６点、石器類２点を図示した。227-40･41はスクレイパーである。片面からの調整によ

って刃部を作出している。227-40には黒色付着物が認められる。227-41は丁寧な作りである。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK658土坑（遺構第112図、図版70）

《位置･確認状況》MD38グリッドに位置する。精査中に地山面でSK659と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は0.71m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－52 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.10mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。
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《時期･所見》本遺構はSB1120P1を掘り込んで構築されることから、時期はⅣ６～８期（後期後葉）と

考えられる。性格は不明である。

SK659土坑（遺構第112図、遺物第228図、図版70）

《位置･確認状況》MD38グリッドに位置する。精査中に地山面で土坑３基を重複して確認した。

《規模･形態》平面形は1.22m×1.09mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－38 －゚Ｗである。確認面

からの深さは0.40mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。底面北側に

は石皿と礫２点が検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片78点、土器総重量916g、石器１点、剥片･チップ33点、石器類総重量

3,624gが出土し、土器破片３点、石器類１点を図示した。228-4は底面で出土した石皿である。円礫

を素材とし、磨面は窪んでいるが明確な縁取りはされていない。側面には剥落痕が認められる。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。検出された礫は大きく、埋土

に混入したとは考えがたいことから、意図的に入れられたものと推定され、また埋土が人為堆積であ

ることを考えあわせると、本遺構は土坑墓の可能性が考えられる。土坑墓とすれば、底面から出土し

た石皿は副葬品と考えられる。

SK661土坑（遺構第113図、遺物第228図、図版70）

《位置･確認状況》MC38、MD37･38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.20m×0.73mの楕円形で、主軸方向はN－89 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.18mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は南側に緩やかに低く傾斜しており、硬く締ま

る。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。土坑上面では28㎝×26㎝の

礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量135g、剥片１点、石器類総重量21gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と推定される。上面で礫が検出されたこと、

人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK662土坑（遺構第113図、遺物第228図、図版70）

《位置･確認状況》MC･MD37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.38m×0.74mの楕円形で、主軸方向はN－43 －゚Eである。確認面からの深さは

0.43mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を多量に含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量172g、剥片４点、石器類総重量53gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK666土坑（遺構第97図、図版46）

《位置･確認状況》MK46･ML46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.10m×0.90mの楕円形で、主軸方向はほぼ北である。確認面からの深さは
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0.18mである。壁は開いて立ち上がる。底面は若干鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量２gが出土した。

《時期･所見》本遺構はSK374を掘り込んで構築していることから、Ⅳ７期（後期後葉）以降と考えられ

る。性格は不明である。

SK667土坑（遺構第113図、図版71）

《位置･確認状況》ML38･39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は約1.30mの円形で、確認面からの深さは0.44mである。壁はほぼ垂直に立ち上が

り、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山由来土、もしくは地山土を含むことから、一括の人為堆積と考

えられる。土坑上位からはこぶし大の礫が２点検出された。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》詳細な時期は不明であるが、周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されることから、

本遺構も同時期と考えられる。性格は不明である。

SK668土坑（遺構第112図、図版70）

《位置･確認状況》ML45グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構を重複して確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.10m、短軸推定0.75mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－32 －゚Eである。

確認面からの深さは0.87mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK657を掘り込んで構築されることから、時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考え

られる。性格は不明である。

SK671土坑（遺構第113図、遺物第228図）

《位置･確認状況》MH47･48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.96m×0.82mの楕円形で、主軸方向はN－47 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.28mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まっており、若干東側に低く傾斜

する。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑上面で

は12㎝×６㎝～12㎝×12㎝の礫を検出した。意図的なものか否かは判然としない。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量148g、剥片２点、石器類総重量27gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK674土坑（遺構第113図、遺物第228図、図版65･71）

《位置･確認状況》MI46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.88m×0.72mの楕円形で、主軸方向はN－74 －゚Eである。確認面からの深さは

0.54mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まり、西側に低く傾斜する。
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《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑底面付

近からは14㎝×６㎝の礫が１点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量231g、剥片２点、石器類総重量48gが出土し、土器破

片５点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と推定される。性格は不明である。

SK676土坑（遺構第111図、図版68）

《位置･確認状況》ME･MF43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.80m×0.68mの楕円形で、主軸方向はN－57 －゚Eである。確認面からの深さは

0.18mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK686土坑（遺構第113図、図版71）

《位置･確認状況》MI･MJ47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.86m×0.63mの楕円形で、主軸方向はN－43 －゚Eである。確認面からの深さは

0.25mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面はほぼ平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。土坑底

面付近では16㎝×８㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量61gが出土した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ７～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK688土坑（遺構第113図、遺物第228図、図版71･72）

《位置･確認状況》MI･MJ47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.89m×0.74mの楕円形で、主軸方向はN－83 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.39mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量78g、石器１点、剥片２点、石器類総重量88gが出土

し、土器破片２点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK690土坑（遺構第113図、遺物第228図、図版72）

《位置･確認状況》MJ47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.95m×0.65mの楕円形で、主軸方向はN－５ －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.24mである。壁は開いて立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑上面に

は16㎝×14㎝～20㎝×11㎝の礫が３点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量42g、チップ２点、石器類総重量２gが出土し、土器
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破片１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物のうち最新時期はⅣ２期（後期前葉）であるが、埋土に黒～黒褐色土が含まれな

いことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が高い。礫が３点検出されたことに加え、人為

堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK693土坑（遺構第114図、遺物第228図、図版72）

《位置･確認状況》MJ46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.46m×1.22mの楕円形で、主軸方向はN－20 －゚Eである。確認面からの深さは

0.56mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。人為堆積と考えられる。北西側の壁際には礫が５点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片63点、土器総重量581g、石器２点、剥片･チップ８点、石器類総重量

195gが出土し、土器破片５点、石器類１点を図示した。228-24はスクレイパーである。片面からの調

整によって刃部を作出している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。礫が５点検出されていること

に加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK700土坑（遺構第114図）

《位置･確認状況》MG48、MH48･49グリッドに位置する。高位面北側斜面を精査後に完掘された土坑

を確認した。

《規模･形態》平面形は径1.20～1.40mの楕円形と考えられ、確認面からの深さは0.10mである。壁は緩

やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》土層断面図を作成していないため、詳細は不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く構築されることから、本遺

構の構築時期もⅣ期（後期）の可能性が高い。性格は不明である。

SK701土坑（遺構第114図、遺物第228図）

《位置･確認状況》MH48･49グリッドに位置する。高位面北側斜面を精査後に完掘された土坑を確認

した。

《規模･形態》平面形は径1.30～1.50mの円形もしくは楕円形で、主軸方向はほぼ真北である。確認面

からの深さは0.52mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》土層断面図を作成していないため、詳細は不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量65g、剥片２点、石器類総重量23gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SK702土坑（遺構第114図）

《位置･確認状況》MG･MH48･49グリッドに位置する。高位面北側斜面を精査後に完掘された土坑を

確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.65m、短軸1.44mの楕円形と考えられ、主軸方向はほぼ真北である。

確認面からの深さは約0.40mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。
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《埋土》土層断面図を作成していないため、詳細は不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。

性格は不明である。

SK703土坑（遺構第114図）

《位置･確認状況》MH49グリッドに位置する。高位面北側斜面を精査後に完掘された土坑を確認し

た。

《規模･形態》平面形は、長軸推定1.05m、短軸0.82mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－30 －゚Ｗで

ある。確認面からの深さは約0.20mである。壁は緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》土層断面図を作成していないため、詳細は不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。性格は不明である。

SK704土坑（遺構第114図）

《位置･確認状況》MH49グリッドに位置する。高位面北側斜面を精査後に完掘された土坑を確認し

た。

《規模･形態》平面形は長軸1.00m、短軸推定0.80mの楕円形で、主軸方向はN－90 －゚Eである。確認面

からの深さは約0.20mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》土層断面図を作成していないため、詳細は不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。性格は不明である。

SK705土坑（遺構第114図、遺物第229図、図版72）

《位置･確認状況》ME42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.80m、短軸0.59mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－31 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.32mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量104g、剥片２点、石器類総重量11gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５～６期（後期中葉～後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK706土坑（遺構第115図、遺物第229図、図版73）

《位置･確認状況》MK45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.10m、短軸推定0.95mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－87 －゚Ｗ

である。確認面からの深さは0.69mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締ま

る。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量218g、石器２点、剥片･チップ５点、石器類総重量

8,808gが出土し、土器破片２点、石器類１点を図示した。229-6は円形の礫を素材とした石皿である。

明確な縁取りはされていない。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK709土坑（遺構第114図、遺物第229図、図版73）

《位置･確認状況》MH･MI39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.24m×0.73mの楕円形で、主軸方向はN－48 －゚Eである。確認面からの深さは

0.31mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量221gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK710土坑（遺構第115図、遺物第229図、図版73）

《位置･確認状況》MH･MI38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.46m×1.22mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－83 －゚Ｗである。確認面

からの深さは0.50mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量264g、剥片１点、石器類総重量19gが出土し、土器破

片１点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK712土坑（遺構第115図、遺物第229図、図版73）

《位置･確認状況》MG39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.74m×1.02mの楕円形で、主軸方向はN－33 －゚Eである。確認面からの深さは

0.29mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は北側に低く傾斜しており、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。一括の人為堆積と考えられる。上面では礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量130g、剥片４点、石器類総重量23gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK716土坑（遺構第115図、図版74）

《位置･確認状況》MB･MC46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.00m×0.50mの楕円形で、主軸方向はN－29 －゚Eである。確認面からの深さは

0.26mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。
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SK717土坑（遺構第111図、遺物第229図、図版69）

《位置･確認状況》ML44グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況を確

認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.60m、短軸1.00mの楕円形で、主軸方向はN－70 －゚Ｗである。確認

面からの深さは0.74mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量161gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK718土坑（遺構第115図、遺物第229図）

《位置･確認状況》ME43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.98m、短軸推定１mの楕円形で、主軸方向はN－49 －゚Eである。確認面

からの深さは0.24mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。土坑北側は大き

く撹乱を受けている。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から石器１点、石器類総重量２gが出土し、図示した。229-17は尖基有茎鏃である。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK726土坑（遺構第103図、図版54）

《位置･確認状況》ML･MM43グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況

を確認し、当初SK653と同一遺構と判断した。その後、別の遺構であることが判明した。

《規模･形態》他の遺構と重複することから遺構の残存状況は悪い。残存部分から平面形は短軸0.84m

の楕円形と考えられ、主軸方向はN－87 －゚Ｗである。確認面からの深さは0.62mである。壁はほぼ垂

直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》土層断面図を作成していないため、不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK653に掘り込まれることから、Ⅳ８期（後期後葉）以前と考えられる。性格は

不明である。

SK729土坑（遺構第115図、遺物第229図）

《位置･確認状況》MC･MD36グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況

を確認した。

《規模･形態》平面形は0.90m×0.46mの楕円形で、主軸方向はN－71 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.42mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片19点、土器総重量380g、剥片･チップ２点、石器類総重量18gが出土し、

土器破片２点を図示した。

《時期･所見》SB926より新しいことから、時期はⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明であ

る。
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SK730土坑（遺構第115図、遺物第229図、図版74）

《位置･確認状況》MC38グリッドに位置する。精査中に地山面でSB1122P1と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.80m、短軸0.42mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－81 －゚Eである。

確認面からの深さは0.34mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含む。一括の人為堆積と考えられる。土坑底面からは８㎝×

８㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片16点、土器総重量176g、剥片･チップ５点、石器類総重量59gが出土し、

土器破片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK733土坑（遺構第93図、遺物第229図、図版74）

《位置･確認状況》MD38･39グリッドに位置する。精査中に地山面でSK246と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.90m、短軸0.62mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－14 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.20mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから人為堆積と考えられる。土坑中位で礫を１点検出

した。

《出土遺物》埋土から石器１点、石器類総重量35gが出土し、図示した。229-23はスクレイパーである。

基本的に片面の調整によって刃部を作出するが、先端部は両面から調整を施している。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK734土坑（遺構第115図、図版74）

《位置･確認状況》MC･MD37グリッドに位置する。精査中に地山面でSB924P６と重複している状況

を確認した。

《規模･形態》平面形は0.92m×0.70mの不整楕円形で、主軸方向はN－83 －゚Ｗである。確認面からの

深さは0.20mである。壁は開いて立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSB924P６を掘り込んで構築されることから、Ⅳ５～８期（後期中葉以降）と考

えられる。性格は不明である。

SK737土坑（遺構第116図、遺物第230図、図版75）

《位置･確認状況》MJ39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.28m×0.69mの楕円形で、主軸方向はN－35 －゚Eである。確認面からの深さは

0.33mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量87gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。
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SK739土坑（遺構第116図、遺物第230図、図版75）

《位置･確認状況》MG39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.64m×1.04mの楕円形で、主軸方向はN－71 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.37mである。西壁はほぼ垂直に、東壁は緩やかに立ち上がる。底面は平坦で硬く締まり、北側に

緩やかに低く傾斜している。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量200gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK740土坑（遺構第113図、遺物第230図、図版71･72）

《位置･確認状況》MJ46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.73m×0.63mの楕円形で、主軸方向はN－42 －゚Eである。確認面からの深さは

0.48mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積土と考えられる。土坑内か

らは礫が数点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量57g、石器１点、剥片３点、石器類総重量123gが出土

し、土器破片１点、石器類１点を図示した。230-6は石箆である。器面全体に調整を施しているが、

刃部はほとんど作出していない。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK741土坑（遺構第113図、遺物第230図、図版71･72）

《位置･確認状況》MJ47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.22m、短軸推定0.95mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－23 －゚Eである。

確認面からの深さは0.20mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。土坑上面で10㎝×６㎝～

30㎝×30㎝の礫を７点検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量15g、剥片･チップ３点、石器類総重量６gが出土し、

土器破片１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物で最も新しいものはⅣ２期（後期前葉）であるが、埋土に黒～黒褐色土が含まれ

ないことから、本遺構は後期中葉土地造成後の構築と考えられる。礫が多数検出されたことや、人為

堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK743土坑（遺構第116図、図版75）

《位置･確認状況》MN42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.94m×0.84mの楕円形で、主軸方向はN－71 －゚Eである。確認面からの深さは

0.54mである。壁は北側はほぼ垂直に、南側はやや緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締ま

る。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。上面中

央では20㎝×20㎝の礫を検出した。
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《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量14g、石器１点、石器類総重量37gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK744土坑（遺構第112図、遺物第230図、図版70）

《位置･確認状況》ML･MM45グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の土坑が重複している状況

を確認した。

《規模･形態》平面形は1.04m×0.61mの楕円形で、主軸方向はN－７ －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.81mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量161gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSK668を掘り込んで構築されることから、Ⅳ６～８期（後期後葉）と考えられる。

性格は不明である。

SK745土坑（遺構第116図、図版75）

《位置･確認状況》MB42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.69m×0.49mの楕円形で、主軸方向はN－45 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.10mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まり、東側に若干低く傾斜してい

る。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK746土坑（遺構第116図、遺物第230図、図版76）

《位置･確認状況》MI46グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は長軸0.84mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－45 －゚Eである。確認面からの

深さは0.64mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は北側が若干窪む。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。底面の窪み

からは22㎝×12㎝～22㎝×18㎝の礫が数点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量35g、石器１点、石器類総重量3,000gが出土し、土器

破片３点、石器類１点を図示した。230-9は縦半分が残存する鉢形土器である。土坑底面で破片が散

らばった状態で出土した。230-12は円形の礫を素材とした石皿である。縁辺部の一部は剥落する。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。意図的に入れられたと思われ

る礫がまとまって出土したことや、人為堆積であることから、土坑墓と推定される。土坑墓とすれば、

底面から出土した鉢形土器は副葬品の可能性が考えられる。

SK747土坑（遺構第116図）

《位置･確認状況》MD･ME42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.76m×0.65mの楕円形で、主軸方向はN－48 －゚Eである。確認面からの深さは
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0.39mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK748土坑（遺構第116図）

《位置･確認状況》MD42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.82m×0.74mの楕円形で、主軸方向はN－29 －゚Eである。確認面からの深さは

0.24mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。土坑上面では礫を２点

検出した。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK749土坑（遺構第117図、遺物第230図、図版76）

《位置･確認状況》MF38･39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.36m×0.80mの楕円形で、主軸方向はN－２ －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.24mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量74g、剥片１点、石器類総重量４gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK753土坑（遺構第117図、図版76）

《位置･確認状況》MB･MC36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.81m×0.43mで楕円形と考えられる。主軸方向はN－67 －゚Eである。確認面か

らの深さは0.24mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSB1054P２を掘り込んで構築されることから、Ⅳ７期（後期後葉）以降と考えら

れる。性格は不明である。

SK756土坑（遺構第117図、遺物第230図、図版76）

《位置･確認状況》MJ46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.97m×0.74mの楕円形で、主軸方向はN－84 －゚Eである。確認面からの深さは

0.29mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》単一層である。小礫が含まれることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量49g、石器１点、剥片１点、石器類総重量25gが出土

し、土器破片３点、石器類１点を図示した。230-17はスクレイパーである。片面からの調整によって
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刃部を作出している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK758土坑（遺構第117図、遺物第231図、図版77）

《位置･確認状況》MB43･44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.90m×1.80mの隅丸方形で、主軸方向はN－15 －゚Ｗである。確認面からの深

さは0.48mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。１･２層とも塊状の地山土を多量に含むことから、一括の人為堆積と考えられ

る。１層からは20㎝×16㎝程度の礫が５点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片19点、土器総重量431g、石器１点、剥片･チップ38点、石器類総重量

415gが出土し、土器破片６点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。意図的に入れられたと思われ

る礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから、土坑墓と考えられる。

SK759土坑（遺構第117図、遺物第231図、図版77）

《位置･確認状況》MB45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.89m×0.70mの楕円形で、主軸方向はN－34 －゚Eである。確認面からの深さは

0.61mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。３層は粒状の地山土を含み、１･２層は地山土に由来する。一括の人為堆積と

考えられる。土坑内からは24㎝×16㎝程度の礫が２点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量102g、石器１点、石器類総重量16gが出土し、土器破

片２点、石器類１点を図示した。231-9は縦型の石匙である。片面からの調整によって刃部を作出し

ている。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK760土坑（遺構第117図、遺物第231図、図版77）

《位置･確認状況》MH44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.74m×0.68mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.13mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量94g、剥片･チップ４点、石器類総重量10gが出土し、

土器破片１点を図示した。

《時期･所見》SK1080より新しいことから、時期はⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。性格は不明で

ある。

SK766土坑（遺構第118図、遺物第231図、図版77）

《位置･確認状況》MI42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》長軸推定0.90m、短軸0.40mで、平面形は楕円形であると考えられる。確認面からの深さ

は0.36mである。主軸方向はN－88 －゚Eである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締ま

る。

《埋土》３層に分けた。一括の人為堆積と考えられる。３層では礫を検出した。
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《出土遺物》埋土から土器破片34点、土器総重量493g、石器１点、剥片３点、石器類総重量110gが出

土し、土器破片６点、剥片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK767土坑（遺構第118図、図版78）

《位置･確認状況》MF43･44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.92m×0.66mの楕円形で、主軸方向はN－７ －゚Eである。確認面からの深さは

0.15mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。地山由来土であることから一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK768土坑（遺構第118図、図版78）

《位置･確認状況》ME･MF44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.81m×1.51mの楕円形で、主軸方向はN－64 －゚Eである。確認面からの深さは

0.17mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK773土坑（遺構第118図、遺物第231図）

《位置･確認状況》MC･MD41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定１m、短軸0.71mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－62 －゚Eである。

確認面からの深さは0.36mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は硬く締まっており、東側に低

く傾斜している。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量116g、剥片３点、石器類総重量51gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK774土坑（遺構第118図、図版78）

《位置･確認状況》MD41･42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.40m、短軸0.57mの楕円形で、主軸方向はN－60 －゚Eである。確認面

からの深さは0.21mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。
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SK777土坑（遺構第118図）

《位置･確認状況》ME41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.44m×0.72mの楕円形で、主軸方向はN－84 －゚Eである。確認面からの深さは

0.21mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK778土坑（遺構第118図、図版78）

《位置･確認状況》ME42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.56m×0.69mの楕円形で、主軸方向はN－39 －゚Eである。確認面からの深さは

0.44mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK782土坑（遺構第118図、遺物第231図、図版79）

《位置･確認状況》MI45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.23m×0.43mの楕円形で、主軸方向はN－4 －゚Eである。確認面からの深さは

0.51mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量24g、剥片２点、石器類総重量39gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK785土坑（遺構第118図、遺物第231図、図版79）

《位置･確認状況》MI45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.02m×0.66mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－90 －゚Eである。確認面から

の深さは0.48mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山由来土であることから人為堆積と考えられる。土坑中位では

28㎝×16㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量33g、石器２点、剥片･チップ４点、石器類総重量

352gが出土し、土器破片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。意図的に入れたと思われる礫

を検出したことや、埋土が人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SK786土坑（遺構第94図、遺物第231図、図版79）

《位置･確認状況》MB･MC38グリッドに位置する。ST101捨て場の最下面を精査中に地山面で確認し

た。
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《規模･形態》平面形は2.50m×0.69mの長楕円形で、主軸方向はN－83 －゚Ｗである。確認面からの深

さは0.34mである。壁は緩やかに立ち上がる。底面は東側に低く傾斜している。

《埋土》３層に分けた。３層は人為堆積と考えられ、１･２層は後世の流れ込み土と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片53点、土器総重量607g、石器６点、剥片９点、石器類総重量19,950gが

出土し、土器破片７点、石器類１点を図示した。遺物は大量に出土したが、本遺構はST101捨て場内

に構築されることから、ST101の遺物が混入した可能性が考えられる。231-31は円形の礫を素材とし

た磨石である。縁辺部の一部には敲打痕が見られる。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK789土坑（遺構第94図）

《位置･確認状況》MB･MC38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定2.20m前後、短軸1.98mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－85 －゚Ｗ

である。確認面からの深さは0.70mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》６層に分けた。４～６層は地山土を含む。一括の人為堆積と推測する。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK261を掘り込み、SK786に掘り込まれることから、Ⅳ６～８期（後期後葉）と

考えられる。性格は不明である。

SK791土坑（遺構第109図、遺物第232図、図版65）

《位置･確認状況》MM･MN44グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況

を確認し、当初SK611と同一遺構と判断した。その後、別の遺構であることが判明した。

《規模･形態》平面形は残存部分で径1.38mの円形もしくは楕円形と推定する。主軸方向はN－18 －゚Eで

ある。確認面からの深さは1.01mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》遺構の重複関係が多く、断面図を作成することが出来なかったため不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片91点、土器総重量1,372g、石器１点、剥片･チップ10点、石器類総重量

73gが出土し、土器破片13点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK792土坑（遺構第109図、図版65）

《位置･確認状況》MM44･45グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況

を確認し、当初SK613と同一遺構と考えたが、平面形態から別の遺構と判断した。

《規模･形態》他の遺構との重複が著しく遺構の残存状況が悪い。残存部分から平面形は円形もしくは

楕円形であると考えられる。確認面からの深さは1.05mである。

《埋土》地山土混入の濁った埋土であるが、土層断面図が作成されていないため詳細は不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK614に掘り込まれることから、Ⅳ８期（後期後葉）以前と考えられる。性格は

不明である。

SK793土坑（遺構第109図、遺物第232図、図版65）

《位置･確認状況》MM44･45グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構が重複している状況

を確認し、当初SK627と同一遺構と考えたが、平面形態から別の遺構と判断した。
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《規模･形態》平面形は長軸推定0.90m、短軸0.41mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－22 －゚Eである。

確認面からの深さは1.41mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》遺構の重複が多く、断面図を作成することが出来なかったため不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片48点、土器総重量571g、石器６点、剥片･チップ９点、石器類総重量

7,071gが出土し、土器破片６点、石器類１点を図示した。232-20は凸基有茎鏃であり、先端部は折損

している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と推定される。石器が６点出土していること

から、土坑墓の可能性も考えられる。

SK794土坑（遺構第117図、遺物第232図、図版80）

《位置･確認状況》MH･MI44･45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.40m、短軸0.99mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－72 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.23mである。壁は東側はほぼ垂直に立ち上がり、西側は緩やかに立ち上が

る。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。底面付近では28㎝×20㎝の

礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量112gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物とSK1080との重複関係からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。性格は

不明である。

SK796土坑（遺構第119図、図版79）

《位置･確認状況》MJ34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径1.05mの円形で、確認面からの深さは0.22mである。壁は北側はほぼ垂直に、

南側はやや緩やかに立ち上がる。底面は平坦で硬く締まり、北側に若干低く傾斜している。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構の構築時期も同時期の可能性が高い。性格は不明である。

SK799土坑（遺構第119図、遺物第232図、図版80）

《位置･確認状況》ML46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径0.75mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.17mである。壁はやや緩やかに立

ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。土坑上面には30㎝×20㎝の

礫が２点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片７点､土器総重量95g、石器２点、チップ４点、石器類総重量18,280gが

出土し、土器破片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。上面に意図的に入れたと考え

られる礫が検出されたことに加え、人為堆積であることから、土坑墓と考えられる。
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SK805土坑（遺構第116図、図版80）

《位置･確認状況》MD42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.13m、短軸推定0.70mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－62 －゚Eである。

確認面からの深さは0.19mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量22gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK813土坑（遺構第119図、図版80）

《位置･確認状況》MC･MD36グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の土坑が重複している状況

を確認した。

《規模･形態》平面形は0.90m×0.79mの不整な楕円形で、主軸方向はN－29 －゚Eである。確認面からの

深さは0.18mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土が含まれることから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK814を掘り込んで構築されることから、Ⅳ８期（後期後葉）と考えられる。性

格は不明である。

SK814土坑（遺構第119図、遺物第232図、図版80）

《位置･確認状況》MC36、MD35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の土坑が重複してい

る状況を確認した。

《規模･形態》平面形は長軸0.92m、短軸推定0.80mのやや不整な楕円形であると考えられ、主軸方向は

N－８ －゚Eである。確認面からの深さは0.22mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬

く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片24点、土器総重量271g、剥片･チップ８点、石器類総重量53gが出土し、

土器破片６点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK823土坑（遺構第119図、遺物第232図、図版81）

《位置･確認状況》MH48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.98m×0.85mの楕円形で、主軸方向はN－66 －゚Eである。確認面からの深さは

0.41mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱である。底面南側には三日月状に

炭化物が広がる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片22点、土器総重量204g、石器１点、剥片６点、石器類総重量72gが出土

し、土器破片７点、石器類１点を図示した。232-38は横型の石匙である。両面からの調整によって刃

部を作出している。つまみ部分には黒色付着物が認められる。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。



－168（168）－

第４章　調査の記録

SK825土坑（遺構第119図、遺物第233図、図版81）

《位置･確認状況》MA38グリッドに位置する。精査中にST101の１層下面で確認した。

《規模･形態》平面形は2.61m×1.76mの楕円形で、主軸方向はN－90 －゚Eである。確認面からの深さは

0.70mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は鍋底状である。

《埋土》12層に分けた。ほとんどの層に地山土や炭化物を含み、２･５･８･11層は塊状の地山土を多量

に含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片60点、土器総重量1,273g、石器３点、剥片14点、石器類総重量359gが

出土し、土器破片５点、石器類１点を図示した。233-6はスクレイパーである。主として片面からの

調整によって刃部を作出している。

《時期･所見》ST101の159層を掘り込んで構築されることから、時期はⅣ４期（後期中葉）以降と推定さ

れる。意図的に入れたと思われる礫が検出されたことや、埋土が人為堆積であることから、土坑墓の

可能性が考えられる。

SK826土坑（遺構第94図、遺物第233図）

《位置･確認状況》MB38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》SK786に掘り込まれるため残存状況は良くないが、残存部分から平面形は楕円形と考え

られ、短軸は1.78mである。主軸方向はN－19 －゚Ｗ、確認面からの深さは0.82mである。壁は開いて

立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》５層に分けた。埋土に礫が含まれることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から石器５点、石器類総重量22,110gが出土し、１点を図示した。礫石器が５点まと

まって出土している。233-7は円形の扁平な礫を素材とした石皿である。半分が折損しており、縁辺

部には剥落部分が見られる。

《時期･所見》本遺構はSK789を掘り込み、SK786に掘り込まれることから、Ⅳ６～８期（後期後葉）と

考えられる。礫石器がまとまって出土したことに加え、埋土が人為堆積であることから土坑墓の可能

性が考えられる。

SK831土坑（遺構第119図、遺物第233図、図版81）

《位置･確認状況》MC39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.40m×0.80mの楕円形で、主軸方向はN－36 －゚Eである。確認面からの深さは

0.27mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量404g、剥片１点、石器類総重量14gが出土し、土器破

片５点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK834土坑（遺構第119図、図版81）

《位置･確認状況》MC35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で土坑が重複している状況を確認し

た。当初SK814と同一遺構と考えたが、平面形態から別の遺構と判断した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.90m、短軸0.76mの楕円形で、主軸方向はN－55 －゚Ｗである。深さ

は地山面から0.27mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。
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《埋土》単一層である。土坑内からは20㎝×15㎝程度の礫が多く検出されていることから、人為堆積

と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK814を掘り込んで構築されることから、Ⅳ８期（後期後葉）と推定する。意図

的に入れられたと思われる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓である可能性

が考えられる。

SK836土坑（遺構第120図、図版81）

《位置･確認状況》MN･MO43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.84m×0.47mの楕円形で、主軸方向はN－50 －゚Eである。確認面からの深さは

0.64mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は若干鍋底状で硬く締まる。

《埋土》６層に分けた。ほとんどの層が地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK837土坑（遺構第112図、図版70）

《位置･確認状況》ML45グリッドに位置する。当初SK657と同一遺構と考えていたが、精査中に別の

遺構であることが判明した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.20m、短軸0.88mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－84 －゚Eである。

確認面からの深さは0.84mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。すべて地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK838土坑（遺構第119図、遺物第233図、図版82）

《位置･確認状況》MH49グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.40m×1.22mの楕円形で、主軸方向はN－34 －゚Eである。確認面からの深さは

0.26mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量219g、剥片･チップ12点、石器類総重量58gが出土し、

土器破片５点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK839土坑（遺構第120図、遺物第233図、図版110）

《位置･確認状況》MC41グリッドに位置する。SKF770を精査中に断面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.94m×0.74mの楕円形で、主軸方向はN－５ －゚Eである。確認面からの深さは

0.38mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は北側に低く傾斜している。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片16点、土器総重量255gが出土し、６点を図示した。
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《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降の可能性が推定される。

SK842土坑（遺構第120図、遺物第234図、図版82）

《位置･確認状況》MJ35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸0.87m、短軸推定0.70mの楕円形で、主軸方向はN－90 －゚Eである。確認面

からの深さは0.54mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。一括の人為堆積と考えられる。１層では24㎝×24㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片14点、土器総重量185g、石器１点、剥片２点、石器類総重量151gが出

土し、土器破片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。意図的に入れられたと考えら

れる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓と推測される。

SK844土坑（遺構第120図、図版82）

《位置･確認状況》MB43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.80m×0.46mの長楕円形で、主軸方向はN－16 －゚Eである。確認面からの深さ

は0.14mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK850土坑（遺構第120図、図版82）

《位置･確認状況》MG47･48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.81m×0.71mの楕円形で、主軸方向はN－26 －゚Eである。確認面からの深さは

0.29mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土が含まれることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK851土坑（遺構第120図、図版82）

《位置･確認状況》MF･MG47･48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.00m、短軸推定0.70mの楕円形で、主軸方向はN－26 －゚Eである。確認面

からの深さは0.29mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK855土坑（遺構第121図、遺物第234図、図版83）

《位置･確認状況》MB･MC45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.48m×0.76mの楕円形で、主軸方向はN－51 －゚Eである。確認面からの深さは
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0.16mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。土坑内からは17㎝ほどの礫

が２点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量59g、石器１点、剥片１点、石器類総重量453gが出土

し、土器破片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。意図的に入れられたと思われ

る礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓と推測される。

SK859土坑（遺構第120図、遺物第234図、図版83）

《位置･確認状況》MB45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.65m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－55 －゚Eである。確認面からの深さは

0.47mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。地山漸移層由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量75gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK860土坑（遺構第121図、図版83）

《位置･確認状況》MN43グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は1.10m×0.84mの楕円形で、主軸方向はN－９ －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.40mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK861土坑（遺構第113図、図版70）

《位置･確認状況》MD37グリッドに位置する。当初SK662と同一遺構と考えたが、精査中に別の遺構

であることが判明した。

《規模･形態》平面形は長軸0.80mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－41 －゚Eである。確認面からの

深さは0.36mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK662を掘り込んで構築されることから、Ⅳ８期（後期後葉）以前と考えられる。

性格は不明である。

SK862土坑（遺構第121図、図版83）

《位置･確認状況》MC42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.43m×0.95mの楕円形で、主軸方向はN－86 －゚Eである。確認面からの深さは

0.20mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面はほぼ平坦で硬く締まる。
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《埋土》単一層である。土坑西側には30㎝×20㎝の礫を検出した。地山土を含むことから、人為堆積

と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土を含まないことから、後期中葉土地造成後の構築と考えられる。意

図的に入れられたと考えられる礫を検出したことに加え、人為堆積であることから、土坑墓と考えら

れる。

SK869土坑（遺構第121図、図版84）

《位置･確認状況》MC･MD40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.10m×0.55mの楕円形で、主軸方向はN－35 －゚Eである。確認面からの深さは

0.24mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから人為堆積と考えられる。底面では32㎝×27㎝の

礫を検出した。

《出土遺物》埋土から石器２点、石器類総重量2,440gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れられたと考えられる礫を検出したことに加え、人為堆積であることから、土坑墓

と考えられる。

SK871土坑（遺構第121図、遺物第234図、図版84）

《位置･確認状況》MC41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.41m×0.56mの楕円形で、主軸方向はN－32 －゚Eである。確認面からの深さは

0.18mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量46gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５～６期（後期中葉～後葉）以降と推定される。性格は不明であ

る。

SK875土坑（遺構第93図、図版84）

《位置･確認状況》MC･MD40･41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.46m×0.76mの長方形で、主軸方向はN－89 －゚Eである。確認面からの深さは

0.34mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状である。

《埋土》土層断面図を作成していないため不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSB1108P３を掘り込んで構築されることから、Ⅳ５期（後期中葉）以降と考えら

れる。性格は不明である。

SK878土坑（遺構第121図、遺物第234図、図版84）

《位置･確認状況》MA36･37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.60m×1.35mの楕円形で、主軸方向はN－４ －゚Eである。確認面からの深さは

0.34mである。



－173（173）－

第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。壁はほぼ垂

直に立ち上がり、底面は平坦である。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量335g、剥片３点、石器類総重量58gが出土し、土器破

片５点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK886土坑（遺構第121図、図版84）

《位置･確認状況》MJ35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.94m×0.86mの楕円形で、主軸方向はN－90 －゚Eである。確認面からの深さは

0.23mである。壁は北側はほぼ垂直に、その他はやや緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK891土坑（遺構第122図、図版85）

《位置･確認状況》MC43グリッドに位置する。精査中に地山面で数基の遺構を重複して確認した。

《規模･形態》平面形は1.09m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－64 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.47mである。壁の状況は不明である。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK893土坑（遺構第121図、遺物第234図、図版85）

《位置･確認状況》ML36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸0.84m、短軸推定0.75mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－35 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.25mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は東側に若干低く傾斜す

る。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量23gが出土し、全て図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK894土坑（遺構第122図、図版85）

《位置･確認状況》MJ37･38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約１mの円形で、確認面からの深さは0.23mである。壁は東側はほぼ垂直に、

その他はやや緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が



－174（174）－

第４章　調査の記録

高い。性格は不明である。

SK905土坑（遺構第122図、遺物第234図、図版85）

《位置･確認状況》MH46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.60m以上、短軸0.50mの長楕円形で、主軸方向はN－23 －゚Ｗである。確

認面からの深さは0.54mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。１･３層は地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量137gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK907土坑（遺構第123図、遺物第234図、図版85）

《位置･確認状況》MF47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.87m×0.62mの楕円形で、主軸方向はN－67 －゚Eである。確認面からの深さは

0.34mである。壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は若干鍋底状で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。１･２層とも塊状の地山土を含み、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量72g、石器１点、剥片８点、石器類総重量5,853gが出

土し、土器破片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK908土坑（遺構第122図、遺物第234図）

《位置･確認状況》MA44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸１m以上、短軸0.68mの楕円形で、主軸方向はN－63 －゚Eである。確認面

からの深さは0.27mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量20g、剥片１点、石器類総重量７gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK910土坑（遺構第105図、図版60）

《位置･確認状況》ME･MF45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.20m、短軸推定0.80mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－60 －゚Eで

ある。確認面からの深さは0.12mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締

まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから人為堆積と考えられる。土坑上面で32㎝×28㎝の

礫を１点検出した。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK911土坑（遺構第122図、遺物第234図、図版86）

《位置･確認状況》ME･MF47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定１m、短軸0.46mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－58 －゚Eである。
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確認面からの深さは0.27mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面はほぼ平坦である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量21g、剥片･チップ２点、石器類総重量５gが出土し、

土器破片１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK916土坑（遺構第123図、遺物第234図、図版86）

《位置･確認状況》MC45グリッドに位置する。粗掘り中に上面に礫を検出したため、試掘坑を掘削し

たところ、地山面で土坑を確認した。

《規模･形態》平面形はSK971と重複するため不明であるが、残存部分から径1.09mの楕円形と考えら

れる。主軸方向はN－30 －゚E、確認面からの深さは0.18mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面

は平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量22gが出土し、図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK953土坑（遺構第124図、遺物第234図、図版133）

《位置･確認状況》MC44･45グリッドに位置する。SKQ290を半截中に、断面で黒色土上面から掘り込

まれている土坑を確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定約１m、短軸0.67mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－30 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.46mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。土坑中位では30㎝×16㎝

の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量30gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後の構築と考えられる。

意図的に入れられたと推定される礫を検出したことに加え、人為堆積であることから土坑墓と考えら

れる。

SK954土坑（遺構第122図、遺物第234図、図版86）

《位置･確認状況》MG40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.10m×0.90mの楕円形で、主軸方向はN－24 －゚Ｗである。確認面からの深

さは0.41mである。壁は北側はやや緩やかに、南側は急に立ち上がる。底面は若干鍋底状で硬く締

まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量31gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。



－176（176）－

第４章　調査の記録

SK956土坑（遺構第124図、遺物第235図、図版86･87）

《位置･確認状況》MJ47･48グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を

掘削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は1.26m×1.18mの楕円形で、主軸方向はN－３ －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.66mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》10層に分けた。地山土を含む層が多いことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑底面付

近に10㎝×10㎝～32㎝×26㎝ほどの礫が10点程検出された。

《出土遺物》埋土から土器類破片91点、土器総重量2,677g、石器８点、剥片･チップ45点、石器類総重

量37,530gが出土し、土器破片10点、石器類２点を図示した。235-10は比較的良好な状態の深鉢形土

器である。土坑上位面壁際でまとまった破片を検出した。235-11は凸基有茎鏃である。235-12は棒状

の礫を素材とした線刻礫で、全面に磨痕が見られる。礫の長軸に対して垂直に線刻する。線刻は３か

所に施されるが、礫を一周するのは１条のみである。線刻の後に磨きを行っている。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。意図的に入れられたと考えられる

礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓と推測される。土坑墓とすれば、出土し

た深鉢形土器や石鏃、線刻礫は副葬品の可能性が考えられる。

SK960土坑（遺構第123図、遺物第234図、図版87）

《位置･確認状況》MJ･MK46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.90m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－74 －゚Eである。確認面からの深さは

0.31mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量10g、剥片１点、石器類総重量６gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK961土坑（遺構第124図）

《位置･確認状況》MB･MC44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.50m、短軸0.74mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－49 －゚Eである。

確認面からの深さは0.59mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》２層に分けた。２層には粒状の、１層は塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考

えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量４g、剥片２点、石器類総重量11gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK962土坑（遺構第124図、遺物第234図）

《位置･確認状況》MB44グリッドに位置する。プランがはっきりしなかったため、試掘坑を掘削し、

断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は長軸推定１m、短軸0.80mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－30 －゚Eである。
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確認面からの深さは0.13mである。壁は東側はやや急に、西側は緩やかに立ち上がる。底面は平坦で

硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山漸移層由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量34gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK963土坑（遺構第125図、遺物第234図）

《位置･確認状況》MB44グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は1.23m×0.43mの楕円形で、主軸方向はN－76 －゚Eである。確認面からの深さは

0.32mである。壁は緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状で、軟弱である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量20gが出土し、図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK964土坑（遺構第125図、遺物第234図）

《位置･確認状況》MB44グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》平面形は径約0.70mの円形と考えられ、確認面からの深さは0.24mである。壁は緩やかに

立ち上がり、底面は平坦で軟弱である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量16gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK965土坑（遺構第125図）

《位置･確認状況》MB44グリッドに位置する。検出段階で平面形が不明瞭であったため、試掘坑を掘

削し、断面観察により土坑と判断した。

《規模･形態》SK963と重複するため、平面形は不明である。壁は緩やかに立ち上がり、底面は硬く締

まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK963に掘り込まれることから、Ⅳ６～８期（後期後葉）以前と考えられる。性

格は不明である。

SK966土坑（遺構第125図、遺物第234図、図版87）

《位置･確認状況》MD･ME44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は2.22m×1.98mの楕円形で、主軸方向はN－69 －゚Eである。確認面からの深さは

0.54mである。土坑西側上面では26㎝×14㎝ほどの礫が３点検出された。壁はほぼ垂直に立ち上がり、

底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量30g、埋土中位より石製品１点、石器類総重量５gが
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出土し、すべて図示した。234-35はひすいを素材とする有孔石製品である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と推定される。ひすい製の有孔石製品が意図

的に入れられたものとすれば、土坑墓の可能性が考えられる。

SK967土坑（遺構第125図）

《位置･確認状況》MC41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.20m、短軸0.86mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－51 －゚Eである。

確認面からの深さは0.28mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK968土坑（遺構第124図、遺物第234図、図版87）

《位置･確認状況》MB40･41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.38m×0.82mの楕円形で、主軸方向はN－33 －゚Eである。確認面からの深さは

0.26mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量13gが出土し、図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK971土坑（遺構第123図）

《位置･確認状況》MC･MD45グリッドに位置する。当初SK916と同一遺構と考えていたが、精査中に

別の遺構であると判断した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.30m、短軸0.94mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－20 －゚Eである。

確認面からの深さは0.60mである。壁は垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》重複している遺構が多く、断面図を作成できなかったため不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK983土坑（遺構第126図、遺物第234図、図版87）

《位置･確認状況》MI49グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.98m×0.86mの楕円形で、主軸方向はN－74 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.12mである。壁は緩やかに立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》単一層である。堆積要因は不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量200g、チップ１点、石器類総重量１gが出土し、土器

破片４点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK984土坑（遺構第126図、遺物第235図、図版87）

《位置･確認状況》MI49･50グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。



－179（179）－

第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物

《規模･形態》平面形は1.16m×0.76mの楕円形で、主軸方向はN－68 －゚Eである。確認面からの深さは

0.29mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は若干鍋底状で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片18点、土器総重量300g、石器１点、剥片２点、石器類総重量38gが出土

し、土器破片３点、石器類１点を図示した。235-16はスクレイパーである。刃部は抉入状である。石

材に年輪状の縞模様がある。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK985土坑（遺構第125図、遺物第235図、図版88）

《位置･確認状況》MH49グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.14m×1.00mの楕円形で、主軸方向はN－43 －゚Eである。深さは確認面より

0.30mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は鍋底状である。

《埋土》２層に分けた。どちらも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片41点、土器総重量623g、石器１点、剥片７点、石器類総重量506gが出

土し、土器破片４点、石器類１点を図示した。235-21は扁平な砂質凝灰岩を素材とした石皿である。

一部に明確な縁取りが残る。両面には敲打痕が見られる。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SK990土坑（遺構第125図、遺物第236図、図版88）

《位置･確認状況》MB40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.24m×0.62mの楕円形で、主軸方向はN－46 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.30mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山土が含まれることから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量50gが出土し、図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と推定される。性格は不明である。

SK997土坑（遺構第124図）

《位置･確認状況》MB44グリッドに位置する。当初SK962と同一遺構と考えていたが、その後精査中

に別の遺構であることが判明した。

《規模･形態》平面形は長軸0.96m、短軸推定0.30mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－41 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.59mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》土層断面図を作成していないため不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK962に掘り込まれることから、Ⅳ６～８期（後期後葉）以前と考えられる。性

格は不明である。

SK998土坑（遺構第125図、遺物第236図、図版88）

《位置･確認状況》MO41グリッドに位置する。精査中に地山面で焼土を確認し焼土遺構とした。その

後、下部に掘り込みを確認したことから、遺構種別を土坑に変更した。

《規模･形態》平面形は1.62m×1.54mの楕円形で、主軸方向はN－16 －゚Eである。確認面からの深さは

0.40mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は若干鍋底状である。
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《埋土》３層に分けた。１層は焼土塊を、２･３層は地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えら

れる。

《出土遺物》埋土から土器破片73点、土器総重量1,563g、石器３点、剥片14点、石器類総重量3,090gが

出土し、土器破片８点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。礫石器が３点出土していること、

埋土が人為堆積であることから土坑墓の可能性が考えられる。焼土塊がまとまって検出されたが、出

土遺物には明確な被熱痕は認められない。

SK999土坑（遺構第126図、図版132）

《位置･確認状況》MD43グリッドに位置する。当初SKQ282と同一遺構と考えていたが、その後精査

中に別の遺構であると判断した。

《規模･形態》SKQ282に掘り込まれるため平面形は定かではないが、長軸1.44mの楕円形と考えられる。

確認面からの深さは0.12m、主軸方向はN－13 －゚Ｗである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦

で硬く締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SK1002土坑（遺構第126図、遺物第236図）

《位置･確認状況》MN34グリッドに位置する。精査中に倒木痕の撹乱層で確認した。

《規模･形態》平面形は0.89m×0.86mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.16mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がり、底面は平坦で軟弱である。

《埋土》単一層である。堆積要因は不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量30g、剥片１点、石器類総重量62gが出土し、土器破

片２点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と考えられる。性格は不明である。

SK1029土坑（遺構第126図、遺物第236図）

《位置･確認状況》MO36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.42m×1.09mの楕円形で、主軸方向はN－７ －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.43mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量13g、石器１点、剥片１点、石器類総重量25gが出土

し、土器破片１点、石器類１点を図示した。236-14は石槍である。下半は折損しており刃部形状は不

明である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK1030土坑（遺構第127図、遺物第236図）

《位置･確認状況》MR36･37グリッドに位置する。ST01を精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は、径0.69mの円形もしくは楕円形と考えられ、確認面からの深さは0.19mである。
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壁はやや緩やかに立ち上がる。底面は平坦であるが、根による撹乱を受けている。

《埋土》単一層である。堆積要因は不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量2,307g、剥片１点、石器類総重量５gが出土し、土

器破片３点を図示した。236-15は状態の良い深鉢形土器であるが、本遺構はST01内に構築されて

いることから、意図的に土坑内に入れられたものか、捨て場の土器が混入したものかは判然としない。

《時期･所見》時期は、遺構構築面と出土遺物からⅣ２期（後期前葉）と推定される。性格は不明であ

る。

SK1031土坑（遺構第127図、遺物第236図）

《位置･確認状況》MQ･MR37グリッドに位置する。ST01を精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.12m×0.99mの楕円形で、主軸方向はN－３ －゚Eである。確認面からの深さは

0.17mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状でやや軟弱である。

《埋土》単一層である。地山粒を含むことから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量94g、剥片６点、石器類総重量98gが出土し、土器破

片４点を図示した。

《時期･所見》時期は、遺構構築面と出土遺物からⅣ２期（後期前葉）と推定される。性格は不明であ

る。

SK1032土坑（遺構第127図）

《位置･確認状況》MQ37グリッドに位置する。ST01を精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.10m、短軸0.82mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－34 －゚Eである。

確認面からの深さは0.17mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦でやや軟弱で、北側に若

干低く傾斜している。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は、遺構構築面と出土遺物からⅣ２期（後期前葉）と推定される。性格は不明であ

る。

SK1033土坑（遺構第126図、遺物第236図）

《位置･確認状況》MN･MO36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径1.32mの円形もしくは楕円形と考えられ、確認面からの深さは0.13mである。

壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量27gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と推定される。性格は不明である。

SK1062土坑（遺構第127図、遺物第236図）

《位置･確認状況》MB36･37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.08m×0.81mの楕円形で、主軸方向はN－65 －゚Eである。確認面からの深さは

0.52mである。壁は西側はほぼ垂直に、東側はやや緩やかに立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》９層に分けた。ほとんどの層が地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑
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内からは礫が１点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量22gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ期（後期）と推定される。性格は不明である。

SK1066土坑（遺構第127図）

《位置･確認状況》MC40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.46m×0.89mの楕円形で、主軸方向はN－28 －゚Eである。確認面からの深さは

0.24mである。壁は開いて立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。性格は不明である。

SK1068土坑（遺構第127図、遺物第237図、図版89）

《位置･確認状況》MO･MP36･37グリッドに位置する。精査中にST01の土層断面⑩の南端で遺構を確

認した。構築面は93層以上である。調査時の遺構番号はST01－SK１だったが、整理段階でSK1068に

変更した。

《規模･形態》平面形は1.48m×1.24mの楕円形で、確認面からの深さは0.42mである。主軸方向は

N－65 －゚Eである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦である。北側を除く底面には小ピット

が巡る。

《埋土》３層に分けた。１･２層には焼土粒が混入しており、２･３層は地山粒を含む。一括の人為堆

積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片74点、土器総重量868g、石器２点、剥片５点、石器類総重量15,110gが

出土し、土器破片４点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。１･２層に含まれる焼土粒は、本来

遺構上面が焼土化したものと推測される。埋め戻し後に遺構上面で火を焚く行為が行われたとすれば、

葬送儀礼の可能性が考えられ、本遺構は土坑墓と推測できる。

SK1069土坑（遺構第127図、図版89）

《位置･確認状況》MO38グリッドに位置する。精査中にST01の114層で確認した。調査時の遺構番号

はST01－SK２だったが、整理段階でSK1069に変更した。

《規模･形態》平面形は0.64m×0.58mの楕円形で、主軸方向はN－13 －゚Eである。深さは掘り込み面か

ら0.36mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は鍋底状である。

《埋土》単一層である。地山粒が混入することから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量18gが出土した。

《時期･所見》確認面より、Ⅳ２期（後期前葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK1070土坑（遺構第127図、遺物第237図、図版89）

《位置･確認状況》MO38グリッドに位置する。精査中にST01の114層で確認した。調査時の遺構番号

はST01－SK３だったが、整理段階でSK1070に変更した。

《規模･形態》平面形は0.64m×0.56mの楕円形で、主軸方向はN－27 －゚Ｗである。確認面からの深さ
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は0.16mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量53gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物と確認面から、Ⅳ２期（後期前葉）と考えられる。性格は不明である。

SK1072土坑（遺構第130図、遺物第237図、図版89）

《位置･確認状況》MO39グリッドに位置する。精査中にST01内で確認した。調査時の遺構番号は

ST01－SK14だったが、整理段階でSK1072に変更した。

《規模･形態》平面形は径約0.60mの楕円形で、深さは掘り込み面から0.42mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山粒を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量164g、剥片３点、石器類総重量23gが出土し、土器破

片４点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSB1060P２を掘り込んで構築されることから、Ⅳ８期（後期後葉）と考えられる。

性格は不明である。

SK1073土坑（遺構第127図、遺物第237図）

《位置･確認状況》MN38･39グリッドに位置する。精査中にST01の土層断面②で確認した。確認面

は114層～地山上面である。調査時の遺構番号はST01－SK22だったが、整理段階でSK1073に変更

した。

《規模･形態》平面形は0.82m×0.64mの隅丸方形で、主軸方向はN－３ －゚Ｗである。確認面からの深

さは0.44mである。壁は東側はほぼ垂直に、西側は緩やかに立ち上がる。底面は鍋底状である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量219g、剥片･チップ４点、石器類総重量40gが出土し、

土器破片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格などは不明である。

SK1074土坑（遺構第130図、遺物第237図）

《位置･確認状況》MQ41グリッドに位置する。精査中にST01捨て場MRラインの土層観察用ベルトで

確認した。確認面は不明である。調査時の遺構番号はST01－SK31だったが、整理段階でSK1074に変

更した。

《規模･形態》平面形は短軸0.62mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－87 －゚Ｗである。深さは掘り込

み面より0.40mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》２層に分けた。どちらも東側から流れ込んだ自然堆積土と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片36点、土器総重量1,985g、石器１点、剥片１点、石器類総重量33gが出

土し、土器破片６点、石器類１点を図示した。237-20はスクレイパーである。片面からの調整によっ

て刃部を作出している。刃部は抉入状である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格などは不明である。

SK1075土坑（遺構第130図、遺物第237図、図版89）

《位置･確認状況》MO39グリッドに位置する。精査中にST01捨て場40ライン土層観察用ベルトで確認
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した。確認面は88層である。調査時の遺構番号はST01－SK32だったが、整理段階でSK1075に変更し

た。

《規模･形態》平面形は0.68m×0.60mの楕円形で、主軸方向はN－70 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.24mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》黒褐色土の単一層である。堆積要因は不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片25点、土器総重量244g、石器１点、剥片･チップ11点、石器類総重量

193gが出土し、土器破片２点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK1077土坑（遺構第130図、遺物第237図）

《位置･確認状況》MP37グリッドに位置する。精査中にST01捨て場土層断面⑪の85層上面で確認した。

調査時の遺構番号はST01－SK43だったが、整理段階でSK1077に変更した。

《規模･形態》平面形は、短軸0.60mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－３ －゚Eである。深さは掘り

込み面から0.08mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山粒を含むことから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片21点、土器総重量342gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK1080土坑（遺構第117図、遺物第237図、図版80）

《位置･確認状況》MH･MI44･45グリッドに位置する。精査中に地山面でSK760･SK794と重複して確認

した。

《規模･形態》平面形は0.81m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－67 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.10mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量68gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SK1084土坑（遺構第114図）

《位置･確認状況》ME42グリッドに位置する。精査中に地山面でSK705と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は長軸0.76m、短軸推定0.55mの楕円形で、主軸方向はN－43 －゚Eである。確認面

からの深さは0.11mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》重複関係から、時期は後期中葉土地造成後と考えられる。性格は不明である。

SK1087土坑（遺構第115図）

《位置･確認状況》MK45グリッドに位置する。精査中に地山面でSK706と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は0.92m×0.57mの楕円形で、主軸方向はN－45 －゚Eである。確認面からの深さは

0.48mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。
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《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、時期は後期中葉土地造成後の可能性が高い。

性格は不明である。

SK1169土坑（遺構第91図）

《位置･確認状況》MM43グリッドに位置する。当初、SK197と同一遺構と考えていたが、その後異な

る遺構であると判断した。

《規模･形態》平面形は0.96m×0.80mの楕円形で、主軸方向はN－74 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.50mである。東壁はやや緩やかに、西壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。塊状の地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK197を掘り込んで構築されることから、Ⅳ６～８期（後期後葉）以降と考えら

れる。性格は不明である。

SK1172土坑（遺構第130図、遺物第278図）

《位置･確認状況》MM37グリッドに位置する。柱穴様ピットとして調査したが、遺構内から接合可能

な頁岩の剥片が多数出土したことから、柱穴様ピットとは考えがたいと判断し、整理段階で遺構種別

を土坑に変更した。調査時の遺構番号はSKP2905だったが、整理段階でSK1172に変更した。

《規模･形態》平面形は0.32m×0.28mの楕円形で、確認面からの深さは約0.33mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がる。底面形態は不明である。

《埋土》覆土は黒褐色土の単一層である。柱穴様ピットとして調査を行ったため、断面図は作成して

いない。

《出土遺物》埋土から土器片１点、土器総重量12g、石核１点、剥片109点、チップ63点、石器類総重

量1,480gが出土し、剥片接合資料１点、石核１点を図示した。出土した石核･剥片類はいずれも母岩

が同じである。図示した接合資料のほかに、２～４点の剥片からなる接合資料が14点存在する。

《時期･所見》出土土器から時期はⅣ期（後期）と考えられる。同一母岩から採取された剥片や石核がま

とまって出土したことから、剥片埋納土坑と考えられる。

SK10007土坑（遺構第130図、遺物第238図、図版90）

《位置･確認状況》KQ･KR58グリッドに位置する。地山層上面で明瞭に黒褐色土のプランを確認し

た。

《規模･形態》平面形は径約1.60mの円形で、確認面からの深さ約0.30mである。壁は緩やかに開いて立

ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》４層に分層した。いずれも地山土が混入し、遺物が多く出土したことから、一括の人為堆積

と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片117点、土器総重量1,386g、石器２点、剥片４点、石器類総重量453gが

出土し土器破片２点を図示した。前期の土器破片は周囲に該期の集落が営まれることから埋土に混入

したものと考えられる。

《時期･所見》出土遺物、及び形態や埋土が類似するSK10059、SK10094の時期からⅣ１～２期（後期初

頭～前葉）と推定する。性格はSK10059、SK10094と同様に、土坑墓の可能性が考えられる。

なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代4,405±25BP、
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樹種はクリである。出土遺物からみた遺構の年代観と分析結果が異なるが、埋土に試料が紛れ込んだ

ことが原因と考えられる。

SK10028土坑（遺構第130図、遺物第238図、図版90）

《位置･確認状況》KO･KP61･62グリッドに位置する。精査中に地山漸移層上面で５～10㎝の円礫のま

とまりを検出し、その周囲に黒褐色の楕円形プランを確認したことから遺構と認定した。調査時は配

石遺構としていたが、整理段階で遺構種別を土坑に変更した。

《規模･形態》土坑の平面形は約1.45m×約0.90mの楕円形で、主軸方向はN－60°－Ｗである。確認面

からの深さは約0.15mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は平坦だが、西側に低く傾斜す

る。上面には５～10㎝の礫が雑然と表出する。

《埋土》黒褐色土の単一層である。５～10㎝の円礫を多く含む。礫はいずれも不整形である。礫に意

図的な選別や配置は認められない。礫が含まれることから、人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量49g、剥片･チップ20点、石器類総重量40gが出土し、

土器破片１点を図示した。Ⅱ期（前期）とⅢ期（中期）の土器片は周囲に該期の集落が営まれることから

埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SK10045土坑（遺構第129図、遺物第238図、図版90）

《位置･確認状況》LA54･55グリッドに位置する。地山漸移層上面で黒色土のプランを確認し、平面形

から倒木痕と推定したが、遺物が出土することから掘削したところ小形の深鉢形土器が出土した。こ

のため周囲を改めて精査したところ、不明瞭ながら土坑プランを確認できたことから遺構と認定した。

《規模･形態》平面形は、倒木痕の試掘坑により北側が失われているが、約0.85m×約0.70mの不整形と

推定される。確認面からの深さは最大で0.25mである。南壁は緩やかに、北壁はほぼ垂直に立ち上が

る。底面は自然礫が全体に露出しており、凹凸が著しい。

《埋土》３層に分けた。１層は土器内埋土である。２･３層は塊状の地山土と小礫が含まれることから、

一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量97g、石器１点、剥片･チップ２点、石器類総重量

900gが出土し、土器破片１点、石器類１点を図示した。238-4は状態の良い小形の深鉢形土器である。

遺構上面付近で出土した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ１期（後期初頭）以降と考えられる。性格は不明である。小形の深鉢形土

器は状態が良好であることから、意図的に入れられた可能性が高い。

SK10059土坑（遺構第129図、遺物第238図、図版90）

《位置･確認状況》KT･LA53グリッドに位置する。地山漸移層で確認した。

《規模･形態》平面形は約1.70m×約1.40mの楕円形で、主軸方向はN－87°－Ｗである。確認面からの

深さは最大で約0.55mである。壁はやや開いて立ち上がり、底面はやや凹凸がある。

《埋土》３層に分層した。いずれも礫や地山土を含むことから一括の人為堆積と判断する。１層の上

位にはほぼ同じ高さで同一個体の土器片が散乱した状態で出土した。このことから、土器を境に上下

に分層できる可能性を考えたが、明瞭な差異は認められなかった。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量360g、石器１点、石器類総重量541gが出土し、土器
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破片１点、石器類１点を図示した。238-6は１層の上位から11点の破片の状態で出土し、半数程度が

接合した。238-7は扁平な円礫を素材とする磨石である。

《時期･所見》出土遺物からⅣ１～２期（後期初頭～前葉）と考えられる。なお埋土から採取した炭化物

で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代1,260±20BP、樹種は針葉樹である。周囲の遺

構や出土遺物から、本遺構の時期は縄文時代と考えられ、遺構の年代観と分析結果が異なる。本遺構

は一部木の根が入り込むことから、試料が混入したことが原因と考えられる。

同一個体の土器破片がまとまって出土したことに加え、人為堆積であることから、性格は土坑墓と

推測される。

SK10081土坑（遺構第128図、図版91）

《位置･確認状況》KQ63グリッドに位置する。SKQ270を調査中に南東壁で円礫を検出した。上面を精

査したところ、暗褐色土のプランを確認したことから、遺構と認定した。

《規模･形態》SKQ270に大きく掘り込まれているため、全体形状は不明である。残存部の最大長は

約1.10m、確認面からの深さは約0.15mである。壁は開いて立ち上がり、底面は丸みを帯びる。埋土中

では30㎝の扁平な円礫を検出した。礫は輝石安山岩で、使用痕は認められない。

《埋土》２層に分層した。基質を同じくすること、色調が漸移的に変化することから、上層（１層）は

土壌生成作用により黒色化している可能性が考えられる。いずれも地山土を含むことから、一括の人

為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量28gが出土した。いずれも小片であることから、埋土

に混入したものと考えられる。

《時期･所見》埋土から後期中葉土地造成後に構築されたものと考えられる。SKQ270より旧いことか

ら、Ⅳ５期（後期中葉）に比定する。性格は不明である。

SK10083土坑（遺構第128図）

《位置･確認状況》KQ63グリッドに位置する。地山漸移層上面で礫のまとまりを確認し、遺構の存在

を推定してSKQ10019とした。確認段階では土坑プランは不明瞭であったため試掘坑を掘削したとこ

ろ、下部に土坑を確認した。下部の土坑を掘削したところ、埋土中に15～25㎝の円礫が含まれる状況

を確認し、当初推定したプランよりも南西方向に不整形に広がることが明らかとなった。遺構平面形

から、南西部分は別の遺構が重複していると判断し、SK10083とした。

《規模･形態》土坑はSKQ10019に大きく掘り込まれるため、全体形は不明である。残存部の最大長

は約0.70m、確認面からの深さは最大で約0.30mである。壁は開いて立ち上がり、底面は丸みを帯

びる。埋土中からは10～25㎝の円礫が７点検出された。石材はいずれも安山岩系で、使用痕は認め

られない。

《埋土》土層断面図を作成していないため、不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲の遺構と同時期と推定し、Ⅳ５～６期（後期中葉～後葉）と推測する。性格は不明で

ある。

SK10094土坑（遺構第129図、遺物第238図、図版91）

《位置･確認状況》KP56グリッドに位置する。地山上面で黒色土のプランを確認し土坑と認定した。
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《規模･形態》遺構の東側は試掘坑に掘り込まれているため、平面形は不明瞭であるが、残存部分から

約1.60m×約1.30mの楕円形と推定される。主軸方向はN－３°－Ｗ、確認面からの深さは最大で約

0.30mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》黒色土の単一層である。地山土が混入することから人為堆積と判断する。

《出土遺物》土坑北側の底面から約0.10m上位では､胴部上半が欠損する深鉢形土器が正位の状態で出

土した。土器埋設時の掘り込みが認められないことから、埋土埋め戻しの際に同時に埋められたもの

と考えられる。埋設土器１点、土器総重量430g、石器１点、剥片･チップ９点、石器類総重量26gが出

土し、土器１点、石器類１点を図示した。238-8は埋設土器である。238-9は横型の石匙である。主と

して片面からの調整によって刃部を削出する。

《時期･所見》出土遺物からⅣ１期（後期初頭）と考えられる。遺物の出土状況から、土坑墓の可能性が

考えられる。

なお埋土中位から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代4,030±

25BP、樹種はクリである。遺物からみた年代観と概ね相違ない。

SK10109土坑（遺構第131図、遺物第239図、図版91）

《位置･確認状況》KT59グリッドに位置する。地山層上面で明瞭な黒色土のプランを確認した。

《規模･形態》平面形は約1.95m×約1.50mの楕円形で、主軸方向はN－15°－Eである。確認面からの深

さは約0.30mである。壁は開いて立ち上がる。底面は段丘礫が露出し、東側は一段低くなる。

《埋土》４層に分層した。１･２層には10㎝前後の小礫が多く混入する。いずれも地山土や礫が混入す

ることから、一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》土器破片23点、土器総重量78g、石器２点、石器類総重量858gが出土し、土器破片１点、

石器類２点を図示した。前期の土器破片は周囲に該期の集落が営まれることから、埋土に混入したも

のと考えられる。239-2は凹石である。両面に凹痕が形成される。

《時期･所見》出土遺物からⅣ１期（後期初頭）と推測する。なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素

年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,815±20BP、樹種はクリであり、推定した年代観と相違は

ない。埋土に礫が多く混入することが特徴である。土坑墓の可能性が考えられる。

SK10111土坑（遺構第129図、遺物第239図、図版91）

《位置･確認状況》KP55グリッドに位置する。地山漸移層で暗褐色土のプランを確認した。

《規模･形態》平面形は約1.40m×約1.00mの不整楕円形で、主軸方向はN－63°－Ｗである。確認面か

らの深さは最大で0.20mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は残存していないため不明で

ある。遺構の中央は木の根により撹乱されている。

《埋土》褐色土の単一層である。地山土が含まれることから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量57gが出土し、土器破片１点を図示した。

《時期･所見》本遺構は埋土から後期中葉の造成後に構築されたと考えられる。Ⅳ１期（後期初頭）の土

器破片が出土しているが、周囲にはⅣ１期の集落が営まれることから、埋土に混入したものと推定さ

れる。性格は不明である。

SK10121土坑（遺構第131図、図版92）

《位置･確認状況》KP･KQ64グリッドに位置する。後期中葉の盛土を除去したところ地山上面で黒色
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土のプランを明瞭に確認した。

《規模･形態》試掘坑に掘り込まれるため平面形は明確でないが、約1.50m×約1.20mの楕円形と推定す

る。確認面からの深さは約0.65mである。壁は開いて立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》２層に分層した。１層は地山土が混入する黒褐色土で、２層は地山由来土である。どちらも

人為堆積と判断するが、連続性は不明である。なお、Ⅰ～Ⅲ層は段丘崖肩部に堆積した後期中葉の盛

土である。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量74g、剥片７点、石器類総重量96gが出土した。Ⅱ群

（前期）の土器片は小片であることから埋土に混入したものと考えられる。Ⅳ１群（後期初頭）の土器片

は５層から出土した。

《時期･所見》後期中葉の造成土の下に構築されること、Ⅳ１群の土器片が出土したことから、Ⅳ１期

（後期初頭）と推定する。性格は不明である。

SK10130土坑（遺構第131図、遺物第239図、図版92）

《位置･確認状況》KQ･KR60･61グリッドに位置する。地山漸移層上面で黒褐色土のプランを明瞭

に確認した。

《規模･形態》平面形は径約1.30mのほぼ円形で、確認面からの深さは約0.20mである。壁は開いて立ち

上がり、底面はほぼ平坦である。

《埋土》２層に分けた。１･２層とも塊状の地山土が含まれることから、一括の人為堆積と考えられる。

遺構の周囲に礫は存在しないため、土坑内の礫は意図的に入れたものと思われる。

《出土遺物》埋土から土器破片23点、土器総重量260g、石器３点、剥片３点、石器類総重量633gが出

土し、後期初頭の土器破片３点と石器類３点を図示した。239-8は凹基無茎鏃である。両面に黒色付

着物が認められる。239-9は扁平打製石器である。平面形は長方形で周縁に調整が施される。239-10は

円礫を素材とする凹石である。両面に凹痕が形成される。

《時期･所見》本遺構からはⅣ１群の土器が出土していること、埋土が黒褐色土であることから、Ⅳ１期

（後期初頭）と考えられる。性格は不明である。

SK10142土坑（遺構第131図、遺物第239図、図版92）

《位置･確認状況》KO59グリッドに位置する。地山漸移層上面で黒褐色土の明瞭なプランを検出した。

《規模･形態》平面形は径約1.10mのほぼ円形で、確認面からの深さは約0.20mである。壁は開きながら

立ち上がる。特に北西壁は緩やかである。底面は平坦だが、部分的に段丘礫が露出する。

《埋土》黒褐色土の単一層で、10㎝前後の円礫が多量に混入する。本遺構は段丘礫層を掘り込んで構

築されることから、土坑掘削土由来の埋め戻しと考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片15点、土器総重量223g、石器１点、石器類総重量333gが出土し、Ⅳ１

群（後期初頭）の土器破片１点、石器類１点を図示した。Ⅱ群（前期）の土器片は小片であることから埋

土に混入したものと推測する。239-12は扁平打製石器で、片側は折損している。短辺片側に抉りが形

成される。

《時期･所見》Ⅳ１群の土器片が出土していること、SK10059やSK10094と埋土が類似することから、

時期はⅣ１～２期（後期初頭～前葉）と推定される。礫が多量に含まれること、人為堆積であることか

ら、土坑墓の可能性が考えられる。
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SK10143土坑（遺構第131図、遺物第239図、図版93）

《位置･確認状況》KP60･61グリッドに位置する。地山上面でやや不明瞭ではあったが、暗褐色土の楕

円形プランを確認した。

《規模･形態》平面形は約1.40m×約0.80mの楕円形で、主軸方向はN－81°－Eである。確認面からの深

さは約0.40mである。壁はやや開いて立ち上がる。底面は丸みを帯びる。

《埋土》４層に分層した。いずれも地山土が混入することから、一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量84g、石器３点、剥片２点、石器類総重量12gが出土し、

土器破片１点、石器類３点を図示した。239-13は内外面に赤色顔料が塗彩される壺形土器である。

239-14･15は凸基有茎鏃である。どちらも茎部が折損する。239-16は縦型の石匙である。端部が欠損する。

《時期･所見》埋土が黒褐色土であること、Ⅳ２群の土器片が出土したことから、時期はⅣ２期（後期

前葉）以降と推測する。赤色塗彩が施された壺形土器片や石鏃、石匙が出土したことから、性格は土

坑墓と考えられる。

（４）フラスコ状土坑

SKF03フラスコ状土坑（遺構第132図、遺物第240図、図版94）

《位置･確認状況》MT29グリッドに位置する。地山面精査中に確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.10m×0.93mの楕円形で、主軸方向はN－66 －゚Eである。確認面から

の深さは1.02mである。壁は全体的に大きくオーバーハングしており底面付近で最大径となる。底面

は平坦である。最大径の平面形は1.89m×1.69mの不整な楕円形である。

《埋土》16層に分けた。５･12層は地山由来土で、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量88g、剥片２点、石器類総重量９gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF06フラスコ状土坑（遺構第132図、遺物第240図、図版94）

《位置･確認状況》MT28、NA28･29グリッドに位置する。地山面精査中に確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は、推定で1.14m×0.96mの楕円形で、主軸方向はN－65 －゚Eである。確

認面からの深さは0.88mである。壁は全体的に大きくオーバーハングし、底面付近で最大径となる。

底面は平坦である。最大径の平面形は推定で1.87m×1.81mのほぼ円形である。底面には0.44m×0.39m、

深さ0.14mの円形のピットを有する。

《埋土》６層に分けた。ほとんどの層に地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量357g、剥片１点、石器類総重量４gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF148フラスコ状土坑（遺構第132図、遺物第240図、図版94）

《位置･確認状況》ML･MM35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.22m×1.00mの楕円形で、主軸方向はN－21 －゚Eである。確認面から

の深さは0.24mである。壁は底面から0.10m前後上位でオーバーハングする。最大径部分の平面形は
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1.44m×1.12mの楕円形である。底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。遺構内から

は９㎝×６㎝～30㎝×28㎝の礫が10点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量305gが出土し、すべて図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。意図的に入れられたと考えら

れる礫が検出されたことに加え、人為堆積であることから、土坑墓と考えられる。

SKF178フラスコ状土坑（遺構第132図、遺物第240図、図版95）

《位置･確認状況》MJ･MK43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.46m×1.28mの楕円形で、主軸方向はN－30 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.32mである。壁は全体的にオーバーハングしており、特に東側が大きく掘り込まれてい

る。底面から0.05～0.10m上位で最大径となり、最大径部分の平面形は、1.64m×1.46mの楕円形であ

る。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》９層に分けた。塊状または粒状の地山土を含む層が多い。一括の人為堆積と考えられる。１層

からは礫が１点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量101g、石器２点、剥片８点、石器類総重量584gが出

土し、石器類１点を図示した。240-7は横長の剥片を素材とし両面からの調整によって刃部を作出し

たスクレイパーである。両面にマンガンが付着する。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれることから、後期中葉土地造成前の構築と考えられる。性

格は不明である。

SKF180フラスコ状土坑（遺構第133図、遺物第240図、図版95）

《位置･確認状況》MN44･45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は2.08m×1.82mの楕円形で、主軸方向はN－５ －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.48mである。壁は南側半分がオーバーハングしており、中位で最大径となる。ほかはほ

ぼ垂直に立ち上がる。最大径部分の平面形は2.28m×1.84mの楕円形である。底面はほぼ平坦で硬く締

まる。北側は段を有し、0.10mほど高い。

《埋土》12層に分けた。土坑内には10㎝×10㎝～22㎝×18㎝の礫が含まれ、地山土を含む層も多い。

一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量24g、石器２点、剥片３点、石器類総重量2,300gが出

土し、土器破片２点を図示した。

《時期･所見》詳細な時期が特定できる土器が出土していないため、出土土器から時期を判断すること

は困難である。埋土は黒褐色土を一定量含んでいるが、後期中葉土地造成範囲の端付近に位置するこ

とから、黒ボク土の削平が及ばなかった可能性も考えられる。このことから、本遺構の構築時期はⅣ

期（後期）ではあるが、詳細時期は不明である。土坑内に多数の礫が含まれることと、埋土が人為堆積

であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SKF184フラスコ状土坑（遺構第90図、遺物第240図、図版36）

《位置･確認状況》MK･ML43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は、一辺約1.00mの隅丸三角形と推定され、確認面からの深さは0.24mで
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ある。壁は西側がオーバーハングする。底面が最大径で、最大径部分の平面形は長軸推定1.20m、

短軸1.08mの楕円形と考えられる。底面は若干鍋底状で、硬く締まる。最大径部分の主軸方向は

N－54 －゚Ｗである。

《埋土》６層に分けた。地山土を含む層が多く、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量５g、石器２点、剥片５点、石器類総重量135gが出土

し、石器類２点を図示した。240-10は縦長の石匙であり、片面からの調整によって刃部を作出してい

る。未製品と考えられる。240-11は横長のスクレイパーである。片面からの調整によって刃部を作出

している。

《時期･所見》時期は埋土から後期中葉土地造成前の構築と考えられる。性格は不明である。

SKF185フラスコ状土坑（遺構第133図、図版95）

《位置･確認状況》ML43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.00m×0.80mの楕円形で、主軸方向はN－69 －゚Eである。確認面から

の深さは0.80mである。壁は中位でやや窄まり、底面から上位0.20m付近で大きくオーバーハングする。

最大径部分の平面形は1.10m×0.96mの楕円形である。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。地山土を含む層が多く、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量21g、剥片１点、石器類総重量27gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SKF186フラスコ状土坑（遺構第133図、図版95）

《位置･確認状況》MJ43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.86m×0.72mの楕円形で、主軸方向はN－79 －゚Eである。確認面から

の深さは0.30mである。壁は全体的に底面付近でオーバーハングする。最大径部分の平面形は1.04m×

0.84mの楕円形である。底面は平坦で軟弱である。

《埋土》５層に分けた。地山土を含む層が多く、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SKF199フラスコ状土坑（遺構第133図、遺物第240図、図版96）

《位置･確認状況》MJ42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径0.68mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.31mである。壁は全体的

にオーバーハングし、下位で最大径となる。最大径の平面形は径0.80mのほぼ円形である。底面は平

坦で硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。２～４層は塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量142g、剥片１点、石器類総重量12gが出土し、土器破

片５点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。
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SKF200フラスコ状土坑（遺構第134図、遺物第240図、図版96）

《位置･確認状況》MH･MI41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.00m×0.80mの楕円形で、主軸方向はN－31 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.58mである。壁は全体的にオーバーハングし、下位で最大径となる。最大径部分の平面

形は2.28m×2.22mの不整円形である。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。すべて基本土層Ⅰ層に由来する黒色土で、地山土を含むことから、一括の人

為堆積土と考えられる。底面中央に47㎝×28㎝の扁平な礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量49g、剥片６点、石器類総重量70gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒褐色土が含まれることから、後期中葉土地造成前の構築と考えられる。底面か

ら意図的に入れたと考えられる礫を検出したことに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性

が考えられる。

SKF236フラスコ状土坑（遺構第134図、遺物第240図、図版97）

《位置･確認状況》ME37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.76m×0.72mの楕円形で、主軸方向はN－８ －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.31mである。壁は南側を除いてオーバーハングし、底面付近で最大径となる。最大径部

分の平面形は0.72m×0.71mの楕円形である。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土が含まれることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片17点、土器総重量103g、チップ１点、石器類総重量２gが出土し、土器

破片１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SKF241フラスコ状土坑（遺構第106図、遺物第240図、図版96）

《位置･確認状況》MD･ME38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.32m×1.14mの楕円形で、主軸方向はN－66 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.60mである。壁は北側がオーバーハングしており、底面付近で最大径となる。最大径部

分の平面形は1.26m×1.04mの楕円形である。底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》２層に分けた。２層は地山土に由来し、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片32点、土器総重量282g、剥片４点、石器類総重量20gが出土し、土器破

片７点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF245フラスコ状土坑（遺構第134図、遺物第240図、図版97）

《位置･確認状況》MD37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.56m×0.52mの隅丸方形で、主軸方向はほぼ真北である。確認面から

の深さは0.24mである。壁は全体的にオーバーハングし、底面で最大径となる。最大径部分の平面形

は0.70m×0.60mの楕円形である。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》埋土から土器破片27点、土器総重量537g、剥片２点、石器類総重量12gが出土し、土器破

片７点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF247フラスコ状土坑（遺構第134図、遺物第241図、図版97）

《位置･確認状況》MD39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.80m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－45 －゚Eである。確認面から

の深さは0.28mである。西壁がオーバーハングしており、底面で最大径となる。最大径部分の平面形

は0.84m×0.68mの楕円形である。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片25点、土器総重量372g、剥片･チップ４点、石器類総重量30gが出土し、

土器破片８点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF249フラスコ状土坑（遺構第134図、図版97）

《位置･確認状況》MD39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.80mの円形で、確認面からの深さは0.60mである。壁は全体的に

オーバーハングし、底面付近で最大径となる。最大径部分の平面形は1.00m×0.93mの楕円形である。

底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》７層に分けた。全体的に地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSKF251に掘り込まれることから、Ⅳ８期（後期後葉）以前と考えられる。

SKF251フラスコ状土坑（遺構第134図、遺物第241図、図版98）

《位置･確認状況》MD･ME39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.90m×0.78mの楕円形で、主軸方向はN－21 －゚Eである。確認面から

の深さは0.28mである。最大径の平面形は0.98m×0.84mの楕円形である。壁は全体的にオーバーハン

グし、底面で最大径となる。底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》３層に分けた。１･３層は塊状の地山土を大量に含むことから、一括の人為堆積と考えられ

る。

《出土遺物》埋土から土器破片36点、土器総重量582g、剥片１点、石器類総重量６gが出土し、土器破

片６点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF259フラスコ状土坑（遺構第135図、遺物第242図、図版98）

《位置･確認状況》ME40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.80mの楕円形で、主軸方向はN－４ －゚Ｗである。確認面からの

深さは0.35mである。壁は北側の一部を除いてオーバーハングし、底面で最大径となる。最大径部分

の平面形は0.95m×0.87mの楕円形である。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。底面で

は30㎝×15㎝の扁平な礫を検出した。
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《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量113g、石器２点、剥片･チップ３点、石器類総重量

10gが出土し、土器破片２点、石器類２点を図示した。242-3･4は凸基有茎鏃である。242-3の両面に

は黒色付着物が認められる。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～７期（後期後葉）以降と推定される。意図的に入れられたと考

えられる礫が底面から検出されたことから、土坑墓の可能性が考えられる。

SKF337フラスコ状土坑（遺構第95図、遺物第241図、図版40･41･99）

《位置･確認状況》LQ･LR49グリッドに位置する。プランがはっきりしなかったため、試掘坑を掘削

し、断面観察により遺構と認定した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.84m×1.48mの楕円形で、主軸方向はN－50 －゚Eである。確認面から

の深さは0.84mである。壁は西側中位でオーバーハングし、最大径となる。底面は平坦である。最大

径の平面形は1.80m×1.32mの楕円形である。

《埋土》20層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。底面付近か

らはほぼ完形の壺形土器が、中位から下位では多量の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片22点、土製品１点、土器類総重量970g、石器16点、石器類総重量25,192g

が出土し、土器破片６点、土製品１点、石器類４点を図示した。241-18は内面の一部に厚くアスファ

ルトが付着する。アスファルト容器と考えられる。241-20は西壁中位より出土した。残存状態が良好

な壺形土器である。241-21は北壁中位より出土した錘状土製品である。十字に溝状の掘り込みを施す。

241-22･23は縦長の剥片を素材としたスクレイパーである。241-22は頭部を除く縁辺部に、丁寧な調

整により刃部を作出している。241-23は表面と裏面の縁辺部にそれぞれ刃部を作出している。241-24

もスクレイパーであるが折損している。241-25は片面に凹み痕がある敲石である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）と推定される。意図的に入れられたと考えられる

礫を検出したこと、埋土が人為堆積であることから、土坑墓と推測する。ほぼ完形の壺形土器や、錘

状土製品は副葬品の可能性が考えられる。なお、土坑内より採取した炭化材の放射性炭素年代測定結

果では、補正年代3,880±30BPの値を示しており、遺物からみた年代観と相違ない。

SKF377フラスコ状土坑（遺構第100図、遺物第242図、図版98）

《位置･確認状況》MK41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.84m×0.70mの楕円形で、主軸方向はN－３ －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.54mである。壁は西際の一部を除き、壁下位でオーバーハングする。底面は平坦でやや

軟弱である。最大径の平面形は1.06m×0.78mの楕円形である。

《埋土》２層に分けた。１層は粒状の地山土を含み、２層は地山由来土であることから、一括の人為

堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量124gが出土し、２点を図示した。242-6は、外面に褐

色の付着物が認められる。漆膜の可能性が高い。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF390フラスコ状土坑（遺構第135図、図版98）

《位置･確認状況》MK42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.88m×0.81mの円形で、確認面からの深さは0.16mである。壁は全体
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的に底面付近でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。最大径の平面形は0.94m×0.92mの円形

である。

《埋土》単一層である。塊状の地山土を含むことから、一括した人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から石器１点、石器類総重量1,900gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SKF400フラスコ状土坑（遺構第135図、遺物第242図、図版100）

《位置･確認状況》MJ･MK41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.78m×0.76mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.34mである。壁は

全体的に底面付近でオーバーハングし、底面は平坦である。最大径の平面形は0.96m×0.80mの楕円形

である。

《埋土》４層に分けた。１層は地山土を含み、２～４層は地山由来土であることから、一括の人為堆

積と考えられる。土坑東側底面付近からは礫が１点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片33点、土器総重量362g、剥片１点、石器類総重量19gが出土し、土器破

片９点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF411フラスコ状土坑（遺構第135図、図版100）

《位置･確認状況》ML34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.72m×0.56mの楕円形で、主軸方向はN－53 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.70mである。壁は全体的に底面付近でオーバーハングし、底面は平坦である。最大径の

平面形は0.88m×0.62mの楕円形である。

《埋土》２層に分けた。１層は地山土を含み、２層は地山由来土であることから、一括の人為堆積と

考えられる。底面付近からは36㎝×22㎝ほどの礫が３点検出された。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土は黒褐色土を一定量含んでいるが、後期中葉土地造成範囲の端付近に位置すること

から、黒ボク土の削平が及ばなかった可能性も考えられる。このことから、本遺構の構築時期は不明

である。周囲にⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構も同時期と推定される。

土坑底面から礫が３点検出されたことや、埋土が人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えら

れる。

SKF413フラスコ状土坑（遺構第135図、図版100）

《位置･確認状況》MI42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.62m×0.48mの楕円形で、主軸方向はN－２ －゚Eである。確認面から

の深さは0.46mである。壁中位で全体的にオーバーハングする。底面は鍋底状で、やや軟弱である。

最大径の平面形は0.88m×0.70mの楕円形である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。上面には礫

が１点検出された。

《出土遺物》なし。
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《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SKF416フラスコ状土坑（遺構第135図、遺物第243図、図版101）

《位置･確認状況》MA50グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.30m×1.06mで楕円形と考えられ、主軸方向はN－72 －゚Eである。確

認面からの深さは0.42mである。壁は北側底面付近でオーバーハングしており、その他はほぼ垂直に

立ち上がる。底面は平坦である。最大径の平面形は1.34m×1.12mの楕円形である。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。上面では

28㎝×24㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量448gが出土し、５点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。意図的に入れられたと推定され

る礫が検出されていることに加え、埋土が人為堆積であることから、土坑墓である可能性が考えられる。

SKF422フラスコ状土坑（遺構第135図、遺物第242図、図版101）

《位置･確認状況》MA･MB50グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は2.22m×1.30mの楕円形で、主軸方向はN－75 －゚Eである。確認面から

の深さは0.70mである。壁は東側底面付近でオーバーハングしている。底面は鍋底状である。最大径

の平面形は2.08m×1.36mの楕円形である。

《埋土》８層に分けた。ほとんどの層に地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑

上面からは礫が２点検出された。

《出土遺物》土坑上面と埋土から、土器破片124点、土器総重量3,184g、石器16点、剥片･チップ61点、

石器類総重量38,500gが出土し、土器破片12点、石器類３点を図示した。242-27は内外面に赤色塗彩

が施される。242-28は縦長の剥片を素材とし、片面からの調整によって刃部を作出するスクレイパー

である。242-29は打点の一部を除き、片面からの調整によって刃部を作出するラウンドスクレイパー

である。242-30は石核である。両面に大きな剥離痕が残る。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ３期（後期前葉～中葉）以降と推定される。遺物が多量に出土した

こと、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SKF430フラスコ状土坑（遺構第136図、遺物第243図、図版102）

《位置･確認状況》LT･MA43･44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.92m×1.54mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－89 －゚Ｗである。

確認面からの深さは0.70mである。壁は東側の一部を除いて、壁中位でオーバーハングしている。底

面は鍋底状である。最大径の平面形は1.86m×1.68mのやや不整な楕円形である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片16点、土器総重量229g、剥片５点、石器類総重量111gが出土し、土器

破片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF454フラスコ状土坑（遺構第136図、遺物第243図、図版100）

《位置･確認状況》LS44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。
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《規模･形態》開口部の平面形は1.50m×1.46mの楕円形で、確認面からの深さは0.70mである。壁は南

側の一部を除いて、底面付近でオーバーハングしている。底面はほぼ平坦である。最大径の平面形は

1.93m×1.82mの円形である。

《埋土》５層に分けた。５層は地山由来土である。１～４層は地山土を含むことから、一括の人為堆

積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量297g、剥片･チップ６点、石器類総重量37gが出土し、

土器破片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ３～４期（後期前葉～中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF457フラスコ状土坑（遺構第101図、遺物第243図、図版102）

《位置･確認状況》MI36グリッドに位置する。精査中に地山面でSK458と重複して確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.54m×1.30mの楕円形で、主軸方向はN－３ －゚Eである。確認面から

の深さは0.47mである。壁は全体的に壁下位でオーバーハングする。底面は平坦で硬く締まる。最大

径の平面形は1.65m×1.52mの楕円形である。

《埋土》12層に分けた。ほとんどの層に塊状または粒状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と

考えられる。土坑底面からは10㎝×６㎝～16㎝×16㎝の礫が４点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片20点、土器総重量226g、石器１点、剥片５点、石器類総重量60gが出土

し、土器破片６点、石器類１点を図示した。243-18は縦長の石匙で未製品の可能性がある。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。底面から意図的に入れられた

と考えられる礫が４点検出されたことに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられ

る。

SKF464フラスコ状土坑（遺構第136図、遺物第243図、図版103）

《位置･確認状況》MK39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部に平面形は0.90m×0.80mの楕円形で、主軸方向はN－62 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.46mである。壁は西側を除き底面付近でオーバーハングする。底面は平坦でやや軟弱で

ある。最大径の平面形は0.98m×0.94mの楕円形である。

《埋土》２層に分けた。２層は地山土に由来する。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量27g、剥片２点、石器類総重量17gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SKF470フラスコ状土坑（遺構第136図、遺物第243図、図版102）

《位置･確認状況》MJ･MK44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.82m×0.74m の楕円形で、主軸方向はN－46 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.51mである。壁は全体的に底面付近で大きくオーバーハングしている。底面は平坦でや

や軟弱である。最大径の平面形は1.26m×1.16mの楕円形である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、一括した人為堆積土と考えられる。北側底面付

近からは10㎝×６㎝～24㎝×20㎝ほどの礫が５点検出された。
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《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量129g、石器２点、剥片２点、石器類総重量826gが出

土し、土器破片１点、石器類１点を図示した。243-20は比較的状態の良い壺形土器である。出土状況

は不明である。243-21は両面に磨痕が残る凹石である。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉造成後に構築された可能性が高い。

意図的に入れられたと推定される礫がまとまって検出されていることに加え、埋土が人為堆積である

ことから土坑墓の可能性が考えられる。

SKF480フラスコ状土坑（遺構第136図、遺物第243図、図版103）

《位置･確認状況》MG･MH39グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径0.62mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.40mである。壁は全体的

に底面付近でオーバーハングする。底面は西側に低く傾斜しており、硬く締まる。最大径の平面形は

1.00m×0.82mの楕円形である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片18点、総重量93g、剥片１点、石器類総重量22gが出土し、土器破片４

点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF483フラスコ状土坑（遺構第136図、図版103）

《位置･確認状況》MK42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.00m×0.84mの楕円形で、主軸方向はN－44 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.14mである。壁は全体的に底面付近でオーバーハングする。底面は平坦で硬く締まる。

最大径の平面形は1.06m×0.94mの楕円形である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。なお、土坑内から採取した炭化材の放射性炭素年代測定結果では、補正年

代3,360±30BPの値を示す。

SKF489フラスコ状土坑（遺構第103図、図版54･103）

《位置･確認状況》MM43･44グリッドに位置する。精査中に地山面でSK477･653と重複して確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.12m×0.68mで楕円形と考えられ、主軸方向はN－26 －゚Eである。確

認面からの深さは0.88mである。壁は東側底面付近でオーバーハングする。底面は平坦で硬く締まる。

最大径の平面形は1.00m×0.80mの楕円形と考えられる。

《埋土》６層に分けた。すべての層に地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。６層で

は礫を検出した。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK653を掘り込んで構築されることから、Ⅳ８期（後期後葉）と考えられる。性

格は不明である。

SKF498フラスコ状土坑（遺構第136図、遺物第244図、図版104）

《位置･確認状況》MB48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。
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《規模･形態》開口部の平面形は0.74m×0.68mの楕円形で、主軸方向はN－24 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.52mである。壁は全体的に底部付近でオーバーハングしている。底面は平坦である。最

大径の平面形は0.90m×0.84mの楕円形である。

《埋土》４層に分けた。１層には地山土を含み、２･３層は地山由来土であることから、一括の人為堆

積と考えられる。底面と上面からは礫がまとまって検出され、底面の礫の周りには深鉢形土器が破片

の状態で散らばって出土した。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量1,703gが出土し、３点を図示した。244-3は底面から

破片が散らばって出土した深鉢形土器である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）と推定される。意図的に入れられたと考えられる

礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓と推測する。土坑墓とすれば底面から出

土した深鉢形土器は副葬品の可能性が考えられる。

SKF501フラスコ状土坑（遺構第137図、遺物第244図、図版103）

《位置･確認状況》MK･ML34･35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.88m×0.70mの楕円形で、主軸方向はN－76 －゚Eである。確認面から

の深さは0.40mである。西壁は底面付近でオーバーハングしており、東壁は開いて立ち上がる。底面

は平坦で硬く締まる。最大径の平面形は0.88m×0.72mの楕円形である。

《埋土》３層に分けた。２･３層は塊状の地山土を含み、１層は粒状の地山土を含むことから、一括の

人為堆積と考えられる。土坑東壁際には立石を１点伴う。

《出土遺物》埋土から土器破片31点、土器総重量348g、剥片１点、石器類総重量６gが出土し、土器破

片４点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。立石を伴い、埋土が人為堆積

であることから土坑墓の可能性が考えられる。

SKF502フラスコ状土坑（遺構第137図、遺物第244図、図版104）

《位置･確認状況》MK34･35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.82m×0.76mのやや不整な円形で、確認面からの深さは0.46mである。

壁は全体的に中位でオーバーハングする。底面は平坦で硬く締まる。最大径の平面形は0.98m×0.82mの

楕円形である。

《埋土》２層に分けた。１層は地山土を含み、２層は地山由来土であることから、一括の人為堆積と

考えられる。底面では20㎝×14㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量75gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF508フラスコ状土坑（遺構第137図、図版104）

《位置･確認状況》MK･ML35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.64m×0.56mの楕円形で、主軸方向はN－79 －゚Eである。確認面から

の深さは0.40mである。壁は全体的に底面付近でオーバーハングする。底面は平坦で硬く締まる。最

大径の平面形は0.74m×0.72mのほぼ円形である。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑上面か
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らは16㎝×14㎝と22㎝×14㎝の礫が２点検出された。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れられたと考えられる礫を検出したことに加え、埋土が人為堆積であることから土

坑墓と推測する。

SKF515フラスコ状土坑（遺構第104図、図版105）

《位置･確認状況》MI34･35グリッドに位置する。精査中に地山面でSK516と重複して確認した。

《規模･形態》平面形は1.00m×0.84mの楕円形で、主軸方向はN－7 －゚Eである。確認面からの深さは

0.50mである。壁は全体的に底面付近でオーバーハングする。底面は平坦で硬く締まる。最大径の平

面形は1.20m×1.16mの楕円形である。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。東側中位か

らは礫が１点検出された。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒褐色土が含まれることから、後期中葉土地造成前の構築と考えられる。性格は

不明である。

SKF518フラスコ状土坑（遺構第137図、図版105）

《位置･確認状況》MK･ML36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.02m×0.86mの楕円形で、主軸方向はN－87 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.60mである。壁は全体的に中位でオーバーハングする。底面は平坦で硬く締まる。最大

径の平面形は1.43m×1.20mの楕円形である。

《埋土》５層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。性格は不明である。

SKF535フラスコ状土坑（遺構第137図、図版105）

《位置･確認状況》MI34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.68m×0.60mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－36 －゚Eである。

確認面からの深さは0.56mである。壁は東側の一部を除き、底面付近でオーバーハングしている。底

面は鍋底状で、やや軟弱である。最大径の平面形は0.90m×0.70mの楕円形である。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。性格は不明である。

SKF540フラスコ状土坑（遺構第137図、遺物第244図、図版105）

《位置･確認状況》MG･MH34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.78m×0.68mの楕円形で、主軸方向はN－33 －゚Eである。確認面から

の深さは0.30mである。壁は全体的に底面付近でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。最大
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径の平面形は0.86m×0.76mの楕円形である。

《埋土》３層に分けた。１･２層は塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片14点、土器総重量843g、石器２点、剥片19点、石器類総重量291gが出

土した。２点の石核と剥片12点のうち６点は同一母岩である。そのうち土器破片４点、石器類２点を

図示した。244-14･15は同一母岩の分割礫である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF549フラスコ状土坑（遺構第137図、遺物第245図、図版106）

《位置･確認状況》MI31グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.90mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.36mである。壁は全体

的に底面付近でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。最大径の平面形は径約0.95mのほぼ円

形である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量98g、剥片３点、石器類総重量10gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF553フラスコ状土坑（遺構第137図、遺物第245図、図版106）

《位置･確認状況》MH33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.60mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.45mである。壁は北側

の一部を除き下位でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。最大径は径約0.70mのほぼ円形で

ある。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。土坑中位では38㎝×26㎝

の礫を１点検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量81gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物の最も新しい時期はⅣ２期（後期前葉）であるが、埋土に黒～黒褐色土が含まれ

ないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が高い。意図的に入れられたと推定される礫

を検出したことに加え、人為堆積であることから土坑墓と考えられる。

SKF559フラスコ状土坑（遺構第138図、遺物第245図、図版106）

《位置･確認状況》MG46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は約0.90mのやや不整な円形で、確認面からの深さは0.90mである。壁は

下位でオーバーハングし、底面は平坦である。最大径の平面形は1.08m×0.86mの楕円形である。

《埋土》４層に分けた。１～３層は地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量44g、剥片２点、石器類総重量54gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は、出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。性格は不明である。

SKF560フラスコ状土坑（遺構第138図、遺物第245図、図版106）

《位置･確認状況》MH45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約１mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.70mである。壁は東側
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を除き底面付近でオーバーハングし、底面は鍋底状である。最大径の平面形は径約1.10mの不整な円

形である。

《埋土》７層に分けた。いずれも地山土が混入することから、一括の人為堆積と考えられる。上面か

らは礫がまとまって検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量56gが出土し、すべて図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。礫がまとまって検出されたこ

とに加え、人為堆積であることから、土坑墓の可能性が考えられる。

SKF561フラスコ状土坑（遺構第122図、遺物第245図、図版107）

《位置･確認状況》MH46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.20m×0.96mの楕円形で、主軸方向はN－82 －゚Eである。確認面から

の深さは0.86mである。壁は南西側下位でオーバーハングする。底面は平坦で東側に段を有している。

最大径の平面形は1.24m×0.90mの楕円形である。

《埋土》５層に分けた。ほとんどの層に地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑

中位では礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片21点、土製品１点、土器類総重量482g、剥片･チップ８点、石器類総重

量82gが出土し、土器破片２点、環状土製品１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。意図的に入れられたと考えら

れる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓と推測する。

SKF567フラスコ状土坑（遺構第138図、遺物第245図、図版106）

《位置･確認状況》ME38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.90mの不整な円形と考えられ、確認面からの深さは0.36mである。

壁は全体的に底面付近でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。最大径の平面形は1.10m×0.92m

の楕円形である。主軸方向はN－70 －゚Eである。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量50g、石器２点、石器類総重量740gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ１～２期（後期初頭～前葉）以降と推定される。性格は不明であ

る。

SKF594フラスコ状土坑（遺構第92図、遺物第245図）

《位置･確認状況》MF･MG36･37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》SK238･609と重複するため残存状況が悪いが、残存部分から平面形は径1.40m以上の円

形もしくは楕円形と考えられる。確認面からの深さは0.78mである。北壁はオーバーハングし、底面

で最大径となる。最大径部分の平面形は、残存部分から1.60m前後の円形もしくは楕円形と推定され

る。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも塊状地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片21点、土器総重量445g、石器３点、剥片９点、石器類総重量1,425gが

出土し、土器破片４点、石器類３点を図示した。245-17は横長の剥片を素材とし、表面全体と裏面の
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半分以上に調整を施したスクレイパーである。245-18･19は両面に凹痕及び磨痕が認められる凹石で

ある。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF599フラスコ状土坑（遺構第138図、遺物第245図、図版107）

《位置･確認状況》MD34･35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は長軸0.72m、短軸推定0.65mの楕円形と考えられる。主軸方向は

N－84 －゚Ｗである。確認面からの深さは0.25mである。最大径の平面形は長軸0.74m、短軸推定0.65mの

楕円形と考えられる。壁は東側底面付近がオーバーハングする。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山漸移層由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量105g、石器１点、剥片２点、石器類総重量26gが出土

し、土器破片３点、石器類１点を図示した。245-23は横長の剥片を素材とし、片面からの調整によっ

て刃部を作出するスクレイパーである。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF601フラスコ状土坑（遺構第138図、遺物第246図、図版107）

《位置･確認状況》MF･MG37･38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.78m×0.68mの楕円形で、主軸方向はN－67 －゚Eである。確認面から

の深さは0.49mである。最大径の平面形は1.06m×0.88mの楕円形である。壁は全体的に下位でオーバ

ーハングする。底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》３層に分けた。１･２層は地山由来土であり、３層は地山土を含むことから、一括の人為堆積

と考えられる。底面からはこぶし大の礫が３点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片160点、土器総重量1,845g、石器２点、剥片･チップ４点、石器類総重

量1,768gが出土し、土器破片９点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF643フラスコ状土坑（遺構第139図、図版107）

《位置･確認状況》MG･MH35グリッドに位置する。精査中に地山面で集石を確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.70m×0.63mの楕円形で、主軸方向はN－73 －゚Ｗである。深さは

0.40mである。壁は西側を除き、底面付近でオーバーハングする。底面は平坦で硬く締まる。最大径

の平面形は0.67m×0.64mの楕円形である。

《埋土》３層に分けた。１層は地山土を含み、２･３層は地山由来土であることから、一括の人為堆積

と考えられる。底面付近では14㎝×12㎝と22㎝×20㎝の礫が２点検出された。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れられたと考えられる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓

と推測する。

SKF660フラスコ状土坑（遺構第112図、図版70）

《位置･確認状況》MD38グリッドに位置する。精査中に地山面でSK659と重複して確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.56m×0.46mの不整な楕円形で、主軸方向はほぼ南北方向である。確
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認面からの深さは0.32mである。壁は西側の底面付近がオーバーハングしており、東側はやや緩やか

に立ち上がる。底面は鍋底状で、硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。５層は塊状の地山土を多量に含み、１～４層は粒状の地山土を含むことから、

一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK659を掘り込んで構築されることから、Ⅳ６期（後期後葉）以降と考えられる。

性格は不明である。

SKF663フラスコ状土坑（遺構第139図、遺物第246図、図版108）

《位置･確認状況》MD37･38グリッドに位置する。精査中に地山面でSKF664と重複して確認し

た。

《規模･形態》開口部の平面形は0.74m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－30 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.31mである。最大径の平面形は0.74m×0.49mの楕円形である。 壁は東側底面付近がオー

バーハングしており、西側は緩やかに開いて立ち上がる。底面は東側から西側に低く傾斜しており、

硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。底面付近か

らはこぶし大の礫が２点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片14点、土器総重量193g、剥片１点、石器類総重量５gが出土し、土器破

片５点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF664フラスコ状土坑（遺構第139図、遺物第246図、図版108）

《位置･確認状況》MD37･38グリッドに位置する。精査中に地山面でSKF663と重複して確認し

た。

《規模･形態》開口部の平面形は0.86m×0.70mの楕円形で、主軸方向はN－20 －゚Eである。確認面から

の深さは0.33mである。最大径の平面形は0.68m×0.60mの楕円形である。壁は東側底面付近がオーバ

ーハングする。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量392g、剥片２点、石器類総重量６gが出土し、土器破

片４点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF698フラスコ状土坑（遺構第139図、遺物第246図、図版108）

《位置･確認状況》MJ38グリッドに位置する。精査中に地山面でSKF699と重複して確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.92m×0.82mの楕円形で、主軸方向はN－27 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.34mである。最大径の平面形は1.04m×0.76mの楕円形である。壁は東側を除いて、底面

でオーバーハングしている。底面は東側に低く傾斜しており、やや軟弱である。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑西側底

面では礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土製品１点、土器類総重量20g、剥片･チップ４点、石器類総重
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量12gが出土し、土器破片１点、土偶１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF699フラスコ状土坑（遺構第139図、遺物第246図、図版108）

《位置･確認状況》MJ38･39グリッドに位置する。精査中に地山面でSKF698と重複して確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.85mの円形と考えられ、確認面からの深さは0.86mである。壁は

全体的に底面付近でオーバーハングしている。底面は平坦で硬く締まる。最大径の平面形は、径

1.46mのほぼ円形である。

《埋土》２層に分けた。いずれも基本土層Ⅰ層の黒土に由来し、地山土を含む。一括の人為堆積と考

えられる。底面では20㎝×10㎝の扁平な礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片27点、土器総重量269g、石器１点、剥片３点、石器類総重量727gが出

土し、土器破片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF707フラスコ状土坑（遺構第139図、遺物第246図、図版108）

《位置･確認状況》MG39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.82m×0.76mの楕円形で、主軸方向はN－９ －゚Eである。確認面から

の深さは0.41mである。最大径の平面形は1.02m×0.98mのほぼ円形である。壁は全体的に底面付近で

オーバーハングしている。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。２層は地山土に由来しており、１層からは11㎝×８㎝～18㎝×14㎝の礫が４点

検出された。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片22点、土器総重量196gが出土し、４点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF708フラスコ状土坑（遺構第139図、遺物第246図、図版108）

《位置･確認状況》MG40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.62m×0.56mの楕円形で、主軸方向はN－11 －゚Eである。確認面から

の深さは0.46mである。最大径の平面形は0.72m×0.56mの楕円形である。壁は全体的に底面付近でオ

ーバーハングしている。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。底面か

らは24㎝×16㎝と26㎝×24㎝の礫が２点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片19点、土器総重量233gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。意図的に入れられたと考えられる

礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓と推測する。

SKF713フラスコ状土坑（遺構第139図、遺物第246図、図版109）

《位置･確認状況》MI42･43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.58m×0.51mの楕円形で、主軸方向はN－17 －゚Eである。確認面から

の深さは0.34mである。壁は全体的に中位でオーバーハングする。底面は平坦でやや軟弱である。最

大径の平面形は0.80m×0.66mの楕円形である。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。上面西
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側では18㎝×18㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片15点、土器総重量136g、剥片２点、石器類総重量13gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。意図的に入れられたと考えら

れる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓と推測する。

SKF727フラスコ状土坑（遺構第139図、図版109）

《位置･確認状況》ME36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.68m×0.52mの楕円形で、主軸方向はN－61 －゚Eである。確認面から

の深さは0.33mである。壁は東側下位でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。最大径は

0.63m×0.52mの楕円形である。

《埋土》４層に分けた。４層は塊状の地山土を多量に含み、１～３層は粒状の地山土を含む。一括の

人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SKF750フラスコ状土坑（遺構第140図、図版109）

《位置･確認状況》MJ35グリッドに位置する。プランが不明瞭であったため、試掘坑を掘削し、断面

観察により判断した。

《規模･形態》開口部の平面形は長軸1.52mの楕円形で、主軸方向はN－40 －゚Ｗと考えられる。確認面

からの深さは0.70mである。壁は西側の一部を除き底面付近でオーバーハングする。底面は平坦で硬

く締まる。最大径の平面形は長軸推定1.54mの楕円形と考えられる。

《埋土》４層に分けた。２･３層は塊状の地山土を多量に含み、４層も塊状の地山土を含むことから、

一括の人為堆積と考えられる。１層からは礫がまとまって検出された。

《出土遺物》埋土から石器１点、剥片４点、石器類総重量2,005gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れられたと考えられる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓

と推測する。

SKF752フラスコ状土坑（遺構第140図、遺物第246図、図版109）

《位置･確認状況》MJ42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.80m×0.71mの楕円形で、主軸方向はほぼ真北である。確認面からの

深さは0.40mである。最大径の平面形は0.91m×0.82mの楕円形である。壁は全体的に底面付近でオー

バーハングし、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。３層は地山土に由来し、１･２層は地山土を含むことから、一括の人為堆積と

考えられる。22㎝×14㎝の礫が１点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量21gが出土し、図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。意図的に入れられたと考えられる

礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓と推測する。
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SKF770フラスコ状土坑（遺構第120図、遺物第246図、図版110）

《位置･確認状況》MC41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径1.44mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.34mである。壁は西側の

一部を除き、底面付近でオーバーハングしている。底面は平坦である。最大径の平面形は径1.50mのほ

ぼ円形である。

《埋土》単一層である。堆積要因は不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片43点、土器総重量421g、石器５点、剥片32点、石器類総重量780gが出

土し、土器破片６点を図示した。小型の壺形土器破片（246-36）が出土しているが、小片であることか

ら、混入したものと推測される。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF780フラスコ状土坑（遺構第140図、図版110）

《位置･確認状況》MK43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.80mの円形で、確認面からの深さは0.34mである。最大径の平面

形は径約0.90mのほぼ円形である。壁は全体的に中位でオーバーハングしており、底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から剥片１点、石器類総重量67gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。性格は不明である。

SKF784フラスコ状土坑（遺構第140図、遺物第247図、図版110）

《位置･確認状況》MI45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定1.30m、短軸0.96mのやや不整な楕円形と考えられ、主軸方向はN－44 －゚Ｗ

である。確認面からの深さは0.72mである。最大径の平面形は長軸推定1.40m、短軸1.06mの楕円形と考

えられる。壁は全体的に中位でオーバーハングしている。底面はほぼ平坦である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片13点、土器総重量215g、剥片２点、石器類総重量20gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF788フラスコ状土坑（遺構第140図、遺物第247図、図版110）

《位置･確認状況》ML41･42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.09m×0.92mの楕円形で、主軸方向はN－32 －゚Eである。確認面から

の深さは0.54mである。壁は北側と南側の底面付近がオーバーハングする。底面は平坦で硬く締まる。

最大径の平面形は0.92m×0.84mの円形である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片26点、土器総重量414g、剥片３点、石器類総重量28gが出土し、土器破

片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。
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SKF790フラスコ状土坑（遺構第123図、遺物第247図、図版111）

《位置･確認状況》MC･MD45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.12m×0.93mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－85 －゚Ｗである。

確認面からの深さは0.66mである。壁はオーバーハングし、底面で最大径となる。最大径部分の平面

形は、1.32m×1.12mの楕円形である。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。１層は地山由来土であり、２層は地山土を含むことから、人為堆積と考えら

れる。上位からは14㎝×10㎝～34㎝×24㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量39g、剥片１点、石器類総重量４gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れられたと考えられる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓

の可能性が考えられる。

SKF795フラスコ状土坑（遺構第114図、図版72･111）

《位置･確認状況》MJ46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形はSK693に掘り込まれるため定かではないが、残存部分から径0.70mの

円形または楕円形と考えられる。壁は全体的に中位でオーバーハングしている。底面は平坦である。

最大径の平面形は長軸0.80mの楕円形と考えられる。

《埋土》単一層である。土坑内からは20㎝×８㎝～32㎝×16㎝の礫が６点検出された。礫が多数検出

されたことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れられたと考えられる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓

の可能性が考えられる。

SKF821フラスコ状土坑（遺構第140図、遺物第247図、図版111）

《位置･確認状況》MG48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は長軸推定0.85m、短軸0.60mの楕円形と考えられる。主軸方向は

N－64 －゚Ｗである。深さは地山面より0.22mである。壁は北側と南側の中位でオーバーハングしてい

る。底面は平坦で硬く締まる。最大径の平面形は0.80m×0.74mの楕円形である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。土坑上面からは12㎝×12㎝

と24㎝×12㎝の礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量83g、石器２点、剥片５点、石器類総重量156gが出土

し、土器破片２点、石器類１点を図示した。247-10はスクレイパーである。両面からの調整によって

刃部を作出しているが、刃部の調整は雑である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。意図的に入れられたと考えら

れる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓の可能性が考えられる。

SKF822フラスコ状土坑（遺構第140図、遺物第247図、図版111）

《位置･確認状況》MG48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。



－210（210）－

第４章　調査の記録

《規模･形態》開口部の平面形は1.00m×0.86mの楕円形で、主軸方向はN－25 －゚Eである。確認面から

の深さは0.19mである。壁は全体的に底面付近でオーバーハングしている。底面は平坦でやや軟弱で

ある。最大径の平面形は1.04m×0.92mの楕円形である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量３gが出土し、図示した。

《時期･所見》本遺構はSKF821を掘り込んで構築されることから、Ⅳ５期（後期中葉）以降と考えられ

る。性格は不明である。

SKF824フラスコ状土坑（遺構第141図、遺物第247図、図版112）

《位置･確認状況》MA･MB37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は長軸1.24mの円形もしくは楕円形で、確認面からの深さは0.36mである。

壁は西側底面付近が大きくオーバーハングしている。底面は東側に低く傾斜している。

《埋土》９層に分けた。４層は地山土に由来している。ほとんどの層が地山土を含むことから、一括

の人為堆積と考えられる。２層からはこぶし大の礫が10点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片147点、土器総重量2,840g、石器６点、剥片･チップ28点、石器類総重

量4,348gが出土し、土器破片８点、石器類１点を図示した。出土した遺物のほとんどが、土坑西側の

中位から出土したことから、意図的に入れられた可能性も考えられる。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF845フラスコ状土坑（遺構第140図、遺物第248図、図版112）

《位置･確認状況》MK43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.94m×0.79mの楕円形で、主軸方向はN－29 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.16mである。壁は全体的に底面付近でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。最

大径の平面形は0.88m×0.76mの楕円形である。

《埋土》単一層である。地山土に由来した人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量22gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》埋土が黒褐色土であることから、後期中葉土地造成前の構築と考えられる。性格は不明

である。

SKF852フラスコ状土坑（遺構第141図、遺物第248図、図版111）

《位置･確認状況》MJ45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は長軸推定0.75m、短軸0.72mの楕円形で、主軸方向はN－10 －゚Ｗであ

る。確認面からの深さは0.65mである。壁は東側と西側の中位でオーバーハングしている。底面は東

側に低く傾斜している。最大径の平面形は長軸0.96m、短軸推定0.65mの楕円形である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑中位か

らはこぶし大の礫が１点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量30g、石器２点、石器類総重量329gが出土し、土器破

片２点、石器類２点を図示した。248-4は両面からの調整と片面からの調整によって刃部を作出する

棒状尖頭器である。248-5は両面に敲打痕が残り、縁辺部は大きく剥落する。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が
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高い。性格は不明である。

SKF856フラスコ状土坑（遺構第141図、遺物第248図、図版112）

《位置･確認状況》MK38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.75mのほぼ円形で、主軸方向はN－63 －゚Ｗである。確認面から

の深さは0.30mである。壁は全体的に底面付近でオーバーハングする。底面は平坦でやや軟弱である。

最大径の平面形は径約0.80mのほぼ円形である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。底面か

らは20㎝×10㎝ほどの礫が３点検出された。

《出土遺物》埋土から石器１点、石器類総重量1,100gが出土し、図示した。248-6は両面に磨痕があり、

全面にマンガンが付着している。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れられたと考えられる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓

の可能性が考えられる。

SKF880フラスコ状土坑（遺構第141図、遺物第248図、図版112）

《位置･確認状況》MD34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.72m×0.64mの楕円形で、主軸方向はN－68 －゚Eである。確認面から

の深さは0.42mである。壁は中位でオーバーハングし、底面は平坦でやや軟弱である。最大径の平面

形は径0.86mのやや不整な円形である。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑底面付

近からは18㎝×18㎝ほどの礫が４点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量107gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と推定される。意図的に入れられたと考えら

れる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓の可能性が考えられる。

SKF881フラスコ状土坑（遺構第141図、図版113）

《位置･確認状況》MC･MD34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.60mの楕円形で、確認面からの深さは0.42mである。壁は底面付

近でオーバーハングし、底面は平坦でやや軟弱である。最大径の平面形は径0.84mのほぼ円形であ

る。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から剥片３点、石器類総重量22gが出土した。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。性格は不明である。

SKF883フラスコ状土坑（遺構第141図、遺物第248図、図版113）

《位置･確認状況》MD40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.54m×0.44mの楕円形で、主軸方向はN－１ －゚Ｗとほぼ真北である。

確認面からの深さは0.20mである。壁は底面付近でオーバーハングする。底面は平坦である。最大径

の平面形は0.70m×0.60mの楕円形である。
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《埋土》単一層である。地山土が含まれることから、人為堆積と考えられる。底面からは20㎝×10㎝

ほどの礫が６点検出された。

《出土遺物》埋土から石器６点、石器類総重量30,680gが出土し、１点を図示した。礫石器が６点まと

まって出土している。248-9は表面には磨痕が、裏面と縁辺には敲打痕が残る石皿である。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。礫石器がまとまって出土したことや、埋土が

人為堆積であることから土坑墓の可能性が考えられる。

SKF887フラスコ状土坑（遺構第142図、図版113）

《位置･確認状況》MJ37グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は長軸0.96m、短軸推定0.85mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－

82 －゚Ｗである。確認面からの深さは0.30mである。壁は東側底面付近がオーバーハングし、底面は鍋

底状で硬く締まる。最大径の平面形は1.10m×0.96mの楕円形と考えられる。

《埋土》２層に分けた。いずれも塊状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。

性格は不明である。

SKF889フラスコ状土坑（遺構第142図、図版139）

《位置･確認状況》MJ35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約0.65mの円形と考えられ、確認面からの深さは0.24mである。壁は

南西側の底面付近がオーバーハングしており、北東側はほぼ垂直に立ち上がる。底面は根による撹乱

を受けているが、鍋底状で硬く締まる。最大径の平面形は0.80m×0.72mの楕円形である。

《埋土》単一層である。地山土が含まれることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》土器破片２点、土器総重量16gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後の構築と考えられる。

性格は不明である。

SKF890フラスコ状土坑（遺構第142図、遺物第248図、図版113）

《位置･確認状況》MG38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.82m×0.62mの楕円形で、主軸方向はN－４ －゚Eである。確認面から

の深さは0.38mである。壁は底面付近でオーバーハングし、底面は若干鍋底状で硬く締まる。最大径

は1.00m×0.98mのほぼ円形である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片48点、土器総重量1,118g、石器１点、剥片１点、石器類総重量66gが出

土し、土器破片３点、石器類１点を図示した。248-13は縦型剥片を素材とし、主として片面からの調

整によって刃部を作出するスクレイパーである。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF895フラスコ状土坑（遺構第142図、図版114）

《位置･確認状況》MJ34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。
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《規模･形態》開口部の平面形は0.93m×0.72mの楕円形で、主軸方向はN－85 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.38mである。壁は下位付近でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。 最大径は

1.02m×0.95mの楕円形である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にⅣ期（後期）の遺構が多く

構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。性格は不明である。

SKF912フラスコ状土坑（遺構第142図、遺物第249図、図版114）

《位置･確認状況》MD35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.72m×0.62mの楕円形で、主軸方向はN－28 －゚Ｗである。確認面か

らの深さは0.42mである。壁は西側の一部を除き、底面付近でオーバーハングする。底面は鍋底状で

硬く締まる。最大径の平面形は0.80m×0.72mの楕円形である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片37点、土器総重量621g、石器２点、剥片５点、石器類総重量105gが出

土し、土器破片３点、石器類１点を図示した。249-4は縦型の石匙の未製品である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF958フラスコ状土坑（遺構第142図、遺物第249図、図版114）

《位置･確認状況》MK46･47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は0.79m×0.64mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－75 －゚Eである。

確認面からの深さは0.44mである。壁は北側と南側の中位付近でオーバーハングし、底面は鍋底状で

ある。最大径の平面形は0.84m×0.64mのやや不整な楕円形である。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。１層からは

0.52m×0.36mの礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量31g、剥片３点、石器類総重量55gが出土し、土器破

片２点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。意図的に入れられたと考えら

れる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓の可能性が考えられる。

SKF977フラスコ状土坑（遺構第126図、遺物第249図）

《位置･確認状況》MI49グリッドに位置する。北側斜面精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》検出した開口部は径0.95mで、平面形は円形もしくは楕円形と考えられる。壁は北側上

位付近でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。 最大径の平面形は長軸1.05mの楕円形と考え

られる。

《埋土》２層に分けた。１層からは礫が検出されており、２層には地山土を含むことから、一括の人

為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量14gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。
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SKF978フラスコ状土坑（遺構第126図、遺物第249図）

《位置･確認状況》MI49グリッドに位置する。北側斜面精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径約1.50mの円形もしくは楕円形と考えられ、主軸方向はN－84 －゚E

である。確認面からの深さは0.88mである。壁は全体的に中位でオーバーハングしており、底面は平

坦で硬く締まる。最大径の平面形は、径約1.60mの円形もしくは楕円形と考えられる。

《埋土》３層に分けた。地山土を含む層が多いことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量109g、石器２点、剥片1点、石器類総重量2,830gが出

土し、土器破片４点、石器類１点を図示した。249-12は２条の断面V字形の磨り痕が残る砥石であ

る。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF981フラスコ状土坑（遺構第142図、遺物第249図、図版114）

《位置･確認状況》MI48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は、径0.98mの円形もしくは楕円形と考えられ、確認面からの深さは

0.30mである。壁は南側の一部を除き、底面付近でオーバーハングする。底面は鍋底状である。最大

径の平面形は径1.06mの円形もしくは楕円形と考えられる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。上面からは

礫を検出したが、本遺構に伴うものか否かは不明である。

《出土遺物》埋土から土器破片35点、土器総重量367g、剥片３点、石器類総重量18gが出土し、土器破

片６点を図示した。249-18は内面に厚くアスファルトが付着する鉢形土器である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と推定される。性格は不明である。

SKF982フラスコ状土坑（遺構第142図、遺物第249図、図版114）

《位置･確認状況》MH･MI48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は1.14m×0.72mの楕円形で、主軸方向はN－13 －゚Eである。確認面から

の深さは0.48mである。壁は底面付近でオーバーハングし、底面は平坦である。最大径の平面形は

1.20m×0.78mの楕円形である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。壁際からは

礫を検出した。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量25g、石器１点、剥片１点、石器類総重量913gが出土

し、土器破片１点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSKF981を掘り込んで構築されることから、Ⅳ６～８期（後期後葉）と考えられ

る。性格は不明である。

SKF986フラスコ状土坑（遺構第125図、遺物第249図、図版88）

《位置･確認状況》MH49グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は長軸推定1.60m、短軸1.32mの楕円形と考えられる。主軸方向は

N－44 －゚Eである。確認面からの深さは0.30mである。最大径は底面付近で、平面形は径1.50mの円形

もしくは楕円形と考えられる。壁は南側がオーバーハングしており、西側はやや急に立ち上がる。底

面は平坦である。
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《埋土》２層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量144gが出土し、７点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と推定される。性格は不明である。

SKF1067フラスコ状土坑（遺構第121図、図版114）

《位置･確認状況》MB･MC45グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は径0.67mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.50mである。壁は底

面付近でオーバーハングし、底面は平坦で硬く締まる。最大径の平面形は径約0.70mのほぼ円形で

ある。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。上面からは

24㎝×12㎝～24㎝×22㎝ほどの礫が数点検出された。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。意図的に入れられたと考えられる礫を検出したことや、埋土が人為堆積であることから土坑墓

の可能性が考えられる。

SKF1170フラスコ状土坑（遺構第88図、図版33）

《位置･確認状況》MN40グリッドに位置する。SK157を精査中に確認した。

《規模･形態》開口部の平面形は、径約0.50mの円形で、深さはSK157確認面（地山面）から0.72mである。

壁は全体的に底面付近でオーバーハングする。壁の最大径の平面形は0.78m×0.60mの楕円形である。

底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。礫が含まれることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK157に掘り込まれることから、Ⅳ６～８期（後期後葉）以前と考えられる。性

格は不明である。

（５）配石土坑

SKQ110配石土坑（遺構第143図、遺物第250図、図版115）

《位置･確認状況》KR･KS62グリッドに位置する。礫層中で礫が規則的に並んだ状況を確認し、遺構

と認定した。調査時は遺構種別を配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で配石

土坑に変更した。

《規模･形態》上面に配される石組は径20～40㎝程度の扁平な円礫を約50点用い、径約1.10mの円形の

範囲に３～４段積み重ねられる。その隙間を埋めるように、所々に10㎝前後の不整形な小礫が充填さ

れる。それらの積まれた石を囲むように礫が10点程度（S４、S９、S11、S12、S47、S62、S68、S69など）

配される。そのうち立石が７点で、内側に傾くものが多い（S47、S68など）ことから、円形に積まれた

石に立て掛けられたものと推定する。短軸を立てるものと長軸を立てるものがあるが、礫の大きさに

応じて、上端を揃える意識があったためと考えられる。立石でない礫（S43など）も本来は立て掛けら

れていたものが転倒した可能性が考えられる。使用される礫は全部で約110点である。礫に使用痕は

ない。石材は20～40㎝の扁平礫は安山岩系が多数を占め、一部玄武岩などの礫が使用される。隙間を
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充填する小礫は、玄武岩や凝灰岩なども使用され、安山岩系の礫の割合が若干低い。大形の礫と小

礫では石材の割合に差異があるが、これは周囲に存在する20～40㎝の扁平礫は安山岩系が一般的で

あることに起因するものと考えられる。小礫は、多様な石材が存在することから、結果的に多種の

石材が選択されたものと考えられる。石材に応じての意図的な配置は認められない。礫設置のため

の掘り込みは認められず、土坑を埋め戻した後、土が軟らかいうちに上面に石組を構築したものと

考えられる。

下部土坑の平面形は径約1.20mの円形で、確認面からの深さは約0.90mである。上面の石組は土坑平

面にあわせて構築される。土坑の壁はオーバーハングし、遺構中位で最大径となる。最大径部分の平

面形は約1.60m×約1.40mの楕円形で、主軸方向はN－14°－Ｗである。底面は平坦である。

《埋土》４層に分層した。２～４層は暗褐色～褐色土層で土坑の埋土である。地山由来土であること

から一括の人為堆積と判断する。１層は暗褐色土層で、石組の隙間に堆積する土である。石組を構築

する際に、礫を安定させるために裏込として充填された土と、時間とともに自然に堆積した土が混在

していると考えられるが、後世の土壌生成作用による黒色化のため分層はできなかった。

《出土遺物》埋土から土器破片67点、土器総重量293g、石器５点、剥片･チップ86点、石器類総重量

234gが出土し、土器破片１点、石器類４点を図示した。周囲にはⅡ期（前期）の遺構（SI10106など）が位

置することからⅡ群の土器破片は埋土に混入したものと考えられる。Ⅳ１群の土器破片も小片であり、

周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営まれていたことから、埋土に混入した遺物である可能性が高い。

250-2･3は縦型の石匙である。片面からの調整によって刃部を作出する。250-3は先端が折損する。

250-2は自然面が残る。250-4はスクレイパーである。片面からの調整によって刃部を作出する。一部

折損する。250-5は円刃の石箆である。頭部が尖り、刃部に向けて直線的に開く。全体に両面調整が

施される。250-3は遺構上面で表出した状態で確認したことから、本遺構ではなく重複するSI10106に

伴う遺物である可能性もある。

《時期･所見》出土遺物で最も時期が新しいものはⅣ１期（後期初頭）である。一方、埋土から採取した

炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行ったところ補正年代3,505±25BP、樹種はクリという結

果が得られている。分析資料は配石礫の下で採取したことから混入とは考えがたく、また周囲に扁平

な礫を立て並べるという形態はSK224などと共通する特徴であることから、本遺構はⅣ５期（後期中

葉）前後に構築されたものと推測する。

性格は上面に規格的な石組が伴うことから、石組を伴う土坑墓と推定する。250-5（石箆）は遺構中

央付近から置かれたような状態で出土したことから、副葬品と考えられる。また250-2（石匙）も副葬

品である可能性が高い。本遺構はフラスコ状を呈するが、埋土は土坑掘削土由来と考えられる。この

ことから貯蔵穴を転用したものではなく、当初から土坑墓として掘削された可能性が高い。

SKQ149配石土坑（遺構第143図、遺物第250図、図版131）

《位置･確認状況》MN32･33グリッドに位置する。精査中に地山面で配石を確認し配石遺構とした。

その後、下部に掘り込みがあることから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》平面形は0.98m×0.87mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－59 －゚Ｗである。確認面

からの深さは0.30mである。壁はやや開いて立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。土坑上面には、10㎝×６㎝～24㎝×12㎝ほどの礫を配しており、一括の人為
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堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量81g、剥片３点、石器類総重量57gが出土し、土器破

片３点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と考えられる。性格は上面に規格的な石組が

伴うことから、石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ209配石土坑（遺構第143図、遺物第250図、図版116）

《位置･確認状況》KM･KN61･62グリッドに位置する。礫層中で10～15㎝の礫が規則的に並んだ状況

を確認し、遺構と認定した。確認時は２つの石組が接していると判断し、東側をSQ209、西側を

SQ210とした。しかし下部の土坑を精査したところ、２基と考えていた石組にまたがって１基の土坑

が位置していたため、上部の石組は２基ではなく、合わせて１基の石組であると判断した。それに伴

いSQ210をSQ209へ統合した。なお、確認時には土坑の平面プランは確認できなかった。調査時は遺

構種別を配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に配される石組は、西側は円形に、東側は列状に敷き詰められる。西側は10点の礫

からなる。20㎝前後の円礫を径約0.30mの円形に並べる。立石はない。東側は、10～20㎝の礫が長軸

約1.40m、短軸は東側で約0.70m、西側で約0.30mの範囲に約70点並べ詰められる。長軸上には10㎝前

後の扁平礫が直線的に９点（S24、S32、S39、S43、S44、S52、S55、S56、S71）配される。そのうち５

点は立石で、短軸を立てて据えられる。９点の礫の列は、他の礫と比較して低い位置に据えられ、配

置が整っていることから、この列を基準として礫が据えられていったものと復元できる。基準列より

南側は状態が良く、規則的に礫を並べ詰めていった状況が窺われる。礫は基本的に上面から見た際に

長楕円もしくは棒状に見えるように据えられ、長軸は東西方向を向いて配される。中心から離れるほ

ど大きい礫が使用される傾向が認められる。南辺では６点（S６、S15、S18～S21）の扁平な円礫が直線

的に配されることから、これらが基本的に石組の側縁だった可能性が考えられる。それらのうちの３

点は立石で短軸を立てて据えられる。なお、さらにその南側には20㎝程度の不整形な礫（S２～S５、S

７～S９、S14）が、南辺の列に沿うように置かれる。置き方は内側の礫にくらべて乱雑で、形状も内

側に置かれる礫とは異なり扁平なものはない。基準列より北側は礫が乱れているが、南側と同様の据

え方だったものと推定される。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系が多数を占めるが、玄武

岩、頁岩、花崗閃緑岩、凝灰岩なども少量含まれる。ただし、石材に応じた意図的な配置は認められ

ない。礫設置のための掘り込みは認められないことから、土坑を埋め戻す最終段階で同時に礫を据え

たものと考えられる。

土坑平面形は約2.45m×約1.00mの楕円形で、確認面からの深さは約0.60mである。壁は開いて立ち

上がる。底面はやや丸みを帯びる。壁、底面ともに段丘礫が露出する。上面の石組は土坑平面の北東

寄りに構築される。上面の石組と土坑の主軸方向はN－74°－Ｗである。

《埋土》６層に分層した。１層は土坑東側端に縦に堆積する層である。２～５層は黒色～黒褐色土層

である。周囲の他の配石土坑の多くが黄褐色土から暗褐色土の埋土であることと比較して、極めて特

徴的である。これは本遺構が位置する場所が斜面際であり、造成による黒色土の削平が及ばなかった

ことに起因すると考えられる。このことから、いずれも土坑掘削土由来の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片97点、土器総重量735g、石器１点、剥片･チップ５点、石器類総重量
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40gが出土し、土器破片５点、石器類１点を図示した。Ⅱ期（前期）･Ⅳ１期（後期初頭）の土器破片は周

囲に該期の集落が営まれていたことから、埋土に混入したものと考えられる。250-15は縦型の石匙で

ある。片面からの調整によって刃部を作出する。250-14は最下層である６層から出土し、ほかはすべ

て２層から出土した。

《時期･所見》出土遺物のうち最新時期はⅣ６～８期（後期後葉）である。周囲にはⅣ５～６期（後期中

葉～後期）と考えられる同種の配石土坑がまとまって構築されており、本遺構も一連のものと推定さ

れる。このことから、それらと極端な時期差はないものと推定し、本遺構の構築時期はⅣ６期（後期

後葉）と推測する。

上面に規格的な石組が伴うことから、石組を伴う土坑墓と推定する。250-15（石匙）は配石直下で水

平に置かれた状況で出土したことから、配石直前に入れられた副葬品と考えられる。

土層断面で、土坑東端に黒色土の堆積（１層）が認められた。この部分は礫が空白であることから柱

状の構造物が伴っていた可能性も考えられる。石組の形態や、柱状の構造物が推定されることなど、

本遺構はSKQ215と類似する。

SKQ212配石土坑（遺構第144･145図、遺物第251図、図版117･119）

《位置･確認状況》KN･KO60グリッドに位置する。礫層中で５～50㎝程度の礫がまとまっている状

況を確認し、遺構と認定した。石組は東側で重複するSKQ213の石組と連続する。遺構の境に位置

する礫については、それぞれ付随する土坑の中心方向を向いていると推定し、礫の所属遺構を判断

した。調査時は配石遺構としていたが、下部に配石を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑

に変更した。

《規模･形態》上面に５～50㎝の様々な形状の円礫が130点程度置かれる。西側は20～30㎝程度の扁平

な円礫がまとまる。中心から南側にかけては40㎝を超える扁平な円礫が３点並ぶ。また同一軸上の北

端には同じく40㎝を超える円礫が１点置かれる。東から北東部分にかけては20㎝前後の礫がまとまる。

立石は８点認められ、いずれも短軸を立てて据えられ、土坑の中心方向に扁平面を向ける。立石は他

の礫よりも深く、表出部分が比較的小さいことから、構築順序が早いと考えられる。外側に大きめの

礫を配し、内側には小礫を配す傾向が認められるが、明確な規則性は認められない。立石など構築順

序の早いものは配置に規則があった可能性があるが、礫の数が増えるに従い、無秩序に置かれていっ

たものと推定する。また周囲にも重複して石組を伴う遺構が存在することから、構築時と最終状態で

は礫の増減があった可能性も高い。礫設置の際の掘り込みは認められないことから、土坑埋め戻しの

最終段階で礫を配したものと考えられる。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系が多数を占め

るが、粘板岩や玄武岩、閃緑岩なども少量含まれる。規則的な配置は認められないことから、礫を選

別せずに持ち込んだ結果と考えられる。

下部土坑の平面形は径約2.20mの円形で、確認面からの深さは約0.70mである。壁は開いて立ち上が

る。底面は平坦で、部分的に段丘礫が露出する。土坑平面より上面の石組の範囲は若干小さい。

《埋土》５層に分層した。上層は黒色が強く、下層へ向かって黒色が弱くなることから、上層は土壌

生成作用の影響を受けたものと考えられる。それぞれの層に上下層の土が混入することから、土坑掘

削土由来の一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片193点、土製品１点、土器類総重量1,052g、石器５点、石器類総重量410g
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が出土し、土器破片８点、土製品１点、石器類５点を図示した。Ⅱ群（前期）～Ⅳ１群（後期初頭）の土

器片は、周囲に該期の集落が営まれることから埋土に混入したものと考えられる。Ⅳ５群（後期中葉）

の土器片は出土状況に意図的な要素は認められず、人為的に入れられたものか否かは定かではないが、

本遺構の時期を示す遺物と推定する。

251-1はSKQ214出土土器片と、251-7はSKQ213出土土器片と接合する。ほかにも同一個体とみら

れる破片が重複する遺構から出土している。重複して遺構を構築した際に、遺物が掘り返され混入し

たものと考えられる。SKQ213･214より本遺構が旧いことから、遺構間接合する破片は本来本遺構に

伴うものであったと推測される。251-9は円盤状土製品である。251-10は縦型の石匙である。片面か

らの調整によって刃部を作出する。251-11･13はスクレイパーである。251-11は片面からの調整によ

って急角度の刃部を作出する。形状から石箆の未製品の可能性もある。251-13は縁辺片側に細かい調

整を施し刃部が形成される。251-12は釣り針状の異形石器である。縁辺は刃部状、上端にはつまみが

作出されることから、実用品であった可能性も考えられる。251-10や251-12は他の遺物と出土状況は

同様だが、副葬品として人為的に入れられた可能性も推定される。

《時期･所見》出土遺物のうち最新時期はⅣ５期（後期中葉）であることから、本遺構の構築時期はⅣ５

期（後期中葉）と推定される。なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。

補正年代1,095±20BP、樹種はスギである。周囲の類似遺構や出土遺物から、本遺構の時期は縄文時

代と考えられ、遺構の年代観と分析結果が異なる。本遺構は一部木の根が入り込むことから、試料が

混入したことが原因と考えられる。性格は上面に規格的な石組が伴うこと、副葬品と思われる石器類

などが出土したことから、石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ213配石土坑（遺構第144･145図、遺物第250図、図版117～119）

《位置･確認状況》KN60グリッドに位置する。礫層中で５～50㎝程度の礫がまとまっている状況を

確認し、遺構と認定した。石組は西側で重複するSKQ212の石組と連続し、東側は重複する

SKQ10061の石組と連続する。遺構の境に位置する礫については、それぞれ付随する土坑の中心方向

を向いていると推定し礫の所属遺構を判断した。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴う

ことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に５～50㎝の様々な形状の円礫が30点程度置かれる。土坑内から出土した礫も合わ

せると全部で40点程度が用いられる。石組は崩れてはいるが、花弁状に組まれていたものと推測され

る。中心の礫は検出時には風化で粉々になっていたが、40㎝程度の凝灰岩質の礫が配されていたと考

えられる。その周囲には20～40㎝の円礫が放射状に配される。さらにその周囲には、無秩序に礫が添

えられる。礫設置の際の掘り込みは認められないことから、土坑埋め戻しの最終段階で礫を配したも

のと考えられる。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系が多数を占めるが、玄武岩、閃緑岩な

ども少量含まれる。中心に据えられる礫は凝灰岩系であり、石材が意図的に選別された可能性が考え

られるが、その他の礫には石材に応じての規則的な配置は認められない。

下部土坑の平面形は約1.35m×約0.85mの楕円形で、主軸方向はN－40°－Eである。確認面からの深

さは約0.45mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦であるが、段丘礫が露出する。花弁状の石

組は土坑東寄りに構築される。

《埋土》４層に分層した。上層は黒色が強く、下層へ向かって黒色が弱くなることから、上層は土壌
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生成作用の影響を受けたものと考えられる。それぞれの層に上下層の土が混入することから、土坑掘

削土由来の一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片19点、土器総重量256g、石器２点、剥片･チップ７点、石器類総重量

58gが出土し、土器破片３点、石器類２点を図示した。Ⅱ群（前期）の土器片は、周囲に該期の集落が

営まれることから埋土に混入したものと考えられる。Ⅳ５群（後期中葉）の土器片は出土状況に意図的

な要素は認められず、人為的に入れられたものか否かは定かではないが、本遺構の時期を示す遺物と

推定する。250-19･20はスクレイパーである。片面からの調整によって刃部が作出される。掲載した

遺物はいずれも遺構上位１･２層から出土した。

《時期･所見》出土遺物のうち最新時期はⅣ５期（後期中葉）であることから、本遺構の構築時期はⅣ５

期と推定される。埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代は

3,890±30BPで、樹種はクリである。出土遺物から推定した遺構の年代観と分析結果が異なるが、本

遺構の周囲には後期初頭の集落が営まれていることから、試料が混入した可能性が考えられる。

性格は上面に規格的な石組が伴うことから、石組を伴う土坑墓の可能性が高い。

SKQ214配石土坑（遺構第144･145図、遺物第250図、図版117～119）

《位置･確認状況》KN60グリッドに位置する。礫層中で20～40㎝程度の礫がまとまっている状況を確

認し、遺構と認定した。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構

種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に20～40㎝の様々な形状の円礫が15点程度まとまって置かれる。石組は不整形であ

るが、中心のみ２段に据えられる。立石はない。礫設置の際の掘り込みは認められないことから、土

坑埋め戻しの最終段階で、礫を配したものと考えられる。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩

系が多数を占めるが、中心の礫２点のみが閃緑岩である。意図的に配置した可能性も考えられる。

下部土坑の平面形は約1.05m×約0.90mの不整楕円形で、主軸方向はN－66°－Eである。確認面から

の深さは約0.30mである。壁は緩やかに開いて立ち上がり、底面はやや丸みを帯びる。石組は土坑の

ほぼ中心に構築され、土坑平面より一回り小さい。

《埋土》２層に分層した。上層は黒色が強く、下層へ向かって黒色が弱くなることから、上層は土壌

生成作用の影響を受けたものと考えられる。土坑掘削土由来の一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片19点、土器総重量476g、剥片４点、石器類総重量61gが出土し、土器破

片２点を図示した。Ⅱ群（前期）～Ⅲ群（中期）の土器片は、周囲に該期の集落が営まれることから埋土

に混入したものと考えられる。Ⅳ５群（後期中葉）～Ⅳ６群（後期後葉）の土器片は人為的に入れられた

ものか否かは定かではないが、本遺構の時期を示す遺物と推定する。図化した２点の土器破片はどち

らも１層から出土した。

《時期･所見》出土遺物のうち最新時期はⅣ６期（後期後葉）と考えられることから、本遺構の構築時期

はⅣ６期と推定できる。上面に規格的な石組が伴うことから、石組を伴う土坑墓と推定する。土坑墓

とすれば、下部の土坑の規模が小さいことから、幼児用もしくは再葬墓などの可能性も推測される。

SKQ215配石土坑（遺構第146図、遺物第252図、図版120）

《位置･確認状況》KQ61グリッドに位置する。礫層中で20㎝前後の礫が規則的に並んだ状況を確認し、

遺構と認定した。確認時は２つの石組が重複していると推定し、西端の礫が不規則に並ぶ範囲は
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SQ216として別遺構とした。しかし、調査後に現場で作成した資料を精査したところ、SKQ216は

SKQ215の礫に接して置かれていることや、下部の土坑との不整合がないことから、別遺構ではなく

礫が加えられたものと解釈する方が適切と判断し、本遺構に統合した。なお調査時は遺構種別を配石

遺構としていたが、下部に土坑が伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。下部土坑の平面プラ

ンは、確認段階で不明瞭であったが確認することができた。

《規模･形態》上面に配される石組は、約2.00m×約1.00mの楕円形の範囲に列状に敷き詰められる。中

心やや西よりに向かって低く落ち込むため、各礫はその方向へ傾く。中心東側の部分は礫が検出され

ていない。礫の抜け痕が確認できず、周辺の礫の乱れもないことから構築当初から、礫が配されなか

ったものと推定される。用いられる礫は約140点で、その多くが20㎝×15㎝前後、幅10㎝前後の定型

的な礫である。礫を収集する段階で、形状の選択が行われたものと判断できる。長軸上には30㎝前後

の２点の扁平礫（S46、S54）が短軸を立てて深く埋められることから、この２点を基準として礫が組ま

れたものと考えられる。そのほかの礫も基本的に短軸を立てる立石で、長軸を東西方向に向けて据え

られる。東西端の礫（S18･S25･S125）のみ長軸が南北方向を向く。西側部分は定型的に並べられた石組

の上に、不定形の円礫（S118～S124、S127～S136など）が散乱するように置かれている。土坑平面から

ややはみ出ることや、定型的に据えられた石組の上部に置かれていることから、時間差があるものと

推定する。ただし土坑平面との不整合はなく、定型的に据えられた石組との切り合いもないことから、

時間差はあるものの、本遺構に伴う一連の礫と判断する。礫に使用痕は認められない。なお南側上面

には、他の礫と法量がほぼ同じ扁平打製石器が１点置かれていた（S28）。石材はほとんどが安山岩系

だが、玄武岩、花崗閃緑岩、凝灰岩、流紋岩なども１～５点程度含まれる。石材に応じた配置は認め

られない。礫設置の際の掘り込みは認められないことから、土坑を埋め戻す最終段階で同時に礫を据

えたものと考えられる。

下部土坑の平面形は約2.35m×約1.25mの長楕円形で、確認面からの深さは約0.60mである。壁はや

や開いて直線的に立ち上がる。底面はやや丸みを帯び、段丘礫が露出する。上面の石組は土坑平面よ

りやや小さい。西側の追加された礫のみ土坑平面から若干はみ出す。上面の石組と土坑の主軸方向は

N－72°－Ｗである。

《埋土》５層に分層した。１層は砂を多く含む黒褐色土である。礫の空白部分に対応して縦に堆積す

る。２～５層は暗褐～褐色土である。土坑掘削土由来と推定され、一括の人為堆積と判断する。なお

４層は土坑下部に連続して堆積するのではなく、西側で一旦途切れ、２層･３層が落ち込む。

《出土遺物》埋土から土器破片46点、土器総重量476g、石器４点、石製品１点、剥片･チップ35点、石器

類総重量993gが出土し、土器破片１点、石器類５点を図示した。Ⅱ群（前期）･Ⅳ１群（後期初頭）の土

器片は、周囲に該期の集落が営まれることから埋土に混入したものと考えられる。Ⅳ５群（後期中葉）

の土器片は出土状況に意図的な要素は認められず、人為的に入れられたものか否かは定かではないが、

本遺構の時期を示す遺物と推定する。252-1は４層から出土した。252-2･3は平基無茎鏃、252-4は凹

基無茎鏃である。252-4には両面に黒色付着物が認められる。252-5は扁平打製石器である。配石の上

面で置かれたような状態で出土した。直上ではなく0.02mほど上位であることから、遺構構築後一定

の時間が経った後に置かれたものと考えられる。なお本遺構の周囲には縄文時代前期の集落が営まれ

ており、扁平打製石器が一定量出土している。252-6は複雑な形状に加工された有孔石製品である。
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垂飾と考えられる。ほぼ底面直上で出土したことから副葬品と考えられる。

《時期･所見》出土遺物のうち最新時期はⅣ５期（後期中葉）であることから、本遺構の構築時期はⅣ５

期と推定される。上面に規格的な石組が伴うことから、石組を伴う土坑墓と推定する。

土層断面で、石組の空白部分に対応して黒褐色土の堆積（１層）が認められた。この部分に柱状の構

造物が伴っていた可能性も考えられる。また、中心やや西よりの礫の落ち込み部分に対応して、土層

の落ち込みが認められた。その部分の底面直上に何らかの有機物が置かれ、経年により腐植し落ち込

んだ可能性が考えられる。上面の石組は内側に傾いて、内側から外側へ礫が重なるように検出された。

しかし、中心の落ち込みが後世のものである可能性が高いこと、落ち込みの影響の少ない東側部分で

は礫が垂直に立てられるものが多いことから、構築時は礫は垂直に立てられていたものと推定される。

石組の形態や、柱状の構造物が推定されることなど、本遺構はSKQ209と類似する。

SKQ217配石土坑（遺構第145図、図版121）

《位置･確認状況》KQ60グリッドに位置する。礫層中で礫が３点まとまっている状況を確認し、遺構

と認定した。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石

土坑に変更した。

《規模･形態》石組は30～40㎝の扁平な円礫３点からなる。立石はなく重ねて置かれる。位置関係より

S３→S１→S２の順に据えられたことがわかる。礫設置の際の掘り込みは認められないことから、土

坑を埋め戻し、最終段階で礫を配したものと考えられる。礫に使用痕は認められない。石材はすべて

安山岩系である。

遺構確認時、礫の周囲はすでに掘り下げられていたため、下部の土坑は礫検出面より0.30mほど低

い面で検出した。土坑平面形は約1.10m×約0.80mの不整楕円形で、土坑の長軸はほぼ北方向を向く。

確認面からの深さは約0.30mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面はやや丸みを帯びる。石

組は土坑のやや西寄りに構築されている。

《埋土》３層に分層した。上層は黒色が強く、下層へ向かって黒色が弱くなることから、上層は土壌

生成作用の影響を受けたものと考えられる。上面に石組が伴うことから、一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量12gが出土した。いずれも小片である。

《時期･所見》本遺構からはⅣ１群の土器片が出土したが、周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営まれ

ていることから、埋土に混入したものと推定する。土坑の埋土に黒～黒褐色土が含まれないことや、

周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の遺構が多く構築されることから、本遺構もⅣ５～６期に構築

された可能性が高いと考えられる。

上面に規格的な石組を伴うことから、石組を伴う土坑墓と推測される。土坑の規模から幼児墓もし

くは再葬墓の可能性も推測される。

近接してSI171炉が位置する。本遺構のほうが構築面が高いことから本遺構が新しいと考えられる。

なおSI171の竪穴は後期中葉の造成時に削平されたと推定され、本遺構と直接重複はしなかったと考

えられる。

SKQ221配石土坑（遺構第145図、遺物第252図、図版116）

《位置･確認状況》KS･KT60グリッドに位置する。地山漸移層上面で９点の礫が規則的に配されてい

る状況を確認したことから遺構と認定した。確認段階では、土坑プランは不明瞭であった。調査時は
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配石遺構としていたが、下部に土坑が伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には40～50㎝の楕円形の扁平な円礫が９点（S１～S９）、約1.50m×約0.75mの楕円形

に、土坑の壁に立て掛けるように、長軸を立てて据えられる。また土坑内中位、底面から約0.30mの

位置（３～４層）には、上面の石組の内側に40㎝弱の楕円形の扁平な円礫が３点（S10～S12）短軸を立て

て据えられる。上面の石組は、一部（S３、S６、S７）土坑内の石組に接することから、土坑内の石組

を据えた後、一連の作業として上面の石組を据えたことがわかる。礫に使用痕は認められない。石材

は北西隅に位置する礫（S１）が火山礫凝灰岩で、ほかはすべて安山岩系である。

下部土坑の平面形は約1.55m×約1.00mの楕円形で、確認面からの深さは約0.50mである。壁はやや

開いて直線的に立ち上がる。底面は平坦である。土坑平面と上面の石組の範囲はほぼ合致する。土坑

と石組の主軸方向はN－76°－Eである。

《埋土》８層に分層した。１層は立石（S４）が内側へ倒れた際の窪みに堆積した黒褐色土の自然堆積層

である。４～８層は褐色～暗褐色土の地山由来土であり、一括の人為堆積と判断する。３層は暗褐色

土の人為堆積層で、埋め戻しと同時に土坑内の石組（S10～S12）が構築される。２層は黒褐色土である

が、地山土が含まれることから、上面の石組構築後の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片17点、土器総重量117g、石器１点、剥片･チップ14点、石器類総重量

32gが出土し、土器破片２点、石器類１点を図示した。土器はいずれも小片であり、周辺には該期の

集落が営まれていることから、埋土に混入したものと考えられる。252-8は配石礫の底面から出土し

た。252-9は両端が折損したスクレイパーと考えられる。石槍の可能性もある。

《時期･所見》本遺構からはⅣ１群の土器片が出土したが、周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営まれ

ていることから、埋土に混入したものと推定する。周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑

群が形成されていることから、本遺構も同時期に構築されたものと推測する。性格は上面に規格的な

石組が伴うことから、石組を伴う土坑墓と推定する。なお土坑内の石組の上には、人為堆積である２

層が堆積していることから、土坑内の石組は本遺構完成時には表出していなかったと考えられる。

SKQ222配石土坑（遺構第146図、遺物第252図、図版121･122）

《位置･確認状況》LA62グリッドに位置する。地山層上面で５点の礫が規則的に配されている状況を

確認したことから遺構と認定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。調査時は配石遺構と

していたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には40～50㎝の扁平な円礫が４点、四方に立てられ、中心には約40㎝の扁平な円礫

が立てられる。中心の礫は扁平面が北東－南西方向を向く。石組の主軸方向はN－83°－Ｗである。土

坑内中位、底面から約0.20mの位置（８層上面）には40～50㎝の扁平な不整円形の円礫が２点並んで置

かれる。土坑内中位に置かれた南西側の礫にのみ扁平面に敲打痕が認められる。台石を転用したもの

と考えられる。他の礫には使用痕は認められない。石材はすべて輝石安山岩である。

下部土坑の平面形は約1.20mの円形で、確認面からの深さは約0.60mである。壁はやや開いて立ち上

がる。底面はほぼ平坦である。上面の石組には礫を設置するための掘り込みが認められたことから、

土坑を完全に埋め戻した後、改めて立石を設置したと考えられる。ただし石組の位置と土坑の平面形

がほぼ合致することから、埋め戻しと石組の構築は一連の作業として行われたと推定できる。

《埋土》９層に分層した。埋土は地山由来土であるため地山層との区別が不明瞭であるが、緻密度の
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差により埋土を認定した。１～４層は立石を設置した際の裏込め土である。暗褐色～黒褐色土を基調

とする。５～９層はいずれも地山由来土であるが、上位（５層）は構築後の土壌生成作用の影響で下位

に比べて黒色化が進んでいる。８層の上面には礫が置かれるが、７層と８層の間には明確な時間差は

認められない。５～９層はいずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片19点、土器総重量184g、剥片･チップ４点、石器類総重量２gが出土し、

土器破片１点を図示した。いずれも小片であることから、埋土に混入した可能性が高い。252-10は９

層から出土した。

《時期･所見》本遺構からはⅣ１群の土器小片が出土しているが、周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が

営まれていることから、埋土に混入したものと推定する。配石の形態がSKQ270に類似することから

同時期と推定し、Ⅳ５～６期（後期中葉～後葉）に比定する。性格は上面に規格的な石組が伴うこと、

一括の人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ224配石土坑（遺構第147図、遺物第252図、図版123）

《位置･確認状況》KR56･57グリッドに位置する。黒色土層（Ⅱ層）中で礫が規則的に配されている状況

を確認したことから遺構と認定した。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整

理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》約1.00m×約0.80mの不整楕円形に石が組まれる。外周を構成する礫は９点で、長軸30～

50㎝の扁平もしくは不整形の円礫が用いられる。長軸を立てて据えられるものが５点（S１、S２、S６

～S８）、短軸を立てて据えられるものが４点（S３、S４、S７、S８）である。これらの礫で囲まれた内

側には５㎝前後の円礫が充填され、中央やや北寄りには径約20㎝の球形の礫（S９）が置かれる。また、

配石内には深鉢形土器の胴部下半～底部が１点、逆位の状態で含まれていた。また外周を形成する礫

はすべて安山岩系である。礫に使用痕は認められない。

調査時、南側が大きく削平されていたことから、下部土坑の全体形状を把握することはできなかっ

たが、残存部分から土坑平面は長軸推定約1.25m、短軸約1.10mの楕円形と推定できる。確認面からの

深さは約0.30mである。壁は開いて立ち上がる。底面は丸みを帯びる。

石組は土坑内のやや南よりに構築される。東西方向は土坑と石組の大きさはほぼ同じであるが、南

北方向は北側が土坑平面より一回り小さい。南側は一部の礫（S３、S４）が土坑の外側に位置するが、

これらは礫の長軸方向から、もともと下部土坑の内側に設置された立石が外側に倒れた可能性が考え

られる。上面の石組の主軸方向はN－60°－Ｗである。

《埋土》２層に分層した。１層は植物根が非常に多く含まれる黒色土で、上面に小礫が充填される。

２層は暗褐色土である。どちらも地山土を含むことから土坑掘削土由来の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量163g、剥片･チップ８点、石器類総重量14gが出土し、

土器破片２点を図示した。前期の土器はいずれも小片であり、周辺には該期の集落が営まれているこ

とから、埋土に混入したものと考えられる。

252-12は深鉢形土器胴部下半～底部である。配石上面中央やや東寄りで伏せられた状態で出土した。

配石を構築した際に意図的に置かれたものと推定される。接合する破片が１層から３点出土した。

《時期･所見》出土遺物した遺物のうち最新時期はⅣ３～５期（後期前葉～中葉）であるが、周囲には

Ⅳ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑群が構築されることから、本遺構の時期もⅣ５～６期と推定
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する。なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,995±

25BP、樹種はクリである。周囲に位置する遺構から推定した時期はⅣ５～６期と考えられ、遺構の

年代観と分析結果が異なるが、周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営まれることから、試料が混入し

た可能性が考えられる。

上面に規格的な石組が伴うこと、土坑の埋土が人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定

する。下部の土坑の規模が小さいことから、幼児用もしくは再葬墓の可能性も推測される。

本遺構を構成する礫はいずれも安山岩系であるが、内側に置かれた球形の礫（S９）は比較的赤みが

強い。意図的に配されたものと考えられる。

SKQ231配石土坑（遺構第147図、図版131）

《位置･確認状況》MG･MH34グリッドに位置する。粗掘り中に地山面で配石を確認し配石遺構とした。

その後、下部に土坑を伴うことより整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に12㎝×８㎝～30㎝×24㎝ほどの礫を８点配する。そのうち大形の礫３点は短軸を

立てて、並列に据えられる。土坑底面付近には40㎝×30㎝と45㎝×36㎝の礫が２点埋められている。

下部土坑はフラスコ状である。開口部の平面形は0.72m×0.60mの楕円形で、主軸方向はN－63 －゚Eで

ある。確認面からの深さは0.39mである。壁はオーバーハングし、底面で最大径となる。最大径部分

の平面形は0.88m×0.74mの楕円形である。底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》２層に分けた。埋土中に礫を多量に含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から剥片１点、石器類総重量10gが出土した。

《時期･所見》土器が出土していないため詳細な時期は不明であるが、周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数

多く構築されることから、本遺構もⅣ期の可能性が考えられる。上面に石組が伴うこと、土坑の埋土

が人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ232配石土坑（遺構第147図、遺物第252図、図版131）

《位置･確認状況》MG34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》土坑上面には10㎝×10㎝～38㎝×24㎝の礫を８点配する。配置に規則性は認められない。

下部土坑の平面形は径約1.10mのやや不整な円形で、確認面からの深さは0.45mである。壁はほぼ垂直

に立ち上がる。底面はほぼ平坦で硬く締まる。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量69g、石器１点、剥片６点、石器類総重量21gが出土

し、土器破片２点、石器類１点を図示した。252-15は平基有茎鏃である。基部の両面には黒色付着物

が認められる。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。上面に石組が伴うこと、人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ268配石土坑（遺構第147図、遺物第252図、図版122）

《位置･確認状況》KT62グリッドに位置する。地山層上面で５点の礫が規則的に配されている状況を

確認したことから遺構と認定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。調査時は配石遺構と

していたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には30～40㎝の扁平な不整円形の円礫が４点、四方に立てられ、中心には約40㎝の扁
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平な円礫が水平に置かれた状態で配される。石組に使用された礫には使用痕は認められない。石材は

すべて輝石安山岩である。下部土坑の平面形は約1.20mの円形で、確認面からの深さは約0.45mである。

壁はやや開いて立ち上がる。底面はほぼ平坦である。石組は土坑のほぼ中央に構築される。石組の大

きさに比して、土坑の平面形は広い。立石を据えるための掘り込みは認められなかったことから、土

坑を埋め戻す最終段階で同時に設置したものと考えられる。

《埋土》５層に分層した。埋土は地山由来土であるため地山層との区別が不明瞭であるが、緻密度の

差により埋土を認定した。１層は締まりのない黒褐色土であるが、遺構構築後の土壌生成作用の影響

によるものと考えられる。２～５層はいずれも地山由来土である。１層も本来は地山由来土の可能性

が高いことから、１層を含め土坑掘削土由来の一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量96g、石器１点、剥片･チップ11点、石器類総重量29g

が出土し、土器破片１点、石器類１点を図示した。土器はいずれも小片であり、埋土に混入したもの

と考えられる。252-17は横型の石匙である。片面からの調整によって刃部を作出する。土坑から約

0.30m西側の地山上面で出土した。遺構内ではないが、本遺構に伴う可能性を考慮して本遺構の遺物

として扱った。

《時期･所見》本遺構からはⅣ１群の土器片が出土しているが、周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営

まれていることから、埋土に混入したものと推定する。配石の形態がSKQ270に類似することから同

時期と捉え、Ⅳ５～６期（後期中葉～後葉）と推測する。なお、埋土から採取した炭化物で放射性炭素

年代測定と樹種同定を行った。補正年代4,090±25BP、樹種はクリである。類似遺構から推定した遺

構の年代観と異なるが、Ⅳ１群の土器と同様に試料が混入したものと考えられる。性格は上面に規格

的な石組が伴うこと、一括の人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ269配石土坑（遺構第147図、遺物第253図、図版123）

《位置･確認状況》KS･KT62･63グリッドに位置する。地山層上面で４点の礫が規則的に配されている

状況を確認したことから遺構と認定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。調査時は配石

遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には30～40㎝の扁平な不整円形の円礫が３点長軸を立てて据えられ、中心には約30㎝

の扁平な円礫が、扁平面を北東－南西方向を向けて、長軸を立てて据えられる。形状がSKQ222の石

組と類似することから本来は東側にも立石が１点あった可能性がある。石組に使用された礫には使用

痕は認められない。石材はすべて安山岩系である。

下部土坑の平面形は約２mの円形で、確認面からの深さは約0.50mである。壁はほぼ垂直に立ち上

がり、底面は平坦である。石組は土坑の中央やや北寄りに構築される。石組の大きさに比して、土坑

の平面形は広い。立石を据えるための掘り込みが認められることから、土坑を埋めた後に改めて設置

したものと考えられる。

《埋土》14層に分層した。１･２層は礫設置のための掘り込みである。３～14層は黒褐色～黄褐色土で

あるが、同一個体土器片や地山土が全体に混入することから、土坑掘削土由来の一括した人為堆積と

判断する。小礫が多く混入するが、土坑を掘り込んだ際に含まれていた段丘礫由来と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片75点、土製品１点、土器類総重量1,340g、石器４点、石製品３点、剥

片･チップ92点、石器類総重量270gが出土し、土器破片４点、土製品１点、石器類６点を図示した。
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Ⅳ１群の土器が出土した周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営まれており、また出土状況に意図的な

要素は認められないことから、埋土に混入したものと考えられる。

253-1は約25点の同一個体破片が埋土全体から散逸して出土した。そのうち半数ほどが接合した。

253-6は平基無茎鏃である。刃部のみ両面調整が施される。253-7は横型の石匙である。つまみ部が刃

部に対しやや斜めにつく。253-8は石箆である。基部が細く刃部に向かって開く。刃部は折損する。

253-9～11は有孔石製品である。いずれも長さ２㎝前後、幅１㎝未満の細い勾玉状である。253-5･9～11

は形状から垂飾と考えられる。これらは埋土を洗浄したところ出土した遺物のため、出土状況や詳細

な出土位置は不明である。

《時期･所見》埋土からはⅣ１群の土器が大量に出土した。しかし周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が

営まれており、遺物は埋土に混入した可能性が考えられる。配石の形態がSKQ270に類似することか

ら同時期と推定し、Ⅳ５～６期（後期中葉～後葉）に属すると推測する。性格は上面に規格的な石組が

伴うこと、一括の人為堆積であること、副葬品と思われる遺物が出土したことから、石組を伴う土坑

墓と推定する。

SKQ270配石土坑（遺構第128図、遺物第253図、図版124）

《位置･確認状況》KQ63グリッドに位置する。後期中葉の盛土上面で立石を確認し、遺構の存在を推

定した。当初南側の立石は別の遺構の可能性も考えられたことから、SQ10017として調査したが、調

査途中でSKQ270と同一遺構であることが確認できたため、SKQ270に統合した。確認段階では、土坑

プランは不明瞭であった。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺

構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には30～40㎝の扁平な円礫が３点長軸を立てて、扁平面をそれぞれ内側に向けて据

えられる。３点の立石は西側、東側、南側に位置し、北側は存在しない。しかし土層断面で礫の抜け

痕が確認できたことから、元々は北側にも立石が据えられており、SKQ222やSKQ268のように四方に

立石が据えられていたものと推定できる。西側の立石（S２）の両脇には20～30㎝の不整形の円礫が置

かれる。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系が主に使用されており、ほかに玄武岩、閃緑岩

が認められる。

下部土坑の平面形は約1.95m×約1.55mの楕円形で、確認面からの深さは約0.60mである。壁はほぼ

垂直に立ち上がり、上位では開く。底面は平坦であるが、基盤層の軟質の岩盤が露出する。石組は土

坑のほぼ中央に構築される。石組の大きさに比して、土坑の平面形はやや広い。立石を据えるための

掘り込みが認められないことから、土坑を埋め戻す際に同時に礫を据えたものと考えられる。土坑の

主軸方向はN－80°－Eである。

《埋土》４層に分層した。１層は黒褐色土である。堆積の形状から立石の抜け痕と考えられる。２～

４層は黒褐色～暗褐色土であり、上位から下位に向けて漸移的に色調が変化する。いずれも基質を同

じくすることから、上位の２層は後世の土壌生成作用の影響で黒色化したものと推定する。地山土や

土器などの遺物を含むことから、一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片59点、土器総重量608g、石器１点、剥片･チップ22点、石器類総重量

398gが出土し、土器破片２点、石器類１点を図示した。土器はいずれも小片であることから埋土に混

入したものと考えられる。253-14は扁平な円礫を素材とした磨石である。両面に磨痕が認められる。
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《時期･所見》本遺構からはⅣ１群の土器片が出土しているが、周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営

まれていることから、埋土に混入したものと推定する。周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石

土坑群が構築されることから、本遺構の時期もⅣ５～６期と推定する。上面に規格的な石組が伴うこ

と、一括の人為堆積であることから石組を伴う土坑墓と考えられる。

SKQ271配石土坑（遺構第128図、遺物第254図、図版124）

《位置･確認状況》KP63･64グリッドに位置する。後期中葉の盛土上面で礫のまとまりを確認し、遺構

の存在を推定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。このため試掘坑を掘削したところ、

下部に土坑を３基確認し、それに対応して石組を３単位に分割することが可能であったことから、３

遺構の重複と認めた。このため調査中に西側の１基をSKQ10048、北側の１基をSKQ10049とし、東側

の１基にSKQ271の番号をあてた。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理

段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には20～30㎝の円礫が５点据えられる。西側の３点は乱れているものの、長軸をほ

ぼ南北方向を向け、横列に据えられていたものと推定される。そのうち２点は短軸を立てる立石であ

る。土坑内にも20㎝弱の円礫が３点含まれる。それらに意図的な配置は認められない。礫に使用痕は

認められない。石材は安山岩系が主に使用される。

下部土坑の平面形は径約0.85mの円形で、確認面からの深さは最大で0.45mである。壁は開いて立ち

上がり、中位で段を持つ。底面は平坦である。基盤層の軟質の岩盤が露出する。石組は土坑の北より

に構築され、部分的に土坑平面の外側に位置する。石組を据えるための掘り込みが認められないこと

から、土坑を埋め戻す際に同時に礫を据えたものと考えられる。

《埋土》２層に分層した。上位（１層）が黒褐色土、下位（２層）暗褐色土であり、上位から下位に向けて

漸移的に色調が変化する。いずれも基質を同じくすることから、１層は後世の土壌生成作用の影響で

黒色化したものと推定する。礫や地山土を含むことから、一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量84g、石器１点、剥片４点、石器類総重量49gが出土

し、石器類１点を図示した。前期の土器片は小片であり、周囲には前期の集落が営まれていることか

ら、埋土に混入したものと推定する。254-1は横型の石匙である。底面直上から出土した。両面から

の調整によって刃部を作出する。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推定する。なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。

補正年代4,830±25BP、樹種はエゴノキ属である。周囲の類似遺構や出土遺物から推定する遺構の年

代観と分析結果が異なるが、土器と同様に試料が紛れ込んだものと考えられる。上面に規格的な石組

が伴うこと、一括の人為堆積であることから石組を伴う土坑墓と推定する。下部の土坑の規模が小さ

いことから、幼児用もしくは再葬墓の可能性も推測される。上面の石組が乱れていることから、周囲

の土坑が構築される際に何らかの影響を受けた可能性が高い。

SKQ272配石土坑（遺構第128図、遺物第254図、図版125）

《位置･確認状況》KP63･64グリッドに位置する。後期中葉の盛土上面で礫のまとまりを確認し、遺構

と認定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。このため試掘坑を掘削したところ、下部に

土坑を確認した。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を
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配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には20～30㎝の円礫が４点、長軸をほぼ南北方向を向け、横列に据えられる。内側

の２点は20㎝弱の扁平な円礫で短軸を立てる立石である。両端の２点は30～40㎝の不整形な円礫で、

置かれた状態である。東側の礫（S４）の下やその脇には20㎝弱の円礫を確認した。本遺構に伴うもの

として調査を行ったが、もともと別の石組を構築していた礫が、何らかの理由で寄せられたものであ

る可能性も考えられる。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系のほかカルセドニーが使用され

る。

下部土坑の平面形は約1.00m×0.85mの楕円形で、土坑の主軸方向はほぼ北方向を向く。壁は開いて

立ち上がり、中位で段を持つ。底面は丸みを帯びる。確認面からの深さは最大で0.25mである。石組

は土坑の北よりに構築され、主軸方向はN－82°－Eである。石組を据えるための掘り込みが認められ

ないことから、土坑を埋め戻す際に同時に礫を据えたものと考えられる。

《埋土》２層に分層した。上位（１層）が黒褐色土、下位（２層）は暗褐色土であり、上位から下位に向け

て漸移的に色調が変化する。いずれも基質を同じくすることから、１層は後世の土壌生成作用の影響

で黒色化したものであると推定する。地山土を含むことから一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量10g、石器１点、石器類総重量406gが出土し、石器類

１点を図示した。Ⅱ群（前期）の土器はいずれも小片で、周囲にはⅡ期の集落が営まれていることから、

埋土に混入したものと推定する。254-2は隅丸長方形の礫を素材とする扁平打製石器である。片方の

長辺に両面調整を加え刃部を削出する。

《時期･所見》時期を特定できる遺物が出土していないため、詳細な時期は不明であるが、周囲には

Ⅳ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑群が構築されることから、本遺構も同時期と考えられる。上

面に規格的な石組が伴うこと、一括の人為堆積であることから石組を伴う土坑墓と推定する。下部の

土坑の規模が小さいことから、幼児用もしくは再葬墓の可能性も推測される。

SKQ273配石土坑（遺構第148図、遺物第254図、図版126）

《位置･確認状況》KO63･64･KP64グリッドに位置する。SI10047埋土上面で礫が規則的に配されてい

る状況を確認したことから遺構と認定した。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うこと

から整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》約1.25m×約0.80mの不整楕円形に礫が組まれる。中心には40㎝を超える扁平な円礫

（S８）が置かれ、その周りを20㎝前後の７点の円礫が囲むように配される。そのうち立石は３点（S７、

S９、S14）である。さらにその外側を20～40㎝の扁平な円礫が囲むように配される。これらの礫が石

組の外周を構成する。短軸を立てて据えられるもの（S10、S11、S13、S16、S17）がほとんどで、S６

は長軸を立てて据えられていたと推定される。北西部分（S９、S10、S11、S12）と北東部分（S16、S17）

は二重に礫が並べられる。二重の部分には比較的小形の礫が使用されることが特徴である。外周に

配される礫の内側には５㎝前後の円礫が充填される。そのため、中心に置かれる礫（S８）やそれを囲

む礫は、検出段階では表出していなかった。使用される礫は安山岩系がほとんどで、玄武岩、カル

セドニーが各１点含まれる。石材に応じての意図的な配置は認められない。使用痕のある礫は認め

られない。

下部土坑の平面形は約1.35m×1.00mの楕円形で、確認面からの深さは約0.40mである。壁は開いて
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立ち上がり、底面はやや丸みを帯びる。土坑と石組の大きさはほぼ同じである。土坑と石組の主軸方

向はN－40°－Eである。一部の礫に設置の際の掘り込みが認められることから、基本的には土坑を埋

め戻しながら石組を構築し、必要に応じて掘り込みを掘ったものと考えられる。

《埋土》４層に分層した。１層はS６が倒れた際に流れ込んだ土である。２層は上面に充填される小礫

を含む黒褐色土である。小礫と土が混ざった状態で充填されたものか、小礫を充填した後堆積したも

のかは定かではない。３層、４層は土坑の埋土である。上層（３層）は黒色が強く、植物痕が多く含ま

れることから、後世の土壌生成作用の影響で黒色化した可能性が考えられる。堆積時は同一層であっ

た可能性が高い。上部に石組が構築されることから、土坑埋土は人為堆積と判断できる。

《出土遺物》埋土から土器破片16点、土器総重量378g、剥片･チップ13点、石器類総重量17gが出土し、

土器破片２点を図示した。Ⅱ期（前期）･Ⅲ期（中期）の土器片は小片であることから埋土に混入したもの

と考えられる。254-3･4とも３層から出土した。

《時期･所見》出土遺物のうち最新時期はⅣ４～６期（後期中葉～後葉）である。周囲にはⅣ５～６期

（後期中葉～後葉）の配石土坑群が構築されることから、本遺構の構築時期もⅣ５～６期と推定される。

上面に規格的な石組が伴うこと、土坑の埋土が人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定す

る。下部の土坑の規模が小さいことから、幼児用もしくは再葬墓の可能性も推測される。

SKQ274配石土坑（遺構第148図、図版126）

《位置･確認状況》KO64グリッドに位置する。後期中葉の盛土上面で礫が規則的に配されている状況

を確認したことから遺構と認定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。調査時は配石遺構

としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》南側を頂点とする不整三角形範囲の周辺及び内側に16点の礫が配される。16点のうち７

点（S10～S16）は立石であり、S14が長軸を立てる以外は短軸を立てる。使用される礫は20～50㎝の扁平

もしくは不整形の円礫である。これらの礫で囲まれた内側には10㎝前後の小礫が充填される。このた

め内側に位置する２点の礫（S３、S16）は検出段階では表出していなかった。石材は安山岩系14点、ひ

ん岩１点（S８）、石英閃緑岩１点（S３）である。配石礫に使用痕は認められない。

下部土坑は北側が段丘崖により低くなっているため、形状は明らかではないが約1.30m×約0.95mの

楕円形と推定される。壁は緩やかに立ち上がる。底面は北側に低く傾斜する。確認面からの深さは約

0.30mである。土坑及び石組の主軸方向はN－６°－Eである。上面の石組は、土坑平面の内側に構築

されるが、礫が乱れている北側では、土坑と石組の位置関係は定かではない。

《埋土》２層に分層した。１層は植物根が非常に多く含まれる暗褐色土である。小礫が多く含まれる。

２層は地山由来土である。２層埋め戻しの際に大形の礫を配し、その内側を小礫で充填したものと考

えられる。１層はその後堆積した自然堆積の可能性が考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量２g、剥片･チップ５点、石器類総重量４gが出土した。

いずれも小片であることから、埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》時期は形態がSKQ224やSKQ273に類似することから、Ⅳ５～６期（後期中葉～後葉）と考

えられる。上面に規格的な石組が伴うこと、周囲には石組を伴う土坑墓が多数構築されていることか

ら、本遺構も土坑墓と考えられる。下部の土坑の規模が小さいことから、幼児用もしくは再葬墓の可

能性も推測される。



－231（231）－

第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物

本遺構は小又川に面する段丘崖際に構築されており、北側が低く落ち込む。石組が定型的な形状で

なく、土坑の平面形も北側が不明瞭であることから、構築後、段丘崖の崩落により地形が変わり、そ

れに伴い遺構の形状も若干変形したものと考えられる。

また肉眼で観察できる礫の色合は、南端に位置するS15が青く、土坑内に立てられたS16が赤い。意

図的に配置された可能性も考えられる。

SKQ276配石土坑（遺構第148図、遺物第254図、図版127）

《位置･確認状況》KR62グリッドに位置する。黒色土層中で礫が規則的に配されている状況を確認し

たことから遺構と認定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。調査時は配石遺構としてい

たが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》約0.95m×約0.55mの楕円形に礫が組まれる。両長軸端には、0.30m前後の楕円形の扁平

な円礫が、長軸を立てて据えられる。長軸端に据えられた２点の立石（S11、S20）を繋ぐように、北側

は10～30㎝の５点の円礫が外周を囲む。そのうち３点（S17～S19）は長軸を立てる立石である。南側は

北側に比べて礫の大きさが小さく、10㎝程度の円礫が外周を囲む。そのうち１点（S８）が立石である。

これらの礫で囲まれた内側には３～10㎝程度の円礫が充填される。外周を形成する礫のうち、南東に

位置する２点（S８、S９）が凝灰岩系であるが、ほかはすべて安山岩系である。礫に使用痕は認められ

ない。

下部土坑の平面形は約1.20m×約0.95mの楕円形で、確認面からの深さは約0.60mである。壁はほぼ

垂直に立ち上がる。底面は段丘礫が露出する。石組は土坑内のやや北西よりに構築され、土坑平面よ

り一回り小さい。上面の石組と土坑の平面形はともに楕円形で、どちらも主軸方向はN－66°－Ｗ

である。

《埋土》10層に分層した。１層は植物根が非常に多く含まれる黒色土で、小礫が多く含まれる。締ま

りがなく、均質であることから小礫が充填された後の自然堆積と推定する。２･３層は黒褐色土で、

立石（S11、S20）の裏込め土である。土坑の埋土下位（７･９･10層）は地山由来土であり、上位（４～６･

８層）は黒色土である。上位層と下位層は漸移的に変化することから、上位層は後世の土壌生成作用

の影響を受けていると考えられる。上位層に地山塊が混入することから、４～10層は一括の人為堆積

と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片78点、土器総重量824g、石器１点、剥片･チップ33点、石器類総重量

50gが出土し、土器破片２点、石器類１点を図示した。いずれも小片であることから埋土に混入した

ものと考えられる。254-7は無茎石鏃である。縁辺に両面からの調整を加えて刃部を作出する。

《時期･所見》形態がSKQ224やSKQ273に類似することから、時期はⅣ５～６期（後期中葉～後葉）と考

えられる。なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代4,980±

25BP、樹種はクリである。周囲の類似遺構や出土遺物からの年代観と分析結果が異なるが、本遺構

は縄文時代前期の竪穴住居跡と重複することから、試料が紛れ込んだものと考えられる。性格は、上

面に石組が伴うこと、土坑の埋土が人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定する。

石組長軸両端に配置される２点の立石は、外周を形成する他の礫より大きく、深く埋められている。

このことからこの２点の立石を基準として、外周の礫を構築したと推定される。この２点の立石は設

置用の掘り込みが確認できたことから、下部土坑を埋め戻した後、改めて設置されたことがわかる。
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内側の小礫は外周の礫が構築された後、充填されたものと推定される。

石組に用いられる岩石は安山岩系と凝灰岩系の大きく２種類に分けられるが肉眼では明確な差異は

認めがたい。岩石の種類と礫配置には相関関係が認められないことから、礫の選別は行われておらず、

肉眼で類似する礫を用いたと考えられる。

SKQ282配石土坑（遺構第126図、図版132）

《位置･確認状況》MD43グリッドに位置する。精査中に地山面で配石を確認し配石遺構としたが、下

部に土坑を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には、16㎝×10㎝～24㎝×12㎝ほどの扁平な円礫を、短軸を立てて配する。礫は50

点程度用いられる。配石の規模は、1.30m×1.12mの楕円形である。

下部土坑の平面形は1.40m×0.78mの楕円形で、確認面からの深さは0.62mである。主軸方向は

N－27 －゚Ｗである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面はほぼ平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。４層は黄褐色土を基調としており、地山土と周りの土が混じった土に由来す

る。２～４層は一括の人為堆積と考えられる。１層は配石の隙間に堆積した自然堆積層である。

《出土遺物》埋土から剥片１点、石器類総重量２gが出土した。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と考えられる。上面に規格的な石組が伴うこと、土坑の埋土が人為堆積であることから、石組を

伴う土坑墓と推定する。

配石の西側は、礫が配されない部分がある。断面では礫の抜け痕の可能性も含め、黒褐色土の撹乱

とした。しかしSKP6233の位置と礫のない部分が対応することから、この部分はSKP6233の重複によ

る可能性も推定される。なお本遺構と類似するSKQ215にも、柱穴状の掘り込みによる礫の空白部分

が認められる。

SKQ283配石土坑（遺構第149図、遺物第254図、図版132）

《位置･確認状況》MD44グリッドに位置する。精査中に地山面で配石を確認し配石遺構としたが、下

部に土坑を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に20㎝×10㎝～30㎝×10㎝ほどの扁平な円礫の短軸を立てて、いわゆる日時計状に

構成される。上面に使用された礫は69点である。

下部土坑の平面形は1.46m×1.26mの楕円形で、主軸方向はN－90 －゚Eと東西方向である。確認面か

らの深さは0.37mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。２･３層は地山漸移層由来土、４層は地山由来土であることから、２～４層は

一括の人為堆積と考えられる。１層は配石中央の礫が認められない部分に対応することから、礫が抜

けた痕跡と推定される。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量116g、チップ１点、石器類総重量４gが出土し、土器

破片６点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）前後と考えられる。上面に規格的な石組が伴うこ

と、土坑の埋土が人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定する。配石中央には、礫の抜け

痕と推定される落ちこみを確認したことから、本来配石の中央には立石が伴っていたものと推定され

る。
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SKQ284配石土坑（遺構第148図、遺物第254図、図版131）

《位置･確認状況》MD44グリッドに位置する。精査中に地山面で配石を確認し、配石遺構としたが、

下部に土坑を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》遺構上面には20㎝×10㎝程度の扁平な円礫を、短軸を立てて配している。礫は20点ほど

用いられる。遺構内には30㎝×20㎝程度の円礫を３点並べている。

下部土坑の平面形は1.02m×0.56mの楕円形で、主軸方向はN－69 －゚Eである。確認面からの深さは

0.61mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は鍋底状で、やや軟弱である。

《埋土》３層に分けた。土坑内に礫が含まれ、上面にも礫が配されることから、一括の人為堆積と考

えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量28g、石器５点、石器類総重量12,590gが出土し、石

器類２点を図示した。254-14･15とも円形の礫材の面に敲打による窪みを有する。

《時期･所見》土器が出土していないため時期は特定できないが、周囲にはSKQ283やSKQ314が構築さ

れることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）前後と考えられる。上面に規格的な石組が伴うこ

と、埋土が人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ287配石土坑（遺構第108図、遺物第255図、図版133）

《位置･確認状況》MF44グリッドに位置する。精査中に地山面で集石を確認し、配石遺構としたが、

下部に土坑を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑東側上面に18㎝×８㎝～44㎝×28㎝の礫を８点配する。そのうち３点は立石である。

上面の礫の下部にはさらに５点の礫が埋められる。

下部の土坑の平面形は2.00m×1.56mの楕円形で、主軸方向はN－79 －゚Eである。確認面からの深さ

は0.56mである。東壁は開いて、ほかはほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。土坑上面に礫を配することから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量347g、石器１点、剥片２点、石器類総重量96gが出土

し、土器破片７点、石器類２点を図示した。255-8は縁辺部に使用痕が有る剥片である。255-9はスク

レイパーである。両面からの調整によって刃部を作出している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ７期（後期後葉）以降と推定される。上面に規格的な石組が伴うこ

と、土坑の埋土が人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ289配石土坑（遺構第124図、遺物第255図）

《位置･確認状況》MC45グリッドに位置する。粗掘り中に黒色土の上位面で確認し配石遺構とした。

その後、下部土坑が伴うか確認するために試掘坑を掘削し、断面観察により下部土坑を確認した。遺

構種別は整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》1.40m×1.10mの範囲に８㎝×６㎝～32㎝×26㎝の礫を約20点配する。規則的な配列では

なく、立石も認められない。下部土坑は北東半分のみ検出した。平面形は径1.00mの円形もしくは楕

円形で、確認面からの深さは0.34mである。壁はやや急に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》土坑上面に配された礫から、石器１点、石器類総重量1,230gが出土し図示した。255-10は、

円礫の両面に敲打痕をもつ敲石である。
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《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と考えられる。上面に規格的な石組が伴うこと、土坑の埋土が人為堆積であることから、石組を

伴う土坑墓と推定する。

SKQ290配石土坑（遺構第124図、遺物第255図、図版133）

《位置･確認状況》MC44･45グリッドに位置する。粗掘り中に黒色土上面で配石を確認し、配石遺構と

したが、下部に土坑を伴うことが判明したため、整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》礫は径0.86mの半円形に配される。外側に16㎝×６㎝～20㎝×８㎝の扁平な円石を、短

軸を立てて環状に配する。環状に配された範囲の内側には８㎝×６㎝前後の扁平な円礫を、短軸を立

てて放射状に充填する。配石の形状から本来は円形だったものが、後世に何らかの要因で南東部分が

消失したと推測される。残存部分から、配石はおそらく日時計状に組まれていたものと復元できる。

下部土坑の平面形は1.09m×0.85mの楕円形で、主軸方向はN－54 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.19mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦でやや軟弱である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。土坑底面に

は32㎝×30㎝のほぼ円形の扁平な円礫が検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量11g、土坑上面に配された礫より石器５点、石器類総

重量8,550gが出土し、土器破片１点、石器類２点を図示した。255-12は円礫の面に磨面をもち、255-13

は棒状礫の両面に磨面をもつ磨石である。

《時期･所見》出土土器のうち最も新しい時期はⅣ４期（後期中葉）であるが、周囲に構築される

SKQ283がⅣ６期（後期後葉）前後と考えられることから、本遺構も同時期と推定する。上面に規格的

な石組が伴うこと、埋土が人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と考えられる。

SKQ304配石土坑（遺構第149図、遺物第256図、図版132）

《位置･確認状況》MA･MB45グリッドに位置する。精査中に地山面で配石を確認し配石遺構としたが、

下部に土坑を伴うことから整理段階で種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に20㎝×10㎝～16㎝×16㎝ほどの礫を４点、短軸を立てて並列に配する。下部

土坑は平面形は1.22m×0.48mの楕円形で、確認面からの深さは0.41mである。主軸方向はN－52 －゚E

である。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片４点、土器総重量39gが出土し、３点を図示した。

《時期･所見》出土遺物の最新時期はⅣ５期（後期中葉）であるが、周囲にはⅣ６期（後期後葉）前後の配

石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も同時期に構築された可能性が高い。性格は、土坑

上面に礫を配していることから、土坑墓と考えられる。

SKQ305配石土坑（遺構第149図、遺物第256図、図版127）

《位置･確認状況》KR63･64グリッドに位置する。精査中に後期中葉の盛土上面で40㎝前後の扁平円礫

が並び、その間に５㎝前後の小礫が散らばっている状況を確認した。確認時、下部土坑のプランは不

明瞭であった。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配

石土坑に変更した。

《規模･形態》40㎝前後の扁平円礫が下部土坑の長軸端に２点に並んで置かれる。２点の礫の間は約
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0.90mである。その間には５㎝前後の小礫が散らばるように配される。２点の礫の石材はいずれも輝

石安山岩で、使用痕は認められない。下部土坑は北側が段丘崖で低くなっているため形状は定かでは

ないが、約1.70m×約1.10mの楕円形平面と推定される。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は平坦

だが、北側に低く傾斜する。確認面からの深さは約0.20m、土坑の主軸方向はN－80°－Eである。礫

設置の掘り込みは認められないことから、土坑を埋め戻した上面に礫を置いたものと考えられる。

《埋土》２層に分層した。層界が不明瞭であり、１層には植物痕が多く含まれることから、１層は後

世の土壌生成作用の影響で黒色化した可能性が考えられる。上面に礫が置かれることから、人為堆積

と推測する。

《出土遺物》埋土から土器破片29点、土器総重量360g、石製品１点、剥片･チップ12点、石器類総重量

59gが出土し、石製品１点を図示した。土器片はいずれも小片であることから埋土に混入したものと

考えられる。256-4は有孔石製品である。ほぼ同じ形状の有孔石製品がST101捨て場からも１点（440-2）

出土している。

《時期･所見》本遺構は後期中葉の盛土上面に構築されており、また周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～

後葉）の配石土坑が数多く構築されることから、本遺構も同時期の可能性が高い。なお埋土から採取

した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代2,755±20BP、樹種はクリである。

本遺構の時期は縄文時代後期と考えられ、遺構の年代観と分析結果が異なる。本遺構は一部木の根が

入り込むことから、試料が混入したことが原因と考えられる。性格は副葬品と考えられる有孔石製品

が出土したことから、石組を伴う土坑墓と推定する。本遺構は小又川に面する段丘崖際に構築されて

おり、北側が低く落ち込む。構築後、段丘崖の崩落により地形が変わり、北側が削れた可能性がある。

SKQ308配石土坑（遺構第149図、遺物第256図、図版133）

《位置･確認状況》MB･MC46グリッドに位置する。精査中に地山面で礫の集まりと掘り込みを確認し

た。調査時はフラスコ状土坑としていたが、上面に配石を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土

坑に変更した。

《規模･形態》上面に14㎝×８㎝～30㎝×24㎝ほどの礫を配する。下部土坑はフラスコ状である。開口

部の平面形は0.70m×0.62mの楕円形で、主軸方向はN－86 －゚Eである。壁は底面付近でオーバーハン

グしており、最大径の平面形は0.84m×0.72mの楕円形である。底面は平坦で、確認面からの深さは

0.64mである。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山粒を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量40g、埋土と土坑上面より石器２点、剥片１点、石器

類総重量9,800gが出土し、土器破片２点、石器類１点を図示した。256-7は土坑の上面に立てられて

いた石皿である。割れた状態で別々に配されていた。両縁辺部に打ち欠き痕が残ることから、故意に

割られたと考えられる。片面に敲打痕と磨痕が残る。

《時期･所見》周囲にはⅣ６期（後期後葉）前後の配石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も

同時期と推定される。上面に礫を配しており、人為堆積であることから、性格は土坑墓と考えられる。

SKQ314配石土坑（遺構第117図、遺物第256図、図版133）

《位置･確認状況》MB43グリッドに位置する。精査中に地山面で配石を確認し配石遺構としたが、下

部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。
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《規模･形態》土坑上面に立石を並列に４点配する。下部土坑の平面形は0.70m×0.46mの楕円形で、主

軸方向はN－20 －゚Ｗである。確認面からの深さは0.24mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は

平坦である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量144g、チップ１点、石器類総重量2gが出土し、土器

破片１点を図示した。

《時期･所見》本遺構はSK758を掘り込んで構築されることから、Ⅳ６期（後期後葉）以降と考えられる。

土坑上面に礫を配していることから、土坑墓と考えられる。

SKQ317配石土坑（遺構第150図、遺物第256図）

《位置･確認状況》MB42グリッドに位置する。粗掘り中に黒色土で配石を確認し、配石遺構としたが、

下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に12㎝×10㎝～30㎝×30㎝ほどの礫を集石状に配する。礫は下部土坑上面を中

心に配されるが、土坑周囲にも広く散在する。下部土坑の平面形は1.99m×1.31mのやや不整な楕円形

で、主軸方向はN－40 －゚Eである。確認面からの深さは0.23mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。

底面は平坦で硬く締まり、東側が若干低い。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から石器１点、剥片３点、石器類総重量115gが出土し、２点を図示した。256-9は、

スクレイパーである。片面からの調整によって刃部を作出している。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と考えられる。上面に規格的な石組が伴うこと、土坑の埋土が人為堆積であることから、石組を

伴う土坑墓と推定する。

SKQ318配石土坑（遺構第150図、遺物第257図）

《位置･確認状況》MA･MB42グリッドに位置する。粗掘り中に、基本土層Ⅰ層で集石を確認し、配石

遺構とした。その後試掘坑を掘削したところ下部に土坑を確認したことから、整理段階で遺構種別を

配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には集石状に礫を配する。下部土坑は、残存する部分から平面形は長軸1.96mで楕

円形と考えられる。深さは確認面より0.46mである。主軸方向はN－46 －゚Eである。壁はほぼ垂直に

立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。１･２層とも粒状の地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片16点、土器総重量505g、埋土と遺構上面に配された礫より石器７点、

剥片13点、石器類総重量4,752gが出土し、土器破片８点、石器類３点を図示した。257-10は二次加工

有る剥片である。片面からの調整によって刃部を作出している。

《時期･所見》周囲にはⅣ６期（後期後葉）前後の配石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も

同時期と考えられる。土坑上面に礫を配していることから、土坑墓と考えられる。

SKQ319配石土坑（遺構第150図、遺物第256図）

《位置･確認状況》MA･MB42･43グリッドに位置する。粗掘り中に、基本土層Ⅰ層で集石を確認し、

配石遺構としたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。
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《規模･形態》上面には集石状に礫を配する。下部土坑の平面形は1.01m×0.64mの楕円形で、主軸方向

はN－48 －゚Ｗである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦で東側に傾斜している。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量58g、天然アスファルト塊1.8g、遺構上面に配された

礫より石器３点、石器類総重量3,220gが出土し、土器破片３点を図示した。

《時期･所見》周囲にはⅣ６期（後期後葉）前後の配石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も

同時期と考えられる。上面に礫を配していることから、土坑墓と考えられる。

SKQ323配石土坑（遺構第150図、遺物第256図、図版134）

《位置･確認状況》LP54グリッドに位置する。精査中に地山面で礫が円形に配されている状況を確認

し、配石遺構としたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》20㎝×10㎝ほどの礫を、1.00m×0.84mの楕円形に配しており、南西側には42㎝×18㎝の

立石を伴う。下部土坑の平面形は1.16m×1.11mで、確認面からの深さは0.09mである。立石下部はピ

ット状に掘り込まれ、深さは土坑底面から0.16mである。主軸方向はほぼ真北である。壁はほぼ垂直

に立ち上がる。底面は中央部が若干高く、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。土坑上面に礫を配しており、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量32g、石器１点、石器類総重量24gが出土し、土器破

片３点、石器類１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と考えられる。上面に礫を配していることか

ら、土坑墓と考えられる。

SKQ367配石土坑（遺構第101図、遺物第256図、図版134）

《位置･確認状況》MI35･36グリッドに位置する。精査中に地山面でSK459と重複して確認した。調査

時はフラスコ状土坑としていたが、上面に配石を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に38㎝×32㎝の礫を配する。下部土坑の開口部の平面形は0.69m×0.59mの楕円

形であり、主軸方向はN－13 －゚Eである。確認面からの深さは0.52mである。壁は全体的に壁中位で

オーバーハングしている。底面は平坦で南側に緩やかに低く傾斜し、硬く締まる。最大径部分は

0.96m×0.85mの楕円形である。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量107g、石器１点、剥片２点、石器類総重量1,655gが

出土し、土器破片３点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６期（後期後葉）以降と考えられる。上面に礫を配していることか

ら、土坑墓と考えられる。

SKQ407配石土坑（遺構第151図、図版134）

《位置･確認状況》LB60･61グリッドに位置する。地山面を精査中に礫を確認し、配石遺構としたが、

下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に20㎝×15㎝～40㎝×30㎝ほどの礫を４点配する。下部土坑の平面形は径約

0.70mの円形で、確認面からの深さは0.20mである。壁は緩やかに立ち上がる。底面は丸みを帯びる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》なし。

《時期･所見》遺物が出土していないため、詳細な時期は不明であるが、周囲にはⅣ５～６期（後期中

葉～後葉）の配石土坑群が構築されることから、本遺構も同時期と考えられる。土坑上面に礫を配し

ていることから、土坑墓と考えられる。

SKQ451配石土坑（遺構第151図、図版134）

《位置･確認状況》MC49グリッドに位置する。精査中に基本土層Ⅰ層下部で礫を確認し、配石遺構と

したが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に24㎝×14㎝～40㎝×26㎝ほどの礫を４点配する。下部土坑の平面形は0.88m×

0.70mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－79 －゚Eである。確認面からの深さは0.14mである。壁は

緩やかに立ち上がる。底面は平坦である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、一括した人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ６期（後期後葉）前後の配石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も

同時期と推定する。土坑上面に礫を配していることから、土坑墓と考えられる。下部土坑の規模が小

さいことから、幼児墓や再葬墓の可能性も推測される。

SKQ462配石土坑（遺構第151図、遺物第257図、図版135）

《位置･確認状況》LR･LS52･53グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。上面に配石を伴う

ことから、整理段階でフラスコ状土坑から配石土坑に遺構種別を変更した。

《規模･形態》上面には20㎝×16㎝～40㎝×18㎝ほどの礫を配する。下部土坑は東半が大きく撹乱され

る。開口部の平面形は、残存部分で長軸2.26mの円形もしくは楕円形と考えられ、確認面からの深さ

は0.68mである。壁は全体的に中位で大きくオーバーハングしている。底面は平坦である。

《埋土》10層に分けた。地山土を含む層が多く、２層は地山土に由来することから、一括の人為堆積

と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片65点、土器総重量1,083g、剥片･チップ７点、石器類総重量80gが出土

し、土器破片６点を図示した。257-16の外面には赤色顔料が塗布される。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。上面に礫を配していることか

ら、土坑墓と考えられる。

SKQ496配石土坑（遺構第151図、遺物第258図、図版135）

《位置･確認状況》MA48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。上面に立石を伴うことか

ら、整理段階でフラスコ状土坑から配石土坑に遺構種別を変更した。

《規模･形態》遺構上面南側には２点の立石が配される。立石は１点が36㎝×13㎝で長さが40㎝、もう

１点は25㎝×４㎝で長さ16㎝である。立石の下には20㎝前後の礫が７点埋められる。立石の掘り込み

が認められないことから土坑埋め戻しの最終段階に礫を配したものと考えられる。

下部土坑は1.16m×0.40mの楕円形で、確認面からの深さは1.00mである。土坑の壁はオーバーハン

グし、遺構中位で最大径となる。最大径部分の平面形は1.04m×0.88mの楕円形である。底面はやや丸

みを帯びる。主軸方向はN－69°－Ｗである。

《埋土》６層に分層した。主に地山由来土が堆積することから、遺構掘削土由来の人為堆積土と考え
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られる。ただし、旧表土と考えられる黒褐色土も一定量含むことから、周囲に旧表土が残存していた

ものと考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量36g、石器３点、チップ３点、石器類総重量14,403gが

出土し、土器破片３点、石皿１点を図示した。

《時期･所見》土器が出土していないため、詳細な時期は不明であるが、周囲には配石土坑がまとまっ

て構築されており、それらと一連の遺構とすれば、Ⅳ６期（後期後葉）前後に比定される。上面に礫を

配し、一括の人為堆積であることから、土坑墓と考えられる。なお、本遺構はSI403内に位置する。

本遺構の立石はSI403の床面より高いことから、本遺構が新しいと判断した。

SKQ506配石土坑（遺構第151図、遺物第258図、図版135）

《位置･確認状況》LT46グリッドに位置する。地山面で立石を確認し、その後下部に土坑を確認した。

このため遺構種別を整理段階で土坑から配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に18㎝×38㎝、長さが58㎝の立石を伴う。下部土坑は長軸推定約0.70m、短軸

0.62mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－44 －゚Eである。確認面からの深さは0.70mである。壁はほ

ぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》４層に分けた。２～４層は地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。３層

からは礫を検出した。

《出土遺物》埋土から石器３点、石器類総重量16,400gが出土し、１点を図示した。258-5は片面に磨

痕が見られ、一部に敲打痕が残る石皿である。

《時期･所見》周囲にはⅣ６期（後期後葉）前後の配石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も

同時期と推定される。立石を伴うことから土坑墓と考えられる。

SKQ617配石土坑（遺構第151図、遺物第259図、図版136）

《位置･確認状況》LN･LO53グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。上面に立石を伴うこ

とから整理段階で遺構種別を土坑から配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑南側に12㎝×８㎝～42㎝×28㎝の礫を配する。下部土坑は平面形は径約1.15mのほ

ぼ円形で、確認面からの深さは0.70mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は若干鍋底状で、硬

く締まる。

《埋土》３層に分けた。一括の人為堆積と考えられる。底面付近からは礫がまとまって検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片17点、土器総重量191g、石器２点、剥片３点、石器類総重量72gが出土

し、土器破片５点、石器類２点を図示した。259-6は器体の全体に調整を加えた石錐である。259-7は

片面からの調整によって刃部を作出するスクレイパーである。先端部は折損している。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ２期（後期前葉）以降と推定される。上面に礫を配していることか

ら、土坑墓と考えられる。

SKQ742配石土坑（遺構第151図、遺物第259図、図版136）

《位置･確認状況》ME44グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。立石を伴うことから、整

理段階で遺構種別を土坑から配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に15㎝×14㎝の立石を伴う。下部土坑の平面形は1.24m×0.59mの楕円形で、主軸方

向はN－70 －゚Eである。確認面からの深さは0.48mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦
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で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量10gが出土し、図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。上面に礫を配することから、土坑

墓と考えられる。

SKQ757配石土坑（遺構第117図、図版137）

《位置･確認状況》MB43･44グリッドに位置する。粗掘り中に地山面で、20㎝×14㎝ほどの立石３点を

検出し、配石遺構としたが、下部土坑を伴うことから整理段階で配石土坑とした。

《規模･形態》上面に立石を３点配する。下部土坑の平面形は0.62m×0.42mの楕円形で、主軸方向は

N－31 －゚Ｗである。確認面からの深さは0.10mである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦であ

る。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、一括した人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSK758を掘り込んで構築されることから、Ⅳ６期（後期後葉）以降と考えられる。

上面に礫を配することから、土坑墓と考えられる。

SKQ763配石土坑（遺構第152図、遺物第259図、図版137）

《位置･確認状況》MB42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。整理段階で遺構種別を配

石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に32㎝×20㎝の立石を伴う。下部土坑の平面形は1.09m×0.83mの楕円形で、主

軸方向はN－41 －゚Eである。確認面からの深さは0.92mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は

平坦でやや軟弱である。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量38g、剥片１点、石器類総重量４gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》周囲にはⅣ６期（後期後葉）前後の配石遺構がまとまって構築されることから、本遺構も

同時期と推定される。立石を伴うこと、人為堆積であることから土坑墓の可能性が考えられる。

SKQ769配石土坑（遺構第152図、遺物第259図、図版137）

《位置･確認状況》MI42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。整理段階で遺構種別を配

石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に90㎝×66㎝の礫を配する。下部土坑の平面形は1.01m×0.77mの楕円形で、主

軸方向はN－22 －゚Eである。確認面からの深さは0.29mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は

鍋底状である。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量79g、剥片１点、石器類総重量11gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ４～６期（後期中葉～後葉）以降と考えられる。上面に礫が配され

ることから、土坑墓と考えられる。
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SKQ797配石土坑（遺構第152図、遺物第259図、図版137）

《位置･確認状況》MK46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。調査時は遺構種別を土坑

としていたが、上面に立石を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に立石を伴う。平面形は1.08m×0.98mのほぼ円形で、確認面からの深さは

0.22mである。主軸方向はN－36 －゚Eである。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まり、

北側に低く傾斜している。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。埋土上位～

中位付近で礫が４点検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片９点、土器総重量160g、石器３点、剥片７点、石器類総重量2,590gが

出土し、土器破片５点、石器類１点を図示した。259-16は自然面の残る黒曜石製の石核である。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と考えられる。上面に立石を伴うこと、人為

堆積であることから、土坑墓と考えられる。

SKQ804配石土坑（遺構第152図、図版137）

《位置･確認状況》MH41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》土坑北端に立石を１点伴う。下部土坑の平面形は径約0.75mのほぼ円形で、確認面から

の深さは0.17mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。１層は地山土を含み、２層は地山由来土であることから、一括の人為堆積と

考えられる。土坑底面からは30㎝×20㎝ほどの礫が並べられたような状態で10点程度検出された。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量29g、石器１点、石器類総重量4,300gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。土坑上面に立石を伴うことから、土坑墓と考えられる。

SKQ819配石土坑（遺構第152図、遺物第259図、図版138）

《位置･確認状況》MH46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。上面に配石を伴うことか

ら、整理段階で遺構種別を土坑から配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に14㎝×10㎝～36㎝×30㎝の礫５点を雑然と配する。下部土坑の平面形は

0.88m×0.78mの楕円形で、主軸方向はN－84 －゚Eである。確認面からの深さは0.41mである。壁はほ

ぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量30g、剥片２点、石器類総重量29gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。上面に礫を配していることか

ら、土坑墓と考えられる。

SKQ847配石土坑（遺構第152図、遺物第259図、図版138）

《位置･確認状況》MH48グリッドに位置する。精査中に地山面で21㎝×18㎝～40㎝×24㎝の礫３点を

確認し配石遺構としたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に立石を含む礫３点を配する。下部土坑の平面形は0.71m×0.58mの楕円形で、

主軸方向はN－66 －゚Ｗである。 確認面からの深さは0.38mである。壁は断面Ⅴ字状である。底面は丸
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みを帯びており、硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。埋土全体に礫が含まれることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量193g、剥片２点、石器類総重量５gが出土し、土器破

片４点を図示した。259-20は正位に置かれた状態で出土した鉢形土器である。縦半分が残存する。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ４期（後期中葉）以降と考えられる。土坑上面に礫を配することか

ら土坑墓と考えられる。正位に置かれた状態で出土した鉢形土器は副葬品の可能性が考えられる。

SKQ848配石土坑（遺構第153図、図版138）

《位置･確認状況》MH48グリッドに位置する。精査中に地山面で礫をまとまって確認したため、配石

遺構としたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に立石を２点配する。下部土坑の平面形は0.85m×0.74mの楕円形で、主軸方向

はN－89 －゚Eである。確認面からの深さは0.14mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状

で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。埋土全体に、18㎝×16㎝～33㎝×26㎝の礫が含まれることから、一括の人為

堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く構築されていることから、本遺構の時期もⅣ期（後

期）と推定する。立石を伴うことから、土坑墓と考えられる。

SKQ877配石土坑（遺構第153図、図版139）

《位置･確認状況》MJ43グリッドに位置する。精査中に地山面で、３点の立石を確認し配石遺構とし

たが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に30㎝×14㎝～30㎝×16㎝の立石を３点配する。下部土坑の平面形は径約0.70mの

円形と考えられ、確認面からの深さは0.21mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦で東側に低

く傾斜している。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。上面に礫を配していることから、土坑墓と考えられる。

SKQ884配石土坑（遺構第153図、遺物第259図、図版139）

《位置･確認状況》MG･MH38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。調査時は遺構種別を

フラスコ状土坑としていたが、上面に礫を配することから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に40㎝×34㎝の礫を配する。下部土坑の開口部の平面形は径約0.70mのほぼ円形で、

確認面からの深さは0.24mである。最大径は0.80m×0.72mの楕円形である。壁は底面付近でオーバー

ハングし、底面は平坦である。

《埋土》２層に分けた。埋土全体に41㎝×20㎝～42㎝×32㎝ほどの礫が含まれていることから、一括

の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片22点、土器総重量241g、石製品１点、剥片１点、石器類総重量31gが出

土し、土器破片３点を図示した。
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《時期･所見》出土遺物から時期はⅣ８期（後期後葉）と考えられる。人為堆積であることから、土坑墓

と考えられる。

SKQ888配石土坑（遺構第142図、図版139）

《位置･確認状況》MJ35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。立石を伴うことから、整

理段階で遺構種別を土坑から配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に41㎝×20㎝の立石を伴う。平面形は径約0.75mの不整な円形と考えられ、確

認面からの深さは0.20mである。壁は西側は緩やかに、東側はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で

東側に低く傾斜している。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構はSKF889を掘り込んで構築されることから、後期中葉土地造成後の構築と考え

られる。立石を伴うことから、土坑墓と考えられる。

SKQ902配石土坑（遺構第153図、図版140）

《位置･確認状況》MC･MD38グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》上面には立石を２点配する。下部土坑の平面形は0.76m×0.58mの楕円形で、主軸方向は

N－48 －゚Ｗである。確認面からの深さは0.20mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬

く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。上面に立石が配されること、人為堆積であることから、土坑墓と考えられる。

SKQ955配石土坑（遺構第153図、図版140）

《位置･確認状況》MM39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。調査時はフラスコ状

土坑としていたが、上面に配石を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑上面に26㎝×18㎝ほどの礫を５点配する。下部土坑の開口部の平面形は0.58m×

0.50mのやや不整な楕円形で、主軸方向はN－５ －゚Eである。確認面からの深さは0.30mである。壁は

底面付近でオーバーハングし、底面は鍋底状である。

《埋土》単一層である。埋土全体に礫が含まれることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》遺物が出土していないため、時期は不明であるが、周囲にはⅣ期（後期）の遺構が数多く

構築されていることから、本遺構もⅣ期と推定する。上面に立石を伴うこと、人為堆積であることか

ら、土坑墓と考えられる。

SKQ969配石土坑（遺構第153図、遺物第259図、図版140）

《位置･確認状況》MF40･41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。調査時は土坑としてい

たが、上面に立石を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑北側上面に立石を１点伴う。下部土坑は平面形は1.74m×1.50mの楕円形で、主軸方

向はN－52 －゚Eである。確認面からの深さは0.44mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦
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で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量100g、剥片１点、石器類総重量11gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。立石を伴うことから、土坑墓と考えられる。

SKQ974配石土坑（遺構第124図）

《位置･確認状況》MC44グリッドに位置する。精査中に地山面で立石と掘り込みを確認した。調査中

は遺構種別をフラスコ状土坑としていたが、立石を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に30㎝×20㎝の立石を１点配する。下部土坑の開口部の平面形は長軸推定0.85m、

短軸0.73mの楕円形と考えられ、主軸方向はN－52 －゚Eである。確認面からの深さは0.39mである。壁

は東側がオーバーハングしており、その他は垂直に立ち上がる。底面は平坦でやや軟弱である。最大

径の平面形は短軸0.60mの楕円形と考えられる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山由来土であることから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から剥片１点、石器類総重量21gが出土した。

《時期･所見》埋土に黒～黒褐色土が含まれないことから、後期中葉土地造成後に構築された可能性が

高い。立石を配することから、土坑墓と考えられる。

SKQ1076配石土坑（遺構第130図、遺物第259図）

《位置･確認状況》MO40グリッドに位置する。ST01土層断面②及びベルト周辺の基盤層上面を精査中

に確認した。ベルト周辺での確認面は基盤層上面であるが、当該確認面からべルト上位にかけて円礫

がまとまっていること、ベルト断面の観察で掘り込み埋土に伴うと考えられる褐色土がベルト上位ま

で分布することから、本来の掘り込み面はST01の47層前後と判断した。調査段階では遺構種別を土

坑としていたが、上位に礫群を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。調査時の遺構番号は

ST01-SKQ37だったが、整理段階でSKQ1076に変更した。

《規模･形態》土坑上面に10点程度の礫を雑然と配する。下部土坑の平面形は1.52m×1.36mの隅丸方形

で、主軸方向はN－90 －゚Eである。深さは基盤層上面から0.36mで、本来の掘り込み面からは0.6m前

後と考えられる。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。

《埋土》暗褐色～黒色土を基質とする。下位は相対的に明るく、黒褐色土（基質土）粒が多い。基本的

に一括の人為堆積と考えられる。土坑上面～中位に礫を埋めている。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量698g、石器５点、剥片13点、石器類総重量255gが出

土し、土器破片５点、石器類３点を図示した。259-32･33はスクレイパーである。どちらも片面から

の調整によって刃部を作出している。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ５期（後期中葉）を上限とする。上位に礫を充填した土坑墓と考えられ

る。

SKQ10018配石土坑（遺構第128図、図版125）

《位置･確認状況》KQ63グリッドに位置する。後期中葉の造成土上面で礫の並びを確認し、遺構の存

在を認めた。確認段階では土坑プランは不明瞭であったため試掘坑を掘削したところ、下部に土坑を
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確認した。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土

坑に変更した。

《規模･形態》上面には20～25㎝の円礫が３点据えられる。いずれも長軸をほぼ南東－北西方向に向け、

横列に並ぶ。中央と東側の礫は短軸を立てる立石である。西側の礫は立石でなく地表面に置かれたよ

うな状態であるが、これは他の２点に比べて短軸が短いためと考えられる。礫に使用痕は認められな

い。石材はいずれも安山岩系である。

下部土坑の平面形は長軸約0.70m、短軸推定約0.60mの楕円形で、確認面からの深さは最大で0.10m

である。壁は開いて立ち上がる。底面は丸みを帯びる。石組は土坑のほぼ中央に構築される。石組を

据えるための掘り込みが認められないことから、土坑を埋め戻す際に同時に礫を据えたものと考えら

れる。土坑の主軸方向はN－35°－Ｗ、石組の主軸方向は土坑の長軸に対してほぼ直行するN－57°－E

である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量125gが出土した。土器破片はすべてⅡ群であるが、

周囲にはⅡ期（前期）の集落が営まれることから、埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推定する。なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。

補正年代3,960±25BP、樹種はクリである。周囲の類似する遺構から推定した年代観と異なるが、周

囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営まれることから、試料が混入した可能性が考えられる。

上面に規格的な石組が伴うことから周囲の類似する遺構と同種の遺構と推定すると、本遺構も石組

を伴う土坑墓の可能性が考えられるが、下部の土坑の規模が小さいことから、判然としない。

SKQ10019配石土坑（遺構第128図、遺物第260図、図版125）

《位置･確認状況》KQ63･64グリッドに位置する。後期中葉の盛土上面で礫のまとまりを確認し、遺構

の存在を推定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。このため試掘坑を掘削したところ、

下部に土坑を確認した。下部の土坑を掘削したところ、埋土中に15～25㎝の円礫が含まれる状況を確

認し、当初推定したプランよりも南西方向に不整形に広がることが明らかとなった。遺構平面形から、

南西部分は別の遺構が重複していると判断し、SK10083とした。調査時は配石遺構としていたが、下

部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には10～30㎝の円礫が約10点据えられる。そのうち１点は短軸を立てる立石である

が、全体的に規格的な配置ではない。後世の何らかの要因により、石組が乱れた可能性も考えられる。

礫に使用痕は認められない。石材はすべて安山岩系である。

下部土坑の平面形は約1.30m×約1.10mの不整楕円形で、主軸方向はN－17°－Ｗである。確認面か

らの深さは最大で0.40mである。壁は開いて立ち上がり、底面はやや丸みを帯びる。石組は土坑のほ

ぼ中央に構築され、部分的に土坑平面の外側に位置する。石組を据えるための掘り込みが認められな

いことから、土坑を埋め戻す際に同時に礫を据えたものと考えられる。

《埋土》２層に分層した。黒褐色土から暗褐色土に漸移的に変化する。全体に地山土や砂が含まれる

ことから一括の人為堆積と判断する。
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《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量128g、石器１点、剥片･チップ12点、石器類総重量８g

が出土し、土器破片１点、石器類１点を図示した。土器はいずれも小片であることから埋土に混入し

たものと考えられる。260-2は凹基無茎鏃である。素材の縁辺に両面から調整を施している。

《時期･所見》本遺構は後期中葉の盛土上面に構築される。周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配

石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も同時期と推定する。なお埋土から採取した炭化物

で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代1,940±20BP、樹種はヒノキ科である。周囲の

類似遺構や出土遺物から、本遺構の時期は縄文時代と考えられ、遺構の年代観と分析結果が異なる。

本遺構は一部木の根が入り込むことから、試料が混入したことが原因と考えられる。

上面に規格的な石組が伴うこと、一括の人為堆積であることから石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ10020配石土坑（遺構第128図、図版124）

《位置･確認状況》KP･KQ64グリッドに位置する。後期中葉の盛土上面で礫のまとまりを確認し、遺

構の存在を推定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。このため試掘坑を掘削したところ、

下部に土坑を確認した。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構

種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には20～40㎝の円礫が２点据えられる。そのうち１点は長軸を南北にむける。周囲

には10㎝以下の小礫が散乱する。礫に使用痕は認められない。石材はすべて安山岩系である。

下部土坑の平面形は約0.85m×約0.70mの不整楕円形で、主軸方向はN－84°－Ｗである。確認面か

らの深さは最大で0.15mである。壁は開いて立ち上がり、底面は平坦である。石組は土坑のほぼ中央

に構築される。石組を据えるための掘り込みが認められないことから、土坑を埋め戻す際に同時に礫

を据えたものと考えられる。

《埋土》２層に分層した。いずれも暗褐色土であり、色調の差で分層した。全体に地山土が含まれる

ことから一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から剥片２点、石器類総重量11gが出土した。

《時期･所見》本遺構は後期中葉の盛土上面に構築される。周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配

石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も同時期と推定する。周辺の類似する遺構と同種の

遺構とすれば、石組を伴う土坑墓の可能性が考えられる。

SKQ10022配石土坑（遺構第154図、遺物第260図、図版128）

《位置･確認状況》KQ61･62、KR62グリッドに位置する。地山層上面、倒木痕に重複して礫をまとま

って確認し、試掘坑を掘削したところ、下部に土坑を確認したことから遺構と認定した。調査時は配

石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には15～40㎝の不整形の円礫が４点配される。そのうち１点は立石である。また土

坑底面直上にも30～35㎝の円礫が２点置かれる。他の礫には使用痕は認められない。石材はすべて輝

石安山岩である。

倒木痕に撹乱されていることから下部土坑の平面形は定かではないが、約1.50m×約1.20mの楕円形

で、確認面からの深さは最大で約0.40mと推定する。主軸方向はN－70°－Ｗである。南壁は垂直に、

北壁は中位に段をもち、開いて立ち上がる。底面は北側にテラス状の面を持つ。石組を構築するため

の掘り込みは認められないことから、土坑を埋め戻す際に同時に礫を据えたと考えられる。石組は土
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坑の南寄りに構築される。

《埋土》４層に分層した。黒褐色土～暗褐色土に漸移的に変化する。いずれの層も土の濁りが強いこ

とから、倒木痕を掘り込んで土坑を構築した際の掘削土由来の人為堆積土と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片53点、土器総重量487g、石器１点、剥片･チップ16点、石器類総重量

94gが出土し、土器破片２点を図示した。土器片はいずれも小片であることから、埋土に混入したも

のと考えられる。

《時期･所見》本遺構からはⅣ１群の土器小片が出土しているが、周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が

形成されることから、混入の可能性が考えられる。周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑

がまとまって構築されることから、本遺構も同時期と推定する。上面に石組が伴うこと、一括の人為

堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推定する。

SKQ10023配石土坑（遺構第154図、図版128）

《位置･確認状況》KP63グリッドに位置する。地山漸移層上面で立石を確認し、試掘坑を掘削したと

ころ下部に土坑を確認したため遺構と認定した。確認時、下部土坑のプランは不明瞭であった。調査

時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑西寄りに約30㎝の扁平な円礫が短軸を立てて配される。その東側0.25mには約15㎝の

円礫が１点置かれる。立石には西側上面に被熱痕が認められる。被熱範囲から推定される焼土位置は

検出段階では削平されていたため、焼土の有無は不明である。石材は２点とも花崗閃緑岩である。

下部土坑の平面形は約1.15m×約0.90mの不整楕円形で、主軸方向はN－62°－Eである。確認面から

の深さは約0.20mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は平坦である。立石設置の掘り込み

が認められることから、土坑を埋め戻したのちに、改めて礫を据えたものと考えられる。

《埋土》１層は立石を据える際の掘り込みである。２層は土坑掘削土由来の人為堆積土と推定する。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量16g、剥片･チップ２点、石器類総重量４gが出土した。

土器破片はⅡ群（前期）に属するが、周囲にはⅡ期の集落が営まれることから、混入と考えられる。

《時期･所見》本遺構は立石に被熱痕が認められたが、焼土面が検出されなかったことから礫が転用さ

れたと仮定し、配石土坑とした。時期は周囲に構築される同種の遺構の時期からⅣ５～６期（後期中

葉～後葉）の可能性が考えられる。一方、焼土面が削平されたとすれば立石炉の可能性も否定できず、

その場合時期は周囲に構築される同種の遺構の時期からⅣ１期（後期初頭）と考えられる。

SKQ10024配石土坑（遺構第154図、図版128）

《位置･確認状況》KQ･KR63･64グリッドに位置する。精査中に地山漸移層上面で約40㎝の扁平な円礫

が並んでいる状況を確認し、試掘坑を掘削したところ下部に土坑を確認したことから遺構と認定した。

確認時、下部土坑のプランは不明瞭であった。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うこ

とから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》約40㎝の扁平円礫が２点東西に並んで置かれる。２点の礫の間は0.30m離れる。石材は

いずれも安山岩系で、使用痕は認められない。下部土坑の平面形は、北側が段丘崖で低くなっている

ため定かではないが、約1.60m×約1.20mの楕円形と推定する。確認面からの深さは約0.30mである。

壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は平坦だが、北側に低く傾斜する。礫は土坑平面の内側、長軸

上に据えられる。主軸方向はN－70°－Eである。礫設置の掘り込みは認められないことから、土坑を
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埋め戻した上面に礫を置いたものと考えられる。

《埋土》３層に分層した。いずれも層界が不明瞭で、黒色から黄褐色へと自然に変化していくことか

ら、１層は後世の土壌生成作用により黒色化した可能性が考えられる。上面に礫が置かれることから、

埋め戻されたものと推測する。

《出土遺物》埋土から土器破片24点、土器総重量391g、剥片･チップ13点、石器類総重量15gが出土

した。土器破片はすべてⅡ群（前期）に属するが、周囲にはⅡ期（前期）の集落が営まれることから、

埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》本遺構は後期中葉の盛土上面に構築される。周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配

石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も同時期と推定する。上面に礫を配することから、

土坑墓の可能性が考えられる。土坑が浅いことから、再葬墓や幼児墓の可能性も推測される。

本遺構は小又川に面する段丘崖際に構築されており、北側が低く落ち込む。構築後、段丘崖の崩落

により地形が変わり、北側が削れた可能性がある。

SKQ10027配石土坑（遺構第154図、遺物第260図、図版129）

《位置･確認状況》KO61グリッドに位置する。地山漸移層上面で立石と５～15㎝の円礫がまとまって

いる状況を確認し、試掘坑を掘削したところ下部に土坑を確認したことから遺構と認定した。確認時、

下部土坑のプランは不明瞭であった。調査時は配石遺構としていたが、下部に配石を伴うことから整

理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑南西寄りに立石が据えられる。立石は長軸約20㎝の棒状の円礫で、長軸を立てる。

土坑の中央付近には５～15㎝程度の不整形の円礫が不規則に配される。礫に使用痕はない。

下部土坑の平面形は約0.65m×約0.55mの楕円形で、主軸方向はN－28°－Eである。確認面からの深

さは約0.30mである。壁は緩やかに開いて立ち上がり、底面は丸みを帯びる。礫設置の掘り込みは認

められないことから、土坑を埋め戻しながら礫を据えたものと考えられる。

《埋土》地山土を含む暗褐色土の単一層である。人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量39g、剥片４点、石器類総重量１gが出土し、土器破

片２点を図示した。土器破片はすべてⅣ１群に属するが、周囲にⅣ１期（後期初頭）の集落が営まれて

いることから埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推定される。周囲には石組を伴う土坑墓が多数構築されていることから、本遺構も同

種の遺構と推測される。土坑が小さいことから、幼児用もしくは再葬墓などの可能性も推測される。

近接してSI278炉が位置する。本遺構の方が構築面が高いことから本遺構が新しいと考えられる。

なおSI278の竪穴は後期中葉の造成時に削平されたと推定され、本遺構と直接重複はしなかったと考

えられる。

SKQ10031配石土坑（遺構第154図、遺物第260図、図版129）

《位置･確認状況》KP62･63グリッドに位置する。地山漸移層上面で大形の礫をまとまって確認し、そ

のうち２点が立石であったことから遺構と認定した。確認段階で黒褐色土の土坑プランが不明瞭なが

らも確認できた。調査中に２基の遺構の切り合いと判明したため、新しい方をSKQ10031、旧い方を

SKQ10040とした。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別
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を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には扁平な不整円形の円礫が５点配される。西端の礫（S２）は50㎝の扁平な不整円

礫で長軸を立てて据えられる。扁平面は東西方向に向けられる。検出時には礫は西側に傾いていた。

その東側には40㎝の扁平な不整長楕円形の円礫（S３）が、長軸を東西方向に向けて置かれる。抜け痕

が確認できることから、本来は立石だったと判断できる。周囲にはほかに20㎝前後の円礫が散在する。

石組に使用された礫には使用痕は認められない。石材はS３が緑色凝灰岩である以外はすべて安山岩

系である。S３は意図的に配された可能性もある。

下部土坑の平面形は約２m×約１mの不整楕円形で、確認面からの深さは約0.35mである。西壁は

緩やかに立ち上がり、東壁は開いて立ち上がる。底面には凹凸が認められる。上面の石組は土坑の長

軸上に構築される。土坑及び石組の主軸方向はN－63°－Eである。土坑埋土を掘り込んで立石が設置

されていることから、土坑を完全に埋め戻した後、改めて立石を設置したと復元できる。

《埋土》８層に分層した。１層はS３の抜け痕である。２層はS２設置のための掘り込みである。３～

８層は土坑埋土である。いずれも地山土が含まれ、上面に石組が構築されることから、一括の人為堆

積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片22点、土器総重量328g、石器２点、剥片･チップ62点、石器類総重量

485gが出土し、土器破片２点、石器類２点を図示した。土器片はいずれも小片であることから、埋土

に混入したものと考えられる。260-9･10はスクレイパーである。260-10には抉りが作出される。

《時期･所見》本遺構からはⅣ１群の土器が出土しているが、周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営ま

れていることから、埋土に混入したものと考えられ、本遺構の時期を示すものとは言いがたい。周囲

にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も同時期と推

測される。埋土は黒褐色土でありⅣ１期（後期初頭）の遺構と同じであるが、これは本遺構はⅣ１期

（後期初頭）以前に形成された倒木痕を掘り込んで構築されていることから、埋土が倒木痕由来である

ためと考えられる。性格は上面に規格的な石組が伴うこと、一括の人為堆積であることから、石組を

伴う土坑墓と推定する。なお上面の石組はSKQ10040と一連であるようにも見ることができる。この

ことからSKQ10040を意図的に拡張し、礫を据え直した可能性も考えられる。

SKQ10034配石土坑（遺構第155図、遺物第260図、図版130）

《位置･確認状況》KN61グリッドに位置する。精査中に礫層中で円礫のまとまりを検出し、試掘坑を

掘削したところ不明瞭ながら下部に土坑を確認した。礫層を0.20mほど掘削したところ、明瞭に土坑

の平面形が確認できたことから遺構と認定した。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴う

ことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》石組は10～20㎝程度の不整楕円形の円礫が約20点使用される。長軸を南北方向に向け２

～３列に並べられる。礫に使用痕は認められない。石材はほとんどが安山岩系で、頁岩と火山礫凝灰

岩、ひん岩がそれぞれ１点含まれる。石材に応じた意図的な配置は認められない。

下部土坑の平面形は約1.60m×約1.00mの楕円形で、確認面からの深さは約0.45mである。壁は開い

て立ち上がり、底面は平坦である。壁、底面ともに基盤層の礫が露出する。石組は土坑平面より一回

り小さく、土坑のほぼ中央に構築される。土坑と石組の主軸方向はN－81°－Ｗである。

《埋土》２層に分層した。色調の差で分層したが、どちらも礫や地山土が含まれることから、土坑掘



－250（250）－

第４章　調査の記録

削土由来の一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片７点、土器総重量22g、石器１点、剥片･チップ16点、石器類総重量59g

が出土し、石器類１点を図示した。土器片は小片であることから、埋土に混入したものと考えられる。

260-11は剥片を素材とするスクレイパーと考えられる。縁辺に刃部が作出される。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。性格は上面に石組が伴うこと、埋土が人為堆積であることから、石組を

伴う土坑墓の可能性を推定する。下部の土坑の規模が小さいことから、幼児用もしくは再葬墓の可能

性も推測される。

SKQ10036配石土坑（遺構第155図、遺物第260図、図版130）

《位置･確認状況》KN･KO60･61グリッドに位置する。精査中に地山漸移層上面で円礫のまとまりを検

出し、試掘坑を掘削したところ下部に土坑を確認したため遺構と認定した。調査時は配石遺構として

いたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》石組は10～20㎝程度の不整楕円形の円礫が約20点使用される。長軸を東西方向に向け２

～３列に並べられる。石材はほとんどが安山岩系で、頁岩と流紋岩質凝灰岩がそれぞれ１点含まれる。

礫に使用痕は認められない。

下部土坑の平面形は径約0.90mの不整円形で、確認面からの深さは約0.40mである。壁は開いて立ち

上がる。底面は平坦である。石組は土坑平面より一回り小さく、土坑のほぼ中央に構築される。

《埋土》２層に分層した。１層は黒褐色土で２層は暗褐色土である。土坑掘削土由来の人為堆積と推

定する。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量29g、石製品１点、剥片･チップ８点、石器類総重量

67gが出土し、土器破片１点、石製品１点を図示した。土器破片は小片であることから埋土に混入し

たものと考えられる。260-13は椀形石製品である。円礫を素材とし、片面に窪みを削り込む。裏面は

平坦になるように磨きを施す。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。

補正年代3,440±25BP、樹種はクリである。推定した年代観と矛盾はない。上面に石組が伴うこと、

埋土が人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓の可能性を推定する。下部の土坑の規模が小さい

ことから、幼児用もしくは再葬墓の可能性も推測される。

SKQ10038配石土坑（遺構第128図、図版125）

《位置･確認状況》KP63･64グリッドに位置する。後期中葉盛土上面で立石を確認し、遺構の存在を推

測した。SKQ272の試掘坑を掘削したところ、立石の下部に土坑が認められたことから遺構と認定し

た。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変

更した。

《規模･形態》上面には15㎝の棒状の円礫が１点据えられる。長軸をほぼ南北方向を向け短軸を立てる

立石である。下部土坑の平面形は試掘坑のため南側の形状が不明であるが、残存部分から長軸推定約

0.70m、短軸推定約0.60mの楕円形と考えられる。確認面からの深さは最大で0.20m弱である。壁は開

いて立ち上がり、底面は丸みを帯びる。立石は土坑のほぼ中央に据えられる。石組を据えるための掘
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り込みが認められないことから、土坑を埋め戻す際に同時に礫を据えたものと考えられる。土坑の主

軸方向はN－13°－Eである。

《埋土》暗褐色土の単一層である。地山土が混入することから人為堆積と判断する。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。上面に配される礫は１点であるが、周囲に位置する類似遺構は３～５点

の礫が用いられることから、本来はさらに数点の礫が配されていた可能性が推定される。上面に礫が

配されることから、性格は土坑墓と考えられる。

SKQ10040配石土坑（遺構第154図、遺物第260図、図版129）

《位置･確認状況》KO･KP62･63グリッドに位置する。地山漸移層上面で大形の礫をまとまって確認し、

そのうち２点が立石であったことから遺構と認定した。確認段階で黒褐色土の土坑プランが不明瞭な

がら確認できた。調査中に２基の遺構の切り合いであると判明したため、新しい方をSKQ10031、旧

い方をSKQ10040とした。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺

構種別を土坑に変更した。

《規模･形態》上面には礫が３点配される。S２は長軸40㎝の扁平な不整円礫で、長軸を立てて据えら

れる。扁平面は東西方向に向けられる。検出時には礫は西側に傾いていた。その南側には長軸約30㎝の

長楕円形の円礫（S３）が、長軸を東西方向に向けて置かれる。またS２の北側には、長軸約30㎝の扁平

な円礫が長軸を立てて据えられる。扁平面は南北方向を向く。石組に使用された礫には使用痕は認め

られない。石材はS１が花崗閃緑岩で、S２、S３は輝石安山岩である。

下部土坑の平面形は西側がSK10031に壊されるため定かでないが、残存部分から不整長楕円形と復

元できる。短軸は約1mで、確認面からの深さは約0.40mである。西壁は緩やかに開いて立ち上がる。

底面は丸みを帯びる。上面の石組は土坑平面の内側に構築される。土坑埋土を掘り込んで立石が設置

されていることから、土坑を完全に埋め戻した後、改めて立石を据えたと復元できる。

《埋土》３層に分層した。10･11層は褐色土で、人為堆積土である。９層は礫設置のための掘り込みと

推測する。S２に比較して掘り込みが大きいことから、S１～S３の３点の礫をまとめて設置した可能

性が考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片15点、土器総重量71g、石器２点、剥片･チップ20点、石器類総重量

368gが出土し、土器破片２点、石器類２点を図示した。土器片はいずれも小片であることから埋土に

混入した可能性が考えられる。260-16は凸基有茎鏃である。茎部に黒色付着物を認める。260-17は扁

平な円礫を素材とした凹石である。両面に敲打痕が形成される。

《時期･所見》本遺構からはⅣ１群の土器が出土しているが、周囲にはⅣ１期（後期初頭）の集落が営ま

れていることから、埋土に混入したものと考えられ、本遺構の時期を示すものとは言いがたい。周囲

にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本遺構も同時期と推

測される。性格は上面に規格的な石組が伴うこと、一括の人為堆積であることから、石組を伴う土坑

墓と推定する。

SKQ10048配石土坑（遺構第128図、図版124）

《位置･確認状況》KP･KQ63･64グリッドに位置する。後期中葉の盛土上面で礫のまとまりを確認し、
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遺構の存在を推定してSKQ271とした。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。このため試掘坑

を掘削したところ、下部に土坑を３基確認し、それに対応して石組を３単位に分割することが可能で

あったことから、３遺構の重複と認めた。このため調査中に西側の１基をSKQ10048、北側の１基を

SKQ10049とし、東側の１基にSKQ271の番号をあてた。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑

を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には15～30㎝の円礫が５点据えられる。そのうち４点は長軸をほぼ南北方向を向け、

横列に並んで据えられる。最も西側の礫はほぼ円形であることから軸方向はない。南北方向を向く礫

のうち３点は短軸を立てる立石である。礫に使用痕は認められない。石材はいずれも安山岩系である。

下部土坑は遺構の重複が著しいことから、全体形は定かではないが、残存部分より長軸約0.65m、短

軸推定約0.45mの楕円形で、確認面からの深さは最大で約0.25mであったと復元される。壁は開いて立

ち上がる。底面は丸みを帯びる。石組は土坑のやや北東よりに構築される。石組を据えるための掘り

込みが認められないことから、土坑を埋め戻す際に同時に礫を据えたものと考えられる。土坑と石組

の主軸方向はN－42°－Ｗである。

《埋土》３層に分層した。黒褐色土～褐色土である。基質を同じくすることから、上位は土壌生成作

用により黒色化している可能性が考えられる。いずれも地山土や礫を含むことから、一括の人為堆積

と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量13g、剥片２点、石器類総重量１gが出土した。土器

片は小片であり埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。上面に規格的な石組が伴うことから、周囲の類似する遺構と同種の遺構

と推定すると、本遺構も石組を伴う土坑墓の可能性が考えられる。下部の土坑の規模が小さいことか

ら、幼児用もしくは再葬墓の可能性も推測される。

SKQ10049配石土坑（遺構第128図、図版124）

《位置･確認状況》KP64グリッドに位置する。後期中葉の盛土上面で礫のまとまりを確認し、遺構の

存在を推定してSKQ271とした。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。このため試掘坑を掘削

したところ、下部に土坑を３基確認し、それに対応して石組を３単位に分割することが可能であった

ことから、３遺構の重複と認めた。このため調査中に西側の１基をSKQ10048、北側の１基を

SKQ10049とし、東側の１基にSKQ271の番号をあてた。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑

を伴うことから整理段階で遺構種別を土坑に変更した。

《規模･形態》上面には20～25㎝の円礫が３点据えられる。いずれも長軸を南北方向を向け、横列に並

んで据えられる。いずれも短軸を立てる立石である。土坑底面には20㎝の円礫を検出した。礫に使用

痕は認められない。石材はいずれも輝石安山岩である。下部土坑は遺構の重複が著しいことから、全

体形は定かではない。確認面からの深さは約0.20mである。壁は開いて立ち上がる。底面は丸みを帯

びる。石組は土坑のやや北よりに構築される。石組を据えるための掘り込みが認められないことから、

土坑を埋め戻す際に同時に礫を据えたものと考えられる。石組の主軸方向はN－88°－Eである。

《埋土》暗褐色土の単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と判断する。

《出土遺物》時期不明の土器小破片１点、土器総重量12gが出土した。
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《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。上面に規格的な石組が伴うことから、本遺構も石組を伴う土坑墓の可能

性が考えられるが、下部の土坑の規模が小さいことから、判然としない。

SKQ10050配石土坑（遺構第155図、遺物第260図、図版129）

《位置･確認状況》KO59グリッドに位置する。精査中に地山漸移層上面で立石を確認し、配石遺構と

して調査した。検出段階では土坑の平面プランは不明瞭であったが、調査の結果、下部に土坑を伴う

ことが判明したため、整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に扁平な円礫が立てられ（S６）、その周囲に20㎝前後の円礫が散乱する。立石は径約

40㎝の円形平面で、厚さは約10㎝である。石材は輝石安山岩である。周囲に散乱する礫は２点（S２、

S３）が凝灰岩、ほかは輝石安山岩である。立石を立てるための掘り込みは認められないことから、土

坑を埋める際に設置したものと考えられる。

下部土坑の平面形は約0.95m×約0.75mの楕円形で、主軸方向はN－49°－Eである。確認面からの深

さ約0.25mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は丸みを帯びる。

《埋土》２層に分層した。彩度が異なるが、ともに地山土が混入すること、礫の裏込め土であること

から、一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量56g、石器１点、剥片･チップ16点、石器類総重量33g

が出土し、石器類１点を図示した。Ⅰ期（早期）とⅡ期（前期）の土器破片は小片であることから埋土に

混入したものと考えられる。260-18は円基無茎石鏃である。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。周囲には石組を伴う土坑墓が多数構築されていることから、本遺構も同

種の遺構と推定する。土坑の法量が小さいことから、幼児墓もしくは再葬墓の可能性が考えられる。

なお立石は北西方向に傾く。礫の上部が大きく破損し、北西側に散乱して検出されたことから、後

世に何らかの力が加わり破損し傾いた可能性が考えられる。ただし土層断面ではそのような痕跡は認

めることができなかった。

近接してSI195炉が位置する。構築時期は本遺構の方が新しい。なおSI195の竪穴は後期中葉の造成

時に削平されたと考えられるため、本遺構と直接重複関係はなかったと推定される。

SKQ10061配石土坑（遺構第144･145図、遺物第260図、図版117･119）

《位置･確認状況》KM･KN60グリッドに位置する。礫層中で、15㎝程度の立石が３点縦列に並んでい

る状況を確認したため、遺構の可能性を推定した。SKQ213の試掘坑を掘削したところ、SKQ213の東

側に落ち込みを認めたため、東側に試掘坑を延ばした。その結果土坑の存在を認め、先立って確認し

ていた立石がその遺構の端に当たることを確認した。調査時には配石遺構としていたが、下部に土坑

が伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面の礫は乱れており、南側と西側には土坑の端に礫の長軸を向けて並べられている状

況が確認できたが、その内側に規則的な配置は認められない。また、北側と東側に礫は配されない。

上面の礫を取り上げたところ、その下から規則的に並べられた石組を検出した。北半は掘り進めてい

たため、検出できたのは南半だけであった。残存状況より北半にも延びると推定できるが、北半掘削

段階で明瞭に確認することができなかったことから、おそらく北半は小範囲であったと考えられる。
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石組の南辺は礫の長軸を縦列に並べて石組を囲むように据えられる。これらの列は検出段階で表出し

ていた。西辺は20㎝前後の円礫を２点確認した。その内側に10～20㎝の不整形の円礫が重ならないよ

うに隙間なく詰められている。礫設置の際の掘り込みは認められないことから、土坑埋め戻しの最終

段階で、石組を据えたものと考えられる。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系が６割弱であ

り他の石組より割合が低い。一方玄武岩が３割程度使用されており特徴的な傾向である。礫が選別さ

れて利用された結果であろう。

下部土坑の平面形は約1.90m×約1.10mの楕円形で、土坑の主軸方向はN－83°－Eである。確認面か

らの深さは約0.60mである。壁は開いて立ち上がる。底面は平坦だが段丘礫が露出する。石組は土坑

の南西側に偏って検出された。北東側は礫が抜かれた可能性も考えられたが、周囲は土壌生成作用に

よる黒ボク化が進んでおり、抜け痕を確認することはできなかった。

《埋土》２層に分層した。どちらにも礫が含まれることから、土坑掘削土由来の一括の人為堆積と判

断する。

《出土遺物》埋土から土器破片８点、土器総重量305g、剥片１点、石器類総重量１gが出土し、土器破

片３点を図示した。前期と後期初頭の土器破片は小片であることから、埋土に混入したものと考えら

れる。

《時期･所見》出土遺物した遺物のうち最新時期はⅣ５期（後期中葉）であることから、本遺構の構築時

期はⅣ５期（後期中葉）と推定される。上面に規格的な石組が伴うことから、石組を伴う土坑墓と推定

する。

SKQ10085配石土坑（遺構第128図）

《位置･確認状況》KP･KQ63グリッドに位置する。地山漸移層上面で礫を確認し、試掘坑を掘削した

ところ、立石であることを確認したため、遺構と認定した。調査時点では配石遺構としていたが、下

部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》土坑は他の遺構に掘り込まれていることや試掘坑を掘削したことから、全体形は不明で

あるが、残存部分より径約0.45mの円形であったと推定される。壁は開いて立ち上がり、底面は丸み

を帯びる。中央には立石が据えられる。立石は長軸約20㎝の棒状の円礫で、長軸を立てて据えられる。

確認時には上面が５㎝程度表出している状態だった。礫は輝石安山岩で、使用痕は認められない。

《埋土》暗褐色土の単一層である。上方は根により撹乱されている。地山土が含まれることから、人

為堆積と推定する。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量１g、剥片３点、石器類総重量２gが出土した。いず

れも小片であることから、埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。性格は不明である。

SKQ10089配石土坑（遺構第155図、遺物第260図、図版130）

《位置･確認状況》KR60グリッドに位置する。地山層上面で４点の礫がまとまっている状況を確認し

たことから遺構と認定した。確認段階では土坑プランは不明瞭であった。調査時は配石遺構としてい

たが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面には30～40㎝の不整形な円礫が３点据えられ、中心には約30㎝の扁平な円礫が置か
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れる。S１とS３は立石で長軸を立てて据えられる。S４は立石ではなかったが、抜け痕が確認できた

ことから、立石だったと推定できる。形態がSKQ268に類似することから、おそらく本来は北側にも

立石があったものと推定される。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系で、S４の脇に添えら

れたS５のみ玄武岩である。下部土坑の平面形は約1.65m×約1.40mの不整楕円形で、主軸方向はほぼ

北方向である。確認面からの深さは約0.30mである。壁は開いて立ち上がる。底面は丸みを帯び、南

側に段を持つ。石組は土坑の南よりに構築される。石組の大きさに比して、土坑はやや北側に膨らむ。

なお、立石を据えるための掘り込みが認められたことから、土坑を埋めた後改めて立石を据えたもの

と判断できる。

《埋土》６層に分層した。１層はS１の掘り込みである。２層はS４の抜け痕である。３～６層は土坑

の埋土で暗褐色～褐色土である。いずれも地山由来土であること、重複するSN10090由来と考えられ

る焼土塊が混入することから、土坑掘削土由来の一括人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片５点、土器総重量49g、石器１点、剥片･チップ７点、石器類総重量78g

が出土し、土器破片１点、石器類１点を図示した。土器片は小片であることから、埋土に混入したも

のと考えられる。260-23は円基無茎鏃である。５層から出土した。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。一括の人為堆積であることから、石組を伴う土坑墓と推測する。

立石の下端と中央に置かれた礫（S２）の下端はいずれも約139.9mとほぼ同レベルである。立石を自

立させるためには、10㎝程度は礫を地表下に埋める必要があると考えられることから、地表面の標高

は約140.0m前後と考えられる。この場合、中心に置かれた礫（S２）の上端の標高が約140.0mであるこ

とから、S２は表出していなかった可能性が考えられる。

SKQ10125配石土坑（遺構第144･145図、図版117～119）

《位置･確認状況》KN60グリッドに位置する。礫層中で20～40㎝程度の礫が２か所まとまっている状

況を確認し、西側をSQ10125、東側をSQ10126とした。試掘坑を掘削したところ、下部の土坑は２か

所の石組にまたがって１基のみが構築されていたことから、SQ10126をSQ10125に統合した。調査段

階では配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面西側には10～20㎝の円礫が６点程度まとまって置かれる。東側には10～40㎝の礫が

４点まとまって置かれる。礫設置の際の掘り込みは認められないことから、土坑埋め戻しの最終段階

で礫を配したものと考えられる。中心付近は礫が抜かれた可能性も考えられるが、明確な痕跡は確認

できなかった。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系が多数を占めるが、１点のみが凝灰岩であ

る。石材に応じての意図的な配置は認められないが、１点のみ石材が異なる礫が含まれる例は

SKQ10127にも認められることから、選別されている可能性も考えられる。

下部土坑平面形は径約0.90mの不整円形で、確認面からの深さは0.30mである。壁は緩やかに開いて

立ち上がる。底面はやや丸みを帯びる。石組は土坑の北寄りで検出され、東西に分かれている。

《埋土》２層に分層した。上層は黒色が強く、下層へ向かって黒色が弱くなることから、上層は土壌

生成作用の影響を受けたものと考えられる。土坑掘削土由来の一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片10点、土器総重量108g、剥片３点、石器類総重量94gが出土した。Ⅱ群

（前期）とⅣ１群（後期初頭）の土器片は小片であることから埋土に混入したものと考えられる。後期中
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葉の土器片はSKQ212出土の土器片と同一個体である。

《時期･所見》出土遺物した遺物のうち最新時期はⅣ５期（後期中葉）であることから、本遺構の構築時

期はⅣ５期（後期中葉）と推定される。周囲に土坑墓と考えられる類似遺構が位置することから、本遺

構も石組を伴う土坑墓と推測される。土坑の規模から幼児墓もしくは再葬墓の可能性も推測される。

SKQ10127配石土坑（遺構第144･145図、図版117～119）

《位置･確認状況》KN60グリッドに位置する。SKQ212より0.10mほど低い面で礫のまとまりを確認し、

下部に土坑が認められたため、遺構と認定した。調査段階では配石遺構としていたが、下部に土坑を

伴うことから整理段階で配石土坑に変更した。

《規模･形態》上面に５～30㎝程度の不整形な円礫がまとまって置かれる。礫設置の際の掘り込みは認

められないことから、土坑埋め戻しの最終段階で礫を配したものと考えられる。重複するSKQ212よ

り石組の確認面が0.10m程度低いことから、石組は表出していなかった可能性も考えられる。礫に使

用痕は認められない。石材は安山岩系が多数を占めるが、１点のみが凝灰岩である。石材に応じての

意図的な配置は認められないが、１点のみ石材が異なる礫が含まれる例はSKQ10125にも認められる

ことから、選別されている可能性も考えられる。下部土坑の平面形は残存部分から径約0.90mの円形

と推定する。確認面からの深さは約0.30mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面はやや丸み

を帯びる。石組は土坑より一回り小さく、土坑のほぼ中央に構築される。

《埋土》２層に分層した。上層は黒色が強く、下層へ向かって黒色が弱くなることから、上層は土壌

生成作用の影響を受けたものと考えられる。土坑掘削土由来の一括の人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量15g、剥片１点、石器類総重量55gが出土した。土器

片はいずれも小片であることから埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。周囲に土坑墓と考えられる類似遺構が位置することから、本遺構も石組

を伴う土坑墓と推測される。土坑の規模から幼児墓もしくは再葬墓の可能性も推測される。

SKQ10133配石土坑（遺構第155図、遺物第260図）

《位置･確認状況》KN62グリッドに位置する。SI211覆土中で立石を含む礫のまとまりを確認し、遺構

と認定した。確認時点では土坑掘り込みは検出できなかったが、試掘坑を掘削したところ、下部に土

坑を認めた。調査時は配石遺構としていたが、下部に土坑を伴うことから整理段階で遺構種別を配石

土坑に変更した。

《規模･形態》２点の礫からなる。１点（S３）は長軸約30㎝の棒状の円礫で、長軸を立てて据えられる。

やや西方向に傾く。立石の東側には長軸約30㎝の厚みのある扁平な円礫（S４）が置かれる。礫に使用

痕は認められない。石材はS３は火山礫凝灰岩、S４が輝石安山岩である。下部土坑の平面形は径約

0.60mの円形で、確認面からの深さは約0.20mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面はやや丸

みを帯びる。石組は土坑のほぼ中央に構築される。礫設置の掘り込みは認められないことから、土坑

埋め戻し時に同時に石組を構築したものと推定される。

《埋土》黒褐色土の単一層である。上面に石組が構築されることから、人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋土から土器破片11点、土器総重量93g、剥片３点、石器類総重量４gが出土し、土器破

片１点を図示した。土器破片は小片であることから埋土に混入したものと考えられる。
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《時期･所見》周囲にはⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の配石土坑がまとまって構築されることから、本

遺構も同時期と推測される。上面に配石を伴うことから、性格は土坑墓と考えられる。土坑の規模か

ら幼児墓もしくは再葬墓の可能性も推測される。

（６）配石遺構

SQ218配石遺構（遺構第156図、図版141･142）

《位置･確認状況》KS60グリッドに位置する。SQ219の北列の東端に重複して構築される。黒色土層中

で礫が規則的に据えられている状況を確認し、遺構と認定した。

《規模･形態》約0.60m×約0.50mの楕円形の石囲状に礫が組まれ、中心に１点礫が置かれる。石囲状の

部分には10～20㎝の不整形の円礫８点が楕円形に据えられる。S８とS１の間は開口するが、風化によ

り破砕した礫片が散乱していたことから、本来は礫が一周していたものと復元できる。８点の礫のう

ち、４点（S１、S４、S５、S７）は短軸を立てる立石である。中心に置かれる礫（S３）は長軸約0.50mの

扁平な円礫で、東側（SQ219と反対側）に低く傾斜して据えられる。石囲状の組石を形成するS８の上

に重なるように置かれていたことから、石囲状の組石を据えたのち、中心の礫を置いたと判断できる。

礫を据えるための掘り込みは確認できなかったが、立石を据えるためには礫を埋めなければならない

ことから、掘り込みが伴っていた可能性が高い。礫に使用痕は認められない。石材は中心に据えられ

るS３が輝石安山岩である。石囲状の組石は安山岩系３点、凝灰岩系２点、玄武岩２点である。石材

に応じた規則的な配置は認められない。

なお、本遺構とSQ219が接する部分に位置するS７は、SQ219に使用される礫と大きさや据えられ

る位置が類似することから、本来SQ219の礫であったと推定される。このようにSQ219の礫が本遺構

の一部として使用されることから、本遺構とSQ219は融合した状態となっている。

《出土遺物》周囲から土器破片13点、土器総重量74g、剥片･チップ５点、石器類総重量４gが出土した。

いずれも小片であることから混入したものと考えられる。

《時期･所見》周辺に位置する配石遺構や配石土坑の時期がⅣ５～６期（後期中葉～後葉）であることか

ら本遺構も同時期と推定する。SQ219と礫（S７）が共有されており、本遺構はSQ219と融合したような

状態である。しかしSQ219と本遺構とは礫の大きさや据え方が異なることから、本遺構はSQ219に追

加された別の配石遺構と判断した。ただしSQ219の一部である可能性も否定できない。

SQ219配石遺構（遺構第156図、遺物第261図、図版141･142）

《位置･確認状況》KS･KT60グリッドに位置する。黒色土層中で礫の並びを確認し、遺構と認定した。

本遺構の東端にはSQ218、西端にはSQ220が構築されている。

《規模･形態》長軸約５mの東西方向に約40点の礫が２列南北対称に並べられる。またSQ218、SQ220

を含めて東西対称でもある。北列と南列の間は基本的に0.30m前後であるが、東端から約1.30mの位置

と、西端から約1.60mの位置で北列の礫と南列の礫が接する。礫は長軸30㎝前後、短軸20㎝前後の厚

みのある円礫が用いられ、礫の長軸を立てて据えられる。礫の扁平面は東西方向（配石長軸方向）を向

く。立石を設置するための掘り込みは認められなかったが、掘り込みを掘削せずに立石を据えること

は不可能であることから、本来掘り込みが伴っていたと推定される。しかし周辺は土壌生成作用の影

響で全面的に黒色化（１層：土壌A層、２層：土壌B層）しているために、掘り込みは検出できなかっ
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た。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系が多数を占め、ほかに玄武岩７点、凝灰岩系２点な

どが使用される。石材に応じた配置などは認められず、礫の選別は形状を重視したものと推定される。

石組の主軸方向はN－76°－Eである。

なお本遺構とSQ218が接する部分に位置するSQ218S７は、本遺構に使用される礫と大きさや据え

方が類似することから、本遺構の礫であったと推定される。このように本遺構の礫がSQ218の一部と

して使用されることから、本遺構とSQ218は融合した状態となっている。またこれはSQ220と接する

部分についても同様である。

《出土遺物》周囲から土器破片31点、土器総重量722g、石器３点、剥片･チップ50点、石器類総重量

243gが出土し、石器類３点を図示した。261-1･2はスクレイパーである。261-1は折損している。261-2

は急角度の刃部を作出する。261-3は横型の石匙である。片面からの調整によって円刃を作出する。

両面に黒色付着物が認められる。

《時期･所見》周辺に位置する配石遺構や配石土坑の時期がⅣ５～６期（後期中葉～後葉）であることか

ら本遺構も同時期と推定する。なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行っ

た。補正年代1,470±20BP、樹種は針葉樹である。周囲の類似遺構や出土遺物から、本遺構の時期は

縄文時代と考えられ、遺構の年代観と分析結果が異なる。本遺構は一部木の根が入り込むことから、

試料が混入したことが原因と考えられる。重複するSQ218、SQ220とは礫を共有することから、それ

ぞれが本遺構の一部である可能性も考えられる。また石列は２か所で南北列が接することから、この

箇所を区切りとして３単位の配石遺構である可能性も考えられる。しかし遺構を明確に分割できない

こと、礫の据え方が共通していることから一連の遺構であると判断した。

SQ220配石遺構（遺構第156図、図版141）

《位置･確認状況》KT60グリッドに位置する。SQ219の北列の西端に重複して構築される。黒色土層

中で礫が規則的に据えられている状況を確認し、遺構と認定した。

《規模･形態》約0.70m×約0.60mの楕円形の石囲状に礫が組まれる。15～25㎝の長楕円形の円礫９点が

用いられる。そのうち７点（S２～S５、S７～S９）は短軸を立てる立石である。礫を据えるための掘り

込みは確認できなかったが、立石を据えるためには礫を埋めなければならないことから、掘り込みが

伴っていたと考えられる。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系のほかに、玄武岩３点である。

石材に応じた規則的な配置は認められない。

なお、本遺構とSQ219が接する部分に位置するS５は、SQ219に使用される礫と大きさや据えられ

る位置が類似することから、本来SQ219の礫であったと推定される。このようにSQ219の礫が本遺構

の一部として使用されることから、本遺構とSQ219は融合した状態となっている。

《出土遺物》周囲から土器破片５点、土器総重量65g、剥片１点、石器類総重量１gが出土した。いず

れも小片であることから混入したものと考えられる。

《時期･所見》周辺に位置する配石遺構や配石土坑の時期がⅣ５～６期（後期中葉～後葉）であることか

ら本遺構も同時期と推定する。SQ219と礫（S５）が共有されており、本遺構はSQ219と融合したような

状態である。しかしSQ219と本遺構とは礫の大きさや据え方が異なることから、本遺構はSQ219に追

加された別の配石遺構と判断した。ただしSQ219の一部である可能性も否定できない。
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SQ223配石遺構（遺構第158図、遺物第261図、図版142）

《位置･確認状況》KR58、KS58･59･KT59グリッドに位置する。黒色土層中で礫の並びを確認し、遺

構と認定した。

《規模･形態》石組は南西側に開口する径約4.50mの弧状である。東から北にかけては、連続して礫が

並ぶが、北西部分では途切れがちになる。礫は一重に並べられるが、部分的に２～３重に並べられて

いる箇所もある。石組に用いられる礫は20～40㎝程度の扁平な円礫で、短軸を立てる立石だが、石組

の両端の礫（S２･S３･S22～S28）は水平に設置した状態であった。これらは本来立石であった可能性も

考えられるがその痕跡は確認できていない。礫の上端はいずれも標高140.1～140.2mでほぼ水平とな

るように据えられている。礫に使用痕は認められない。石材は安山岩系が多数を占めるが、閃緑岩、

玄武岩、凝灰岩も用いられる。石材に応じた配置は認められない。

石組の下部には一部掘り込みが確認された。幅は0.60m前後、確認面からの深さは約0.20mで弧状を

呈する。石組構築に伴う掘り込みと考えられるが、掘り込みの底面から0.10m前後上位に礫の下端が

位置することから、掘り込みを埋めながら礫を据えたものと考えられる。

中心付近には焼土面が３か所形成される。最も大きい焼土面は約0.90m×約0.75mの範囲が被熱して

おり、焼土の厚さは最大で約0.15mである。焼土面の被熱状況は強い。その周囲にも小規模な焼土面

が形成されており、周囲には焼土塊が散乱していた。

《出土遺物》周囲から土器破片46点、土器総重量1,570g、石器４点、石製品１点、剥片･チップ71点、

石器類総重量1,049gが出土し、土器破片４点、石器類４点を図示した。261-8はスクレイパーである。

片面からの調整によって刃部を作出する。261-9は打面調整を施した石核である。261-10は石皿であ

る。配石が描く弧の内側上面で出土した。

《時期･所見》周辺に位置する配石遺構や配石土坑がⅣ５～６期（後期中葉～後葉）に構築されたもので

あること、掘り込み埋土から後期中葉の造成後に構築されたものと判断できることから、本遺構も同

時期と推定する。なお埋土から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代

3,805±25BP、樹種はクリである。周囲にⅣ１期（後期初頭）の集落が営まれることから、試料が混入

したものと考えられる。

礫は竪穴住居跡の壁面に礫を巡らせたものの可能性と、竪穴住居跡を模した配石遺構である可能性

が考えられる。立石の下端標高値は139.71m（S16）～139.90m（S６）と約0.2mの開きがあり、竪穴住居の

床面に礫を置いたとは考えがたい。このことからここでは竪穴住居跡を模した配石遺構と捉えたい。

なお焼土面の標高値は139.9mである。立石の上端はほぼ標高140.1～140.2mに揃えられていることか

ら、立石下端の標高値の開きは、上端を揃えるために竪穴の床面を掘り込んだ結果とも考えられる。

調査時点ですでに本遺構の周囲は焼土面まで掘削が進んでいたため、竪穴の有無を検証することがで

きなかった。このため竪穴住居跡であった可能性も否定することはできない。

SQ225配石遺構（遺構第157図、遺物第262図、図版143～147）

《位置･確認状況》KQ･KR56～58グリッドに位置する。地山漸移層上面で規格的に並べられた礫を確

認し、配石遺構と認定した。

《規模･形態》配石は弧状の立石列とその内側に組まれた「田」＋「ハ」字状の石組を、弧の接線で反

転したような形状を呈する。
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弧状の立石列は30～50㎝の扁平な立石が34点使用される。南側、北側それぞれ17点である。北側の

弧と南側の弧は、規模や形状において完全に対称形である。弧の半径は約１mで、ほぼ半円である。

それぞれの円の中心を通る直線の方向はN－44°－Ｗである。

立石は基本的に二重に並べられる。礫の平面形は円～楕円形で、長軸を立てて据えられる。南北の

弧が接する部分の一部の礫（S55、S69、S70）はほぼ垂直に立てられるが、そのほかの礫はすべて内側

に傾く。内側に位置する礫の方が深く埋め込まれており、外側の礫は内側の礫に立てかけたような状

況である。石材はすべて安山岩系が用いられている。

弧の内側の石組は10～20㎝の扁平な礫が主体であるが、25㎝以上の礫も５点程度用いられる。使用

される礫の数は南側、北側それぞれ約50点である。礫の平面形は楕円形で、短軸を立てて据えられる。

石材は安山岩系のほかに玄武岩や閃緑岩などが使用されるが、石材を意識した配置は認められない。

このことから、礫は石材ではなく形状や大きさが重視されたものと推察される。弧状の立石列がほぼ

南北対称形であるのに対し、内側の石組は南部分と北部分では細部が異なる。まず南部分の「ハ」字

状部分の先端には石列に直交する形で約30㎝の礫（S１、S161）が据えられるが、北部分には据えられ

ない。また「田」字状の十字部分は、南部分は短軸列を先に組むが、北部分は長軸列が先である。さ

らに南部分は「田」字状の一辺の石列が据えられない。石の抜け痕も確認できなかったことから、当

初から据えられなかった、もしくは早い段階で抜かれたものと考えられる。

南部分は弧状の立石列とその内側の石組で構成されるが、北部分はさらに東西方向に２列並行に並

べられた石列が付け加えられる。石列は「田」字状部分を挟み、東側、西側それぞれに６点（３点×

２列）が据えられる。いずれも立石である。西側の石列は扁平面を円の内側に向け据えられる。列の

間隔は最大で0.15m、礫の間隔は0.10～0.25mである。使用される礫は20～30㎝の扁平な円礫で、石材

は安山岩系のほか、玄武岩が１点使用される。東側の石列は、３点（S155～S157）は扁平面を円の内側

を向けて、そのほかの３点（S153、S158、S159）はそれに直交する方向を向けて据えられる。石材は安

山岩系のほか、玄武岩が２点使用される。

配石の下部には、南部分には径５m前後の倒木痕を検出した。北部分には竪穴状の掘り込みを確認

した。倒木痕と重複し、倒木痕の方が旧い。竪穴状の掘り込みは約3.10m×約2.50mの楕円形平面で、

確認面からの深さは0.40m前後である。壁は開いて立ち上がり、床面は平坦である。埋土は３層に分

層した。いずれも地山土が含まれること、上面に配石が構築されることから、一括の人為堆積と判断

する。上面の配石は、竪穴平面のほぼ内側に構築される。

《出土遺物》埋土から土器破片64点、土器総重量682g、石器３点、石製品２点、剥片･チップ32点、石

器類総重量456gが出土し、土器破片３点、石器類５点を図示した。

262-1は配石の北西部分、２層から出土した。ほかに接合破片が倒木痕埋土からも出土しており、

破片が散逸した状態であった。262-2は２層から出土した。ほかにも接合しない同一個体破片が遺構

全体に散逸して出土している。262-3は７層から出土した。262-4は凸基有茎鏃である。先端、基部と

もに折損する。262-5は縦形の石匙である。刃部が尖鋭に作出される。262-6はスクレイパーである。

縁辺の一部に片面からの調整によって刃部が作出される。側縁には部分的に黒色付着物が確認できる。

262-7は軽石製の板状石製品である。側縁に盲孔が２か所認められる。262-8は板状石製品である。縁

辺を打ち欠いて整形されている。
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《時期･所見》周辺に位置する配石遺構や配石土坑がⅣ５～６期（後期中葉～後葉）と推定されることや、

掘り込み埋土から後期中葉の造成後に構築されたものと考えられることから、本遺構もⅣ５～６期

（後期中葉～後葉）と推定する。埋土２層と３層から採取した炭化物２点で、放射性炭素年代測定と樹

種同定を行った。３層の炭化物は補正年代4,995±25BP、樹種はクワ属である。２層の炭化物は補正

年代3,725±25BP、樹種はエゴノキ属である。周囲にⅡ期（前期）･Ⅳ１期（後期初頭）の集落が営まれる

ことから、どちらも試料が混入したものと推定する。

下部の倒木痕と竪穴状の掘り込み及び配石の状況から、構築状況については以下のように推測さ

れる。配石はほぼ対称形で極めて規格的であることから、構築は断続なく短期間で造られたものと

推測される。最初に組まれたのはおそらく南部分の弧状立石列と考えられる。これは、南側の弧状

立石列のほぼ中央に位置するS55の底面レベルが139.55mであり、ほかの立石の底面レベルが標高

139.80m前後であることに比べ極めて深いことから、このS55が一番最初に据えられたと考えられる

ためである。S55は表出状態では他の礫と差異はないが、礫の長軸が60㎝と極めて長い。基準礫とし

て深く埋めるために、他の礫より長い礫を選別したものと考えられる。南部分の下部には倒木痕が

位置することから、締まりの弱い場所を選地し、配石を構築した可能性が考えられる。その後、南

部分の弧の内側の石組もしくは、北側の弧状立石列を構築したと考えられる。内側の石組は南部分

と北部分で形状に差異があることから、構築の工程が連続しなかった可能性が考えられる。このこ

とから南部分の弧状立石を構築した後に、内側の石組を据え、その後北部分を構築したものと推定

される。北部分を構築する際には、南部分の弧状立石列に接して竪穴状の掘り込みが掘削される。

掘り込みを埋め戻した後、その上に配石が構築される。一部の礫には礫を据えるための掘り込みが

認められるものもある。

竪穴状の掘り込みは、墓坑の可能性も考えられる。しかし、先行して構築された南部分には、倒木

痕が位置することから、配石と同様に配石下部の状況も南北を対称形とするために、北部分にも掘り

込みを掘削した可能性も考えられよう。

SQ288配石遺構（遺構第123図、図版148）

《位置･確認状況》MC45グリッドに位置する。粗掘り中に黒色土の上位面で確認した。

《規模･形態》10～15㎝程度の円礫を約20点用い、0.82m×0.65mの楕円形の環状に礫を配する。個々の

礫は半数程度が放射状方向を向く。主軸方向はN－61 －゚Ｗを示す。

《出土遺物》配石された礫の中から土器破片６点、土器総重量24g、石器８点、石器類総重量19,320g

が出土した。

《時期･所見》遺物が出土していないため、詳細な時期は不明であるが、周囲にはSKQ283やSKQ314が

構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）前後と推定する。

SQ293配石遺構（遺構第159図、遺物第263図、図版148）

《位置･確認状況》MB･MC45グリッドに位置する。粗掘り中に黒色土の上位面で確認した。

《規模･形態》3.24m×2.74mの範囲に10～30㎝程度の円礫を敷き詰めるように並べる。主軸方向は

N－63 －゚Ｗである。

《出土遺物》配石された礫の中から石器８点、石器類総重量39,692gが出土し、２点を図示した。263-1

は明確な縁取りのある石皿である。263-2は両面に敲打痕が残る凹石である。
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《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。

SQ294配石遺構（遺構第159図、図版148）

《位置･確認状況》MD48･49グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は列状に0.63m延び、南側は弧状に礫を３点配する。主軸方向はN－19 －゚Eであ

る。

《出土遺物》周辺から剥片１点、石器類総重量３gが出土した。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。

SQ295配石遺構（遺構第159図、図版148）

《位置･確認状況》MD･ME48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。礫を３点配している

だけであるが、SQ294～298のライン上に位置しており配石遺構の一つと判断した。

《規模･形態》礫が３点配される。定型的な配置ではない。主軸方向はN－２ －゚Eである。

《出土遺物》明確に伴う遺物は出土しなかった。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と考えられる。

SQ296配石遺構（遺構第159図、図版148）

《位置･確認状況》ME48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》20点程度の礫が雑然と集石される。主軸方向はN－75 －゚Eである。

《出土遺物》配石礫とその周辺から、石器２点、剥片１点、石器類総重量24,086gが出土した。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。

SQ297配石遺構（遺構第159図、図版148）

《位置･確認状況》ME47･48グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.86m×1.20mの楕円の環状である。主軸方向はN－63 －゚Eである。

《出土遺物》配石礫の中から石器１点、石器類総重量13,700gが出土した。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。

SQ298配石遺構（遺構第123図、遺物第263図、図版148）

《位置･確認状況》MF47グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.92m×1.16mの楕円形で、礫を部分的に２重に敷き詰める。主軸方向はほぼ真

北である。

《出土遺物》配石礫の中から石器１点、石器類総重量4,410gが出土し図示した。263-3は石皿である。

明確な縁取りはされていない。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。
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SQ300配石遺構（遺構第138図、図版149）

《位置･確認状況》MG46グリッドに位置する。精査中に黒土上面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸0.83mで列状に延びる。主軸方向はN－65 －゚Eである。

《出土遺物》明確に伴う遺物は出土しなかった。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。

SQ309配石遺構（遺構第160図）

《位置･確認状況》MC43グリッドに位置する。精査中に黒土上面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.09m×0.60mの弧状を呈する。主軸方向はN－18 －゚Ｗである。

《出土遺物》明確に伴う遺物は出土しなかった。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。

SQ315配石遺構（遺構第160図）

《位置･確認状況》MB42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.83m×0.64mのT字状である。主軸方向はN－89 －゚Eである。

《出土遺物》配石礫の中から石器１点、石器類総重量5,820gが出土した。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。

SQ316配石遺構（遺構第160図）

《位置･確認状況》MB42グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》0.74m×0.57mの楕円形に礫を敷き詰める。主軸方向は東西方向である。

《出土遺物》土器破片１点、土器総重量３g、石器２点、石器類総重量2,820gが出土した。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。

SQ321配石遺構（遺構第150図、遺物第264図）

《位置･確認状況》MA42･43グリッドに位置する。精査中に木根の下の地山面で確認した。

《規模･形態》1.70m×1.50mの楕円形に礫を敷き詰める。主軸方向はN－９ －゚Eである。

《出土遺物》配石された礫の中から石器４点、石器類総重量6,730gが出土し、すべて図示した。264-1･2

とも明確な縁取りのない石皿である。264-3･4は両面に敲打痕が見られる凹石である。

《時期･所見》周囲にはSKQ283やSKQ314が構築されることから、同時期と推測し、Ⅳ６期（後期後葉）

前後と推定する。

SQ324配石遺構（遺構第160図、図版149）

《位置･確認状況》LL57･58グリッドに位置する。粗掘り中に基本土層Ⅰ層で確認した。

《規模･形態》平面形は、長軸3.86mの弧状を呈する。50㎝×30㎝～60㎝×50㎝ほどの大きな礫で構築

している。主軸方向はN－13 －゚Eである。

《出土遺物》周囲から剥片１点、石器類総重量40gが出土した。

《時期･所見》周囲で出土している遺物から、Ⅳ期（後期）と推測する。
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SQ330配石遺構（遺構第161図、図版149）

《位置･確認状況》LF･LG57･58グリッドに位置する。粗掘り中に基本土層Ⅲ層で確認した。

《規模･形態》平面形は1.33m×0.91mの楕円形を呈する。主軸方向はN－89 －゚Ｗである。比較的大き

い礫で囲んだ中に、小さい礫を集積している。

《出土遺物》配石された礫の中から石器１点、石器類総重量6,460gが出土した。

《時期･所見》周囲から出土している遺物から、Ⅳ期（後期）と推定する。

SQ340配石遺構（遺構第160図、図版149）

《位置･確認状況》LM57･58、LN57グリッドに位置する。粗掘り中に基本土層Ⅰ層で確認した。

《規模･形態》平面形は1.74m×1.48mの楕円形で、主軸方向はN－11 －゚Ｗである。一部礫の抜けた痕

跡が見られる。

《出土遺物》周囲から剥片５点、石器類総重量232g出土した。

《時期･所見》周囲から出土している遺物から、Ⅳ期（後期）と推定する。

SQ1091配石遺構（遺構第161図、遺物第262図、図版149）

《位置･確認状況》MP37･38グリッドに位置する。ST01精査中に、76層上面で確認した。確認時には、

南西の礫数点は取り上げられていた。調査時の遺構番号はST01－SQ５だったが、整理段階でSQ1091

に変更した。

《規模･形態》平面形は長軸3.94mで列状に延びる。主軸方向はN－36 －゚Eである。

《出土遺物》付近から土器破片１点、土器総重量151g、配石された礫の中から石器１点、石器類総重

量7,230gが出土し、土器破片１点を図示した。

《時期･所見》出土土器と構築面から後期中葉と考えられる。明確な関連施設が確認できないことから、

単独の配石遺構と考えられる。

SQ1092配石遺構（遺構第161図、図版149）

《位置･確認状況》MQ40グリッドに位置する。ST01精査中に15層上面で確認した。調査時の遺構番号

はST01－SQ６だったが、整理段階でSQ1092に変更した。

《規模･形態》平面形は径0.48mのほぼ円形である。

《出土遺物》明確に伴う遺物は出土しなかった。

《時期･所見》構築面からⅣ７期（後期後葉）と考えられる。単独の配石遺構と考えられる。

SQ1093配石遺構（遺構第161図、図版149）

《位置･確認状況》MP39グリッドに位置する。ST01精査中に、51層上面で確認した。調査時の遺構番

号はST01－SQ20だったが、整理段階でSQ1093に変更した。

《規模･形態》平面形は0.91m×0.47mの楕円形である。主軸方向はN－54 －゚Ｗである。

《出土遺物》明確に伴う遺物は出土しなかった。

《時期･所見》構築面からⅣ４期（後期中葉）と考えられる。単独の配石遺構と考えられる。

SQ1097配石遺構（遺構第161図、図版150）

《位置･確認状況》MQ40グリッドに位置する。ST01精査中に、SQ1092の下部で確認した。調査時の

遺構番号はST01－SQ39だったが、整理段階でSQ1097に変更した。

《規模･形態》平面形は1.14m×0.76mの楕円形である。主軸方向はN－78 －゚Ｗである。
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《出土遺物》明確に伴う遺物は出土しなかった。

《時期･所見》構築面からⅣ７期（後期後葉）と考えられる。単独の集石遺構と考えられる。

SQ1101配石遺構（遺構第161図、遺物第262図）

《位置･確認状況》MQ･MR40グリッドに位置する。ST01捨て場精査中に確認したが、確認層位は不明

である。調査時の遺構番号はST01－SQ48だったが、整理段階でSQ1101に変更した。

《規模･形態》平面形は、長軸0.44mの列状である。主軸方向はN－10 －゚Eである。

《出土遺物》付近から土器破片１点、土器総重量44g、剥片１点、石器類総重量10gが出土し、土器破

片１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物や構築面からⅣ２期（後期前葉）と考えられる。性格は不明である。

SQ10029配石遺構（遺構第161図、図版150）

《位置･確認状況》KO63グリッドに位置する。地山層上面で立石を確認した。

《規模･形態》立石は約50㎝×約30㎝の扁平な円礫で、長軸を立てて扁平面を南側に向け設置される。

上部は北側に傾く。当初から傾いて構築されたものか、経年で傾いたものかは定かではない。礫に使

用痕はない。掘り込みは消失部分があるため全形は定かではないが、残存部分から約0.40m×約0.30m

の楕円形平面と推定できる。検出面からの深さは約0.20mである。礫の大きさにあわせて掘削してい

ると推定される。礫の裏込め土は暗褐色土の単一層である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》裏込め土が暗褐色土であることから、後期中葉の造成後に構築されたものと考えられる。

性格は不明である。近接する同種の遺構であるSQ10030とあわせて、一つの配石遺構を形成していた

可能性もある。

SQ10030配石遺構（遺構第161図、図版150）

《位置･確認状況》KO63グリッドに位置する。地山層上面で立石を確認した。

《規模･形態》立石は約30㎝の扁平な円礫で、長軸を立てて扁平面を南東側に向け設置される。上部は

北西側に傾く。当初から傾いて構築されたものか、経年で傾いたものかは定かではない。礫に使用痕

はない。掘り込みは消失部分があるため全形は定かではないが、残存部分からの約0.30m×約0.25mの

楕円形平面と推定できる。検出面からの深さは約0.15mである。礫の大きさに合わせて掘削している

と推定される。礫の裏込め土は黒褐色土の単一層である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周辺に位置する配石遺構や配石土坑の時期がⅣ５～６期（後期中葉～後葉）であることか

ら本遺構も同時期と推定する。近接する同種の遺構であるSQ10029とあわせて、一つの配石遺構を形

成していた可能性もある。

SQ10110配石遺構（遺構第161図、図版150）

《位置･確認状況》KQ64グリッドに位置する。段丘崖肩部に堆積する後期中葉の盛土層を除去したと

ころ、地山漸移層上面で半円形に並べられた礫を確認した。

《規模･形態》西側を開口する径約0.40mの弧状に５点の礫が並べられる。礫は10～25㎝の扁平もしく

は不整形の円礫で、扁平なものは円の弧に長軸を合わせて配置される。S２とS３は短軸を立てて設置

される。ほかは置かれた状態である。
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《出土遺物》周囲から土器破片３点、土器総重量５gが出土した。

《時期･所見》後期中葉の盛土より下に構築されることから、後期中葉以前に構築されたと考えられる。

周囲で出土している土器から中期末葉～後期初頭と考えられる。性格は不明である。

（７）石囲炉･立石炉

SQN595石囲炉（遺構第161図、遺物第265図、図版150）

《位置･確認状況》MP40グリッドに位置する。ST01精査中に確認した。確認層位は不明である。

《規模･形態》平面形は1.00m×0.84mの楕円形で、主軸方向はN－61 －゚Ｗである。

《埋土》１層上面に焼土粒が見られる。

《出土遺物》確認面から土器破片２点、土器総重量225gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から後期中葉と考えられる。屋内炉の可能性もあるが、確認層位が不明のため、

竪穴住居跡と認定しなかった。

SQN10122立石炉（遺構第161図）

《位置･確認状況》LA62グリッドに位置する。精査中に倒木痕上面で立石を確認し、試掘坑を掘削し

たところ下部に掘り込みを伴い、埋土に焼土塊を確認したことから、遺構と認定した。調査時は配石

遺構としていたが、整理段階で立石炉に変更した。

《規模･形態》立石が１点設置される。焼土面は確認できず、埋土にブロックが混入する。立石の掘り

込み平面形は消失部分があるため全形は定かではないが、残存部分から約0.50m×約0.35mの楕円形と

推定できる。検出面からの深さは約0.25mである。立石は掘り込みの東寄りに掘り込みを若干埋め戻

して据えられる。礫の西面は上端から30㎝の範囲で被熱による剥離痕が認められる。

《埋土》２層に分層した。いずれも立石の裏込め土と考えられる。なお１層には焼土塊が混入するた

め、撹乱を受けている可能性もある。

《出土遺物》埋土から土器破片３点、土器総重量７gが出土した。前期の土器片は小片であることから

埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》時期を特定できる遺物は出土していない。炉の構築面が地山漸移層上面であることから、

造成による削平以前に構築されたと考えられる。このことから時期は後期前葉以前と考えられる。立

石に被熱痕が認められること、埋土に焼土塊が混入することから、立石の西側を炉床とする立石炉で

あったと考えられる。焼土面が認められず、焼土塊が埋土に混入することから、重複する倒木に撹乱

された可能性がある。

（８）土器埋設遺構

SR09土器埋設遺構（遺構第162図、遺物第265図、図版150）

《位置･確認状況》MS40グリッドに位置する。精査中に地山面で埋設された土器と掘り込みを確認

した。

《規模･形態》0.41m×0.34mの楕円形の掘り込みに、口縁部を欠損した深鉢形土器が正位に埋設され

る。

《埋土》１層は土器内埋土で、黒褐色土の単一層である。２層は埋設土器の裏込め土である。
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《出土遺物》埋設土器１点、土器重量908gが出土し、図示した。

《時期･所見》埋設土器の時期から、Ⅳ１期（後期初頭）と判断する。

SR172土器埋設遺構（遺構第162図、遺物第266図、図版151）

《位置･確認状況》KR59･60グリッドに位置する。地山漸移層上面で土器を確認した。

《規模･形態》埋設土器は口縁部が欠損する粗製の深鉢形土器である。土器内には長軸約40㎝の長楕円

形の円礫を検出した。上部を北西方向に傾け、上半が表出した状態であった。また、土器内下位から

破損した15㎝程度の円礫が出土した。

掘り込みは長軸0.55m、短軸推定0.45mの楕円形平面で、確認面からの深さは約0.25mである。土器

は掘り込みの北壁に接して、掘り込み底面のほぼ直上に正位に埋設される。

《埋土》土器内覆土（１層）は黒色土の単一層である。埋設土器の裏込め土は暗褐色土の単一層で地山

土及び５～20㎝の円礫を多く含む。いずれも人為堆積と判断する。

《出土遺物》埋設土器１点、土器重量2,194g、埋土から剥片･チップ８点、石器類総重量15gが出土し、

埋設土器１点を図示した。埋設土器の内面には煮沸に使用した際に付着した煤が付着していることか

ら、転用されたものと判断できる。

《時期･所見》埋設土器からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。なお土器内埋土から採取した炭化物

で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,085±25BP、樹種は同定不可である。分析結

果と埋設土器からの年代観に大きな相違はない。性格は土器内に大形の礫が含まれることから土器棺

墓の可能性も考えられる。しかし、検出レベルから土器の上端は当時の地表面に表出していた可能性

が高いこと、周囲に類例がないことなどを考え合わせると、別の用途であった可能性も考えられる。

SR228土器埋設遺構（遺構第162図、遺物第265図、図版150）

《位置･確認状況》MD34グリッドに位置する。精査中に地山面で埋設された土器と掘り込みを確認し

た。

《規模･形態》掘り込みは径0.25mの不整形で、確認面からの深さは0.13mである。土器は口縁～胴部上

半が欠損した深鉢形土器で、掘り込み底面に接して正位に埋設される。

《埋土》土器内埋土は３層に分けた。３層には焼土粒が混入する。４層は埋設土器の裏込め土である。

《出土遺物》埋設土器１点、土器重量820gが出土し、図示した。埋設土器の内外面に煤状炭化物が付

着することから、煮沸具から転用されたと推定される。

《時期･所見》埋設土器の時期から、Ⅳ１期（後期初頭）と判断する。土器内に焼土粒を含む堆積土（３層）

が検出されたことから、土器埋設炉の可能性も考えられるが、土器内に被熱痕が見られないことから、

堆積土に混入したものと考え土器埋設遺構と判断した。

SR267土器埋設遺構（遺構第162図、遺物第265図、図版151）

《位置･確認状況》LD54グリッドに位置する。精査中に地山面で埋設された土器を確認した。

《規模･形態》埋設土器は口縁部が欠損する深鉢形土器である。径0.36mの掘り込みの北寄り底面直上

に、正位に埋設される。土器南側上面には、12㎝×８㎝の磨石を入れている。

《埋土》土器内埋土は焼土粒が混入する単一層である（１層）。２層は土器裏込め土である。

《出土遺物》埋設土器１点、土器破片５点、土器総重量1,053g、石器２点、剥片２点、石器類総重量

1,168gが出土し、土器１点、石器類１点を図示した。265-4は埋設土器である。内外面に煤状炭化物
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が付着することから煮沸具から転用されたと考えられる。265-5は両面に磨痕が残る磨石である。

《時期･所見》時期は埋設土器からⅣ２期（後期前葉）と判断する。土器内埋土に焼土粒が混入すること

から、土器埋設炉の可能性も考えられるが、土器に炉体土器使用時の被熱痕がないことから、土器埋

設遺構とした。

SR846土器埋設遺構（遺構第123図、遺物第266図）

《位置･確認状況》MC45グリッドに位置する。SK916に試堀坑を堀削したところ、地山面で埋設され

た土器を検出した。

《規模･形態》土器は底部が欠損した深鉢形土器で、逆位に埋設される。土器設置の際の掘り込みは確

認できなかった。このことから掘り込みは土器と同規模と考えられる。

《埋土》土層断面図が作成されていないため、不明である。

《出土遺物》埋設土器１点、土器重量2,229gが出土し、図示した。埋設土器の内外面には煤状炭化物

が付着することから、煮沸具から転用されたと推定される。

《時期･所見》時期は埋設土器からⅣ６～８期（後期後葉）と判断する。確認面は地山上面であったが、

その上位面から出土した土器を合わせて接合したところ、土器の高さは30㎝ほどに復元された。この

ことから、遺構構築面は近接するSQ288と同様に黒色土上面であったと考えられる。

SR1078土器埋設遺構（遺構第162図、遺物第266図、図版152）

《位置･確認状況》MP39･40グリッドに位置する。ST01精査中に谷頭斜面の地山直上の黒色土で確認

した。調査時の遺構番号はST01－SR54だったが、整理段階でSR1078に変更した。

《規模･形態》長軸0.58m、短軸推定0.40mの掘り込みに、底部が欠損した状態で正位に埋設される。

《埋土》土器内埋土は２層に分けた。いずれも地山粒を含む。

《出土遺物》埋設土器１点、土器重量2,768gが出土し、図示した。埋設土器は内外面に煤状炭化物が

付着し、外面の胴部下端には被熱痕が見られる。

《時期･所見》時期は埋設土器からⅣ１～２期（後期初頭～前葉）と考えられる。性格は不明である。

SR10117土器埋設遺構（遺構第162図、遺物第267図、図版152）

《位置･確認状況》KT56グリッドに位置する。地山漸移層上面で土器胴部を横位の状態で検出した。

《規模･形態》埋設土器は口縁と底部が欠損する深鉢形土器である。掘り込みは推定径0.35m程度の円

形平面で、確認面からの深さ約0.15mである。底面から0.10m前後の深さで拳大の円礫を詰め、その上

に土器を横位に置く。土器は残存状態が悪く、1/3程度が欠損する。

《埋土》暗褐色土の単一層である。

《出土遺物》埋設土器１点、土器重量257gが出土し、図示した。

《時期･所見》時期は埋設土器からⅣ１期（後期初頭）と判断する。埋設土器は1/3程度が欠損し、一部

の土器片は近接するSI226の炉体土器内から出土し、接合した。このことから本遺構の埋設土器は

SI226の炉体土器であり、炉の改築に伴い抜き取られたものである可能性が推測される。ただし、土

器には炉体土器機能時の被熱痕は認められないことから、別の性格である可能性も考えられる。なお

土器内埋土上位から採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,510±

25BP、樹種はクリである。土器の年代観よりもやや新しい時期である。周囲には根などの植物痕が

認められることから、試料が混入した可能性が高い。
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SR10120土器埋設遺構（遺構第162図、遺物第266図、図版152）

《位置･確認状況》KO56グリッドに位置する。礫層中で土器が埋まっている状況を確認した。

《規模･形態》埋設土器は底部が欠損する深鉢形土器で、逆位に埋設される。根により撹乱されており

残存状況が悪い。土器の胴部下半は形状を保っておらず、土器内やその周囲に散乱した状態であった。

胴部下半の土器片が土器内に散乱していることから、埋設時の土器内は土が充填された状態ではなく、

空洞であった可能性が高い。

掘り込みは、試掘坑のため北側の形状が定かではないが、残存部分から長軸推定0.70m、短軸推定

0.45mの不整楕円形であったと復元される。確認面からの深さは最大で0.20mであるが、土器の器高か

ら復元すると、遺構構築面はさらに0.25mほど上位であった可能性が考えられる。

《埋土》２層に分層した。１層は土器内に堆積する土である。埋設時には土器内は空洞であった可能

性が考えられることから、土圧などにより土器が変形し堆積した土と推測する。２層は土器の裏込め

土である。礫が多く含まれることから土坑掘削土由来の人為堆積土と判断する。

《出土遺物》埋設土器１点、土器破片２点、土器総重量844gが出土し、埋設土器を図示した。

《時期･所見》埋設土器からⅣ１期（後期初頭）と判断する。性格は不明である。なお土器内埋土上位か

ら採取した炭化物で放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,765±25BP、樹種はカエデ

属である。土器の年代観との相違はない。

（９）焼土遺構

SN342焼土遺構（遺構第163図、遺物第267図）

《位置･確認状況》LO50･51グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.08m×1.00mの不整形である。地山面に焼土塊が点在するが明確な焼土層は形

成されていない。

《出土遺物》焼土付近から土器破片４点、土器総重量506gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ２期（後期前葉）と考えられる。性格は不明である。

SN554焼土遺構（遺構第163図、遺物第267図）

《位置･確認状況》MO41グリッドに位置する。精査中にST01捨て場で確認した。

《規模･形態》平面形は、径0.64mの円形である。

《出土遺物》焼土面付近から土器破片７点、土器総重量82gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土土器から時期はⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。形態から掘込炉の可能性もあ

る。

SN1095焼土遺構（遺構第163図、遺物第267図）

《位置･確認状況》MP39グリッドに位置する。精査中にST01の49層で確認した。

《規模･形態》平面形は径0.30mの円形である。調査時の遺構番号はST01－SN28だったが、整理段階

でSN1095に変更した。

《出土遺物》焼土面付近から土器破片12点、土器総重量308g、石器１点、剥片２点、石器類総重量31gが

出土し、土器破片２点を図示した。

《時期･所見》焼土形成面から、Ⅳ４期（後期中葉）と考えられる。性格は不明である。
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SN1098焼土遺構（遺構第163図、遺物第267図）

《位置･確認状況》MQ38グリッドに位置する。精査中にST01で確認した。確認層位は不明である。調

査時の遺構番号はST01－SN42だったが、整理段階でSN1098に変更した。

《規模･形態》平面形は0.48m×0.20mの不整形である。

《出土遺物》焼土面付近から土器破片10点、土器総重量175gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》出土遺物からⅣ５期（後期中葉）以降と考えられる。性格は不明である。

SN1100焼土遺構（遺構第163図、遺物第267図）

《位置･確認状況》MQ･MR39･40グリッドに位置する。精査中にST01の39～57層上面で確認した。調

査時の遺構番号はST01－SN46だったが、整理段階でSN1100に変更した。

《規模･形態》平面形は約2.00m×1.70mの不整形である。

《出土遺物》焼土面付近から土器破片38点、土器重量2,535g、石器１点、石器類総重量255gが出土し、

土器破片５点を図示した。図示した４点には二次被熱は認められないことから、焼土形成後に廃棄さ

れたものと判断できる。焼土上面には礫を検出したが、規則的な配置は認められない。礫の被熱状況

は不明である。骨片も多く含まれるが、いずれも被熱しており原形を留めていないものがほとんどで

ある。サケ科36点、カエル類５点のほか、哺乳類、鳥類などが同定されている。

《時期･所見》出土遺物からⅣ４期（後期中葉）と考えられる。魚類や小動物の骨が多量に出土している

が、いずれも焼骨である。このことから、火にかける段階ですでに骨のみの状態であったと推測でき

る。生活残滓などを送る儀礼の痕跡であろうか。

SN1103焼土遺構（遺構第163図、遺物第268図）

《位置･確認状況》MO38･39、MP38グリッドに位置する。99～103層上面で焼土面を確認した。調査

時の遺構番号はST01－SN55だったが、整理段階でSN1103に変更した。

《規模･形態》平面形は、長軸2.08m、短軸1.24mの楕円形である。

《出土遺物》焼土面付近から土器破片42点、土器総重量2,825g、石器１点、剥片45点、石器類総重量

104gが出土し、土器破片４点を図示した。焼土上面には礫を検出したが、規則的な配置は認められな

い。礫の被熱状況は不明である。骨片も多く含まれるが、いずれも被熱しており原形を留めていない

ものがほとんどである。サケ科10点のほか、哺乳類、鳥類、魚類などが同定されている。

《時期･所見》出土遺物からⅣ３期（後期前葉～中葉）と考えられる。魚類や小動物の骨が多量に出土し

ているが、いずれも焼骨である。このことから、火にかける段階ですでに骨のみの状態であったと推

測できる。生活残滓などを送る儀礼の痕跡であろうか。

SN10001焼土遺構（遺構第163図、遺物第268図）

《位置･確認状況》KO･KP63グリッドに位置する。SI10047埋土上面で焼土を確認した。

《規模･形態》約1.10m×約0.80m、確認面から0.10mの不整楕円形の掘り込みを埋め戻した上面に、焼

土面が形成される。焼土面は約0.80m×約0.50mの範囲に広がり、被熱状況は弱い。１層は焼土面であ

る。２層は中期後葉の遺物が混入することから、土坑掘削土由来と判断できる。

《出土遺物》埋土から土器破片12点、土器総重量126g、石器１点、剥片･チップ13点、石器類総重量

24gが出土し、土器破片１点、石器類１点を図示した。本遺構は中期後葉の竪穴住居跡と重複するこ

とから、中期後葉の土器片は埋土に混入したもの、後期初頭の土器片は本遺構の時期の上限を示すも
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のと考えられる。268-6は凹基無茎鏃である。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ１期（後期初頭）以降と判断できる。埋土から採取した炭化物で放射性

炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代4,200±25BP、樹種はクリである。重複するSI10047と同

じ年代観であることから、SI10047の試料が混入した可能性が考えられる。性格は不明である。

SN10005焼土遺構（遺構第62図）

《位置･確認状況》KP60グリッドに位置する。地山漸移層上面で焼土を確認した。

《規模･形態》径約0.60m、確認面から最大で0.13mの深さの円形平面の掘り込みを埋め戻した上面（２層

上面）に焼土面が形成される。焼土面は掘り込み南西側に形成され、確認面からの厚さは約0.03mであ

る。被熱状況はやや強い。

掘り込み埋土（１層）は焼土塊を含む黒褐色土であることから、灰などを掻き出したことによる若干

の撹乱を受けている可能性が考えられる。

《出土遺物》掘り込み埋土から土器破片５点、土器総重量22g、剥片･チップ６点、石器類総重量３gが出

土した。

《時期･所見》時期は周囲に構築されている遺構と同時期と推定しⅣ期（後期）と推測される。焼土上面

から採取した炭化物で、放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,660±25BP、樹種はク

ワ属である。よって後期前葉～中葉と推定する。

本遺構の約１m北東側にSI10006が近接して位置する。本遺構焼土面の形成レベルとSI10006炉の構

築レベルが同じであることから、SI10006の炉床であった可能性も考えられる。

SN10010焼土遺構（遺構第163図）

《位置･確認状況》KR55･56グリッドに位置する。精査中に地山上面で確認した。

《規模･形態》掘り込みを伴う焼土面である。焼土の平面形は約0.50m×約0.20mの不整形である。被熱

状況はやや強く、焼土の厚さは確認面から約0.03mである。掘り込みは約0.65m×約0.45mの不整形で、

確認面からの深さは最大で約0.15mである。

埋土は３層に分層した。３層は暗褐色土で、３層上面に焼土面が形成される（２層）。１層は浅く撹

乱された層で、焼土塊が多く混入する。灰の掻き出しなどに起因すると推定する。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期を決定づける遺物は出土していない。なお焼土上面で出土した燃料材と推定される

炭化物で、放射性炭素年代測定と樹種同定を行った。補正年代3,740±25BP、樹種はクリである。よ

って後期前葉と推定する。本遺構は地山漸移層上面に形成されていることから、当時の表土面から一

定程度掘り込まれた面に構築されたと考えられる。このことから、竪穴の掘り込みや柱穴は確認でき

なかったが、竪穴住居に伴う炉であった可能性が高い。なお、焼土形成面とほぼ同じ高さで、周囲半

径2.50mの範囲には石鏃やスクレイパー、台石などの遺物が約30点出土した。本遺構に伴う遺物であ

る可能性が考えられる。これらも竪穴住居跡に伴う遺物であった可能性が考えられる。

SN10090焼土遺構（遺構第155図）

《位置･確認状況》KR60グリッドに位置する。地山上面で焼土を確認した。

《規模･形態》SKQ10089に掘り込まれるため全体の形状は不明である。残存部は約0.15mの平面不整形

で、厚さは0.05m前後である。被熱状況は極めて弱い。
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《出土遺物》なし。

《時期･所見》SKQ10089より旧いことから後期中葉以前である。性格は不明である。

（10）溝跡

SD310溝跡（遺構第164図、図版153）

《位置･確認状況》MF44、MG44･45、MH45･46、MI46･47、MJ47グリッドに位置する。精査中に地

山面で確認した。

《規模･形態》南東から北東に直線的に延び、検出した長さは19.80m、幅は0.32m、深さは地山面から

0.32mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》SKQ819に掘り込まれることから、Ⅳ６～８期（後期後葉）以前と考えられる。

SD829溝跡（遺構第164図、図版153）

《位置･確認状況》MN39･40、MO40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》南東から北東に直線的に延び、検出した長さは5.80m、幅は0.24～0.40m、深さは地山面

から0.10mである。

《出土遺物》埋土から土器破片１点、土器総重量７g、剥片１点、石器類重量10gが出土した。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が多く構築されることから、本遺構もⅣ期と推定する。

SD830溝跡（遺構第164図、図版153）

《位置･確認状況》MN39･40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》南東から北東に直線的に延び、検出した長さは3.70m、幅は0.32m、深さは地山面から

0.06mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》周囲にはⅣ期（後期）の遺構が多く構築されることから、本遺構もⅣ期と推定する。

SD876溝跡（遺構第164図、図版153）

《位置･確認状況》MJ45･46グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》南から北に直線的に延び、長さ3.70m、幅0.32～0.64m、深さは地山面から0.64mで

ある。

《出土遺物》埋土から土器破片６点、土器総重量46gが出土した。

《時期･所見》時期は出土遺物からⅣ６～８期（後期後葉）と考えられる。

（11）道跡・石積階段状遺構

SM322道跡（遺構第167図）

《位置･確認状況》LS35～37グリッドに位置する。ST101の38ラインに試掘坑を掘削し、断面観察によ

り確認した。

《規模･形態》北から南に直線的に延び、検出した長さは8.80m、幅は0.40～0.88m、確認面から0.10m

ほどが硬く踏み締められている。北側は３時期に分かれる。

《埋土》３層に分層した。１層は第三期、２層は第二期、３層は第一期に対応する。
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《出土遺物》明確に伴う遺物は出土しなかった。

《時期･所見》検出面から、Ⅳ５期（後期中葉）と考えられる。

SM800石積階段状遺構（遺構第165･166図、遺物第268図、図版154～156）

《位置･確認状況》MH49～52、MI48～52グリッドに位置する。遺跡北側の斜面肩部を精査中に、地山

面で数点の礫の集まりを確認した。その後、礫が列状に配されていることがわかり、石積階段状遺構

と呼称した。

《規模･形態》遺跡北側の比高約5.60mの斜面上に、30㎝×20㎝～50㎝×30㎝の扁平な河原石約80点が

並べられる。高位段丘面より9.60mほどは直線的に延びるが、一部礫が途切れ、その後は雑然と礫が

連続する。総長は約16mである。礫は基本的に１列に配されるが、高位段丘面降り口とテラス状の地

形である中間では２～３列に配され広くなる。地山面を浅く掘り窪め、下位から上位にむかって礫を

積んでいる。下位部分では、礫の並びも不規則であり掘り込みも確認できなかった。礫が移動してい

る可能性もある。

《出土遺物》礫を配した掘り込み面から土器破片38点、土器総重量340gが出土し、８点を図示した。

《時期･所見》礫の下から出土した土器から、Ⅳ７期（後期後葉）と考えられる。

（12）性格不明遺構

SX07性格不明遺構（遺構第168図、遺物第269～277図）

《位置･確認状況》NB･NC31･32、ND31グリッドに位置する。北東側斜面の試掘坑掘削中に地山面で

不整なプランを確認した。

《規模･形態》平面形は約6.00m×3.20mの不整形で、深さは北側地山面から1.40m程度である。

《埋土》22層分けた。埋土から遺物が多量に出土しており、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器総重量46,744g、石器類総重量17,920gが出土した。遺物の出土状況を見ると、

遺構の低位には前期の土器が出土し、中位から上位は後期後葉の土器が出土している。そのうち土器

破片34点、石器類20点を図示した。269-1～4は土坑低位から出土した。269-5～10･270-1･2･271-1～

3･272-1･2･273-1～3･274-1～5･275-1～9は土坑中位から上位にかけて出土した。276-1･2は凸基有茎

鏃であり、276-3は平基無形鏃である。276-4はつまみ状の頭部をもち、長い錐部をもつ石錐である。

276-5･6･9は横型の石匙である。片面からの調整によって刃部を作出している。276-7･8は定角式磨製

石斧である。276-7は刃部が折損しており、276-8は折損により基部のみである。277-1は完形の石棒

である。石質は粘板岩である。

《時期･所見》出土遺物からⅣ８期（後期後葉）と考えられる。平面形が極めて不整なことから、遺構の

断面では観察できなかったが、数基の土坑が重複している可能性も考えられる。また遺構下位（15･16

層）から円筒下層a式期の土器片が出土しているが、周囲に前期の遺構が構築されていることから、遺

物が埋土に混入した可能性が考えられる。しかし一方で、前期の土坑に重複して、Ⅳ６～８期（後期

後葉）に新たに土坑が構築された可能性も否定できない。
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４　詳細時期不明
（１）竪穴住居跡

SI355竪穴住居跡（遺構第169図、遺物第279図）

《位置･確認状況》LS49･50グリッドに位置する。精査中に地山面で焼土を確認し、その後柱穴７基を

検出した。

《規模･形態》壁と床面が確認できなかったため詳細は不明であるが、P１～P３の芯々距離は3.35m、

P１～P２の芯々距離が1.60mであり、平面形は楕円形と考えられる。床面は明確には確認できなかっ

たが、地床炉の形成面から考えると、地山上面が床面の可能性が高い。

《埋土》不明である。

《柱穴》検出した柱穴は７基であり、そのうちP１～P４が主柱穴である。P１･P４の平面形は径0.30m

と0.24mの円形で、P２･P３･P５～P７の平面形は、長軸0.28～0.40m、短軸0.26～0.32mの楕円形である。

深さは地山面から0.16～0.53mである。P３には径18㎝の円礫を入れている。柱を抜き取って礫を入れ

た廃絶儀礼であろう。

《炉》住居中央やや北西側に地床炉をもつ。焼土は0.50m×0.40mの楕円形に広がる。

《出土遺物》炉周辺から石器２点、石器類総重量6,240gが出土し、すべて図示した。279-1は円形の礫

を、279-2はやや球状の礫を素材とした石皿である。

《時期･所見》時期は不明である。

（２）掘立柱建物跡

SB951掘立柱建物跡（遺構第169図）

《位置･確認状況》MN･MO42グリッドに位置する。精査中に地山面で柱穴群を検出し、そのうち４基

を本建物跡の柱穴と判断した。

《規模･形態》平面形は４本柱の方形である。P１－P２間の芯々距離2.54m、P３－P４間2.45m、

P１－P４間2.02m、P２－P３間2.09m、建物方位はN－６ －゚Eである。柱穴の平面形は径0.41m、長軸

0.36～0.43m、短軸0.31～0.35mの楕円形で、確認面からの深さは0.49～0.88mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は不明である。

（３）土坑

SK118土坑（遺構第169図、図版27）

《位置･確認状況》MJ29グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.79m×0.71mの楕円形で、主軸方向はN－50 －゚Eである。確認面からの深さは

0.08mである。北壁はほぼ垂直に立ち上がるが、南～西壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は平坦

で硬く締まり、南へやや低く傾斜する。

《埋土》地山土を含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。
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SK123土坑（遺構第169図、図版28）

《位置･確認状況》MJ30グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は推定約0.65m×約0.62mのほぼ円形で、確認面からの深さは0.07mである。壁は

やや開いて立ち上がる。底面は平坦で締まる。

《埋土》土層断面図を作成していないため、不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK133土坑（遺構第170図、図版29）

《位置･確認状況》MO33グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.02m×推定0.90mの楕円形で、主軸方向はN－30 －゚Eである。確認面から

の深さは0.08mである。壁は緩やかに開いて立ち上がる。底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》地山土を少量含む単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK401土坑（遺構第170図、遺物第279図、図版48）

《位置･確認状況》LS･LT47グリッドに位置する。ST311の試掘坑精査中に断面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸1.49m、短軸推定0.80mの楕円形で、確認面からの深さは0.39mである。主

軸方向はN－３ －゚Eである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。３層とも黒色～黒褐色土を基調とし、地山土を含むことから、一括の人為堆

積と考えられる。

《出土遺物》埋土から石器１点、剥片２点、石器類総重量49gが出土し、石器類１点を図示した。279-3

は石錐である。片面からの調整によって刃部を作出している。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK414土坑（遺構第170図、図版48）

《位置･確認状況》MB31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.64m×0.60mの円形で、確認面からの深さは0.18mである。壁はほぼ垂直に立

ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。底面全体に扁平な礫を打ち割って敷いていることから、人為堆積と考えられ

る。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は不明である。底面に礫を入れることに加え、人為堆積であることから、土坑墓の

可能性が考えられる。

SK428土坑（遺構第127図）

《位置･確認状況》MC40グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》SK1066に大きく掘り込まれるため、平面形は不明である。確認面からの深さは0.40mであ

る。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。どちらも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK473土坑（遺構第170図、図版53）

《位置･確認状況》ME49グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.77m×0.49mの楕円形で、主軸方向はN－69 －゚Eである。確認面からの深さは

0.12mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、一括した人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK474土坑（遺構第170図、図版53）

《位置･確認状況》MD･ME50グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.11m×0.83mの楕円形で、主軸方向はN－42 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.38mである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》単一層である。人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK503土坑（遺構第170図、図版56）

《位置･確認状況》MK35･36グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.14m×0.94mの楕円形で、主軸方向はN－12 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.56mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦である。土坑底面からは16㎝×10㎝～24㎝×

20㎝の扁平な礫が検出された。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK555土坑（遺構第170図）

《位置･確認状況》MQ41グリッドに位置する。ST01を精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は径約0.60mの円形で、確認面からの深さは0.16mである。壁はほぼ垂直に立ち上

がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。上面が厚く焼土化しており、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から石器１点、剥片１点、石器類総重量41gが出土した。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK615土坑（遺構第170図、図版65）

《位置･確認状況》LN･LO54グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.46m×1.08mの楕円形で、主軸方向はN－45 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.27mである。東壁と西壁はやや緩やかに、壁は開いて立ち上がる。底面は中央部に若干の窪みが

あるが、ほぼ平坦で硬く締まる。

《埋土》４層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。
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《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK806土坑（遺構第171図）

《位置･確認状況》LT･MA37グリッドに位置する。ST101捨て場精査中に確認した。

《規模･形態》平面形は1.49m×0.78mの楕円形で、主軸方向はN－35 －゚Ｗである。確認面からの深さ

は0.28mである。土坑中央やや東側には、ピットを有する。ピットは0.42m×0.36mの楕円形で、深さ

は底面から0.18mである。壁は緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》６層に分けた。ほとんどの層で炭化物を含み、１･２層には焼土を含む。一括の人為堆積と考

えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK807土坑（遺構第170図、図版80）

《位置･確認状況》MG64グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.42m×1.28mの楕円形で、主軸方向はN－74 －゚Eである。確認面からの深さ

は0.44mである。壁は開いて立ち上がる。底面は鍋底状で硬く締まっており、段丘礫が露出してい

る。

《埋土》３層に分けた。地山土を含む層が多いことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は不明である。一段低い段丘面に位置し、周りには他の遺構はない。性格などは不

明である。

SK809土坑（遺構第171図）

《位置･確認状況》MH28･29グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は長軸推定0.85m、短軸0.58mの楕円形で、主軸方向はN－35 －゚Ｗである。確認

面からの深さは0.13mである。壁は北側はほぼ垂直に立ち上がり、南側は緩やかに立ち上がる。底面

は鍋底状で、やや軟弱である。

《埋土》単一層である。地山土を含むことから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK828土坑（遺構第171図）

《位置･確認状況》MA41グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は2.03m×1.56mの楕円形で、主軸方向はN－90 －゚Eである。確認面からの深さは

0.55mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》土層断面図を作成していないため不明である。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK980土坑（遺構第171図）

《位置･確認状況》LR43グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。
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《規模･形態》平面形は1.69m×0.84mの楕円形で、主軸方向はN－48 －゚Eである。確認面からの深さ

は0.18mである。壁は西側はやや緩やかに、東側はほぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で東側に低

く傾斜している。

《埋土》２層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK988土坑（遺構第171図、図版88）

《位置･確認状況》MG･MH50グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.93m×0.87mの楕円形で、主軸方向はN－87 －゚Eである。確認面からの深さは

0.29mである。壁はほぼ垂直に立ち上がり、底面は鍋底状で硬く締まる。

《埋土》３層に分けた。いずれも地山土を含むことから、一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK1003土坑（遺構第171図）

《位置･確認状況》MO35グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は1.16m×0.93mの楕円形で、主軸方向はN－41 －゚Eである。確認面からの深さは

0.26mである。壁は東側は緩やかに、その他はほぼ垂直に立ち上がる。底面は東側に低く傾斜してお

り、平坦である。

《埋土》単一層である。地山由来土であることから、人為堆積と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK10137土坑（遺構第172図、図版93）

《位置･確認状況》KM･KN60･61グリッドに位置する。礫層中で、礫の分布が比較的少ない範囲を認

めて遺構の存在を推定したが、その時点では遺構と断定することができず、礫層を0.20mほど掘り下

げた面で黒褐色土のプランを確認した。

《規模･形態》平面形は約1.50m×約0.90mの楕円形で、主軸方向はN－64°－Eである。確認面からの深

さ0.20mである。壁は開いて立ち上がり、底面は平坦である。壁、床ともに段丘礫が露出する。

《埋土》２層に分層した。１層は黒色土、２層は黒褐色土である。どちらも礫が多く含まれることか

ら、土坑掘削土由来の人為堆積土と判断する。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期、性格ともに不明である。

SK10152土坑（遺構第172図、遺物第280図、図版93）

《位置･確認状況》KP･KQ63グリッドに位置する。地山漸移層上面でベンガラ素材礫を確認した。プ

ランは極めて不明瞭であった。

《規模･形態》平面形は約0.40m×約0.35mの楕円形で、確認面からの深さは約0.18mである。壁は南西

壁は垂直に近く立ち上がるが、北東壁はやや緩やかである。底面はほぼ平坦だが、段丘礫が一部露出

する。
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《埋土》覆土は単一層である。全体に塊状の地山土を包含した褐色に近い暗褐色土で、人為堆積と考

えられる。

《出土遺物》10～20㎝程度のベンガラ素材礫が13点、総重量5,996gが土坑内に充填された状態で出土

し、７点を図示した。表面は風化しており、ベンガラの素材として十分使用可能な状態である。

《時期･所見》SI10004より新しいことから、前期中葉以降と推定するが、詳細な時期は不明である。

ベンガラ素材礫がまとまって出土したことから、使用前の素材礫を貯蔵した施設と考えられる。

（４）配石土坑

SKQ616配石土坑（遺構第172図、図版136）

《位置･確認状況》LN･LO54グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。当初遺構種別をSKと

していたが、上面に立石を伴うことから整理段階で遺構種別を土坑から配石土坑に変更した。

《規模･形態》平面形は1.27m×0.99mの楕円形で、確認面からの深さは0.18mである。主軸方向は

N－44 －゚Eである。壁はやや緩やかに立ち上がり、底面は平坦で硬く締まる。

《埋土》２層に分けた。土坑上面に18㎝×11㎝～41㎝×14㎝の礫を３点配しており、一括の人為堆積

と考えられる。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は不明である。上面に礫を配していることから、土坑墓と考えられる。

（５）配石遺構

SQ334配石遺構（遺構第172図、図版149）

《位置･確認状況》LR･LS48グリッドに位置する。粗掘り中に基本土層Ⅰ層で確認した。

《規模･形態》平面形は1.40m×0.90mの楕円形である。主軸方向はN－67 －゚Ｗを示す。

《出土遺物》土器破片３点、土器総重量40g、石器２点、剥片３点、石器類総重量12,150gが出土し

た。

《時期･所見》時期は不明である。

（６）焼土遺構

SN350焼土遺構（遺構第172図）

《位置･確認状況》LH53･54グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は0.60m×0.56mの不整形である。

《出土遺物》石器６点､石器類総重量6,006gが出土した。

《時期･所見》不明である。隣接してSKP6422があり、竪穴住居跡の地床炉の可能性もある。

SN424焼土遺構（遺構第173図、遺物第279図）

《位置･確認状況》LM53、LN52･53、LO52グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》４基からなる。平面形は、長軸0.90～1.50m、短軸0.60～1.2mほどの不整形に広

がる。

《出土遺物》焼土面付近から土器破片７点、土器総重量55g、石器12点、剥片11点、石器類総重量
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11,754gが出土し、土器破片１点、石器類４点を図示した。279-5は平基無茎鏃である。279-6は頭部

は両面から、その他は片面からの調整によって刃部を作出する石匙である。中央部がくびれる分銅形

を呈する。279-8は両面に敲打痕が見られる凹石である。

《時期･所見》時期、性格は不明である。

SN1089焼土遺構（遺構第172図、遺物第279図）

《位置･確認状況》LO51･52グリッドに位置する。精査中にSK466埋土上面で確認した。

《規模･形態》浅い掘り込みの底面が焼土化する。掘り込みの平面形は0.86m×0.68mの楕円形で、確認

面からの深さは0.16mである。焼土面は掘り込み底面のほぼ全面に形成される。

《出土遺物》焼土面付近から土器破片３点、土器総重量75gが出土し、２点を図示した。

《時期･所見》時期は不明である。形態から掘込炉と考えられる。

SN10008焼土遺構（遺構第173図）

《位置･確認状況》KN59グリッドに位置する。精査中に黒褐色土（Ⅱ層）で焼土を確認した。

《規模･形態》約２mの範囲に焼土塊が４か所に散在する。いずれもやや強く被熱する。焼土は根によ

り撹乱されており、当時の状態はとどめていない。

《出土遺物》周囲から剥片１点が出土した。

《時期･所見》時期は不明である。本遺構が位置する付近は自然礫層が広く露出しているが、本遺構を

中心に径約４mの範囲で礫が認められない。このことから礫がない範囲を竪穴とした竪穴住居跡が存

在しており、本遺構はその竪穴住居跡に伴う炉であった可能性が推測される。

SN10134焼土遺構（遺構第173図）

《位置･確認状況》KO59グリッドに位置する。地山漸移層上面で焼土面を確認した。

《規模･形態》平面形は0.32m×0.28mの不整な円形を呈する。北西側は木の根により撹乱されている。

確認面からの被熱の深さは0.05m前後である。被熱状況は極めて弱い。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》時期は、不明である。焼土形成面が地山漸移層であることから、当時の地表面から一定

程度掘削された面に形成されたものと推測される。このことから、竪穴住居に伴う炉の可能性が考え

られるが、周囲に柱穴などの施設は確認できなかった。

（７）柱穴様ピット

西側高位面で柱穴様ピットを2,211基検出した。周囲では縄文時代と中世の掘立柱建物跡が検出さ

れており、柱筋が復元できなかったものは時期は特定しがたい。しかしながら、柱穴様ピットの配置

は、縄文時代後期の掘立柱建物跡や土坑と同様に環状に巡ることから、その多くが縄文時代後期に属

すると推定される。なお、中世の掘立柱建物跡は35グリッドライン以南に位置することから、35グリ

ッド以南に分布する柱穴様ピットの中には一定量、中世の柱穴様ピットが含まれている可能性が高い

と考えられる。一覧表を第69表に掲載した。
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５　捨て場
本遺跡では高位面の周囲斜面に５か所の捨て場が検出された。形成時期は各捨て場ごとに差異はあ

るが、全体的に見れば縄文時代後期前葉から後葉であり、高位面に構築された遺構の時期と合致する。

このことから、高位面の遺構群に並行して営まれた捨て場と考えられる。

捨て場名称は高位面西側斜面をST01、高位面東側斜面をST101、高位面南側斜面をST202、高位面

北東側斜面をST311（南端はST101と接する）、高位面北側斜面をST404とした。発掘調査は平成13年

度にST01の一部を調査したほかは、すべて平成14年度に行った。発掘調査は各捨て場ごと、かつ年

度ごとに担当者が異なり、調査の観点や分層基準、土層の注記方法などの調査方法は統一されていな

い。本書の記載方法が各捨て場ごとに異なるのは、この調査状況に起因する。

ここではまず、捨て場全体に関わる調査･整理方法などを記載し、その後、個別の捨て場について

の詳細な記載を行う。

〈捨て場の認定〉ST01、ST101、ST202、ST311は、発掘調査段階で遺物が集中して出土した箇所を

捨て場と認定したが、ST404は発掘調査段階では捨て場と認定していない。発掘調査段階で認定した

各捨て場は、高位面の周囲斜面を利用して形成されているが、北側斜面は捨て場の空白域となってい

た。このことから、整理段階でグリッド単位の遺物量を算出し、他の捨て場･グリッドと比較したと

ころ、北側斜面の遺物出土量は他の捨て場に匹敵することが明らかとなったため、高位面北側斜面も

捨て場と認定し、平成19年度の整理作業からST404捨て場として扱うこととした。

また、発掘調査時点では各捨て場の範囲は明確でなく、特に捨て場範囲が接するST101とST311で

は、境界が錯綜していたため、捨て場の境界付近では遺物の帰属が曖昧な状態であった。整理作業を

行うにあたり出土遺物量の算出など、捨て場範囲を明確にする必要があったことから、地形と遺物量

を勘案して捨て場の範囲を確定した（第298図）。具体的な基準は各捨て場の事実記載を参照いただき

たい。なお捨て場の境界が位置するグリッドの出土遺物は、厳密には捨て場出土とそうでないものが

含まれるが、捨て場範囲は整理段階で確定させたため、それらを分別することが不可能であった。こ

のため、捨て場範囲が含まれるグリッドの出土遺物は機械的にすべて捨て場に含めた。

なお、各捨て場とも台地上から斜面へ廃棄行為が行われており、斜面に廃棄された土砂･遺物の一

部は、さらに下方向へ流出した可能性が考えられる。つまり、斜面下地点で出土した遺物は、本来、

捨て場に属するものが多く含まれると考えられることから、斜面下部分も捨て場範囲に含め、そこか

ら出土した遺物も捨て場出土遺物として扱うこととした。ここで示す捨て場範囲とは、本来捨て場と

して機能していた範囲ではなく、捨て場に属する土砂･遺物が含まれる範囲であることに留意いただ

きたい。

〈遺物の整理方法〉捨て場からは土器･土製品が約523,000点約7,190㎏、石器･石製品が約8,300点約1,320㎏

出土している。これらの遺物は遺構外出土遺物も合わせて、土器類･石器類共に、平成13～15年度に

かけて洗浄･注記を行った。

土器類は、平成16年度に遺物量の少ないST202から接合復元を開始した。まず現場で取り上げた袋

単位で重量を量り、その後同一個体を識別し、比較的土器片がまとまっている個体について接合復元

を行った。ST202終了後同様の方法で、ST01のうちMRライン以西出土土器の接合復元を行った。平

成17年度からは、ST01、ST101、ST311、遺構外の接合復元を同時並行で進めた。これらは重量計測
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と同時に土製品の抜き出しを行った。また、出土量が膨大であったため、接合復元するものを、「土

器片を接合したときの高さが本来の器高の半分以上」かつ「半周以上の土器片が揃っている」ものに

限定し、この条件を満たす個体については広範囲で同一個体土器片を探し、接合復元を行った。しか

しながら、口縁部の大形突起や、注口部などは見つけられなかったものも多い。復元予定の同一個体

片は、接合前に重量と出土地点などの注記を一覧表に記録した。接合復元により土器の形状がおおよ

そ明らかになった個体、完形に近い状態で出土した個体、小型土器については、個別の番号を付与し

た。番号を付与した土器はST0１が528点、ST101が989点、ST202が121点、ST311が135点、ST404が

90点である。番号を付与した個体は基本的に実測･トレースを行うこととし、残存率の悪いものは一

部除外した。番号を付与した個体のうち、実測･トレースをした土器はST0１が436点、ST101が752点、

ST202が68点、ST311が103点、ST404が73点である。実測･トレースは平成15～20年度にかけて行っ

た。実測･トレースを行ったものは、すべて掲載した。

復元しなかった土器片は、沈線などの文様を持つものと、持たないものに選別した。文様を持つも

のは、平成21年度に器種･部位･時期を分類し、重量と点数を算出した。その作業とあわせて、実測を

した復元土器に類例がない個体を抜き出し、破片実測をする予定だったが、その数が極めて多いこと

から、時間及び頁数の制約を勘案し、土器破片については実測を行わず、報告書掲載は基本的に復元

土器のみに留めることとした。口縁部の大形突起や注口部などの図が掲載されていないのはこのため

である。

石器類は、平成17年度にかけて仮の器種分類を行った。それに基づいて平成18･19年度に、すべて

の道具類について個別番号を付し、法量を計測した。さらに「秋田県文化財調査報告書第370集　向

様田A遺跡－遺物篇－」の分類に従い、器種ごとの仮分類を行った。剥片は重量と点数を算出した。

実測は平成17年度に、各器種ごとの出土量を元に掲載点数の割合を定め（第12表）、出土地点･仮分類

ともに均衡がとれるよう抽出した。一部基準数に則さない例もあるが、これは基準値設定以前にすで

に実測作業が進んでいたことと、実測作業終了後の平成21年度に石器類の本分類を行い、器種を変更

したものがあることに起因する。また、本来ならば分類ごとに典型的な実測図を掲載すべきであるが、

実測図作成作業終了後に本分類を行ったため、分類によっては実測図が掲載されていないものがある。

分類の典型例はすべて写真図版192～219に掲載した。

土製品は発掘調査段階で抽出したもののほかに、土器整理の各段階において抽出されたものを合わ

せ、平成19年度に接合･実測･トレースを行った。土偶と鐸形土製品は実測可能な個体はすべて実測し

た。その他の土製品は各器種ごとの出土量を元に記載点数の割合を定め（第13表）、出土地点の均衡が

とれるよう抽出した。一部基準数に則さないものは、実測作業終了後に土製品と認定したものがある

ためである。

〈遺物の掲載方法〉各捨て場は、土層断面の観察の結果、後世の人為的な改変が認められない箇所

（ST01、ST101）と、明らかに後世に人為的な改変が加えられていると判断できる箇所（ST202）がある。

いずれも斜面堆積であることから、自然流出の要素も勘案しなければならないことが前提であるが、

堆積時の状態が保たれている場合、各層ごとの遺物の様相は、各層の性格の解明のみならず、捨て場

形成の過程を総合的に復元するための重要な要素となる。一方、堆積時の状態が保たれていない場合

においても、層ごとの遺物の状況から、後世に改変を加えられたと判断した根拠の一つを提示するこ
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とが可能であると考える。これらのことから本報告書では、種類･時期を問わず、層単位で遺物を掲

載することとした。

なお、異なるグリッドや層位から出土した破片が接合した場合は、最も大きい破片の出土地点に帰

属させることとした。ただし、最も大きい破片が出土地点不明や表土の場合は、層が明らかなものに

帰属させた。各遺物図脇に記載してあるグリッド･層のうち「＊」が付されたものが帰属させた出土

地点である。

（１）ST01捨て場（遺構第298～303図、遺物第304～359図、図版157～166）

《確認状況･位置範囲》本捨て場は、平成７年度に行われた確認調査では検出されていない。確認調査

時の試掘坑が、本捨て場範囲から外れて設定されていたためである。このため平成13年度に行われた

本調査で初めてその存在を確認した。

本捨て場が位置する高位面西側斜面は、調査以前は中腹に約７m幅の平坦面をはさみ上位比高約２m、

下位比高約２m、全体としては約４mの高低差をもつ段丘崖であった。斜度はそれぞれ35°程度である。

この地形の堆積状況を確認するために斜面に直交する試掘坑を掘削をしたところ、後世の大規模な改

変は受けていないことが判明し、さらに堆積土中からは大量の遺物が出土したことから、当該地点を

捨て場と認定した。本捨て場は谷状地形を埋めるように形成されていることから、谷の範囲を捨て場

範囲とした（第298図）。

《規模》本捨て場は台地西辺部にV字状に開口する谷状地形を埋積して形成されている。谷状地形に

は明確な地滑り･断層などの大規模な地形変動の痕跡は認められないことから、主としてガリ浸食に

より形成されたものと推定する。谷は東端の谷頭側で幅約８m、谷尻側で幅約25m、谷頭から谷尻ま

では直線距離で約20m、谷頭上面と谷尻底面との比高は約３m、斜度は約20°である。遺物を含めた土

量は250m3前後と推定される。

《調査の方法》MRライン以西は平成13年度、以東は平成14年度に調査した。各年度の担当者は異なり、

かつ平成14年度は前半と後半の担当者が異なる。各担当者の調査方法は統一されていない。

平成13年度はグリッドに沿って東西方向６か所、南北方向２か所で断面観察を行った。層名は土

層断面③･④･⑧･⑬については断面ごとに１から付し、土層断面⑤･⑥･⑦･⑭は三桁数字で上一桁に

０～３の数字をつけ、各断面の層を識別した。遺物の取り上げは、当初４mグリッドで行っていたが、

捨て場と認定した後は１mの小グリッドで取り上げを行った。遺物出土層位は、断面作成後は近接す

る土層断面に対応させ、取り上げた。土層観察終了以前に掘削した箇所については表土をⅠ層、そ

の下の包含層（土層断面作成用試掘坑内出土遺物含む）をⅡ層として一括で取り上げた。完形に近い状

態の土器や土製品などは随時番号を付し、トータルステーションで出土地点を記録し、写真撮影を

行った。

平成14年度は東西方向２か所、南北方向４か所で断面観察をした。層名は、土層断面①･⑨は各断

面ごとに１層から、それ以外はグリッドごとに１層から付している。掘り下げは遺構の有無に留意し

て、平面的に進めた。遺物の取り上げは、土層断面作成前は表土をⅠ層、その下の包含層をⅡ層とし

て一括で取り上げた。ほぼ完形の土器や土製品などは番号を付け、出土地点の記録や写真撮影を行っ

た。まとまって遺物や礫が出土した面は出土状況平面図を作成した。
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《層位整理》平成13年度調査の各断面の土層のうち、対応関係が確認できるのは、断面が接続する土

層断面⑥･⑦･⑭である。土層断面③･④･⑧･⑬は、それぞれで分層した層を、調査段階で大きくⅠ～

Ⅲ層に対応させ、同一層としているが、土層断面③･④と土層断面⑧･⑬では遺物の時期が異なること

や、最大で30mの距離があり目測で同一層とは判断できないと考えられることから、整理段階で土層

断面③･④と土層断面⑧･⑬は別層として扱うこととした。

平成14年度分は、連続する断面及び調査時の層対応についての観察記録をもとに、整理段階で全体

の層の対応関係を把握した。なお平成13年度の断面図と、接続する位置で作成された断面はなく、MR

ラインの土層断面で間接的に接続する。しかしMRライン土層断面は、１回の廃棄単位を基準として

分層しており、土質や遺物の出土様相などの層相で分層した他の断面と比較して、非常に細かく分層

している。このことから、まず対応関係が明らかな土層断面⑥と土層断面⑦の土層をMRラインに対

比させ、整合性がとれるよう土層を集約した。その上で土層断面②をMRライン土層断面に対比させ、

土層断面⑥･⑦との対応関係を把握した。なおMRライン土層断面図は土層注記の不備などの理由によ

り、掲載していない。

平成13･14年度全体の土層の対応関係を整理した後、すべての土層番号を１からの通し番号に振り

替えた。

《遺物出土量･遺物出土層整理》土器･土製品は約158,000点約2,000㎏、石器･石製品は約2,900点約433㎏

出土した。

出土遺物は、基本的に出土地点の層位を記録して取り上げているが、断面図作成以前のものについ

てはⅠ･Ⅱ層として一括で取り上げている。Ⅰ層は表土を表しているが、断面図土層との対比は各地

点で異なることから、以下のように扱うこととした。MRライン以西は断面図で表土＝２層として分

層されていることから、Ⅰ層＝２層とした。MRライン以東は断面図に表土範囲が記載されておらず、

表土層の特定が困難であったことから、「表土出土」として掲載することとした。Ⅱ層は、その後詳

細に分層されたMR38～40、MS39･40、MT39･40グリッド及びMR以東では、土層に対応させること

が不可能であったことから、すべて出土層位不明とした。また、番号を付けて出土地点を記録した遺

物のうち出土層位が記載されていないものは、出土レベルと近接する断面を対比し、出土層位を復元

した。しかし、出土地点から土層断面が１m以上離れている場合は土層の対比が困難なものもあり、

これらも出土層位不明とした。

《堆積様相》ST01捨て場は縄文時代中期前半頃に生じたと推定されるガリ浸食による浸食谷が、総体

として主に縄文時代後期に埋積する過程において、大量の遺物廃棄や遺構構築などが並行して行われ

ることによって形成されたものと判断される。堆積層序は最終的に全体で150層に分けた。層序には、

自然営力もしくは人為による、以下の４枚の不整合面を認めることができる。

不整合面Ⅰ：142･145･146層下面を境界とする自然営力によると推定される不整合面である。縄文時

代中期の竪穴住居跡SI1026の北側を削平する。当初の浸食谷の谷頭部周辺が、さらに南東方向に浸食

が進んだことにより形成されたものと判断される。MPライン周辺以西は、不整合面Ⅱ形成時に削平

されたものと推定される。Ⅳ２期（後期前葉）を下限とする形成と推定される。

不整合面Ⅱ：114･115･128･129･134･136･137層下面を境界とする自然営力によると推定される不整合

面である。先の縄文時代中期の竪穴住居跡SI1026の上位を削平する。谷頭周辺の浸食が周囲に広がっ
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たことにより形成されたものと判断される。北側上方周辺及び谷尻側MRライン周辺以西の不整合面

層界は漸移的で不明瞭である。Ⅳ２期（後期前葉）の形成と推定される。

不整合面Ⅲ：土層断面②西端部上位の15･20層下面を境界とする谷尻側に緩やかに傾斜する不整合面

である。MSライン周辺以西の斜面下位では消失するものと判断される。不整合面上位の15･16･20層

は連続した整地土層と推定され、当該不整合面は、MQライン以西に整地面を拡張することに伴って

人為的に形成されたものと考えられる。Ⅳ６期（後期後葉）以降の形成と推定される。当該不整合面形

成前に、MQライン以東の浸食谷谷頭部はほぼ埋積されている。

不整合面Ⅳ：１層下面を境界とするほぼ水平な不整合面である。上位の遺物出土状況から中世以降の

整地地業に関わる造成面と判断される。MSライン以西の斜面下位では消失するものと考えられる。

以下では、MRライン～MSライン周辺西側斜面以東の堆積層序について、不整合面を境として、Ⅰ

層群からⅤ層群に大別する。さらにⅢ層群については、遺構構築面、遺物などの配置面もしくは廃棄

面など、上記不整合面のほかに別途層理面を認めることができ、当該層理面をもとに細分する。西側

斜面以西については、不整合面は消失するものと判断され、一部を除き、斜面以東の層群と直接的に

対比することは困難である。斜面以西の堆積層は、以東に比べて層厚が薄く、各細別時期の遺物が混

在して出土する傾向が強い。主として斜面上方からの断続的な二次堆積により形成されたものと推定

される。

Ⅰ層群（不整合面Ⅰより下位）：150層

浸食谷下底を埋積する自然堆積層である。上位の谷頭側は黒ボク土、下位の谷尻側は黒泥状シルト

となる。Ⅳ２期（後期前葉）を下限とする堆積層である。

Ⅱ層群（不整合面Ⅰ～不整合面Ⅱ間）：138～146層

浸食谷谷頭部分下位を埋積する自然堆積層である。下位は黒泥状シルトを呈し、上位は黒ボク土と

なる。MO･MN38グリッド138層からは、縄文時代中期の遺物が比較的まとまって出土している。当

該遺物は、SI1026などの谷頭周辺に立地する縄文時代中期遺構覆土などに由来する可能性があろう。

Ⅳ２期（後期前葉）を下限とする堆積層群と推定される。

Ⅲ層群（不整合面Ⅱ～不整合面Ⅲ間）

Ⅲ層群については、層群内に認定するⅢa面からⅢh面までの８枚の層理面をもとにⅢa層からⅢi層

までに細分する。

Ⅲa層（不整合面Ⅱ～Ⅲa面間）：111～137層

黒ボク土を主体とし、一部基盤土塊を含む層群である。基本的に浸食谷下位を埋積する自然堆積

層と判断される。部分的に谷頭部南側から廃棄された基盤掘削土を含む可能性も推定される。Ⅲa面

（114層上面）は遺物廃棄面である。また、MP39･40グリッドⅢa面（114層）上面にはⅣ２期（後期前葉）

前後の土器埋設遺構（SR1078）が構築されている。このほか、MO38グリッド128層からは縄文時代中

期の遺物が比較的まとまって出土している。Ⅲa層はⅣ２期（後期前葉）を下限とする堆積と推定され

る。

Ⅲb層（Ⅲa面～Ⅲb面間）：99～110層

MPライン周辺以東の谷頭部に堆積する。炭化物･基盤土粒を含む黒ボク土～褐色シルトから成り、

基本的に人為堆積層と推定される。Ⅲb面は遺構（SN1103）構築面である。本面は谷頭部の底面付近か
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らMTライン周辺の谷尻側まで、ほぼ水平な面として連続して認定できる可能性がある。Ⅲb層はⅣ

２～３期の堆積と推定される。

Ⅲc層（Ⅲb面～Ⅲc面間）：82～98層

浸食谷中下位に堆積する。炭化物･基盤土粒を含む黒ボク土を主体とする。基本的に人為堆積層と

推定される。Ⅲc面は谷頭部下底周辺では水平近くまで傾斜が緩やかになり、さらにMTライン周辺

の谷尻側までほぼ水平な面として追跡できる可能性がある。本面は焼土（83層）確認面である。85･94･

97･98層からは多量の遺物が出土する。Ⅲc層はⅣ３期（後期前葉～中葉）の堆積と推定される。

Ⅲd層（Ⅲc面～Ⅲd面間）：55～81層

浸食谷中位に堆積する。焼土粒･炭化物･基盤土粒などを含む暗褐色シルトを主体とする層厚

0.1m前後の薄層が累積する。Ⅲc面直上に堆積する80層及び本層群中位に堆積する73層は広範囲に分

布するが、他の層はより小規模である。いずれも人為堆積層と判断される。このうち、61･67層は焼

骨を含み、74層は焼土層である。また、92層は多量の炭化物を含んでいる。Ⅲd面（76層上面）は遺構

（SQ1091･SN1100）構築面である。Ⅲd層はⅣ３～４期（後期前葉～中葉）の堆積と推定される。

Ⅲe層（Ⅲd面～Ⅲe面間）：51･53･54層

炭化物･基盤土粒を含む暗褐色シルト層である。主として浸食谷周囲の高位面の基盤土である土壌

層位AB層を供給源とする人為堆積層と推定される。Ⅲe面は遺構（SQ1093）構築面である。Ⅲe面形成

時には、MPライン以東の谷頭部はほぼ埋積されている。Ⅲe層はⅣ４期（後期中葉）の堆積と推定され

る。

Ⅲf層（Ⅲe面～Ⅲf面間）：48～50層

炭化物･焼土粒･基盤土粒を含み、Ⅲe層と同様に、主として浸食谷周囲の土壌層位AB層を供給源と

する人為堆積層と推定される。Ⅲf面は遺構（SN1095）構築面である。Ⅲf層はⅣ４期（後期中葉）の堆積

と推定される。

Ⅲg層（Ⅲf面～Ⅲg面）：43･44･47層

炭化物･焼土粒･基盤土粒を含み、Ⅲe･Ⅲf層と同様に、主として浸食谷周囲の土壌層位AB層を供給

源とする人為堆積層と推定される。Ⅲg面は焼土（43層）確認面である。Ⅲg層はⅣ４～５期（後期中葉）

前後の堆積と推定される。

Ⅲh層（Ⅲg面～Ⅲh面間）：39～41層

炭化物･基盤土塊を含む人為堆積層である。Ⅳ５～６期（後期中葉～後葉）の堆積と推定される。

Ⅲi層（Ⅲh面～不整合面Ⅲ間）：21～38層

炭化物･焼土粒･基盤土粒を含む薄層が累積する人為堆積層である。33層はMRライン以西では下方

で厚くなるようである。Ⅲi層はⅣ５～６期（後期中葉～後葉）の堆積と推定される。

Ⅳ層群（不整合面Ⅲ～不整合面Ⅳ間）：15～20層

炭化物･基盤土粒を含む人為による整地層と推定される。Ⅲ層上面付近で遺構（SQ1092）が構築され

ている。また、本層中位は遺構（SQ1097）構築面の可能性がある。15層は基盤土塊を多量に含み、20層

は多量の遺物を包含する。本層群はⅣ７期（後期後葉）以降の堆積と推定される。

Ⅴ層群（不整合面Ⅳより上位）：１層

黒褐色砂質シルトを主体とする人為による整地層である。中世陶器が出土することから、中世以降
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の堆積と推定される。

《時期･所見》上記各層群ごとの出土土器を見ると、層ごとの遺物取り上げが完全ではないこと、層の

堆積と遺物の堆積とは必ずしも一致するとは限らないこと、多くの層が斜面堆積であることなどから、

各時期のものが混在するものの、下位層から上位層になるにつれて新しくなる傾向を認めることがで

きる。以下、Ⅲ期～Ⅳ２期（中期～後期前葉）にかけての時期を０段階とし、Ⅳ２期（後期前葉）以降を

１段階からⅣ６期（後期後葉）以降の６段階までに分け、必ずしも厳密ではないが、各期に上記各層を

それぞれ対応させてST01の変遷を概観する。

０段階〔Ⅲ期～Ⅳ２期（中期～後期前葉）〕：Ⅰ層群～Ⅱ層群

SI1026竪穴住居跡が構築されるなど浸食谷周辺部が開発される。これらの開発に伴い、周辺の地表

保水力が低下し、浸食谷が発達したものと推定される（Ⅰ層群堆積）。この浸食谷の発達に伴い、

SI1026竪穴住居跡の北側から浸食谷谷頭部底面が削平され、黒ボク土（周辺の土壌層位A層）～黒泥状

シルトが自然堆積する。

１段階〔Ⅳ２期（後期前葉）〕：Ⅲa層

SI1026竪穴住居跡上位及び浸食谷底埋積層がさらに削平され、黒ボク土（土壌層位A層）が主に南側

から自然堆積する。堆積層中には縄文時代中期遺物が少量流入する。堆積層上面には遺物が廃棄され

るとともに土器埋設遺構が構築される。

２段階〔Ⅳ２～３期（後期前葉）〕：Ⅲb層～Ⅲc層

浸食谷の積極的な埋め立てが始まる。堆積層上面には焼土遺構（SN1103）が形成される。遺物が多量

に廃棄される。

３段階〔Ⅳ３～４期（後期前葉）〕：Ⅲd層

焼骨･焼土･炭化物などを含む薄層累積と大規模廃棄層とが互層状に堆積し、焼土遺構も営まれる。

小規模～大規模消費行為の累積と捉えることもできる。

４段階〔Ⅳ４～５期（後期中葉）〕：Ⅲe層～Ⅲh層

主として浸食谷周辺の基盤土の土壌層位AB層を浸食谷に埋め立てる。焼土遺構が営まれるほか、

配石遺構も構築される。

５段階〔Ⅳ５～６期（後期中葉～後葉）〕：Ⅲi層

薄層が累積する。一部の確認のため、詳細な性格は不明である。

６段階〔Ⅴ７期以降〕：Ⅳ層群

整地層である。当時の整地面には配石遺構や掘立柱建物が構築されたと推測される。

〔中世以降〕：Ⅴ層群

中世以降の整地層と判断される。

以上をまとめると、縄文時代中期以降に浸食谷が発達し、当初は周囲の表土である黒ボク土（土壌

層位A層）を供給源とする谷底部の埋積が生じるとともに遺物廃棄が行われたと推定され、一部焼土

遺構も営まれる（０段階～１段階）。次いで、遺物の大量廃棄とともに人為的な埋め立てが開始され、

並行して焼土遺構も継続して営まれ、この頃に土器埋設遺構も構築された可能性がある（２段階）。さ

らに、焼骨や焼土粒、炭化物など含む小規模～大規模の廃棄行為が繰り返され、合わせて焼土遺構も

営まれる（３段階）。その後、主として浸食谷周囲の基盤土（土壌層位AB層）を埋め立てて、大量の遺
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第４章　調査の記録

断面図番号
第299～303図 層群

土器
重量
（g）

土製品
点数

石器
点数

石製品
点数

剥片
重量
（g）

骨
重量
（g）

構築遺構 備　考

１ ②⑩～⑫ Ⅴ 263,321 26 272 10 49,430 0.8 下位層と不整合。イネ類の植物珪酸体が多く検出され
ている。

２ ③～⑧⑬⑭ － 348,924 36 779 14 79,540 MRライン以西（H13調査）の表土。
３ ⑧ －
４ ⑩ － 65 

谷頭に堆積。時期は特定し難い。
５ ⑩ －
６ ⑧⑬ － 37,109 3 74 5 

MRライン以西かつ43ライン以北の包含層。
７ ⑧⑬ － 6,406 1 14 3 
８ ⑤ － 13,537 23 1 1,040 

MRライン以西（H13調査）、38ライン以南の包含層。９ ③④ － 43,453 5 49 10,710 
10 ③④ － 20,187 3 31 1 7,130 
11 ⑥⑦⑭ － 44,549 5 49 1 4,370 

下位層（23～36層）に続く一連の堆積(黒ボク土と地山由来
土の互層)？

12 ⑭ － 696 450 
13 ⑦ － 9,118 9 970 
14 ⑦⑭ － 32,538 1 36 2 2,840 

15 ②⑩⑪ Ⅳ 2,847 1 330 SQ1092
SKP6515

上面に六角形の大形の掘立柱建物が構築される。縄文
時代の造成土。

16 ②⑫ Ⅳ 1,924 4 340 
縄文時代の造成土。

17 ⑫ Ⅳ 2,541 280 
18 ⑥ Ⅳ

15～17層に対応。
19 ⑥ Ⅳ 14,732 1 28 
20 ②⑫ Ⅳ 13,962 1 24 1 2,790 3.5 土器や多量の礫の廃棄。縄文時代の造成土。
21 ⑤ Ⅲi 8,445 9 700 

23～36層に対応。
22 ⑤ Ⅲi 8,384 9 780 
23 ⑦ Ⅲi 12,578 17 1,030 

黒ボク土と地山漸移層由来土の互層。下方への流出が
認められないことから、短期間の堆積か？25層下位と
38層は焼土。

24 ②⑥ Ⅲi 3,179 5 910 
25 ⑥ Ⅲi 13,154 15 680 
26 ②⑥ Ⅲi 7,562 22 830 
27 ⑦ Ⅲi 145 
28 ⑦ Ⅲi 1,913 3 230 
29 ⑦ Ⅲi 5,166 230 
30 ⑦ Ⅲi 2,540 2 90 
31 ⑥ Ⅲi 4,765 3 1 180 
32 ⑥ Ⅲi 2,811 4 450 
33 ②⑥⑦ Ⅲi 30,265 3 37 3 3,960 18.1
34 ⑦ Ⅲi 9 1 10 
35 ⑦ Ⅲi 5,430 7 700 
36 ⑦ Ⅲi 2,904 4 1 400 
37 ② Ⅲi 3,247 2 320 8.8
38 ② Ⅲi 4,358 15 890 224.6
39 ②⑫ Ⅲh 61,681 4 93 1 8,070 2.0 上面は平坦。整地か？
40 ⑥⑦ Ⅲh 48,463 2 71 1 6,710 39･41層に対応する層である。

41 ②⑫ Ⅲh 13,946 1 19 1,660 3.6 遺物が大量に廃棄。MQ38付近では39層との分層は不可
能。

42 ⑦ － 90 45層上面の焼土。現地性か否かは不明。
43 ② Ⅲg 44層上面に形成された焼土面。
44 ② Ⅲg 6,911 5 1,560 2.0 MQ39でまとまって遺物出土。短期間の廃棄単位。
45 ⑥⑦⑭ － 81,271 9 105 3 22,090 

谷底に堆積した二次堆積層。
46 ⑦⑭ － 4,130 1 360 
47 ②⑪ Ⅲg 9,111 1 15 4,400 4.0 SKP6356 MQ39で遺物まとまって出土。

48 ② Ⅲf 5,033 1 540 1.8 MQ39で集中的に遺物出土。炭多量。49層と土質が類似
することから一連の堆積か？

49 ②⑪ Ⅲf 69,034 5 54 9,780 1.3 SN1095 大量の遺物廃棄層。

50 ⑪ Ⅲf 1,065 1 1 90 遺物量は極めて少ない。焼土を含む部分を認定してお
り、大きくは51層か49層に含まれるか。

51 ②⑪ Ⅲe 27,885 3 22 1 2,960 15.3 SQ1093SN1100
上面にSQ1093構築。周囲にも礫廃棄。出土した石棒は
ST404と接合。

第６表　ST01捨て場層位一覧１



断面図番号
第299～303図 層群

土器
重量
（g）

土製品
点数

石器
点数

石製品
点数

剥片
重量
（g）

骨
重量
（g）

構築遺構 備　考

52 ⑫ － 16,955 4 1 3,360 49～51層に対応。

53 ⑩ Ⅲe 680 1 2 200 
上位は中世の造成により削平。谷頭のMO38で集中的に
遺物が出土。51層と土質が類似することから一連の堆
積か。

54 ⑫ Ⅲe 土質が上位層（49～51層）に類似することから、49～51層
に伴う小規模な土の廃棄単位か。

55 ② Ⅲd 188 1 40 遺物の混入が少ない地山由来土。
56 ② Ⅲd 3,725 1 250 1.0 地山由来土。

57 ② Ⅲd 2.0 土質は56層とほぼ同じであることから、一連の堆積層
と考えられる。

58 ⑫ Ⅲd 376 90 地山塊を多く含むが、遺物は少ない。
59 ⑫ Ⅲd 483 60層上面の焼土ブロック。
60 ⑪⑫ Ⅲd 4,719 2 7 790 12.7 MQ38でまとまって遺物出土。

61 ②⑪ Ⅲd 7,150 4 1 1,410 4.6 焼土。骨片がまとまって出土。大形哺乳類を含む。小
形哺乳類は１個体か。

62 ② Ⅲd

いずれも地山由来土。層厚は最大10㎝程度。63･67層は
焼土、67層は焼骨多量混入。

63 ② Ⅲd
64 ② Ⅲd
65 ② Ⅲd
66 ② Ⅲd 78 
67 ② Ⅲd 2,162 10 2,100 35.8
68 ② Ⅲd 238 
69 ⑪ Ⅲd 783 230 小規模な廃棄単位。
70 ⑪ Ⅲd 2,133 1 50 広範囲に広がるが遺物量は少ない。
71 ⑪ Ⅲd 1,624 1 280 多種の混入物含む。

72 ⑫ Ⅲd 3,066 13 570 層厚は最大で30㎝程度だが、遺物量は目立って多くは
ない。

73 ②⑪ Ⅲd 10,198 1 10 2,420 2.1 SKP6360
MP39で炭の混入が目立ち、出土遺物が多い。完形遺物
はほとんどなく、広範囲の破片が接合。壺･鉢･台が目
立ち、赤色塗彩もあり。焼土･焼骨含む。

74 ② Ⅲd 3 80 11.4 74層は75層上面に形成される焼土面。MP39では分層し
ているが、MP38やMQ39では75層に含む。いずれも焼
骨を大量に含む。遺物は少ない。75 ②⑪ Ⅲd 1,360 1 530 16.3

76 ②⑪ Ⅲd 3,656 510 SQ1091 SQ1091が上面に構築。

77 ② Ⅲd

地山もしくは地山漸移層由来土。遺物少ない。78 ② Ⅲd 276 

79 ② Ⅲd
80 ②⑪ Ⅲd 7,384 1 16 2,930 1.0 SKP6365 上面に長軸２m規模の焼土塊含む。
81 ② Ⅲd 57 40 2.1 層の範囲が小規模。
82 ② Ⅲc 2,143 180 谷底に水平に堆積した層。
83 ⑪ Ⅲc 20 2.8 85層に伴う焼土。
84 ⑪ Ⅲc 237 1 40 地山由来土。

85 ②⑪ Ⅲc 21,148 2　 9 4,490 ほぼ完形に復元可能な土器を多く含む。大形の炭が多
く混入。

86 ② Ⅲc 824 2 370 上位層（85層）とほぼ同じ土性であることから一連の堆積
か。

87 ⑪ Ⅲc 1 170 小規模な堆積。

88 ②⑩ Ⅲc 10,210 1 7 1,130 SKP6359 遺物量は比較的多いが、復元個体はない。MP39付近では炭化物が多く混入。
89 ⑪ Ⅲc 4,619 3 1,160 地山土の混入は少ないが、炭化物の混入が目立つ。
90 ⑪ Ⅲc 2,344 2 90 
91 ⑪ Ⅲc 4,123 3 250 
92 ⑪ Ⅲc 620 5.0 MQ40･41に広がる炭化物層。焼土塊１か所。

93 ⑩ Ⅲc 2,105 1 290 堆積範囲は広いが遺物は比較的少なく、復元個体もな
い。

94 ⑩ Ⅲc 195 300 地山由来層。部分的に炭化物を多く含む。

95 ②⑪ Ⅲc 7,365 5 2,320 下位層である97層と同じく、壺･鉢が多い。一連の堆積
か。

96 ⑪ Ⅲc 23 小規模な焼土層。

97 ②⑩⑪ Ⅲc 34,774 4 27 1 8,483 24.1 焼土多い。MP38では焼土と黒色シルトがラミナ状に互
層堆積。遺物多量出土。

98 ⑩ Ⅲc 123 60 2.1 焼土層。
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第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物

第６表　ST01捨て場層位一覧２
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第４章　調査の記録

断面図番号
第299～303図 層群

土器
重量
（g）

土製品
点数

石器
点数

石製品
点数

剥片
重量
（g）

骨
重量
（g）

構築遺構 備　考

99 ①⑩ Ⅲb 3,368 470 SN1103 上面にはSN1103が形成。
100 ⑩ Ⅲb 287 170 地山漸移層由来土。
101 ⑩ Ⅲb 焼土層。
102 ⑩ Ⅲb 484 上面に101層焼土が形成。
103 ⑩ Ⅲb 494 1,160 地山由来土。
104 ② Ⅲb 1,908 5 900 

99～103層に並行する堆積。遺物少量。

105 ②⑩ Ⅲb 1,344 1 500 
106 ⑪ Ⅲb 1,689 3 2 230 
107 ⑪ Ⅲb
108 ⑪ Ⅲb 487 1 
109 ⑪ Ⅲb 30 
110 ⑪ Ⅲb 1,689 1 3 50 
111 ①⑨ Ⅲa 7,343 18 2,310 土質が比較的類似することから112層と一連の堆積か。
112 ① Ⅲa
113 ②⑩⑪ Ⅲa 15,640 1 7 1 3,610 遺物多量。

114 ①②⑩～⑫ Ⅲa 51,328 3 50 3 5,356 
SK1069
SK1070
SKP6367

遺物多量出土。

115 ⑩ Ⅲa 遺物は非常に少ない。
116 ⑨ Ⅲa

遺物はⅠ層としてまとめて取り上げている可能性あ
り。

117 ⑨ Ⅲa

118 ⑨ Ⅲa

119 ⑨ Ⅲa 　　　

120 ⑨ Ⅲa 　

121 ⑨ Ⅲa

122 ① Ⅲa

123 ① Ⅲa

124 ① Ⅲa

125 ① Ⅲa

128層と比較的同質であることから、一連の堆積か。126 ① Ⅲa

127 ① Ⅲa

128 ①⑩ Ⅲa 2,989 1 2,100 
地山塊や遺物を多く含む。

129 ⑩ Ⅲa 5,400 

130 ① Ⅲa
110層と比較的同質であることから、一連の堆積と考え
られる。131 ① Ⅲa

132 ① Ⅲa

133 ⑩ Ⅲa 134層は地山漸移層由来土。133層は土質が類似するこ
とから、121層と一連の堆積と推定。134 ①⑩ Ⅲa 1,819 294 

135 ⑨ Ⅲa 504 

表土由来の流入土を主体とした一連の堆積と推定。136 ①⑨ Ⅲa

137 ① Ⅲa

138 ①⑨⑩ Ⅱ 15,169 4 1 650 部分的にⅢ期の遺物がまとまって出土。

139 ① Ⅱ

135～137層と同様の堆積。140 ①⑨ Ⅱ 7,252 1 36 380 

141 ①⑩ Ⅱ 161 

142 ①⑩ Ⅱ SN1096 Ⅲ～Ⅳ８群の遺物が混在。

143 ⑩ Ⅱ

開析直後の水成堆積（黒シルトとローム互層）。
144 ⑩ Ⅱ

145 ⑩ Ⅱ

146 ⑩ Ⅱ 2,041 

147 ⑥⑦⑭ － 63 8 1,650 
150層の上位に堆積する無遺物層。ＭＴライン前後（沢
底）で認められる。148 ⑦⑭ －

149 ⑭ －
150 ①～⑭ Ⅰ 3,420 1 6 810 SK1077 地山漸移層。

第６表　ST01捨て場層位一覧３



物が廃棄されるとともに、焼土遺構のほかに配石遺構なども営まれるようになり（４段階）、詳細は判

然としないが、薄層が西側斜面際に累積する（５段階）。最後に西側斜面際が整地されて浸食谷谷頭部

はほぼ完全に埋積され、その上面に配石遺構や掘立柱建物などが構築されたものと推定される（６段

階）。縄文時代後期後葉に捨て場形成が終了した後には、最終的に中世以降になって浸食谷周辺を含

めた台地上面が広域にわたってほぼ平坦に整地造成されたものと推定される。

捨て場の埋積状況からは、当初は、焼土遺構を営み、それと関連する可能性がある大小規模の廃棄

行為の繰り返し及び遺物廃棄が主体をなすと見られるのに対し、４段階以降、遺物廃棄を伴う相対的

に大規模な埋め立てが行われ、焼土遺構に加えて配石遺構や掘立柱建物が構築されるようになると推

定される。なお、土坑などについては、分布状況などについての時期的な変化は明確ではない。総体

として、ST01捨て場は３段階以前と４段階以降とで、その性格が変容した可能性があろう。

（２）ST101捨て場（遺構第298･360～366図、遺物第367～462図、図版167～173）

《確認状況･位置範囲》本捨て場は高位面東側斜面に位置する。調査前は高位面に連続する平坦面が造

成されていたが、平成７年度に行われた確認調査で試掘坑を掘削した結果、広範囲にわたり谷状の落

ち込みが確認された。当該箇所から大量に遺物が出土したことから、確認調査で「生活用具廃棄場所」

と認定した。

捨て場の範囲は第298図の通りである。本捨て場は北側でST311捨て場と接する。出土遺物の時期

から、本捨て場とST311捨て場は連続して機能したものと推定され、一連の捨て場と捉えることも可

能である。しかしながら、主体となる地形が異なることから地形の単位を捨て場の範囲とし、南側の

段丘崖をST101、北側の小規模な谷をST311とした。

《規模》本捨て場は、台地東辺部の弓なりに浸食された段丘崖を埋積して形成されている。範囲は西

端の狭い部分で南北幅約25m、東端の広い部分で南北幅約65m、東西幅は最大で20m、比高は約３m、

斜度は20～30°である。遺物を含めた土量は600m３前後と推定される。

《調査の方法》平成13年度に、堆積の厚さを確認するための試掘坑を掘削し、平成14年度に本調査を

行った。

調査は、まず表土をⅠ層、その下の地山土を含む層をⅡ層とし、上位部分を全面的に掘削した。土

層断面用のベルトを設定する以前に掘削を行ったため断面図にほとんど記載がなく、Ⅰ･Ⅱ層の厚さ

や範囲などは不明である。その後、土層観察用のベルトを設定し、その脇に先行して試掘坑を掘削し

断面観察及び断面図作成を行った。東西の土層観察用ベルトは31･36～42グリッドラインに沿って10

か所（39･41ラインでは２か所設定）、南北の土層観察用ベルトは必要に応じて設定し最終的に10か所、

東西断面と南北断面合わせて20か所で断面観察･図作成を行った。本書に掲載したのは、そのうちの

17か所である。

なお土層断面図は、前述した通り上位部分を掘削した後に作成したものが多いものの、部分的に地

表面が表現されていると思われる図もある。記録がなく各断面図の上端が地表面か否かが不明であっ

たため、整理段階で地形図などから地表面を表していると思われる線を特定し、層界線より太い線で

表現した。また土層断面図下端の線も、基盤層を表しているものとそうでないものがあるものの、記

録がないため、整理段階で完掘時の標高値を参考に、基盤層を表す線か否かを判断した。掲載した断

－291（291）－

第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物



－292（292）－

第４章　調査の記録

面図では基盤層を表すと思われる線は太く、そうでない部分は破線で表現している。

分層は１回の廃棄単位を捉えることを重視し、断面のみならず可能な限り平面での分層も行いなが

ら、遺構の有無にも留意して平面的に掘り下げを行った。しかしながら、捨て場全体を１回の廃棄単

位基準で分層することは困難であり、結果的に１回の廃棄単位として分層された層と、一定の時間幅

を持った層が混在している。どの層がどちらに対応するかは不明である。なお、平面で分層した層は

基本的に層範囲を平面図に記録している。

層名は、基本的に東西の断面ごとに三～四桁の番号を付している。上一～二桁は断面の位置を表し、

下二桁は各断面における層名を表す。ただし平面でも詳細な分層を行ったため、断面に表れない層も

ある。

完形に近い状態の土器や土製品などは随時、番号を付し、トータルステーションで出土地点を記録

し、写真撮影を行った。遺物や礫がまとまって出土した面は、出土状況平面図を作成した。

《層位整理》前述した通り、本捨て場は１回の廃棄単位を捉えることを重視し調査を行っており、本

来ならば調査方針に従い整理報告を行うべきと考える。しかしながら記録に不備があり、調査方針を

活かした整理報告を行うことは困難であったことから、整理は断面図の分層を基準として進めること

とした。平面のみに表れる層は、隣接する層と連続して堆積したものと仮定し、隣接する層に含めた。

また断面図が交差もしくは接続する箇所で、異なる層名の層が連続した場合は、同一層とみなした。

連続しない断面間での層対応関係の復元は試みていない。

調査段階では約700の層名が付されていたが、上記の通り層整理を行った結果、395層に減ずること

となった。全体の土層時期を検討した後、すべての層番号を１からの通し番号に振り替えた。

《遺物出土量･遺物出土層整理》本捨て場からは、縄文時代前期中葉と中期後葉、後期の遺物が出土し

た。遺物出土量は土器･土製品が約192,000点約3,080㎏、石器･石製品が約3,100点約730㎏である。

前述の通り、平面のみに表れる層は隣接する層に含めたことから、遺物も同様な措置をとった。番

号を付けて出土地点を記録した遺物のうち出土層位が記載されていないものは、出土レベルと近接す

る断面を対比し、出土層位を復元した。しかし、出土地点から土層断面が１m以上離れている場合は

土層の対比が困難であることから、これらは出土層位不明とした。また、平成13年度の試掘坑出土遺

物や、層名は付されているが層自体の記録がないものも出土層位不明とした。

《捨て場内に構築された遺構》本捨て場内にはSK445･806･825･828･878などが構築されている。構築

面はSK445が64層上面であるが、他の遺構は不明である。

《各層の様相》本来ならばST01と同様に、層理面を基準に層群を抽出し、堆積様相を復元するべきで

あるが、作成された資料からは層理面や層群を捉えることが困難であったため、各層の特徴を一覧表

に記載した。各層における性格の判断基準は以下の通りである。

全体の1/4の層に土層注記がないため、記録が残されている層のみで堆積状況を推測した。また、

前述した通り１回の堆積単位で分層された層と、広範囲に厚く堆積し時期幅があると思われる層が混

在しており、各層がどちらに属するかは不明であったため、断面に表れた層範囲で推定している。こ

こでは幅0.3m前後の層は小規模と捉え、１回の廃棄単位である可能性が高いと推定する。ただし大規

模な層の一部が断面に表れたものである可能性も否定はできず、幅0.3m前後でも出土遺物が３グリッ

ド以上に分布するものや、同一層のうち遺物の出土地点が広範囲に及ぶことが明らかなものは、中～
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大規模層として捉えた。幅0.3m以上の堆積は中～大規模と捉えたが、これは１回の堆積量が多い可能

性と、堆積に時期幅がある可能性が考えられる。各層における遺物の多寡についても、各層の範囲が

不確定であることから、遺物大量廃棄層を特定することは困難だった。このことから、機械的に土器

が10㎏以上出土した層は遺物を多量に廃棄した層と捉えることとし、また10㎏以下でも層範囲が小規

模と思われるものは、遺物多量廃棄層と推定した。

《堆積様相》本捨て場は、基本的により深部から時期の古い遺物が出土する傾向にあることから、大

規模な層の逆転などの撹乱はなかったと考えられる。ただし土層断面⑮では小規模な谷の浸食が少な

くとも４回（SK806･64･93･133･158層下面／103･136層下面／233･234･240･247･251･252層下面／284層

下面）確認でき、小規模な谷の浸食と埋積が幾度か繰り返された様相が看取できる。

捨て場全体の堆積様相の復元にあたっては、本来ならばST01と同様に、層理面を基準に層群を抽

出し、検討を加えるべきであるが、前述の通り分層に不備があることから層理面を捉えることが困難

であった。このためST101では出土遺物から層の堆積時期を推定し、それを基準に堆積の段階を設定

した。以下、各段階の様相を述べる。

０段階〔Ⅱ～Ⅲ期（前期～中期）〕391～395層

MA40･41グリッド付近の肩部付近で確認できる。当該期の堆積の最大層厚は0.2m程度である。遺

物は一定量出土しているが、まとまった廃棄単位は認められない。若干地山由来土が含まれることか

ら、人為堆積の要素もあったと考えられるが、均質な黒色土であることから基本的には自然堆積と推

定する。

１段階〔Ⅳ２期（後期前葉）〕201～390層

当該期は北接するST311でまとまった廃棄行為が行われており、その一連の堆積として、捨て場北

側を中心に堆積が認められる。当該期の堆積の最大層厚は、LT41グリッド付近で１m前後である。

LS40～42、LT37～42グリッドで遺物が大量に出土した。

遺物が多量に廃棄されたと考えられるのは遺物出土量の多い212･324･343層であり、当該期の層数

全体の1.5％にあたる。崖下に位置する204･218･286･292･300層は、多種多様な遺物が出土しているが、

崖下という位置から斜面に廃棄された遺物が流出して二次堆積したものと推定される。地山土や地山

漸移層由来土の堆積は254･296･298･302･342･346･347･390層で全体の約４％である。炭化物が多量（含

有量最大30％程度）に含まれる層は201～203･207･208･217･255･256･265～271･322･323･339･344･354･

356･357層であり、207･208･225･232･262･307･324･333層にはラミナ状の炭化物の堆積が認められる。

全体の約16％にあたる。焼土は218･230･232･264･308･323･324･338･343･345･354･388層で多量（含有量

最大30％程度）に含まれるほか、10か所の層で若干量含まれる。

層の規模が考慮されていないため正確な比率ではないものの、上記の様相からおおよその傾向を以

下に推定する。まず、遺物大量廃棄層の数は全体の1.5％であり、その比率は低い。しかしながら、

時期の特定可能な土器のグリッドごとの出土量は、ST01ではグリッドあたり最大約15㎏（MP39）であ

るのに対し、本捨て場ではLS42･LT40～42グリッドで15㎏以上出土している。また、時期の特定可能

な土器の当該期の総出土量は、ST01で約130㎏、ST311では約180㎏であるのに対し、本捨て場の出土

量は230㎏と最も多い。これらのことから本捨て場において大量廃棄層の割合が少ないのは、大量廃

棄層を捉えきれなかったことに起因すると判断でき、当該期においては本捨て場には遺物が大量に廃
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棄されたものと推定される。地山由来土を含む層は全体の４％と少ないことから、大規模な造成は行

われず、遺構掘削土の廃棄行為も少なかったものと推定される。一方、炭化物が多量に含まれる層は

全体の約16％に及ぶ。炭化物多量層の最大層厚はMA40グリッドで約0.6mであり、他の層においても

一定の規模を持つことから、１回の焚き火程度の規模ではなく、周辺の焼き払いや住居の焼失材の廃

棄などに由来すると考えられる。土層断面⑥では３単位の炭化物多量層（207･208層、217･255･256･

259層、265～271層）が認められることから、少なくとも３回の大規模な焼失があったものと推定され

る。炭化物と焼土が共に多量に含まれる層は232･323･324･354層のみであり、焼土堆積層と炭化物堆

積層は別単位と捉えることができる場合が多い。264層と265～271層や、345層と344･357層のように、

炭化物層の直上に焼土層が堆積する傾向が見受けられることから、焼失後にまず炭化材をまとめて廃

棄し、その後に、炭化材の下に形成された焼土まで削るようにして片付けを行い廃棄した可能性も推

測される。

２段階〔Ⅳ３期（後期前葉～中葉）〕

Ⅳ３期の遺物は若干認められるものの、まとまった出土様相ではないため、当該期に属する層を抽

出することはできない。

３段階〔Ⅳ４期（後期中葉）〕159～194層

層数は少ないが、時期の特定可能な土器の出土量は90㎏と、他の捨て場と比較して最も多い。これ

は４段階の堆積層に３段階の遺物が多く含まれることに起因する。

当該期の堆積の最大層厚はLT41グリッド付近で約0.75mである。LT37･38グリッドを中心に遺物が

多量に出土した。遺物大量廃棄層と認められるのは194層のみであるが、１段階と同様に大量廃棄層

を捉えきれなかった可能性もある。地山土が多く混入するのは186･192層のみであり、遺構掘削土の

廃棄など、土砂中心の廃棄行為は少なかったものと推定される。炭化物を多量に含む層は184･186･

187層である。184層は焼土も多量に含む。これらの層は、上下に堆積することから一連の堆積と考え

られる。１段階と同様に、焼き払いなどで生じた焼失材を廃棄した層である可能性が考えられる。

前述した通り、遺物は多数出土しているが、当該期に属する層は多くない。堆積要因となる廃棄行

為が盛んではなかった可能性も指摘できるものの、一方で３段階の遺物は４段階の堆積層からも一定

量出土していることから、４段階の堆積時に踏み込みなどにより３段階の堆積土が一部撹乱されたた

めに、３段階の堆積土が捉えがたくなった可能性も考えられる。

４段階〔Ⅳ５期（後期中葉）〕44～157層

134･147層は、下位層が１段階の堆積であり、Ⅳ２～５群の遺物を多量に含むことから、前時期の

堆積を含むものと考えられる。

当該期の堆積の最大層厚はLT37グリッド付近で約1.3mである。他時期に比べて最も厚い。遺物は

LT35～37グリッドを中心に多量に出土した。当該期の堆積層から出土した遺物は前時期に属するも

のも多く、層によっては3/4以上を占めることもある。前時期までに堆積した上位層からの流出によ

る二次堆積や、他所に廃棄されていた遺物の二次廃棄、廃棄土砂への混入、踏み込みなどによる上下

層の撹乱などの理由が考えられる。

遺物が大量に出土したのは、44･46･47･65･72･73･90･100･103･112･120･155層などがあるが、前時期

の遺物を半数以上含む層が多く、一次廃棄で大量廃棄を行った層は特定できない。地山土や地山漸移
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層由来土を多量に含む層は、43･70･95･109･112･115･118･133･155層である。広範囲に堆積する層は

155層のみであり、他の層はいずれも小規模である。このことから、当該期には大規模な地山土の掘

削はほとんど行われていないものと考えられ、遺構など小規模な地山土掘削のみにとどまると推定さ

れる。炭化物が多量に含まれる層は49･53･58･63･65･71～74･77･79･81･83･86･87･89･100～102･139･

140･144･147がある。土層断面⑤や土層断面⑭では炭化物の堆積層が大きく３段階認められる（土層断

面⑤：100～102／139･140／144･147 土層断面⑭：58･63･77／79･81／86･87）。１段階と同じく、大

規模な焼失の痕跡と考えられるが、前時期の遺物が一定量含まれることを勘案すると、炭化物も同様

に二次堆積である可能性も否定できない。また、51･52･59･120･124･130･141･157層には一定規模の焼

土が含まれ、焼土の規模から一次堆積の可能性が考えられる。ほかにも27か所の層で焼土が混入する

が、５～10％程度であることから前時期までの焼土が混入した可能性が高い。

５段階〔Ⅳ６期（後期後葉）〕11～37層

当該期の堆積の最大層厚は、LT37グリッド付近で0.9m前後である。

遺物が大量に出土したのは18･19･22･37層である。いずれもⅣ５期以前の遺物を多量に含むことか

ら、過去に廃棄された遺物の二次堆積が含まれると考えられる。炭化物を大量に含む層は19層のみ

である。焼土は11･15･36層に多量に含まれる。ほかにも焼土粒が混入する層があるが、少量である

ことから前時期の焼土の二次堆積の可能性が高い。地山土は15･18･32層で多量に含む。18層はLS35･

LT34～36グリッドに広く堆積することから、土地造成などによる地山掘削が行われた可能性が考え

られる。

６段階〔Ⅳ７期（後期後葉）〕２～８層

当該期の堆積の最大層厚はLS36グリッド付近で1.5m前後である。本段階の該当層は２層を除き土

層注記がないため堆積様相の詳細は不明であるが、２層は広い範囲に堆積し、地山土を多量に含むこ

とから、整地に伴う埋め立て層の可能性が推測される。２層からは遺物が多量に出土しているが、時

期幅があることから、由来土に混入していたものと考えられる。５層からも遺物が多量に出土したが、

２層と同様に時期に幅がある。記録がないため詳細は不明であるが、５層は最大層厚約0.4m程度の大

規模な堆積単位であることから、５層も２層と一連の造成などに伴う一括堆積の可能性が考えられ

る。

《所見》前述の通り、本捨て場は小規模な谷の浸食と埋積を繰り返しつつも、大規模な層の逆転など

の撹乱はなかったものと考えられる。遺物の帰属時期が上下層で逆転する例が部分的に見受けられる

が、前時期までの遺物出土量を鑑みれば、後期後葉には前時期の遺物が遺跡内各所に堆積･散布して

いたと考えられ、前時期の遺物が混入する機会が頻繁にあったものと推定される。

本捨て場の変遷を概観すると、０段階には積極的な廃棄行為は認められず、表土由来の自然堆積と

考えられる黒色土が堆積する。１段階には北接するST311で積極的な埋め立て行為が行われると共に、

本捨て場の北側も埋め立てが進む。LR43からMB38より北西部分は当該期に埋まったものと推定され

る。またこの時期の堆積には炭化物の混入する層が目立つことから、高位面で大規模な焼失があった

可能性がある。２段階は堆積が薄く、本捨て場の積極的な利用の痕跡は認めがたい。３段階になると、

再び積極的に埋積行為が行なわれ、MA37･38、LT40･41グリッド付近は当該期に埋積したものと考え

られる。４段階にはさらに埋積行為が活発化する。炭化物が多く混入する層が一定数認められること
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層
名

現場
層名

断面図番号
第360～
364図

時期
土器
重量
（g）

土製品
点数

石器
点数

石製品
点数

剥片
重量
（g）

骨
重量
（g）

備　考

１ １ ①②④～⑥
⑧ 595,766 65 732 23 163,340 10.2 旧表土。

２
２･501･502･
5012･Ⅳ･Ⅴ･
Ⅵ･Ⅶ･Ⅷ

①～⑧⑮ Ⅳ７ 771,263 59 873 17 136,060 41.5 地山塊を多く含む。高位面の大規模な造成に伴う埋め立て層の可能性が考えられる。

3 TOA ① Ⅳ７ 34ライン以南の地山由来層。

4 Ⅲ なし Ⅳ７ 71,693 6 105 3 16,880 34ライン以南に広がる。３層より下から地山上面までを一
括して設定。出土遺物が多く、時期も様々である。

5 ３･Ⅲ ①② Ⅳ７ 23,101 1 42 4,500 LS･LT35･36付近に広がる。瘤２段階以降の廃棄層であ
る。遺物が大量に出土している

6 ４ ② Ⅳ７
LS･LT35･36付近に広がる。層厚は６～７層あわせて最大
で60㎝程度あるが、遺物は比較的少ない。7 ５ ② Ⅳ７ 0 0.2

8 ６ ② Ⅳ７ 3,607 1 530 
9 ７ ② 不明 310 若干量 詳細不明。堆積層順から８層と一連の堆積か。

10 21 ② 不明 3,955 8.3 焼土塊。焼骨多量。下位層である11層にも焼土や焼骨が多く含まれることから、一連の堆積か。

11 22･23･24 ② Ⅳ６ 1,265 1 1 130 焼土･炭化物大量。環状土製品が出土したが、小片であり
286層出土破片と接合するため、混入と推定。

12 ９ ② Ⅳ６
12～14層を合わせた層厚は最大で約30㎝程度。詳細不明。13 10 ② Ⅳ６

14 11 ② Ⅳ６ 2,007 2 350 
15 12･25 ② Ⅳ６ 8,171 13 1 1,180 2.9 最大層厚20㎝程度。遺物、焼土、炭化物、焼骨など大量。
16 13 ② Ⅳ６

最大層厚15㎝程度の小規模な堆積層。詳細不明。
17 14 ② Ⅳ６

18 15･29･66･67･73 ②⑩ Ⅳ６ 31,360 3 29 7,040 0.9 遺物、地山土、焼土塊を含む大規模な廃棄層。

19 26･27 ⑩ Ⅳ６ 24,980 27 3,100 LS～LT34～36付近に堆積する大規模な廃棄層。焼土は含
まないが、炭化物多い。

20 102 ③ Ⅳ６ 917 240 
層の規模不明。

21 101 ③ Ⅳ６ 1

22 201 ④ Ⅳ６ 20,446 1 11 1,870 最大層厚60㎝、LS･LT37･38付近に堆積する大規模な遺物
廃棄層。

23 202 ④ Ⅳ６ 85 20 

22層の下位に位置する一連の小規模な堆積単位。遺物は極
少量。

24 203 ④ Ⅳ６ 393 20 
25 204 ④ Ⅳ６
26 210 ④ Ⅳ６
27 205 ④ Ⅳ６
28 206 ④ Ⅳ６ 135 

29 114 ⑭ Ⅳ６ 536 30 5.8 小規模な堆積単位。遺物少量。下位層である31層と土質や出土遺物量が類似することから、一連の堆積か。
30 222 ④ Ⅳ６ 最大層厚30㎝程度と比較的規模が大きいが、遺物は極めて

少量。31 207 ④⑭ Ⅳ６ 772 1
32 110･314-① ④⑭ Ⅳ６ 小規模な地山由来土の堆積単位。
33 115 ⑭ Ⅳ６ 1,035 1 30 34層出土遺物はⅣ４段階のものが多いことから、二次堆

積と推定。35層は焼土を若干含む。いずれも遺物が少な
く、遺物が多量に出土する22層と37層の間層である。こ
のことから、30･31層と対応する堆積か。

34 111 ⑭ Ⅳ６ 1,704 2 300 

35 116 ⑭ Ⅳ６ 90 

36 117 ④⑭ Ⅳ６ 98 0.8 焼土

37 106･209 ④ Ⅳ６ 12,124 8 2,190 遺物･地山土大量。焼土･炭化物含む。LS･LT37･38に広が
る大規模な廃棄層。

38 118 ⑭
39 1408 ⑮ 218 120 

詳細不明
40 1410 ⑮
41 84 ⑬ 15 焼土
42 85 ⑬ 147 炭化物多量。遺物は少ない
43 103 ③ 1,464 3 100 地山土多量。
44 33 ⑩ Ⅳ５ 30,093 2 22 3,060 53.2 大規模な堆積単位。遺物大量。
45 34 ⑩ Ⅳ５ 1,078 2 170 小規模な堆積単位

46 31 ⑩ Ⅳ５ 18,771 17 1 3,960 LS35～37･LT35･36に広く堆積。Ⅳ４期以前の遺物が半数
以上を占めることから、二次堆積を含むか。

47 35･36 ⑩ Ⅳ５ 41,120 3 59 3 6,500 LS34～39･LT35～37に広く堆積。斜面下に位置することか
ら二次堆積と推定。

48 151 ③ Ⅳ５ 3,887 2 1,000 中規模の堆積単位。
49 104･152 ③ Ⅳ５ 44 150 小規模な堆積単位。地山土･炭化物多量。遺物少量。
50 153 ③ Ⅳ５ 3,171 340 中規模の堆積単位。
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層
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51 154 ③ Ⅳ５
焼土塊。焼骨多量出土。

52 156 ③ Ⅳ５
53 157 ③⑬ Ⅳ５ 982 130 炭化物多量。遺物少量。
54 112 ⑭ Ⅳ５ 5,798 1 4 1 720 詳細不明。
55 119 ⑭ Ⅳ５ 中規模の堆積単位。遺物なし。
56 120 ⑭ Ⅳ５ 363 小規模な堆積単位。詳細不明。
57 127 ⑭ Ⅳ５ 2 80層との境に地山土のラミナ。遺物なし。

58 121 ⑭ Ⅳ５ 1,098 1 100 小規模な堆積単位。炭化物多量。63層と土質が類似するこ
とから一連の堆積か。

59 105･123･155 ③⑭ Ⅳ５ 385 350 焼土塊。
60 159 ③ Ⅳ５ 地山由来土。
61 158 ③ Ⅳ５ 1 地山由来土。
62 122 ⑭ Ⅳ５ 小規模な堆積単位。

63 124 ⑭ Ⅳ５ 1 10 小規模な堆積単位。炭化物多量。58層と土質が類似するこ
とから一連の堆積か。

64 214 ④⑮ Ⅳ５ 1,232 160 0.1 詳細不明

65 213･223 ④⑬ Ⅳ５ 40,719 4 36 1 5,070 1.6
LS37･LT36～38に広がる大規模な堆積単位。遺物が多量出
土しているが、半数程度はⅣ４期の遺物であることから、
二次堆積を含むか。

66 226-① ④⑬ Ⅳ５ 8,420 3 5 1,430 
67 227-① ④ Ⅳ５ 163･164層と重複して層名が付けられていたため、本層に

所属する遺物を抽出することができなかった。68 228-① ④ Ⅳ５
69 86 ⑬ Ⅳ５ 2,548 260 中規模の堆積単位。
70 16 ②⑪ Ⅳ５ 3,248 400 地山土多量に含む。
71 17･65 ② Ⅳ５ 4,527 1 330 72.4 中規模の堆積単位。炭化物多量。
72 107･108･160 ③⑪⑬⑭ Ⅳ５ 11,538 1 2 370 中規模の堆積単位。炭化物多量。遺物多量。

73

18･79･90･
91･93･94･
95･165･197･
276

②③⑪⑫ Ⅳ５ 37,626 1 28 4,880 LT34～37グリッドに堆積する大規模な堆積単位。炭化物
多量。焼土塊５か所。遺物多量出土。

74 163 ③ Ⅳ５ 10 1.6 小規模な堆積単位。炭化物多量。
75 89･164 ③ Ⅳ５ 583 70 地山由来土。
76 130･162 ③⑭ Ⅳ５ 861 2 80 14.0 焼土塊を含む。焼骨多量。
77 125 ⑭ Ⅳ５ 2,820 1 90 小規模な堆積単位。炭化物多量。
78 126 ⑭ Ⅳ５ 369 20 小規模な堆積単位。遺物少量。
79 129 ⑭ Ⅳ５ 炭化物多量。遺物なし。
80 128 ⑭ Ⅳ５ 1,329 1 120 中規模の堆積。57層との間に地山土ラミナ。
81 131･166 ③⑭ Ⅳ５ 5,042 2 110 炭化物･焼土･焼骨など多様な混入物含む。
82 561 ⑭ Ⅳ５ 2,207 2 240 小規模な堆積単位。詳細不明。
83 132･168 ③⑭ Ⅳ５ 1,733 

土質･混入物が類似することから一連の堆積と考えられる。
炭化物･焼土･焼骨など多様な混入物含む。84 161 ③ Ⅳ５ 848 260 

85 167 ③⑭ Ⅳ５ 1,181 
86 133･563 ⑭ Ⅳ５ 3,184 5 320 小規模な堆積単位。土質･混入物が類似することから一連

の堆積と考えられる。86層は層の規模に対して遺物量は比
較的多い。87層は遺物なし。87 134 ⑭ Ⅳ５

88 171 ③ Ⅳ５ 地山土･炭化物･焼土を含む中規模の堆積単位。
遺物は少量。89 170･1409 ③⑮ Ⅳ５ 1,612 180 

90 172･1411 ③⑮ Ⅳ５ 10,987 1 5 1 900 遺物大量出土。３/４がⅣ４期以前のため二次堆積を含む
か。

91 1412 ⑮ Ⅳ５
小規模な堆積単位。遺物は少量。詳細不明。92 1413 ⑮ Ⅳ５ 55 1 1 20 

93 1414 ⑮ Ⅳ５ 46 20 

94 229 ④⑬ Ⅳ５ 2,090 1 280 
154層と層番号が重複しており、遺物すべて本層に属する
こととした。中規模の堆積単位。遺物は半数程度がⅣ４期
以前のため、二次堆積を含むか。

95 301 ⑤ Ⅳ５ 620 小規模な地山由来土の廃棄単位。
96 302 ⑤ Ⅳ５ 7,586 14 920 遺物多量出土。
97 303･1405 ⑤ Ⅳ５ 5,763 14 1,740 

土質が類似することから一連の堆積と考えられる。遺物は
多いがⅣ４期以前の土器が多いことから、二次堆積を含む
か。炭化物多量。102層と103層の間に炭ラミナ。

98 304 ⑤ Ⅳ５ 6,726 2 1 790 
99 305 ⑤ Ⅳ５ 5,011 3 530 
100 306･402 ⑤ Ⅳ５ 57,576 4 46 3 12,060 
101 307 ⑤ Ⅳ５ 1,000 3 
102 308 ⑤ Ⅳ５ 5,078 1 640 
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103 309 ④⑤⑭⑮ Ⅳ５ 78,549 8 62 2 9,660 
大規模な堆積単位。層厚は最大で40㎝程度。LT37～
39･MA38･39など広範囲に堆積。遺物大量だがⅣ４期以前
のものが２/３を占めることから二次堆積を含むか。

104 355･1007 ⑮ Ⅳ５ 2,298 2 60 中規模の堆積単位。詳細不明。遺物はⅣ２期のものが多
い。

105 309-2 ⑤⑮ Ⅳ５ 小規模な堆積単位。遺物なし。詳細不明。

106 564 ⑭ Ⅳ５ 5,787 5 中規模の堆積単位。遺物はⅣ２期以前のものが半分以上を
占めることから二次堆積を含むか。

107 169･576･578 ③⑭ Ⅳ５ 3,751 2 1 290 16.0
中規模の堆積単位。遺物はⅣ４期以前のものが２/３を占
めることから、二次堆積を含むか。スタンプ形土製品が２
点出土。

108 194 ⑫ Ⅳ５ 73 小規模な堆積単位。遺物少量。詳細は不明。
109 183 ⑪ Ⅳ５ 1,146 2 320 中規模の堆積単位。地山土多量。

110 62 ② Ⅳ５ 9,817 1 1 1,580 15.9 中規模な堆積単位。遺物と焼骨多量。Ⅳ４期以前の遺物が半数程度含まれることから、二次堆積を含むか。

111 77 ②⑪ Ⅳ５ 205 2 小規模な堆積単位。遺物は少ないが、石鏃と石匙が各１点
出土している。詳細不明。

112 61･88･92 ②⑪ Ⅳ５ 12,875 5 1 570 LT35～37グリッドに広がる大規模な堆積単位。地山土多
量。焼土含む。

113 71･72 ⑪ Ⅳ５ 1,449 1 130 1.2 小規模な堆積単位。詳細不明。
114 184 ⑪ Ⅳ５ 484 小規模な堆積単位。炭化物･焼土含む。

115 74･78･80 ⑪ Ⅳ５ 1,882 1 1 440 地山由来土。118層直上に位置することから一連の堆積
か。

116 19 ② Ⅳ５ 4 中規模の堆積単位であるが、遺物少量。土質が比較的均質
であることから自然堆積の可能性あり。

117 98 ② Ⅳ５ 若干量 小規模な砂の堆積単位。

118 20 ②⑪⑫ Ⅳ５ 271 1 80 中規模の堆積単位。遺物少量。地山土を多量に含むことか
ら土砂廃棄層か。焼土含む

119 63 ② Ⅳ５ 小規模な堆積単位。遺物なし。

120 64･191･192･193 ②⑪⑫ Ⅳ５ 14,570 10 3 1,020 0.5 中規模の堆積層。遺物大量出土る。焼土塊多量。

121 551 ② Ⅳ５ 3,046 1 70 崖肩部に堆積。125～127層と連続する位置に堆積すること
から、125～127層と一連の堆積か。122 552･553･554 ② Ⅳ５ 3,187 

123 555･556 ② Ⅳ５ 2,238 1

124 37 ②⑪⑫ Ⅳ５ 2,622 2 1 120 
130層の直上に堆積する焼土塊。遺物は半分以上がⅣ４期
以前の遺物であることから、二次堆積を含むか。上下層界
に炭化物ラミナ。

125 38 ② Ⅳ５ 4,558 1 4 950 若干量
土質が類似することから一連の堆積と考えられる。Ⅳ４期
以前の土器が多いことから、二次堆積を含むか。125･126
層には骨片を含む。

126 39･557 ②⑪ Ⅳ５ 3,335 1 5 710 若干量
127 40 ② Ⅳ５ 4,341 1 2 40 
128 41 ② Ⅳ５ 1,030 1 1 90 
129 42 ② Ⅳ５ 635 550 

130 82 ②⑪ Ⅳ５ 1,956 6 310 90.9 焼土塊。焼骨多量。魚類･鳥類･小～大哺乳類など多種多様。焼土二次堆積。
131 186 ⑪ Ⅳ５ 小規模な砂の堆積単位。
132 195 ⑫ Ⅳ５ 詳細不明。

133 173･579･1415 ③⑫⑭⑮ Ⅳ５ 3,916 410 比較的大規模な堆積層。上面に地山土塊の分布面あり。

134 43･81･87 ②⑪⑫ Ⅳ５ 9,929 3 10 1,190 若干量

LT35･36、LS35グリッドに広がる大規模な堆積層。層厚
は最大25㎝程度。石皿６点の他、敲磨器類が11点出土。焼
土・焼骨含む。下位層がⅣ２期であり、遺物もⅣ４期以前
のものが３/４を占めることから、二次堆積を含むか。

135 44 ② Ⅳ５ 820 2 崖下に堆積する小規模層。詳細不明。遺物少量。

136 174･310･354 ③～⑤⑭⑮ Ⅳ５ 9,910 22 2 1,470 
LT36～39グリッドに広がる大規模層。遺物大量出土。崖
下に広い範囲で堆積することから、斜面に廃棄された遺物
の二次堆積層と考えられる。

137 312-② ⑤ Ⅳ５ 188 1 160 

小規模な堆積単位。炭化物多量。138･139層には上下層界
に炭化物ラミナ。141層は炭化物・焼土多量。遺物は138層
で多いが、Ⅳ２期のものが多数を占めることから、二次堆
積を含むか。

138 313-② ⑤ Ⅳ５ 1,437 1
139 314-② ⑤ Ⅳ５ 51 

140 138･211･212･315 ⑤ Ⅳ５ 10 

141 316 ⑤ Ⅳ５ 470 10 
142 318 ⑤ Ⅳ５

143 319 ⑤ Ⅳ５ 1,885 1 290 
下位層(144･145層)と不整合。人為的な掘り込みの可能性あ
り。遺物はⅣ４期以前のものが多数を占める。二次堆積を
含むか。

144 320 ⑤ Ⅳ５ 1,197 小規模な堆積単位。地山土・炭化物・焼土など混入物多
い。Ⅳ４期のものが半数を占めることから、二次堆積を含
むか。145 317 ⑤ Ⅳ５ 3,998 1 270 
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146 329 ⑤ Ⅳ５ 1,731 2 300 小規模な堆積単位。自然堆積。

147 321･451 ⑤ Ⅳ５ 42,878 6 20 3,790 0.7

炭化物多量。LS39･LT38･39グリッドに広がる大規模な堆
積単位。層厚最大で30㎝程度。遺物は多量に出土している
が、約半分がⅣ４期以前のものである。下位層がⅣ２期の
堆積であることから、一部撹乱しているか。

148 569 ⑭ Ⅳ５ 1,526 1 270 小規模な堆積単位。
148･149層は遺物が出土しているが、ほとんどがⅣ４期の
ものであることから、二次堆積か。566･567層は遺物な
し。

149 574 ⑭ Ⅳ５ 231 940 
150 566 ⑭ Ⅳ５ 1
151 567 ⑭ Ⅳ５ 0.1
152 277･279･568 ⑭ Ⅳ５ 6,558 1 1 560 1.0 遺物は比較的多い。詳細不明。
153 570 ⑭ Ⅳ５ 833 1 1 130 中規模な堆積単位。詳細不明。

154 229-② ④ Ⅳ５

小規模な堆積単位。本層は94層と層番号が重複していた
ため、本層に属する遺物を抽出することはできず、94層
の方が層範囲が広いため、遺物は機械的に94層に帰属さ
せた。

155
701･1300･
SN833-1

⑦⑧⑯ Ⅳ５ 33,543 7 10 2 4,920 

LS･LT40･41グリッドに広がる大規模な堆積単位。地山
土・遺物多量。Ⅳ４期以前の遺物が２/３を占めることか
ら、遺物は二次堆積を含むか。土地造成に伴う堆積の可
能性あり。

156 1324-① ⑦⑯ Ⅳ５ 規模は比較的大きいものの、遺物なし。詳細不明。
157 SN833-2 ⑦ Ⅳ５ 196 1 1 焼土
158 1402 ⑮ 878 140 若干量 詳細不明。
159 215 ④⑮ Ⅳ４ 3,541 2 若干量 中規模の堆積単位。詳細不明。焼骨若干量出土。160 216 ④⑮ Ⅳ４ 4,107 2 1 300 0.3
161 226-② ④ Ⅳ４ 小規模な堆積単位。自然堆積。
162 221 ④ Ⅳ４ 3,029 1 2 530 中規模の堆積単位。詳細不明。
163 227-② ④⑮ Ⅳ４ 3,995 1 2 1,220 7.3 注記が類似することから一連の堆積と考えられる。旧地表

土由来の堆積層。164 228-② ④⑮ Ⅳ４ 821 20 
165 901 ③⑮ Ⅳ４

小規模な堆積単位。遺物少量。詳細不明。
166 902 ③⑮ Ⅳ４ 1,103 1 60 
167 1416 ⑮ Ⅳ４
168 903 ③ Ⅳ４ 10 
169 913 ③ Ⅳ４ 251 80 

170 904 ③⑮ Ⅳ４ 199 40 
中規模な堆積単位。地山土･焼土･炭化物など多様な混入物
を含む。遺物少量。

171 1417 ⑮ Ⅳ４ 146 20 中規模な堆積単位。遺物少量。　
172 1418 ⑮ Ⅳ４ 注記が類似することから一連の堆積と考えられる旧地表土

由来の堆積層。172層は焼土混入。
173 176･1420 ③⑮ Ⅳ４ 1,882 3 370 
174 177 ③⑫⑮ Ⅳ４ 3,141 1 5 540 

175
SN833-3･
SN833-4

⑦ Ⅳ４ 234 焼土。遺物少量。

176 702･1301 ⑦⑧⑯ Ⅳ４ 3,240 2 2 1 1,360 中規模の堆積単位。炭化物のほかに、炭化材混入。
177 1302 ⑦ Ⅳ４ 154 70 中規模の堆積単位。詳細不明。遺物極少量。

178 1342･1344 ⑦ Ⅳ４ 1,462 3,320 
中規模の堆積単位。土色が暗赤褐色であり、特徴的。土の
由来は不明。

179
1346･1347･
SN833-5

⑦ Ⅳ４ 630 100 中規模の堆積単位。詳細不明。遺物少量。

180 1348 ⑦ Ⅳ４ 2,004 1 560 小規模な堆積単位。詳細不明。181 1319-① ⑦ Ⅳ４

182
809･810･
1303

⑦⑧⑯ Ⅳ４ 2,836 1 3 810 中規模の堆積単位。詳細不明。183層は遺物量は極少量。
183 1304 ⑦ Ⅳ４ 429 1 1 140 
184 803･1305 ⑦⑧⑯ Ⅳ４ 2,101 4 410 堆積単位は比較的大きい。炭化物多量。焼土含む。

185 1335 ⑯ Ⅳ４ 1,954 1 650 
最大厚約30㎝の中規模以上の堆積単位。遺物少量。詳細
不明。

186
703･801･
802･1306

⑦⑧⑯ Ⅳ４ 2,512 1 5 190 2.4 中規模の堆積単位。焼土･炭化物多量。焼骨含む。

187
704･805･
806･807･
1308

⑦⑧ Ⅳ４ 4,856 1 1 590 1.2 堆積単位は比較的大きい。炭化物多量。焼土・焼骨含む。

188 705 ⑧ Ⅳ４ 1,076 1 地山由来土多量。遺物少量。
189 1307 ⑦ Ⅳ４ 344 90 小規模な堆積単位。遺物少量。
190 601 ⑥ Ⅳ４ 6 詳細不明。
191 602 ⑥ Ⅳ４ 377 1 1.4 焼土多量。205層との層界に炭ラミナ。焼骨出土。

－299（299）－

第３節　縄文時代の遺構と遺構内出土遺物

第７表　ST101捨て場層位一覧４



－300（300）－

第４章　調査の記録

層
名

現場
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断面図番号
第360～
364図

時期
土器
重量
（g）

土製品
点数

石器
点数

石製品
点数

剥片
重量
（g）

骨
重量
（g）

備　考

192 603 ⑥ Ⅳ４ 994 150 地山土大量。
193 706･1309 ⑦⑧⑯ Ⅳ４ 1,437 1 4 490 中規模の堆積単位。規模に対して遺物少量。

194 401･707･812 ⑧ Ⅳ４ 31,732 3 11 1 5,380 
大規模な堆積単位。遺物多量出土。下位層との境に炭ラ
ミナ。土製品３点、石製品１点出土。

195 235･239 ④ 旧地表土由来土。焼土・炭化物を含む。遺物なし。
196 231 ④ 不自然な堆積（垂直堆積）であることから、植物根か。
197 232 ④ 10 1 50 小規模な堆積単位。地山土･炭化物･焼土多量。遺物少量。
198 175 ③

小規模な堆積単位。遺物なし。
199 178 ③
200 910 ③ 詳細不明。

201 700･709 ⑧ Ⅳ２ 32,786 4 6 3,300 
大規模な堆積単位。遺物･炭化物多量出土。環状土製品３
点出土。２層と接するためⅣ６期の遺物若干含む。

202 708 ⑧ Ⅳ２
炭化物多量。時期不明。

203 710 ⑧ Ⅳ２
204 386 ⑮ Ⅳ２ 10 詳細不明。

205 322 ⑤ Ⅳ２ 23,348 6 12 2,390 
LS･LT38･39に広がる堆積層。遺物大量。崖下に位置する
ことから、斜面に廃棄された遺物の二次堆積層か。

206 604 ⑥ Ⅳ２ 2,495 1 2 710 比較的大規模な堆積単位。規模に対して遺物は少ない。

207 605･811･813･814･851 ⑥ Ⅳ２ 2,746 1 2 570 若干量
炭化物大量。

208 606 ⑥ Ⅳ２ 1,222 1 50 
209 608 ⑥ Ⅳ２

遺物をほとんど含まない。211層はラミナ状の炭化物含
む。210 609 ⑥ Ⅳ２ 1

211 607 ⑥ Ⅳ２ 133 30 
212 610･808 ⑥ Ⅳ２ 7,687 5 1,880 比較的遺物多い。漆液容器出土。遺物廃棄層。
213 611･816･817 ⑥ Ⅳ２ 2,563 2 1 340 

遺物少量。土質が類似することから、一連の堆積層と考え
られる。

214 612 ⑥ Ⅳ２ 259 2 40 
215 613･852 ⑥ Ⅳ２ 1,074 1 870 
216 614 ⑥ Ⅳ２ 520 1 100 

217 615 ⑥ Ⅳ２ 3,464 6 380 若干量 炭化物大量。255･256層と類似することから一連の堆積と考えられる。

218 45 ②⑫ Ⅳ２ 7,835 3 2 610 
有孔石製品３点（翡翠２点、流紋岩１点）や漆液容器２点な
ど多様な遺物が出土。崖下に位置する層であることから、
斜面に廃棄された遺物の二次堆積層である可能性がある。

219 46 ② Ⅳ２ 1,380 1 1 150 

LT35グリッド付近に堆積。堆積要因不明。220･222･223層
は比較的広範囲に及ぶ堆積。

220 47 ②⑪⑫ Ⅳ２ 7,476 2 4 2 1,170 
221 48 ② Ⅳ２
222 49 ②⑪ Ⅳ２ 328 1
223 50 ②⑪⑫ Ⅳ２ 176 
224 230 ④ Ⅳ２ 小規模な堆積単位。遺物は極めて少ない。225層は炭ラミ

ナを含む。225 311-① ④ Ⅳ２ 25 
226 313-① ④⑭ Ⅳ２ 4,810 2 地山土含む。遺物量は多くはないが、復元可能な土器が５

点出土。227 233 ④⑭ Ⅳ２ 3,586 7 820 
228 1406 ⑮ Ⅳ２ 887 1

小規模な廃棄単位。遺物少量。旧地表土由来層。229･230
層は焼土･炭化物多い。

229 1421 ⑮ Ⅳ２ 217 
230 1423 ⑮ Ⅳ２ 109 
231 1422 ⑮ Ⅳ２

232 1407･1424 ⑮ Ⅳ２ 4,328 2 110 層厚約35㎝の大規模な堆積単位。焼土多量。層の規模に対
して遺物量は多くない。229層との境に炭化物ラミナ。

233 356 ⑮ Ⅳ２ 172 1 1 100 

小～中規模の堆積単位。詳細不明。遺物少量。

234 357 ⑮ Ⅳ２ 1,698 1 60 
235 353 ⑮ Ⅳ２ 65 
236 358 ⑮ Ⅳ２ 1,138 20 
237 359 ⑮ Ⅳ２
238 360 ⑮ Ⅳ２
239 361 ⑮ Ⅳ２
240 383 ⑮ Ⅳ２ 1,544 2 60 

241 311-②･362 ⑤⑮ Ⅳ２ 2,642 2 3 1 430 層厚約35㎝の比較的大規模な堆積単位。旧地表由来土。焼
土・炭化物若干含む。

242 367 ⑮ Ⅳ２ 180 20 
小～中規模の堆積単位。詳細不明。

243 368 ⑮ Ⅳ２ 910 1
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244 364 ⑮ Ⅳ２ 4,847 570 北側に広がる中規模の堆積層。詳細不明。245 366･374 ⑤⑮ Ⅳ２ 2,510 2 350 
246 387 ⑮ Ⅳ２ 777 340 詳細不明。遺物少量。
247 325･370･388 ⑤⑮ Ⅳ２ 458 1 270 自然堆積。遺物少量。
248 384 ⑮ Ⅳ２ 520 詳細不明。遺物少量。
249 327 ⑤ Ⅳ２ 小規模な堆積単位。遺物なし。250 326 ⑤⑮ Ⅳ２ 170 
251 369 ⑮ Ⅳ２ 73 詳細不明。遺物少量。
252 328 ⑤⑮ Ⅳ２ 777 自然堆積。遺物なし。
253 371 ⑮ Ⅳ２ 526 詳細不明。遺物少量。
254 351･372 ⑮ Ⅳ２ 548 70 地山土由来の土砂廃棄層。遺物少量。
255 616 ⑥⑮ Ⅳ２ 1,324 1 1 690 炭化物多量。遺物は少ない

256 365･373･617 ⑥⑮ Ⅳ２ 6,030 3 5 430 LT･MA39･40に広がる比較的大規模な堆積単位。炭化物多
量。土製品３点出土。

257 772 ⑮ Ⅳ２ 詳細不明。遺物少量。
258 352 ⑮ Ⅳ２ 1,398 1 270 地山土由来の小規模な堆積単位。

259 377･618 ⑥⑮ Ⅳ２ 15,796 4 43 2 7,030 LT･MA39･40に広がる比較的大規模な堆積単位。遺物・炭
化物多量。石皿８点・礫石器19点出土。

260 378 ⑮ Ⅳ２ 1,183 8 240 詳細不明。
261 619 ⑥ Ⅳ２ 8,771 2 8 1,590 土質が類似し、混入物もほぼ同じであることから、一連の

堆積層か。遺物は比較的多い。262層は炭ラミナ含む。262 379･620･819･820･823 ⑥⑮ Ⅳ２ 6,601 2 7 760 

263 621･641 ⑥⑮ Ⅳ２ 5,013 1 10 小規模な堆積層。

264 622 ⑥ Ⅳ２ 1,184 3 80 1.2 焼土多い。小規模な堆積単位。265層との層界に土器堆積面あり。

265 381･623 ⑥⑮ Ⅳ２ 5,498 1 3 860 比較的大規模な堆積単位。炭化物多い。規模に比較して遺
物少ない。

266 624 ⑥ Ⅳ２ 炭化物多い。遺物少量。土質が類似することから265層と
一連の堆積か。267 625 ⑥ Ⅳ２ 65 1

268 626 ⑥ Ⅳ２ 99 90 
地山土と炭化物多量。土質が類似することから一連の堆積
と考えられる。遺物少量。

269 627 ⑥ Ⅳ２
270 629 ⑥ Ⅳ２ 620 
271 630 ⑥ Ⅳ２
272 631 ⑥ Ⅳ２ 71 

極めて小規模な堆積単位。遺物少量。

273 628 ⑥ Ⅳ２ 627 
274 632 ⑥ Ⅳ２
275 633 ⑥ Ⅳ２ 57 
276 634 ⑥ Ⅳ２
277 635 ⑥ Ⅳ２
278 636 ⑥ Ⅳ２ 60 地山土多い。遺物少量。地山漸移層か。279 376･637 ⑥ Ⅳ２ 844 60 
280 385 ⑮ Ⅳ２ 2,465 110 詳細不明。

281 179･905 ③⑭⑮ Ⅳ２ 4,015 1 6 540 
遺物は比較的少量。焼土・地山土が若干量混入するが、比
較的均質な黒色土。最大厚は20㎝程度でLT･MA36･37グリ
ッド付近に広がる。旧地表土由来の堆積層。

282 180･324･577 ③⑭⑮ Ⅳ２ 17,908 3 20 3 2,360 6.7 遺物多量。石皿や敲磨器類多い。層の最大厚は25㎝程度で、LT37グリッド付近に広がる。
283 181･389･571 ③⑭⑮ Ⅳ２ 2,053 180 地山土多いが、遺物少量。土砂廃棄層。
284 382 ⑮ Ⅳ２ 詳細不明。285 380 ⑮ Ⅳ２ 82 

286 350･3500 ⑤⑭⑮ Ⅳ２ 84,738 17 42 5 12,640 
多種多様の遺物大量出土。崖下の低湿地部分にあたる。糸
玉や編組製品などの漆製品のほか、漆液容器も６点出土。
斜面に廃棄された遺物の二次堆積か。

287 390 ⑤⑮ Ⅳ２ 660 2 90 
遺物少量。詳細不明。地山漸移層か。288 573 ⑭ Ⅳ２

289 572 ⑭ Ⅳ２
290 711 ⑧ Ⅳ２ 1,022 1 4 600 290、291層は小規模な堆積単位。291 727 ⑧ Ⅳ２ 1

292 712･831 ⑧ Ⅳ２ 3,500 1 3 120 崖下に堆積することから、斜面に廃棄した遺物の二次堆積
か。

293 1311 ⑦ Ⅳ２ 405 1 140 

小規模な堆積単位。296、298層は地山由来土であること
から、遺構掘削土などの廃棄層か。

294 1310 ⑦ Ⅳ２
295 1313 ⑦ Ⅳ２ 1,083 2 150 
296 1312 ⑦ Ⅳ２ 159 
297 1314 ⑦ Ⅳ２ 607 2 200 
298 1315 ⑦ Ⅳ２ 309 1
299 1316 ⑦ Ⅳ２ 1,923 5 1 600 
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300

1341･1355･
1356･1357･
1359･1360･
1361･1362

⑦ Ⅳ２ 62,090 2 23 4 6,720 0.2 遺物多量。崖下に堆積することから、斜面に廃棄した遺物の二次堆積か。

301 1318 ⑦ Ⅳ２ 853 2 370 
293～299層に連続する小規模な堆積単位。遺物少量。

302 1317 ⑦ Ⅳ２ 103 40 

303 815･1319-② ⑦ Ⅳ２ 3,311 9 810 293～299層などと比較して、広い範囲に堆積。石鏃４点出
土。地山漸移層由来土。

304 818･1322 ⑦ Ⅳ２ 3,790 1 3 650 
小規模な堆積単位。遺物少量。305 1320 ⑦ Ⅳ２ 955 1 220 

306 1321 ⑦ Ⅳ２ 1,217 170 
307 714 ⑦⑧ Ⅳ２ 482 40 

小規模な堆積単位。炭化物混入。
308 713 ⑧ Ⅳ２
309 715 ⑧ Ⅳ２ 404 100 
310 728 ⑧ Ⅳ２ 174 20 

311 717･850･857 ⑦⑧ Ⅳ２ 2,170 1 1 680 断面で見る限りにおいては小規模な堆積単位だが、規模に
対して遺物多い。遺物廃棄の１回の単位か。

312 716 ⑧ Ⅳ２ 11 小規模な堆積単位。遺物少量。
313 1323 ⑦ Ⅳ２ 35 小規模な堆積単位。遺物少量。
314 1324-② ⑦ Ⅳ２ 1,861 1 3 270 断面で見る限りにおいては小規模な堆積単位だが、規模に

対して遺物は多い。遺物廃棄の１回の単位か。315 1326 ⑦ Ⅳ２ 3,348 50 
316 1327 ⑦ Ⅳ２ 1,230 1 1 130 中規模の廃棄単位。遺物少量。
317 1325 ⑦ Ⅳ２ 192 3 小規模な堆積単位。遺物少量。
318 718･866 ⑦⑧ Ⅳ２ 3,307 7 2,420 最大厚35㎝の比較的大規模な堆積単位。
319 1328 ⑦ Ⅳ２ 408 70 

中規模の廃棄単位である。遺物少量。320 1329 ⑦ Ⅳ２ 869 630 
321 1330 ⑦ Ⅳ２ 48 

322 719･821･822･825･854 ⑦⑧ Ⅳ２ 7,511 3 4 2,770 0.5 大規模な堆積単位。炭化物多量。

323
720･826･
827･828･
829･832･873

⑦⑧ Ⅳ２ 5,157 1 530 大規模な堆積単位。焼土塊多量。

324 721･830 ⑧ Ⅳ２ 9,685 3 7 1 2,680 
大規模な堆積単位。焼土・炭化物混入。復元可能な土器が
まとまって出土。土砂廃棄を伴う遺物大量廃棄層。上下層
層界に炭ラミナ。

325 722 ⑧ Ⅳ２ 103 40 
遺物少量。廃棄行為が始まる以前の堆積。326 1331 ⑦ Ⅳ２ 210 310 

327 1332 ⑦ Ⅳ２ 64 
328 1240 ⑨ Ⅳ２ ２層直下の小規模な廃棄単位。遺物なし。

329 1241 ⑨ Ⅳ２ 951 1 130 ２層直下の大規模な廃棄単位。最大厚は40㎝程度である。
規模に対して遺物少量。

330 1222 ⑨ Ⅳ２ 1,160 1 140 
土層の注記が全て同じであるため、一連の堆積層か。旧地
表土由来層。331 1223 ⑨ Ⅳ２ 199 120 

332 1221 ⑨ Ⅳ２ 840 220 
333 1243 ⑰ Ⅳ２ ２層直下の小規模な廃棄単位。遺物なし。
334 1220 ⑨⑰ Ⅳ２ 427 1 1 50 

旧地表土由来の土砂廃棄層。334層は地山土の混入が顕著。
335･336層は１回の廃棄単位か。338層は焼土塊である。
339層は炭化物多量。いずれも遺物少量。

335 1224 ⑨ Ⅳ２ 1,967 1 160 
336 1225 ⑨ Ⅳ２ 134 
337 1219 ⑨⑰ Ⅳ２ 290 
338 1227 ⑰ Ⅳ２
339 1218･1228 ⑨⑰ Ⅳ２ 1,651 1 1 270 
340 1226 ⑨ Ⅳ２ 440 30 
341 1216 ⑨⑰ Ⅳ２ 2,697 1 180 赤みがかった堆積土である。土の由来不明。
342 1217 ⑨ Ⅳ２ 725 2 1 120 地山由来土。１回の廃棄単位か。遺物少量。

343 1215･1349 ⑨⑰ Ⅳ２ 40,619 3 18 6,340 遺物大量。石皿３点出土。焼土多く混入。遺物多量廃棄
層。

344 1212 ⑨ Ⅳ２ 3,865 
小規模な廃棄単位。344層は炭化物多量。345層は焼土塊。
346･347層は地山由来土。

345 1214 ⑨ Ⅳ２ 1,550 2 90 
346 1229 ⑰ Ⅳ２
347 1230 ⑰ Ⅳ２
348 1237 ⑨ Ⅳ２ ２層直下の堆積層である。詳細不明。
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349 1202 ⑨ Ⅳ２ 80 

旧地表土由来の土砂廃棄層か。遺物少量。土層の様相が類
似することから、一連の堆積層と推定する。

350 1203 ⑨ Ⅳ２ 669 1 10 
351 1201 ⑨ Ⅳ２ 748 1 270 
352 1205 ⑨ Ⅳ２ 1
353 1204 ⑨ Ⅳ２
354 1239 ⑨ Ⅳ２ 2,134 10 地山土・炭化物・焼土が多量に混入。
355 1209 ⑨ Ⅳ２ 710 大規模な堆積単位。旧地表土由来の堆積層。
356 1210 ⑨ Ⅳ２ 450 1 560 小規模な廃棄単位。炭化物塊あり。

357
1211･1350･
1351･1352･
1353･1354

⑨⑰ Ⅳ２ 5,053 2 10 1,210 炭化物を多量に含む堆積層。中規模であるが、礫石器がま
とまって出土。

358 1207･1336･1337 ⑨ Ⅳ２ 5,921 1 2 1,370 大規模な堆積層。旧地表土由来の堆積層。

359 1208 ⑨ Ⅳ２ 1,120 380 大規模な堆積層である。詳細不明。

360 1206･1358 ⑨ Ⅳ２ 6,033 3 3 660 
MA42付近は地山漸移層か。LS、LT付近は遺物が出土し
ているため堆積層と考えられる。崖下に位置することから
斜面に廃棄された遺物の二次堆積か。

361 1238 ⑨ Ⅳ２
地山漸移層か。362 1231 ⑰ Ⅳ２

363 1232 ⑰ Ⅳ２
364 1235 ⑰ Ⅳ２

地山漸移層か。
365 1236 ⑰ Ⅳ２
366 1234根 ⑰ Ⅳ２
367 1244 ⑰ Ⅳ２
368 1233 ⑰ Ⅳ２ 地山漸移層か。

369 1242 ⑰ Ⅳ２ 1,590 120 

地山漸移層と推定される361～368層の下位に位置する。遺
物が一定量出土していることから、斜面部分は地山漸移
層、崖下部分は斜面に廃棄された遺物の二次堆積である可
能性が考えられる。

370 914 ③ Ⅳ２ 206 60 

小規模な堆積単位。詳細不明。

371 915 ③ Ⅳ２ 82 1
372 912 ③ Ⅳ２
373 911 ③ Ⅳ２
374 906 ③ Ⅳ２ 838 
375 909 ③ Ⅳ２ 483 1 60 
376 919 ③ Ⅳ２ 170 

小規模な堆積単位。詳細不明。

377 916 ③ Ⅳ２ 166 90 
378 920 ③ Ⅳ２ 172 1
379 922 ③ Ⅳ２ 88 1
380 917 ③ Ⅳ２
381 918 ③ Ⅳ２
382 921 ③ Ⅳ２ 30 
383 924 ③ Ⅳ２ 153 
384 923 ③ Ⅳ２
385 907 ③ Ⅳ２
386 908 ③ Ⅳ２ 36 
387 723 ⑧ Ⅳ２ 小規模な堆積単位。

388

859･872･
880･881･
882･883･
884･885･
1338･1339･
1340

⑦ Ⅳ２ 2,698 2 4 450 遺物は一定量出土しているが、Ⅱ･Ⅲ期の遺物多い。焼土
の混入が顕著。

389 1333 ⑦ Ⅳ２ 125 崖下に堆積する層。詳細不明。
390 871 ⑦ Ⅳ２ 2,237 450 地山由来土。
391 887 ⑦ 78 

前期から、後期の人為的大量廃棄が始まる以前の堆積。土
質が均質で長期にわたる堆積であることから、基質は自然
堆積と推定。

392 870･879 ⑦ 1,088 210 
393 724 ⑦⑧ 4,062 1 2 10 
394 725 ⑧ 911 1 210 
395 869･878･886 ⑦ 792 2 330 
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第７表　ST101捨て場層位一覧８
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から、１段階と同様に大規模な焼失があった可能性が指摘できる。また、焼土が少量混入する層が多

いことから、前時期までに形成された焼土や焼土を含む堆積が、周囲に一定量存在していたものと推

定される。LT32～34･39グリッド、LT35～38グリッドの西半部は当該期に埋積したものと考えられ

る。５段階は前段階に比べ、堆積範囲や遺物の出土量が減少傾向であるものの、埋積行為は続けられ、

LS31～34、LT35～38グリッドの東半部は当該期に埋積するものと考えられる。６段階には整地に伴

う大規模な造成が行われ、LS35～36付近が埋積する。遺物は多量に出土するが、時期幅があること

から、由来土に含まれていた遺物の二次堆積と考えられる。

総体的にみると、本捨て場はST311と接する北側から段丘崖肩部にかけて徐々に埋積し、時期が下

るにつれて、より南西方向へ埋積が進んだ様相が復元できる。

なお、捨て場内の祭祀行為については、土製品や石製品の集中出土や配石遺構の構築、焼土の形成

など、明らかな痕跡は検出されていない。しかし、調査整理段階の人的要因により、その痕跡を捉え

きれなかった可能性も否定できないことから、本捨て場内での祭祀行為の有無は特定できない。

（３）ST202捨て場（遺構第298･463･464図、遺物第465～478図、図版174）

《確認状況･位置範囲》本捨て場は高位面南側斜面に位置する。平成７年度の確認調査では検出されて

いない。湧水のため、十分な掘削･観察ができなかったものと推察される。調査以前は、本捨て場の

西側（LRライン付近）から連続して、高位面より一段低い平坦面が形成されていた。

平成14年度調査時に表土を除去し、地山を表出したところ、MC～MO24～26付近では地山が検出

できなかったことから、下部の状況を確認するためにMK25～27、MM25～27付近に試掘坑を掘削し

た。その結果、当該区域で埋没谷を確認し、調査以前に形成されていた平坦面は、一部谷を埋め立て

て形成されていたことが明らかとなった。谷の掘削を進めたところ多量の遺物が出土したことから捨

て場と認定し、ST202捨て場と呼称することとした。捨て場の範囲は、谷状に地形が落ち込む部分

（第298図）である。

《規模》本捨て場は台地南辺部のU字状に浸食された２か所の谷を埋積して形成される。西側の谷は

谷頭側で幅約８m、谷尻側で幅約25m、比高は最大約３mである。東側の谷は谷頭側で約８m、谷尻

側で約30m、比高は最大約2.5m、斜度は20°～25°である。上位１mは後世の盛土であることから、そ

れを除いた土量は合わせて270m３程度と推測される。谷の斜面から底面には自然堆積土が認められな

いことから、堆積が始まる直前まで谷の開析は進行していたものと判断できる。

《調査の方法》平成14年度に調査を行った。上位に堆積した盛土を全面的に除去し、その後下部確認

のための試掘坑を２本掘削した。

《層位整理》作成された２本の断面は、それぞれに１から土層番号が付されていたが、整理段階で同

一層は共通層名とし、堆積順に層番号を振り替えた。

《遺物出土量･遺物出土層整理》本捨て場からは土器･土製品が約80,000点約850㎏、石器･石製品が約

1,000点約30㎏が出土した。

遺物は基本的に出土地点の層位を記録して取り上げている。しかし作成された土層断面図２本はそ

れぞれに１から層番号が付されており、なおかつ本捨て場東半部は土層断面が作成されていない。こ

れらのことから、遺物に付された層名は、同じ名称でも出土グリッドにより層が異なる可能性が考え
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られる。しかし遺物に記録された層名がどの断面に対応するかの記録が残存しないことから、遺物の

出土層の帰属は次の通りとした。土層断面MMラインは９層に分層されており、MKラインは６層に

分層されている。つまり７～９層はMMラインのみに存在する層である。７～９層出土と記録された

遺物は、ML･MM25～28グリッドのみに存在することから、MMラインに接する東西のグリッド

（ML･MM25～28グリッド）がMMライン断面に対応させて取り上げたものと判断した。MKライン断

面も同様の基準で遺物の取り上げを行ったと推定し、MKライン断面の東西に位置するMJ･MK25～

28グリッド出土遺物はMKライン断面に対応させることとした。それ以外のグリッドはどの断面に対

応するか、あるいは対応する断面図が作成されていないのか定かではないため、断面に対応できない

ものとして、一括して扱った。層名は必ずしも堆積の上下を表すものとは限らないものの、何らかの

まとまりを示すものとして、そのまま使用することとした。なお、断面に対応する層名はアラビア数

字、断面に対応しない層名はローマ数字を用いた。

《堆積様相･所見》土層断面図は２本とも、上位に堆積していた後世の盛土を除去した後に作成したも

のであるため、上端は地表面ではない。

最上層である１層は地山土を多く含む暗褐色土である。17世紀前葉の陶磁器が混入することから、

17世紀前葉以降の人為堆積と判断する。上面にはSN103～SN106、SK281が構築されていることから、

これらの遺構を構築するための造成土である可能性も考えられる。２～３層は１層に混入する土塊で

あり、MMラインにのみ確認できる。混入物が多いことから短期間の人為堆積と判断できる。当該層

には中世末から近世初頭の遺物が一定量混入することから、中世末から近世初頭の堆積と推定する。

４層は比較的混入物の少ない均質な黒褐色土である。堆積要因は定かではない。５～７･９層は地山

由来土である。部分的に炭化物を多く含む。人為堆積である。８層は塊状に地山土が含まれることか

ら人為堆積と考えられる。10層はMMライン斜面部地山直上に堆積する黒褐色土である。堆積要因は

不明であるが、斜面に堆積することから、表土の流入土である可能性も考えられる。

遺物は縄文前期から後期の縄文土器･石器、弥生土器、陶磁器などが出土した。出土層位が断面図

に対比させられるMJ～MM25～28グリッドでは、Ⅳ７群の土器がまとまって出土するほか、Ⅳ２～

６群土器も相当量出土する。この傾向は、最上層１層から最下層８～10層を通じて同じである。

最下層である８～10層からは16世紀末～17世紀初頭の陶磁器が出土する。このことから少なくとも

土層断面図を作成したMK～MMライン付近は、16世紀末～17世紀初頭の堆積と考えられる。ただし、

堆積土中には他の捨て場と遜色ない量の遺物が含まれることから、当該域の埋積土は捨て場由来と推

定されるものの、ST01やST101などの他の捨て場には土取りの痕跡は認められない。また、他の捨て

場が台地縁辺の斜面に形成されることを勘案すれば、当該域である高位面南側斜面にも捨て場が形成

されていた可能性が高い。これらのことから、当該域付近には本来捨て場が形成されており、16世紀

末～17世紀初頭頃に造成による撹乱を受けたものと推定する。

出土遺物の時期から、当該域に形成されていた捨て場はⅣ２期（後期前葉）からⅣ７期（後期後葉）ま

で継続的に利用されていたものと考えられる。
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（４）ST311捨て場（遺構第298･479･480図、遺物第481～495図、図版175･176）

《確認状況･位置範囲》本捨て場は高位面の北東側段丘崖に位置する。低位面と高位面を繋ぐ尾根が高

位面に接続する部分であり、尾根の南辺沿いに形成された段丘崖は、ここで北東－南西方向から北－

南方向へ屈曲する。この屈曲部分には小規模な谷が開析されており、その谷を中心に本捨て場は形成

される。平成７年度の確認調査で発見され、「生活用具廃棄場所」と認定された。

調査前には小規模な谷は埋積しており、段丘崖は尾根から高位面にかけて緩やかに湾曲した状況で

あった。

捨て場の範囲は第298図の通りである。調査時には明確に範囲を確定させていなかったことから、

整理段階で、旧地形と遺物の出土量を勘案して範囲を確定した。本捨て場はST101と接しており、一

連の捨て場という見方も可能である。しかしながら、ここでは特に旧地形である小規模な谷状地形を

重視し、この範囲をST311と認定した。

《規模》本捨て場は、高位面北東辺部に解析された小規模な谷を中心に形成され、遺物の分布は谷よ

り北側の段丘崖に及ぶ。谷は西端の谷頭側で幅約４m、谷尻側で幅約18m、谷頭から谷尻までの長さ

は約12m、谷頭上面と谷尻底面との比高は約３m、斜度は約15°である。堆積層厚は最大で1.2m程度で

あり、捨て場内の遺物を含めた土量は120m３前後と推定される。

《調査の方法》平成14年度に調査を行った。表土を手掘りで0.3m程度掘削した後、LQ47杭～LT47杭

に沿って土層断面を設定し、分層、図面作成を行った。掘削･遺物取り上げにあたっては、断面の層

を捨て場全体に対応させて作業を進めた。完形に近い状態の土器や特徴的な遺物などは随時番号を付

し、トータルステーションで出土地点を記録し、写真撮影をした。

《層位整理》現場で作成された土層断面は15層に分層されていたが、地山漸移層や同一層位にも、い

くつかの異なる番号が付されていたため、土層注記や写真から同一層位と思われる層を統合し、７層と

した。なお遺物が多数出土した１～４層は調査時の層位をそのまま用いている。層の統合を行ったの

は、捨て場の堆積が始まる以前の層についてのみである。

《遺物出土量･遺物出土層整理》本捨て場からは土器･土製品が約42,000点約530㎏、石器･石製品が約

600点約80㎏が出土した。前述の通り、整理した層に合わせて出土層位を振り替え、整理作業を進め

た。

《堆積状況》大きく７層からなる。１～４層からは多量の遺物が出土することから、捨て場形成に関

わる堆積と判断する。５～７層はそれ以前の堆積である。

６層は旧地表と考えられる黒色土である。その下の７層は地山漸移層である。出土土器量は６層で

約400点約５㎏、石器は狩猟具や加工具が11点出土したのみである。復元できる土器もなく、土製品

や石製品は出土していない。出土土器はⅢ群とⅣ２群である。これらのことから６層はⅢ期（中期）～

Ⅳ２期（後期前葉）にかけての堆積であり、一過性の廃棄行為はあったものの、継続的な廃棄行為に至

っていない段階もしくは継続的な廃棄行為の初期段階の堆積と考えられる。

５層は地山土を多く含む層である。斜面肩部に比較的厚く堆積し、下方に向かって断続的に堆積が

認められる。層厚は最大で0.3m程度である。遺物はⅢ群の土器片が１点出土したのみである。地山土

が多く含まれることから、造成が行われた可能性も否定できないが、締まりの弱い部分があること、

堆積範囲が狭いことなどから、その可能性は極めて低いと考えられる。遺構掘削時などに生じた不要
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な地山土を廃棄した人為堆積層と推定する。

１～４層は捨て場形成に関わる堆積と判断する。各層とも層厚は0.3m程度で、捨て場内全体に広が

る。出土土器の時期は各層ともに９割以上がⅣ２期（後期前葉）であることから、該期を主体とする堆

積と判断できる。斜面堆積のため、高位面表土由来の流入土が一定量含まれると推定されるものの、

いずれの層も炭化物と地山由来土を含むことから、自然堆積土と人為堆積土が渾然一体となった堆積

層と考えられる。

４層は炭化物を多量に含む黒褐色土である。土器片が約3,000点約42㎏、石器は約40点出土し、下

位層である５～７層と比較して、顕著な増加が見られる。ただし土製品は５点、石製品は１点のみの

出土であり、３層以降と比べて少ない傾向にある。なお、土製品は５点のうち３点が鐸形土製品であ

り、土偶及び環状土製品がそれぞれ１点出土している。

３層は黒褐色土であり、径約0.5m、厚さ0.05m程度の炭化物の廃棄単位を含む。遺物出土量は４層

と比べてさらに増加し、土器片が約12,000点約160㎏、石器は137点である。土製品は16点出土し、そ

のうち９点が鐸形土製品とまとまった出土傾向を示す。石製品は５点出土しており、その中には石棒

や石刀も含まれる。

２層は黒褐色土であり、３･４層と比較して炭化物の混入が若干少ない。土器片は約9,000点約

110㎏、石器は約150点出土した。土製品は22点出土しており、１～４層のうちでは最も多い。環状土

製品が10点と最も多く、３･４層で多かった鐸形土製品は全く出土していない。石製品は３点のみで

ある。

１層はにぶい黄褐色土であり、地山由来土と推定される。本捨て場では唯一焼土の混入が見られる。

最上層に地山由来土が堆積する状況はST01と共通するが、ST01のように意図的に盛土したものか否

かは定かではない。土器片は約17,000点約190㎏、石器は約200点出土した。土製品は２層と同じく環

状土製品が最も多く、鐸形土製品は１点のみである。土偶は５点出土しており、他の層と比較して最

も多い。その他土製品として、耳栓や円盤状土製品などが少量出土した。石製品は11点出土しており、

石棒と石刀が各１点ずつ含まれる。

《所見》本捨て場は出土遺物の時期がほぼⅣ２期（後期前葉）に限定されることから、この時期に集中

して廃棄が行われ、谷はほぼ埋積したものと推定される。そしてST101でも述べた通り、Ⅳ３期（後

期中葉）になると隣接するST101に主体が移ったものと考えられる。なお本捨て場では、焼土の形成

も含め遺構は確認されていない。

（５）ST404捨て場（遺物第298･496～510図）

《確認状況･位置範囲》本捨て場は高位面の北側段丘崖に位置する。低位面と高位面を繋ぐ尾根に沿っ

て直線的に形成された段丘崖が高位面の北側でやや南側に湾曲し、谷状を呈する部分である。平成７年

度の確認調査では検出されておらず、調査範囲対象外となっていた。確認調査時の試掘坑が、比較的

遺物の少ない箇所に設定されたためと推測される。調査前は低位面から高位面まで概ね直線的に連続

する段丘崖であった。またMB･MCグリッドには台地下から高位面へと続く農道が造成されていた。

平成14年度調査時に高位面の表土を除去したところ、MI48グリッド付近で礫が直線的に並んで検

出され（SM800）、調査区外だった高位面北側斜面まで連続していたことから、調査範囲を広げて礫の
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範囲を確定した。その際、斜面から多くの遺物がまとまって出土し、遺構も確認されたたため、北側

斜面を全面的に調査対象とすることとした。調査段階では、ST01やST101など大量に遺物が出土する

捨て場と比較して遺物の量が少なかったことから、捨て場と認定していない。しかし、整理段階で遺

跡全域の出土量を勘案した結果、当該地区の遺物出土量が顕著に多かったことと、調査の結果確認さ

れた小規模な谷と遺物が多量に出土する箇所が合致したことから、他の捨て場と同様に谷を利用した

捨て場であったと判断し、整理段階でST404捨て場と認定した。捨て場の範囲は、谷を中心として遺

物が顕著に出土する範囲（第298図）とした。

《規模》本捨て場は台地北辺部のU字状に浸食された段丘崖を埋積して形成されたと推定される。U字

状に浸食された範囲は谷頭側で約17m、谷尻側で推定22m、比高は最大約５m、斜度は約20°である。

層厚が定かでないため土量は不明である。

《調査の方法》平成14年度に調査を行った。調査段階では捨て場と認定していないため、当該域の断

面図や平面図は作成していない。他の包含層と同様に表土をⅠ層、黒色土をⅡ層、地山漸移層をⅢ層

として、グリッドごとに掘削を行った。断面図を作成していないため、層厚は不明である。また遺物

の出土状況なども不明である。

《層位整理》断面図が作成されていないため、特になし。

《遺物出土量･遺物出土層整理》本捨て場からは、土器･土製品が約51,000点約730㎏、石器･石製品が

約700点約50㎏出土した。遺物に記載されている層位をそのまま使用した。

《堆積状況･所見》堆積状況が不明なため、ここでは出土遺物から堆積状況を推定する。

本捨て場から出土する遺物のうち最も古いものは、Ⅱ期（前期中葉）である。復元できる個体が極め

て少なく、積極的な廃棄行為の痕跡は認められない。

Ⅲ期（中期）の遺物は、全域に一定量確認できる。この時期も復元可能な個体はなく、意図的な廃棄

か否かは定かではない。

Ⅳ２期（後期前葉）になると、多量の遺物が出土する。ST01やST311などと一連の、大規模な廃棄行

為が行われたものと推定する。この時期の遺物はMHライン以東で多く出土し、捨て場中央付近MG51

グリッドで最も多い。対してMG48･49、MH50～53以西では極めて少ない。この区域にはⅣ２期（後

期前葉）以降の遺構（SM800、SK985など）がまとまって構築されることから、これらの遺構構築時に

Ⅳ２期の堆積土がある程度除去された可能性も考えられる。

Ⅳ４期（後期中葉）では出土量は半分以下に減ずるが、出土の分布は前段階と同じく捨て場中央付近

で顕著である。Ⅳ５期（後期中葉）にはさらに遺物量は減り、分布が徐々に西側（MFライン以西）へ移

る。

Ⅳ６期（後期後葉）になると遺物量は若干増加し、分布は西側が中心となる。西側には当該期の遺構

であるSM800が位置することから、SM800の周囲が比較的活発に利用されたものと推定される。

Ⅳ７期（後期後葉）には遺物出土量が減ることから、散発的に廃棄が行われたものと推定される。
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１　弥生時代以降
（１）竪穴状遺構

SKI111竪穴状遺構（遺構第285図、遺物第296図、図版177）

《位置･確認状況》MD･ME29･30グリッドに位置する。地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は3.12m×2.80mの方形である。西壁には長さ1.12m、幅0.80mの張出部が付く。

入口の可能性が考えられる。建物方向はN－87 －゚Eである。深さは確認面から0.40mである。壁はほ

ぼ垂直に立ち上がる。底面は平坦で硬く締まる。張出部の床面は外側に向かい傾斜する。

《埋土》６層に分けた。いずれも塊状の地山土を多量に包含しており、一括の人為堆積と考えられる。

張出部には径44㎝の円礫と24㎝×20㎝の扁平な礫を置く。

《柱穴》９基検出した。P１～P７が主柱穴であり、P８･P９は張出部に伴う柱穴である。主柱穴の平

面形は0.28～0.36mの隅丸方形～円形で、深さは床面から0.20～0.48mである。P４とP５は重複するこ

とから、柱の建て替えの可能性がある。張出部に伴う柱穴の平面形は0.40m×0.16mの長楕円形で

ある。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土した。いずれも埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》遺構北西側と南西側から採取した炭化物の年代測定結果は、650±30BPと1,020±30BPで

時期差があるが、遺構の形態から時期は650±30BPの中世と推定する。

（２）掘立柱建物跡

SB1009掘立柱建物跡（遺構第286図）

《位置･確認状況》MF･MG･MH30･31グリッドに位置する。地山面で確認した。

《規模･形態》桁行２間×梁行２間の総柱建物である。柱穴は９基である。P１－P３間の芯々距離

7.35m、P７－P９間6.98m、P１－P７間4.11m、P３－P９間4.04m、主軸方向はN－80 －゚Eである。柱

穴の平面形は、長軸0.28～0.50m、短軸0.28～0.42mの楕円形や方形で、深さは確認面から0.20～0.44m

である。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土した。いずれも埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》規模や形態から、中世以降と考えられる。

SB1010掘立柱建物跡（遺構第286図）

《位置･確認状況》MI･MJ30･31グリッドに位置する。地山面で確認した。

《規模･形態》桁行３間×梁行２間の側柱の建物跡である。柱穴は10基である。P１－P４間の芯々距

離5.81m、P６－P９間5.71m、P１－P９間3.67m、P４－P６間3.52m、主軸方向はN－87 －゚Eである。

柱穴の平面形は、長軸0.24～0.32m、短軸0.20～0.24mの楕円形や方形で、深さは確認面から0.12～

0.44mである。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土した。いずれも埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》規模や形態から、中世以降と考えられる。

第４節　その他の時代の遺構と遺構内出土遺物
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SB1011掘立柱建物跡（遺構第287図）

《位置･確認状況》MI28･29、MJ28～30グリッドに位置する。地山面で確認した。

《規模･形態》桁行２間×梁行１間の側柱の建物跡であり、北側に１間の庇が付設する。柱穴は８基で

ある。P１－P４間の芯々距離6.20m、P５－P８間5.76m、P１－P８間2.52m、P４－P５間2.77m、主軸方

向はN－10 －゚Ｗである。柱穴の平面形は、長軸0.28～0.38m、短軸0.20～0.28mの楕円形や方形で、深

さは確認面から0.22～0.24mである。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土した。いずれも埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》規模や形態から、中世以降と考えられる。

SB1012掘立柱建物跡（遺構第287図、遺物第296図）

《位置･確認状況》ML32～34、MM32･33グリッドに位置する。地山面で確認した。

《規模･形態》桁行３間×梁行２間の側柱の掘立柱建物跡であるが、P３に対応する柱は抜ける。柱穴

は９基である。P１－P４間の芯々距離6.86m、P６－P８間6.71m、P１－P８間3.60m、P４－P５間3.53m、

主軸方向はN－17 －゚Ｗである。柱穴の平面形は、長軸0.28～0.50m、短軸0.24～0.44mの楕円形や方形

で、深さは確認面から0.22～0.42mである。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土し、石匙１点を図示した。いずれも埋土に混入し

たものと考えられる。

《時期･所見》規模や形態から、中世以降と考えられる。

SB1013掘立柱建物跡（遺構第287図、遺物第296図）

《位置･確認状況》MG32･33、MH31･32グリッドに位置する。地山面で確認した。

《規模･形態》桁行２間×梁行２間の側柱の建物跡である。柱穴は８基である。P１－P３間の芯々距

離5.58m、P５－P７間5.74m、P１－P７間4.14m、P４－P５間4.03m、主軸方向はN－84 －゚Eである。

柱穴の平面形は、長軸0.24～0.42m、短軸0.20～0.36mの楕円形や方形で、深さは確認面から0.24～

0.44mである。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土した。いずれも埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》規模や形態から、中世以降と考えられる。

SB1014掘立柱建物跡（遺構第288図）

《位置･確認状況》MN30･31、MO･MP30～32、MQ31グリッドに位置する。地山面で確認した。

《規模･形態》桁行３間×梁行２間の総柱の建物跡であり、南側に１間の張出を持つ。柱穴は14基であ

る。P３－P６間の芯々距離7.15m、P11－P14間7.57m、P３－P11間4.64m、P６－P14間4.55m、主軸

方向はN－56 －゚Eである。柱穴の平面形は、長軸0.25～0.40m、短軸0.20～0.38mの楕円形や方形で、

深さは確認面から0.18～0.40mである。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土した。いずれも埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》規模や形態から、中世以降と考えられる。

SB1015掘立柱建物跡（遺構第289図）

《位置･確認状況》MP32･33、MQ32～34、MR32･33グリッドに位置する。地山面で確認した。

《規模･形態》桁行３間×梁行２間の総柱の掘立柱建物跡であり、西側に１間の張出を持つ。北側は中

柱を持たず、広い区間を呈する。柱穴は14基である。P１－P４間の芯々距離6.95m、P６－P12間
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7.00m、P１－P12間5.16m、P４－P６間5.19m、主軸方向はN－35 －゚Ｗである。柱穴の平面形は、長

軸0.32～0.44m、短軸0.24～0.32mの楕円形や方形で、深さは確認面から0.14～0.26mである。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土した。いずれも埋土に混入したものと考えられる。

《時期･所見》規模や形態から、中世以降と考えられる。

（３）柱列跡

SA1028柱列跡（遺構第289図）

《位置･確認状況》MK29･30、ML30～32、MM32･33グリッドに位置する。地山面で確認した。

《規模･形態》９基の柱穴からなる。柱穴の平面形は、長軸0.30～0.44m、短軸0.20～0.40mの楕円形や

隅丸方形で、深さは確認面から0.15～0.40mである。南東から北西に延び、全長19.70mである。柱穴

間の距離は1.45～4.65mである。

《出土遺物》なし。

《時期･所見》形態から中世以降と考えられる。軸方向からSB1014に関連する可能性が高い。

SA1171柱列跡（遺構第290図）

《位置･確認状況》LQ30･31･33･LR30～36･LS35～37グリッドに位置する。ST101の斜面下を精査中に、

立った状態の木材が南北に並ぶ状況を確認した。なお、各柱穴の番号は現場で付されたものをそのま

ま掲載したため、欠番が生じている。

《規模･形態》22基の柱穴からなる。全長24mで、柱穴の間隔は一定ではない。22基の柱穴のうち、12

基は木材が残存する。いずれも掘方が認められないことから、打ち込みにより設置されたと考えられ

る。木材は幅約25～約40㎝の円形断面で、基部は粗く加工され尖る。木材が残存しない柱穴の平面形

は約0.15～0.50m×0.15～0.24mの不整形である。木材を抜いたことにより、不整形となったものと推

定される。

《出土遺物》柱と思われる木材が12点出土した。

《時期･所見》pit15･27･31･32の放射性炭素年代測定の結果によると、補正年代で2,140±40～1,560±30

の値が得られており、弥生時代と推定される。ST101が形成された斜面下に不整列に木材が打ち込ま

れた状況であることから、土留め柵であった可能性が考えられる。

（４）土坑

SK266土坑（遺構第291図、遺物第296図）

《位置･確認状況》LQ･LR29グリッドに位置する。ST101捨て場の試掘坑の断面で確認した。

《規模･形態》残存部分から平面形は長軸2.74mの楕円形と推定され、主軸方向はN－90 －゚Ｗである。

深さは確認面から0.55mである。土坑底面に礫を円形に配している。西壁は中位で段を持ち、緩やか

に立ち上がる。東側は緩やかに開いて立ち上がる。底面は鍋底状である。

《埋土》３層に分けた。３層は炭化物層であり、２層は焼土層である。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》縄文土器破片や石器類が出土し、土器破片６点、石匙１点を図示した。埋土に混入した

ものと考えられる。

《時期･所見》検出位置から中世以降と考えられる。性格は不明である。
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SK281土坑（遺構第291図、遺物第296図）

《位置･確認状況》MM･MN25･26グリッドに位置する。ST202捨て場の試掘坑の断面で確認した。

《規模･形態》ST202捨て場の試掘坑に掘り込まれているため、東側は消失している。残存部分から平

面形は短軸0.94mの隅丸方形と考えられ、主軸方向はN－50 －゚Eである。深さは確認面から0.78mであ

る。壁はほぼ垂直に立ち上がる。底面は北から南側に低く傾斜している。

《埋土》５層に分けた。３･５層は粘土であり、１層は塊状地山土が多量に混入する。人為堆積と考え

られる。

《出土遺物》縄文土器破片や石器類が出土し、石器類３点を図示した。混入したものと推定する。

《時期･所見》隣接して構築されているSN103･104と同じく中世と考えられる。軸方向はSN104と同一

である。SN103･104の構築材として使用した粘土採掘坑の可能性も考えられる。

SK354土坑（遺構第291図、遺物第297図）

《位置･確認状況》MG28･29グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》平面形は2.36m×1.74mの不整な楕円形で、主軸方向はN－70 －゚Eである。深さは確認面

から0.47mである。西壁は急に、その他はやや緩やかに立ち上がる。底面は東側から西側に若干低く

傾斜しており、硬く締まる。

《埋土》５層に分けた。土坑上面に22㎝×18㎝～30㎝×28㎝の礫を配しており、いずれの層も地山土

を含む黒色土である。一括の人為堆積と考えられる。

《出土遺物》埋土から土器破片187点、土器総重量2,063g、剥片･チップ30点、石器類総重量202gが出

土し、土器破片14点、石器類２点を図示した。297-14は弥生時代に属する。297-15･16は縁辺部に微

調整を加える剥片である。

《時期･所見》出土遺物から、時期は弥生時代以降と考えられる。土坑内に礫を配して埋め戻している

ことから、土坑墓と考えられる。

（５）炉跡

SN103炉跡（遺構第292図、遺物第297図、図版178）

《位置･確認状況》ST202内、ML26グリッドに位置する。ST202精査中に礫と焼土の広がりを確認し

た。

《規模･形態》斜面に構築されており、平面形は2.04m×0.74mの長楕円形である。主軸方向はN－９ －゚Ｗ

で、深さは構築面から0.31mである。両長軸壁際の北側には15㎝×12㎝～50㎝×22㎝の扁平礫があわ

せて約５個、短軸を立てて据えられる。いずれも強く被熱する。壁はほぼ垂直に立ち上がるが、南側

の壁は検出されなかったことから、南側は開口していたと考えられる。底面は南側に低く傾斜してい

る。壁と底面には粘土が貼り付けられている。

《埋土》16層に分けた。遺構内には被熱した粘土層と焼土層が厚く堆積する。

《出土遺物》縄文土器破片や石器類が出土し、石器類２点を図示した。本遺構はST202内に位置する

ことから、ST202の遺物が混入したと考えられる。

《時期･所見》本遺構の構築面は17世紀前葉以降の堆積であることから、本遺構も同時期と推定される。

なお、炉から採取した炭化材の放射性炭素年代測定の補正年代は1,060±40BPと古代を示す。試料が
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混入したものと考えられる。近接するSN105と同様に、鉄鋳造などに関連する遺構と推測される。

SN104炉跡（遺構第293図、図版179）

《位置･確認状況》ST202内、MK25･26グリッドに位置する。ST202精査中に礫と焼土の広がりを確認

した。焼土の広がる面は、中世に造成されたと考えられる。

《規模･形態》斜面に構築されており、平面形は2.14m×0.68mの長楕円形である。主軸方向はN－25 －゚E

で、深さは構築面から0.33mである。両長軸壁際には16㎝×８㎝～50㎝×20㎝の扁平礫があわせて約

15個、短軸を立てて据えられる。いずれも強く被熱する。壁はほぼ垂直に立ち上がるが、南側の壁は

検出されなかったことから、南側は開口していたと考えられる。底面は南側に低く傾斜している。壁

と底面には粘土が貼り付けられている。

《埋土》47層に分けた。遺構内には被熱を受けた粘土層と焼土層が厚く堆積する。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土した。本遺構はST202内に位置することから、

ST202の遺物が埋土に混入したと考えられる。

《時期･所見》本遺構の構築面は17世紀前葉以降の堆積であることから、本遺構も同時期と推定される。

なお、炉から採取した炭化材の放射性炭素年代測定の補正年代は760±30BPを示す。試料が混入した

ものと考えられる。近接するSN105と同様に、鉄鋳造などに関連する遺構と推測される。

SN105炉跡（遺構第292図、遺物第297図、図版178）

《位置･確認状況》ST202内、MK25･26グリッドに位置する。ST202精査中に焼土の広がりを確認した。

焼土の広がる面は、中世に造成されたと考えられる。

《規模･形態》平面形は1.40m×0.80mの楕円形で、主軸方向はN－80 －゚Eである。深さは構築面から

0.17mである。壁は開いて立ち上がる。底面は東から西に低く傾斜する。

《埋土》４層に分けた。１･３層は粘土ブロック層、２層は炭化物層、４層は焼土層であり厚い。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土し、土器破片１点を図示した。本遺構はST202内

に位置することから、ST202の遺物が埋土に混入したと考えられる。

《時期･所見》本遺構の構築面は17世紀前葉以降の堆積であることから、本遺構も同時期と推定される。

なお、土坑内から採取した炭化材の放射性炭素年代測定の補正年代は800±30BPである。試料が混入

したものと考えられる。斜面に楕円形の土坑を掘り込み、底面と側面に粘土を貼り付けているが礫は

配さない。近接して鉄が付着した坩堝破片が出土していることから、鉄鋳造に関連する遺構と推定さ

れる。

SN106炉跡（遺構第291図）

《位置･確認状況》ST202内、MJ25グリッドに位置する。ST202精査中に焼土の広がりを確認した。焼

土の広がる面は、中世に造成されたと考えられる。

《規模･形態》斜面に構築されており、平面形は0.80m×0.38mの楕円形である。主軸方向はN－５ －゚Eで、

深さは構築面から0.10mである。西壁際には、15㎝×８㎝の礫が配されている。南壁は緩やかに、北

壁はほぼ垂直に立ち上がる。南壁には粘土が貼り付けられる。底面は南側に低く傾斜しており、凹凸

がある。

《埋土》６層に分けた。遺構内には被熱した粘土層と焼土が見られる。最下層（６層）は炭化物を多量

に含む。
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《出土遺物》なし。

《時期･所見》本遺構の構築面は17世紀の堆積であることから、本遺構も同時期と推定される。規模は

若干小さいものの、形態はSN105と類似することから同種の遺構と推定する。

SN107炉跡（遺構第291図、遺物第297図、図版178）

《位置･確認状況》ST202内、MG25グリッドに位置する。ST202精査中に礫のまとまりを確認した。

プランがはっきりしなかったため、試掘坑を掘削し、断面観察により掘り込みを伴う炉と判断した。

《規模･形態》平面形は2.60m×1.34mの楕円形で、主軸方向はN－86 －゚Eである。深さは構築面から

0.38mである。遺構中央部と西側には礫が入っている。壁はやや開いて立ち上がる。底面は東側に低

く傾斜する。

《埋土》５層に分けた。底面に焼土層が認められる。

《出土遺物》埋土から縄文土器破片や石器類が出土し、土器破片８点、石器類２点を図示した。本遺

構はST202内に位置することから、ST202の遺物が埋土に混入したと考えられる。

《時期･所見》本遺構の構築面は17世紀の堆積であることから、本遺構も同時期と推定される。遺構中

央部の礫は廃絶後に入れられたもので、西側の礫は壁際の礫が崩れ落ちた可能性が高い。ほかのSN

と同様に生産に関する遺構の可能性が高い。

（６）柱穴様ピット

西側高位面で柱穴様ピットを2,211基検出した。周囲では縄文時代と中世の掘立柱建物跡が検出さ

れており、柱筋が復元できなかったものは時期は特定しがたい。しかしながら、中世の掘立柱建物は

35グリッドライン以南に位置することから、35グリッド以南に分布する柱穴様ピットの中に一定量中

世の柱穴様ピットが含まれている可能性が高いと考えられる。一覧表を第69表に掲載した。

２　時期不明
（１）溝跡

SD13溝跡（遺構第295図）

《位置･確認状況》MR39･40グリッドに位置する。精査中にST01堆積土上面で確認した。

《規模･形態》南北方向にやや弧状に延び、長さ4.80m、幅0.36～0.80m、深さは確認面から0.50mであ

る。

《出土遺物》土器破片58点、土器総重量475g、石器４点、剥片79点、石器類総重量2,117gが出土した。

《時期･所見》詳細な時期は不明である。

SD153溝跡（遺構第295図、遺物第268図、図版153）

《位置･確認状況》MN32･33、MO33･34グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》南東から北西に直線的に延び、検出した長さは7.80m、幅は0.20～0.32m、深さは確認面

から0.16mである。

《出土遺物》埋土から土器破片２点、土器総重量22gが出土し、１点を図示した。

《時期･所見》出土遺物から、Ⅳ５期（後期中葉）以降と考えられる。SB1014･1015と軸が同じであるこ

とから、中世の可能性が高いが詳細な時期は不明である。
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SD156溝跡（遺構第295図）

《位置･確認状況》KO52、KP･KQ･KR51･52グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》北東から南西にやや弧状に延び、長さ12m、幅0.20～0.30m、深さは確認面から0.14～

0.28mである。

《出土遺物･時期･所見》遺物が出土していないため、時期は不明である。

SD547溝跡（遺構第294図）

《位置･確認状況》MG32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》長さは2.20m、幅は0.80m、深さは確認面から0.32mで、東西方向に直線的に延びる。

《出土遺物･時期･所見》遺物が出土していないため、時期は不明である。

SD589溝跡（遺構第294図）

《位置･確認状況》MG･MH31グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》長さ3.60m、幅0.18m、深さは確認面から0.40mである。南東から北西に直線的に延びる。

《出土遺物･時期･所見》遺物が出土していないため、時期は不明である。

SD590溝跡（遺構第294図）

《位置･確認状況》MG31･32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》長さ3.80m、幅0.36m、深さは確認面から0.08mである。南西から北東に直線的に延びる。

《出土遺物･時期･所見》遺物が出土していないため、時期は不明である。

SD592溝跡（遺構第294図）

《位置･確認状況》MG･MH32グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》長さ5.76m、幅0.40m、深さは確認面から0.18mである。南東から北西に直線的に延びる。

《出土遺物･時期･所見》遺物が出土していないため、時期は不明である。

SD593溝跡（遺構第294図）

《位置･確認状況》MG31グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》長さ3.10m、幅0.52m、深さは確認面から0.06mである。南西から北東に直線的に延びる。

《出土遺物･時期･所見》遺物が出土していないため、時期は不明である。

SD812溝跡（遺構第295図）

《位置･確認状況》MH28･29、MI･MJ28グリッドに位置する。精査中に地山面で確認した。

《規模･形態》長さ6.80m、幅0.18m、深さは地山面から0.20mである。東西方向に直線的に延びる。

《出土遺物･時期･所見》遺物が出土していないため、時期は不明である。
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本遺跡では、縄文時代早期から後期の土器類･石器類･漆製品、弥生時代の土器･木材、中世から近世

の陶磁器類が出土した。遺物量は、遺構内から土器類約10,000点約250㎏、石器類（剥片含む）4,000点約

820㎏、５か所の捨て場から土器類約523,000点約7,190㎏、石器類（剥片含む）約110,000点約2,720㎏、遺

構外から土器類約79,000点約940㎏、石器類約22,700点約800㎏が出土した。遺跡全体の総量は土器類約

612,000点約8,380㎏、石器類約136,700点約4,340㎏である。漆製品はST101捨て場から10点程度出土した。

１　土器
（１）整理･掲載基準概要

《整理･掲載方法》遺構内出土土器は出土層位や帰属時期に関わらず可能な限り掲載することとした。

縮尺はすべて１/３である。捨て場出土土器は「第４章第３節５捨て場」に記載した通りである。遺

構外出土土器は、復元可能な土器のうち、捨て場出土土器に類例が少ないもののみを掲載したため、

掲載率は重量比で１％程度である。縮尺は１/４である。掲載した土器の分類･特徴などは、遺構内出

土土器は第14表、捨て場･遺構外出土土器は第19表に記載した。

《器種》本来器種名は「深鉢形土器」「注口付土器」などと呼称すべきであるが、紙面の制約上ここで

は「深鉢」「注口」などと省略する。

深鉢･鉢･皿は最大幅と器高の比率で分別した。最大幅に対する器高の比率が約0.9以上のものを深

鉢、0.3以下のものを皿とし、その間を鉢とした。0.3以上は漸移的に変化するため、浅鉢という器種

は設定していない。鉢と深鉢の境も漸移的であることから、0.9付近では器形に応じて深鉢と鉢を分

別した。

鉢と広口の壺の区別は内面調整に拠った。内面調整がミガキもしくはケズリの場合は鉢、ナデの場

合は壺とした。

注口と片口の区別は、注ぎ口部分の形状に拠った。注ぎ口部分が筒状を呈するものを注口、割竹状

のものを片口とした。

小型土器の認定は法量に拠った。深鉢･壺･鉢では法量の変化は漸移的であり、「小型」の区別は明

瞭ではないものの、明らかに実用ではない小さいものが存在する。これを区別するため、深鉢･壺は

器高、鉢では最大幅の法量変化を検討した。その結果、通常１～３㎜程度で漸移的に推移するが、法

量７㎝前後で５㎜の断絶が認められることから、これを積極的に評価し、深鉢と壺は器高、鉢では最

大幅が７㎝未満のものを小型土器とすることとした。なお、小型土器の検討に用いた土器は残存状態

のよい深鉢297点、鉢263点、壺120点である。

《実測図の表現方法》実測図は下記のルールに従っている。

・外形と断面は中心から左右90°の位置で作成した。欠損部分は近接する箇所を計測し、合成した。

合成箇所がわかるよう、残存部分と合成部分の境界で線を切っている。

・口縁部が波状となる場合や突起が付く場合で、断面の位置が最高部に当たらない場合は、正規の断

面図の上位に最高部の断面を付け足した。付け足した箇所がわかるよう、断面図と付け足し部分の

境界で線を切っている。

第５節　出土遺物
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・隆線や突起、刺突があるもので、それらが断面の位置にかからない場合は、断面に近接する箇所を

計測し、断面に合成した。合成箇所がわかるよう、断面図と合成部分の境界で線を切っている。

・口縁部の一部が欠損する場合、残存部から口縁形状が推定できる場合は、図上で復元記載している。

・欠損範囲は、文様がある部分のみ表現している。無文や縄文のみの部分については欠損箇所は表現

していない。

《土器観察表について》

法量値は、図面上で計測した値である。口縁部･底部が残存していないものは、口径･底径は「－」

とし、高さは残存高となるため、「（ ）」表記とした。時期･文様分類の表記は「Ⅳ１群で文様はb種」

の場合「Ⅳ1b」と略記した。器形分類は、分類を行った深鉢･鉢･壺･注口のみに記載している。なお、

台付や小型もこれらの器形分類に準じている。器形や文様の小分類がないものや、破損により小分類

がわからないものは時期分類のみを記入している。

内外面特徴は、複数の要素がある場合は上（口縁部）から順に記載した。縄文の「充填」「磨消」に

ついては、器面全面に施文したのちに部分的に縄文を磨り消すものを「磨消」、文様部分のみに施文

するものを「充填」とした。よって、文様部分のみに施文し、はみ出た部分を磨り消している例は

「充填」としている。

《未掲載土器について》捨て場と遺構外から出土した土器のうち、有文土器については、破片資料も

含めてすべて分類を行い重量と数量を計測した。各捨て場ごとの層･分類別出土量は第62～67表に掲

載した。また、第62～67表の根拠となる詳細なデータは第70～75表に添付した。本来ならば、粗製土

器など文様を持たない破片資料についても分類を行うべきとは考えるが、破片資料の分類は文様に依

る部分が大きく、文様がない破片資料については分類が困難な例が多いと判断したことから、これら

の分類は行っていない。

（２）分類

土器は、時期に応じて以下の通りに大きく分類した。

Ⅰ群　縄文時代早期の土器

Ⅱ群　縄文時代前期の土器

Ⅲ群　縄文時代中期の土器

Ⅳ群　縄文時代後期の土器

Ⅴ群　弥生時代の土器

Ⅳ群については、ST01捨て場において堆積層位が比較的良好な状態で保たれていることを確認し

たため（第４章第３節５参照）、ST01捨て場の層位を基準としⅣ１～８群を設定した。ただし、ST01

捨て場において類例の少ないものは、ほかの捨て場や遺構内出土土器を参考にした。

また、上記の分類に加え、器形･文様も分類した。器形分類はⅢ･Ⅳ群について行った。遺構内を含

む深鉢･鉢･壺･注口を対象とし、深鉢はⅢ群A～C類、Ⅳ群A～O類、鉢はⅣ群A～R類、壺はⅣ群A～

P類、注口はⅣ群A～K類に細分した。文様分類は、同じくⅢ･Ⅳ群について行った。Ⅲ群は器形分類

をもとに、Ⅲ群A類をａ～ｂ種に細分した。Ⅲ群B･C類については細分していない。Ⅳ群は時期細分

をもとに文様属性を抽出し、Ⅳ１群はａ･ｂ種、Ⅳ２群はａ～ｃ種、Ⅳ４群はａ～ｉ種、Ⅳ５群はａ～
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ｆ種、Ⅳ６群はａ～ｃ種、Ⅳ７群はａ～ｃ種に細分した。Ⅳ３群とⅣ８群は、遺物量が少なく文様の

多様性を捉えられなかったことから、細分は行っていない。

時期区分と土器分類の関係については第４章第２節３に記述した。また、第６章にも記述している。

主要な土器の集成図は第４分冊に掲載した。なお、時期分類が明確でないものは、観察表では「Ⅳ２？」

などと「？」を記載したが、集成図では便宜上「？」を削除している。

①　器形分類

深鉢はⅠ～Ⅳ群までの特徴を記載し、Ⅲ･Ⅳ群について細分を行った。鉢･壺･注口は主にⅣ群のみ

に存在する器種であるため、Ⅳ群のみ細分し、特徴を記載した。分類基準は以下の通りである。なお、

各分類の特徴はあくまで多数を占める特徴であり、その類に属すると判断した土器が、必ずしもすべ

ての特徴を満たすものではない。

深　鉢 （分類図第７図、集成図第580～599図、第８表）

Ⅰ群　底部が尖るもの。

Ⅱ群　最大幅に対して器高が大きく、筒状を呈するもの。

Ⅲ群　A～Cに細分した。

A類：胴部がやや膨らむ筒型のもの。口縁部は外側に開くもの（400-12など）と胴部から連続するもの

（337-3など）がある。口縁形態は折返口縁が多く、平縁と４単位の波状がある。波状は波頂部が

尖るもの（334-6など）と台形状を呈するもの（414-11など）がある。口唇部は厚く丸みを帯びる。

B類：胴部がやや膨らむ筒型で、口縁部が強く内湾するもの。口縁部は平縁が多数を占める。口唇

部は厚く丸みを帯びる。A類の特徴を併せもつもの（185-1）も認められる。

C類：複式炉の炉体土器として用いられたものとそれに類似するもの。残存状態が悪いため器形の

特徴は抽出困難である。

Ⅳ群

A類：底部から胴部下半はやや外反気味に立ち上がり、胴部上半は緩やかに膨らむ。頸部は緩やかに

括れ、口縁部は外反する。口縁端部が残存する例はない。底部

の立ち上がり部分が外側に張り出す例（194-3）が特徴的に認め

られる。土器埋設炉の炉体土器に使用される一群である。

B類：底部から口縁部にかけて内湾しながら開いて立ち上がる。最

大幅に対して器高が大きい。口縁形態は平縁と低い波状があ

る。口唇部はやや薄く丸みを帯びる。

C類：底部から胴部下半はやや内湾もしくは直線的で、胴部上半で

緩やかに膨らむ。頸部は括れ、口縁部はD類に比べて長く直

線的に開く。最大幅は胴部上半である。口縁形態は平縁か低

い波状で、口唇部はやや薄く丸みを帯びる。

D類：底部から胴部下半はやや内湾もしくは直線的で、胴部上半で

緩やかに膨らむ。頸部は括れる。口縁部は短く、垂直に立ち

上がるか、外反して開く。最大幅は胴部上半にあるものが主 　第６図  土器部位名称図  　　



－319（319）－

第５節　出土遺物

流である。口縁形態は平縁と、波頂部が緩やかな波状がある。精製は波状、粗製は平縁が多

い。波状は４～６単位のものが目立つ。口唇部はやや薄く丸みを帯びる。

E類：底部から胴部下半は直線的で、胴部上半でやや内湾し、頸部は屈曲する。口縁部はD類に比

べ長く、強く開くため口縁部が最大幅となる。胴部最大幅部分はD類より上位に位置し、湾

曲が強い。口縁形態は波状と平縁がある。波状のものは３単位もしくは６単位のものが主流

である。波頂部は尖り、突起が付くものもある。平縁でも精製の場合は突起を持つ例が多い。

口唇部は薄く、角状である。

F類：底部から口縁部にかけて直線的に開く。頸部の括れはない。口縁形態は波頂部が緩やかな波

状と平縁がある。口唇部はやや薄く、丸みを帯びる。

G類：底部から胴部は直線的で、上位はやや内湾する。頸部は屈曲する。口縁部は比較的長く、直

線的に開く。最大幅は口縁部にある。頸部内面に稜を持つものが見受けられる。口縁形態は

平縁である。口唇部はやや薄く、角状である。

H類：底部から胴部中位は直線的もしくは外反して開き、口縁部はやや内湾して開く。頸部の括れ

はない。口縁形態は大振りの波状と突起が付く平縁がある。波状の単位は奇数（３･５･７）で

ある。口唇部はやや厚く、角状である。

I類：底部から胴部は直線的に開き、頸部は極めて弱く屈曲し、口縁部は直線的に開く。口縁部と

胴部の長さの比率は１：１未満であり、D･E類などと比較して口縁部が大きい。口縁形態は

波頂部が台形状を呈する大振りの波状や、装飾的な突起が付く平縁がある。波状は３単位が

主流である。口唇部はやや厚く、角状である。内側に若干張り出す例もある。

J類：底部から胴部下半は直線的もしくはやや外反して開き、胴部上半でやや膨らむ。頸部は屈曲

し、口縁部は内湾して開く。口縁部と胴部の長さの比率は１：1.5～３程度であり、D･E類な

どと比較して口縁部が大きい。口縁形態は波状で、波頂部が尖るものと緩やかなものがある。

波状の単位は４～７単位である。口唇部は内側に肥厚し、角状である。

K類：底部から胴部はほぼ垂直に立ち上がる。内湾する独立した頸部を持ち、口縁部は内湾しなが

ら強く開く。口縁部と胴部の長さの比率は１：２程度とD･E類などと比較して口縁部が大き

い。口縁形態は波頂部が丸みを帯びる大振りの波状（５単位）である。口唇部は内側に肥厚し、

角状である。

L類：底部から胴部中位は直線的もしくは外反して開き、胴部上位でやや内側に角度を変える。口

縁部は直線的な例のほかにやや内湾する例もある。頸部はない。口縁形態は平縁で、口唇部

は厚みがあり、角状である。

M類：底部から胴部は内湾して開き、胴部上半で緩やかに膨らむ。頸部は屈曲するものが多いが、

弱く括れるものもある。口縁部は直線的もしくはやや内湾して開く。口縁部と胴部の長さの

比率は1：1～2であり、D･E類などと比較して口縁部が大きい。口縁形態は波頂部が尖る大

振りの波状が主流だが、平縁も見受けられる。波状は５単位が最も多く、波頂部が緩やかな

ものも存在する。平縁では多数の突起が付くものがある。口唇部は厚みがあり、角状を呈す

る。また、内側に肥厚する例も見受けられる。

N類：底部から胴部は内湾して開き、胴部上半で緩やかに膨らむ。頸部は屈曲し、口縁部は直線的
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もしくはやや内湾して開く。口縁部に対する胴部の長さは１：１であり、D･E類などと比較

して口縁部が大きい。口縁形態は平縁が主流である。口唇部は厚みがあり、角状である。底

部は低い高台状を呈する。他類と比較して器壁が薄い傾向がある。

O類：底部から口縁部にかけて内湾して開く。口縁形態は平縁である。口唇部はやや厚みがあり、

内削状もしくは角状が主流である。底部の立ち上がりは丸みを帯びるもの（343-7など）と、

高台状を呈するもの（274-4など）がある。

第８表　深鉢形土器分類表
《凡例》
　・器形分類において、特に特徴的な項目は太字体とした。
　・「　」は「もしくは」を表す。
　・「－」は「残存例がないため不明」を表す。
時期
分類

器形
分類 口縁部形態 口唇部

器　　壁
備　　考 時期

小分類口縁部 頸部 底部～胴部

平縁 やや薄く丸みを帯びる 胴部から連続して開く なし やや内湾 底部が尖る

平縁 やや薄く丸みを帯びる やや開く なし 筒状

Ａ
平縁(折返)/波状(波頂部尖
る/台形) 厚く丸みを帯びる 外側に開く/胴部から連

続 なし やや膨らむ筒形

Ｂ 平縁 厚く丸みを帯びる 強く内湾 外反 やや膨らむ筒形

Ｃ － － － － － 複式炉の炉体土器に用いられる
一群

Ａ － － 外反 緩やかに
括れる

下半はやや外反し、上
半は膨らむ

底部の立ち上がりが外側に張り
出す例あり １

Ｂ 平縁/低い波状 やや薄く丸みを帯びる 胴部から連続して内湾 なし 底部の立ち上がりは外
反し、内湾して開く 胴が長い １･ ２

Ｃ 平縁/低い波状 やや薄く丸みを帯びる Ｄ類に比べ長く、直線
的に開く 括れる 下半はやや内湾/直線的

上半は緩やかに膨らむ 最大幅は胴部上半 ２

Ｄ 平縁/波状(波頂部緩やか) やや薄く丸みを帯びる 短く、垂直/外反 括れる 下半はやや内湾/直線的
上半は緩やかに膨らむ

最大幅は胴部上半
口縁形態は精製は波状、粗製は
平縁が多い
波状口縁は４～６単位が主流

２･ ３

Ｅ 平縁/波状(波頂部尖る) 薄く角状 Ｄ類に比べ長く、強く
開く 屈曲

直線的で上位はやや内
湾
胴部最大幅部分はＤ類よ
り上位で、湾曲が強い

最大幅は口縁部
波状口縁は３･６単位が主流
口唇部に突起を持つ例が多い

３･ ４

Ｆ 平縁/波状(波頂部緩やか) やや薄く丸みを帯びる 胴部から連続して直線
的 なし 直線的 ２～４

Ｇ 平縁 やや薄く角状 比較的長く、直線的に
開く 屈曲 直線的で上位はやや内

湾
頸部内面に稜を持つものあり
最大幅は口縁部 ４

Ｈ
大振りの波状/突起が付く
平縁 やや厚く角状 やや内湾して開く なし 直線的/外反 波状口縁は３･５･７単位 ４

Ｉ
大振りの波状/装飾的な突
起が付く平縁

やや厚く角状/内側に若
干張り出す 直線的に開く 極めて弱

く屈曲 直線的 波状口縁は３単位が主流
口縁部が大きい ４

Ｊ 波状(波頂部尖る/緩やか) 内側に肥厚し角状 内湾して開く 屈曲 直線的/やや外反
上半でやや膨らむ

波状口縁は４～７単位が主流
口縁部が比較的大きい ４･ ５

Ｋ
大振りの波状(波頂部緩や
か) 内側に肥厚し角状 内湾して強く開く 内湾 ほぼ垂直 波状口縁は５単位

口縁部が比較的大きい ５

Ｌ 平縁 厚く角状 直線的/内湾 なし
直線的/外反
上位でやや内側に角度
を変える

５

Ｍ
平縁/大振りの波状
(波頂部尖る/緩やか) 厚い/内側に肥厚、角状 直線的/やや内湾 屈曲/弱

く括れる
内湾して開き、上半で
緩やかに膨らむ

口縁部が比較的大きい
口唇に多数の突起を持つものあ
り

５･ ６

Ｎ 平縁 厚く角状 直線的/やや内湾、開く 屈曲 内湾して開き、上半で
緩やかに膨らむ

口縁部が大きい
底部は低い高台状 ７･ ８

Ｏ 平縁 やや厚く、内削状/角状 胴部から連続して内湾 なし 内湾して開く 底部の立ち上がりは丸みを帯び
る/高台状 ６～８
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　第７図　深鉢形土器分類図
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鉢　（分類図第８図、集成図第600～603図、第９表）

Ⅳ群

A類：底部から口縁部にかけて直線的に開く。口縁形態は平縁で、折返口縁である。口唇部はやや

厚く、丸みを帯びる。

B類：底部から口縁部にかけて内湾して開く。口縁形態は平縁で、底部の張り出しが顕著である。

口唇部はやや薄く、丸みを帯びる。

C類：底部から口縁部にかけて内湾して開く。口縁形態は低い波状である。口唇部はやや薄く丸み

を帯びる。

D類：底部から胴部にかけて直線的もしくはやや内湾して開き、頸部で括れる。口縁部は短く、外

反して開くか垂直に立ち上がる。最大幅は胴部上半で、最大幅部分は緩やかに膨らむものが

主流である。口縁形態は平縁と、波頂部が緩やかな波状がある。口唇部はやや薄く丸みを帯

びる。深鉢ⅣD類に対応する。

E類：底部から胴部下半は直線的に開き上半でやや内湾する。頸部の括れは弱く、比較的屈曲が強

い。口縁部はD類に比べ長く、強く開くため口縁部が最大幅となる。口縁形態は波頂部が尖

る波状と平縁がある。口唇部は薄く、角状である。深鉢ⅣE類に対応する。

F類：底部から口縁部にかけて直線的もしくはやや外反して開く。口縁形態は平縁で、口唇部は薄

く丸みを帯びるか、やや厚みがあり角状もしくは外削状である。

G類：底部から口縁部にかけてやや内湾して開く。口縁形態は平縁である。口唇部はやや厚みがあ

り、角状である。

H類：底部から口縁部にかけて内湾して開く。器壁の丸みが強く、底面と器壁の境が不明瞭なもの

が多い。口縁形態は平縁である。口唇部はやや厚みがあり、角状である。

I類：底部が高台状に垂直に立ち上がり、胴部から口縁部にかけて内湾して開くもの。口縁形態は

平縁である。口唇部はやや厚みがあり、角状である。

J類：底部から口縁部にかけて内湾して開く。特に胴部上半から口縁部は強く内湾する。口縁部の

内湾が強いため、胴部が最大幅となる。口縁形態は平縁である。口唇部は厚く、角状である。

内側に肥厚する例（319-8など）も見られる。

K類：底部から胴部にかけて内湾して開き、頸部で括れ、口縁部はやや内傾する。口縁形態は平縁

である。口唇部は厚みがあり、角状である。

L類：底部から胴部中位は直線的もしくは外反して開き、口縁部から胴部上位でやや内側に角度を

変える。口縁形態は平縁で、口唇部は厚みがあり角状である。深鉢ⅣL類に対応する。

M類：底部から胴部にかけて内湾もしくは直線的に開き、頸部で括れる。口縁部は他類と比較して

大きく、垂直もしくは開く。口縁形態は平縁が主流であるが、大振りの波状も若干認められ

る。波状の場合、波頂部は尖る例（370-6など）と緩やかな例（340-3など）がある。平縁･波状と

もに口唇部には突起が付く例が存在する。口唇部は厚みがあり、角状もしくは内削状である。

内側に肥厚する例も一定量見受けられる。深鉢ⅣJ･ⅣM類に対応する。

N類：底部から口縁部にかけて内湾して開く。底部は低い高台状を呈する。口縁形態は平縁で、口

唇部に突起が付く例（465-6）もある。口唇部はやや厚く丸みを帯びる。
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O類：底部から胴部にかけてやや内湾して開く。口縁形態は平縁である。口唇部はやや厚く、角状

と内削状がある。深鉢ⅣO類に対応する。

P類：底部から胴部にかけて直線的に開き、口縁部が強く内湾する。口縁形態は平縁で、口唇部は

やや厚く、角状である。

Q類：底部から口縁部にかけてほぼ垂直に立ち上がる。口縁形態は平縁で、口唇部はやや厚く、丸

みを帯びる。すべて小型である。

R類：上記に属さないもの。

《凡例》
　・器形分類において、特に特徴的な項目は太字体とした。
　・「　」は「もしくは」を表す。
時期
分類

器形
分類 口縁形態 口唇部 器　　壁 備　　考 時期

小分類
Ａ 平縁(折返口縁) やや厚く丸みを帯びる 口縁～底部:直線的に開く １?

Ｂ 平縁 やや薄く丸みを帯びる 口縁～底部:内湾して開く 底部の張り出し顕著 不明

Ｃ 低い波状 やや薄く丸みを帯びる 口縁～底部:内湾して開く ２

Ｄ
平縁/波状(波頂部緩
やか) やや薄く丸みを帯びる 口縁部:短く、外反して開く/垂直に立ち上がる

頸部:括れる 胴～底部:直線的/やや内湾して開く　

最大幅は胴部上半。最大幅部分は
緩やかに膨らむ。
深鉢ⅣＤ類に対応。

２･３

Ｅ
平縁/波状(波頂部尖
る) 薄く角状 口縁部:Ｄ類に比べ長く、強く開く 頸部:弱く括れ、強く

屈曲　胴～底部:直線的に開き、上半でやや内湾
最大幅は口縁部。
深鉢ⅣＥ類に対応 ２･３

Ｆ 平縁 薄く丸みを帯びる
やや厚く角状/外削状 口縁～底部:直線的/やや外反して開く ２･４･５

Ｇ 平縁 やや厚く角状 口縁～底部:やや内湾して開く ４･５

Ｈ 平縁 やや厚く角状 口縁～底部:内湾して開く 器壁の丸みが強く、底面と器壁の
境が不明瞭 ４～８

平縁 やや厚く角状 口縁～胴部:内湾して開く
底部:高台状に垂直に立ち上がる ５

Ｊ 平縁 厚く角状/内側に肥厚 口縁～底部:内湾して開く 胴部上半から口縁部の内湾が強く、
最大幅が胴部にある。 ５～８

Ｋ 平縁 厚く角状 口縁部:やや内傾　頸部:括れる 胴～底部:内湾して開く ４･５

Ｌ 平縁 厚く角状 口縁部～胴部上位:やや内側に角度を変える
胴中位～底部:直線的/外反して開く 深鉢ⅣＬ類に対応 ４･５

Ｍ
平縁/大振りの波状
(波頂部尖る/緩やか)

厚く角状/内削状/内側に
肥厚

口縁部:垂直/開く 頸部:括れる
胴～底部:内湾/直線的に開く

口縁部が大きい
口唇部に突起が付くものあり
深鉢ⅣＪ･ⅣＭ類に対応

５～８

Ｎ 平縁 やや厚く丸みを帯びる 口縁～底部:内湾して開く 底部が低い高台状
口唇部に突起が付くものあり ７･８

Ｏ 平縁 やや厚く角状/内削状 口縁～底部:やや内湾して開く 深鉢ⅣＯ類に対応 ６～８

Ｐ 平縁 やや厚く角状 口縁部:強く内湾　胴～底部:直線的に開く 不明

Ｑ 平縁 やや厚く丸みを帯びる 口縁～底部:ほぼ垂直に立ち上がる すべて小型である。 不明

Ｒ 上記に属さないもの

第９表　鉢形土器分類表

第８図　鉢形土器分類図
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壺 （分類図第９図、集成図604～609図、第10表）

Ⅳ群

A類：器高が25cm以上の大形のもののうち、口縁部が短く直線的なもの。垂直に立ち上がる例（330-

14など）が主流であるが、開く例（416-9など）も一定量見受けられる。口縁形態は平縁と波状

がある。口唇部はやや厚みがあり、角状のもの（419-1など）と、薄く丸みを帯びるもの（498-5

など）がある。頸部は屈曲もしくは外反する例が主流だが、内湾する独立した頸部を持つ例

（328-4）もある。胴部は緩やかに膨らみ、最大径が胴部下位にある例が多い。

B類：器高が25cm以上の大形のもののうち、口縁部が短く外反して開くもの。口縁形態は平縁で、

口唇部はやや厚みがあり丸みを帯びる。頸部は外反し、胴部は緩やかに膨らむ。胴部最大径

は中位にあるものが多い。

C類：器高が25cm以上の大形のもののうち、口縁部がやや外反して強く開くもの。口縁形態は平縁

もしくは低い波状で、口唇部ははやや薄く、角状である。頸部は外反する。胴部下半が残存

する例は１例のみのため、胴部形状は定かではない。

D類：器高が25cm以上の大形のもののうち、頸部が屈曲するもの。口縁部は直線的に開く。口縁形

態は平縁で、口唇部はやや厚く、角状である。胴部最大径は胴部中位にあり、強く張り出す

例（322-11など）が主流である。

E類：器高が25cm以上の大形のもののうち、口縁部が長く、垂直に立ち上がるもの。口縁形態は平

縁で、口唇部はやや厚く角状である。胴部はやや扁平で胴部上位が最大径となる。

F類：器高が25cm以上の大形のもののうち、内湾する独立した頸部を持つもの。口縁部は残存して

いないため不明である。胴部上位が最大径となり、強く湾曲する。

G類：器高が25cm未満の小形のもののうち、底部径と胴部最大径の比率が1：1.5～2程度と、比較

的底部径が大きいもの。口縁部は長く、直線的もしくは外反する例が主流だが、短く外反す

る例（511-14など）も見受けられる。口縁形態は平縁もしくは２～３単位の波状で、口唇部は

薄く丸みを帯びる。頸部は外反する。胴部最大径は胴部中位にある例が多いものの、胴部下

半にある例（433-9など）も一定量認められる。最大径部分は緩く膨らむ例（498-11など）が主流

であるが、強く湾曲する例（421-11など）もある。

H類：器高が25㎝未満の小形のもののうち、底部径と胴部径の比率が１：1.5程度のもの。頸部は外

反する。胴部最大径は胴部上位にあり、器壁は湾曲が弱い。口縁部が残存する例はない。

I類：器高が25㎝未満の小形のもののうち、細身のもの。口縁部は直線的で強く開く。口縁形態は

平縁で、口唇部は薄く角状を呈する例が多い。頸部は屈曲する例（375-8など）と外反する例

（374-13など）がある。胴部最大径は胴部中位～下位にある。最大径部分は緩やかに膨らむも

の（319-17など）と、湾曲が強いもの（401-4など）がある。

J類：器高が25㎝未満の小形のもののうち、底部径と胴部最大径の比率が1：2～３程度のもの。口

縁部は長く直線的に開く。口縁形態は平縁で、口唇部はやや厚みがあり、角状である。頸部

は屈曲する。胴部最大径は胴部中位～下位にあり、最大径部分は強く湾曲する例（399-2など）

が主流である。

K類：器高が25㎝未満の小形のもののうち、底部径と胴部最大径の比率が1：３以上のもの。口
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第10表　壺形土器分類表
《凡例》
　・器形分類において、特に特徴的な項目は太字体とした。
　・「　」は「もしくは」を表す。
　・「－」は「残存例がないため不明」を表す。
時期
分類

器形
分類 器高 口縁形態 口唇部 口縁部 頸部 胴部 胴部

最大径 備　　　考 時期
小分類

Ａ

大形(器高
25㎝以上)

平縁/波状 やや厚く角状/薄く丸
みを帯びる

短く直線的
垂直/開く 屈曲/外反 緩やかに膨らむ 下位 ２･３

Ｂ 平縁 やや厚く丸みを帯びる 短く外反して開く 外反 緩やかに膨らむ 中位　 ２･３

Ｃ
平縁/低い
波状 やや薄く角状 やや外反して強く開

く 外反 － － ３･４

Ｄ 平縁 やや厚く角状 直線的に開く 屈曲 強く張り出す 中位　 ４･６～８

Ｅ 平縁 やや厚く角状 長く垂直に立ち上が
る 外反 やや扁平 上位 胴部はやや扁平 ６

Ｆ － － － 内湾 強く湾曲 上位　 ５

Ｇ

小形(器高
25㎝未満)

平縁/波状
(２～３単
位)

薄く丸みを帯びる 長く直線的/外反
短く外反 外反 緩やかに膨らむ/強

く湾曲 中～下位 底部径と胴部最大径の比率が
１：1.5～２程度 ２～４

Ｈ － － － 外反 湾曲弱い 上位 底部径と胴部最大径の比率が
１：1.5程度 ２･６

平縁 薄く角状 直線的で強く開く 屈曲/外反 緩やかに膨らむ/強
く湾曲 中～下位 胴部細身 ３･４

Ｊ 平縁 やや厚く角状 長く直線的に開く 屈曲 強く湾曲 中～下位 底部径と胴部最大径の比率が
１：２～３程度 ２～５

Ｋ 平縁 厚く角状 長く垂直/やや開く
屈曲
頸部径大
きい

丸みを帯びる 上～中位 底部径と胴部最大径の比率が
１：３以上 ５･６

Ｌ 平縁 厚く内削状 内湾 なし 丸みを帯びる 上～中位
底～口縁部にかけて丸みを帯
びて内湾　底部不明瞭/小さな
窪みで作出

５･６

Ｍ － － － 内湾 強く湾曲 上位　 底部不明瞭/小さな窪みで作出 ５･６･８

Ｎ 平縁 やや厚く角状/内削状 長く直線的
垂直/内傾 屈曲/外反 丸みを帯びる/強く

湾曲 上～中位 底部不明瞭/小さな窪みで作出 ５･６

Ｏ 小波状 やや薄く丸みを帯びる 短く外反して開く 外反 強く湾曲 中位　 底部小高台状 ８

Ｐ 広口壺 頸部径が胴部最大径の１/２以
上のもの※Ｋ類を除く

第９図　壺形土器分類図
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縁部は長く、垂直もしくはやや開く。口縁形態は平縁で、口唇部は厚みがあり、角状である。

頸部は屈曲し、頸部径は大きい。胴部最大径は胴部上位～中位にあり、最大径部分は丸みを

帯びる。

L類：器高が25㎝未満の小形のもののうち、頸部がなく、底部から口縁部にかけて内湾するもの。

口縁形態は平縁である。口唇部は厚みがあり、内削状である。胴部最大径は胴部上位～中位

にあり、全体的に丸みを帯びる。底部は不明瞭もしくは、小さな窪みで作出する。

M類：器高が25㎝未満の小形のもののうち、内湾する独立した頸部を持つもの。胴部最大径は胴部

上位にあり、強く湾曲する。底部は不明瞭もしくは、小さな窪みで作出する。口縁部が残存

する例はない。

N類：器高が25㎝未満の小形のもののうち、長く直線的な口縁部を持つもの。口縁部はほぼ垂直も

しくは内傾する。口縁形態は平縁で、口唇部はやや厚みがあり、角状もしくは内削状である。

頸部は屈曲もしくは外反する。胴部最大径は胴部上位～中位にあり、丸みを帯びるものと強

く湾曲するものがある。底部は不明瞭もしくは、小さな窪みで作出する。

O類：器高が25㎝未満の小形のもののうち、底部が小高台状を呈するもの。胴部最大径は胴部中位

にあり、強く湾曲する。口縁部は短く外反して開く。口縁形態は小波状である。口唇部はや

や薄く丸みを帯びる。

P類：器高が25㎝未満の小形のもののうち、頸部径が胴部最大径の1/2以上の広口のもの。K類を除

く。器形は多様性に富む。

注　口 （分類図第10図、集成図610～611図、第11表）

Ⅳ群

A類：底部が垂直もしくは内傾して立ち上がるもの。胴部は扁平で、丸みを帯びる。頸部は屈曲し、

口縁部は直線的に開く。口唇部はやや厚く丸みを帯び、装飾的な突起を持つもの（306-6）も

ある。胴部に対して注口部が大きく、基部が膨らむ。

B類：底部から胴部上半にかけて直線的に開いて立ち上がり、胴部上半で強く張り出すもの。頸部

は屈曲し、口縁部は短く垂直に立ち上がる。口唇部は厚みがあり、角状である。胴部に対し

て注口部が小さく、基部が膨らむ。

C類：内湾する独立した頸部を持つもののうち、胴部が扁平で丸みを帯び、口縁部が強く開くもの。

口唇部は厚みがあり、角状である。胴部に対して注口部が大きく、基部が膨らむ。

D類：内湾する独立した頸部を持つもののうち、胴部は扁平で丸みを帯び、口縁部が短く垂直に立

ち上がるもの。口唇部はやや厚みがあり、角状である。注口部の残存例は少ない。

E類：胴部がやや扁平で丸みを帯びるもののうち、口縁部が胴部とほぼ同じ長さのもの。口縁部は

内傾する。口唇部はやや厚みがあり、内削状である。頸部は屈曲する。注口部の残存例はない。

F類：胴部がやや扁平で丸みを帯びるもののうち、口縁部が胴部の高さの半分以下のもの。口縁部

は直線的でほぼ垂直に立ち上がるものが主流であるが、口縁部が極めて短い例（381-8など）

も認められる。口縁形態は平縁で、口唇に突起を持つものがある。口唇部は厚く、角状であ

る。頸部は屈曲する。胴部に対して注口部は小さく、筒状を呈する。
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G類：底部から胴部上半にかけての開きがやや弱いもの。口縁部は直線的で垂直に立ち上がる。口

縁形態は平縁で口唇部に突起を持つ。口唇部はやや厚く、角状である。頸部は屈曲する。胴

部に対して注口部は小さく、筒状を呈する。

H類：やや内湾する独立した頸部をもち、口縁部が長く、やや開いて立ち上がるもの。胴部はやや

扁平で丸みを帯びる。口唇部には突起が付く例が見受けられる。口唇部は厚く、角状である。

胴部に対して注口部は細く長い。

I類：底部から胴部上半にかけて丸みを帯び、胴部中位～上位で強く張り出すもの。口縁部は長く、

胴部と同じ程度のものが主流である。口縁部は内湾して内傾するもの（321-10など）と直線的

に開くもの（321-9など）がある。口唇部は厚みがあり、角状である。頸部は屈曲もしくは外

反する。胴部に対して注口部は細く長い。底部が低い高台状を呈するもの（501-2）がある。

J類： 内湾する独立した頸部を持つもののうち、胴部上半で強く張り出すもの。口縁部は比較的長

いものが主流で、直線的に開く。口唇部は厚みがあり、角状である。底部は低い高台状を呈

する。胴部に対して注口部は細く長い。

K類：壺以外の器種に注口部が付くもの。台付深鉢や鉢がある。

第11表　注口付土器分類表
《凡例》
　・器形分類において、特に特徴的な項目は太字体とした。
　・「　」は「もしくは」を表す。
　・「－」は「残存例がないため不明」を表す。
時期
分類

器形
分類 口唇部 口縁部 頸部 底～胴部 注口部 備　　　考 時期

小分類

A やや厚く丸みを帯
びる 直線的に開く 屈曲 底部:垂直/内傾して立ち上がる

胴部:扁平で丸みを帯びる
胴部に対して注口部が
大きく、基部が膨らむ

口唇部に装飾的な突起を持つも
のあり ４

B 厚く角状 短く垂直 屈曲
底部から胴部上半にかけて直線
的に開いて立ち上がり、胴部上
半で強く張り出す

胴部に対して注口部が
小さく、基部が膨らむ ５

C 厚く角状 強く開く 内湾 扁平で丸みを帯びる 胴部に対して注口部が
大きく、基部が膨らむ ５

D やや厚く角状 短く垂直 内湾 扁平で丸みを帯びる － ５
E やや厚く内削状 長く内傾 屈曲 やや扁平で丸みを帯びる － 口縁部と胴部の高さがほぼ同じ ５

F 厚く角状 短い/直線的でほぼ
垂直 屈曲 やや扁平で丸みを帯びる 胴部に対して注口部が

小さく、筒状
口縁部が胴部の高さの半分以下
口唇部に突起が付くものあり ６

G やや厚く角状 直線的で垂直 屈曲 底部から胴部上半にかけての開
きがやや弱い

胴部に対して注口部が
小さく、筒状 口唇部に突起 ６

H 厚く角状 長くやや開く やや内湾 やや扁平で丸みを帯びる 細く長い 口唇部に突起が付くものあり ６･７･８

厚く角状 長い　内湾して内傾
/直線的に開く 屈曲/外反

底部から胴部上半にかけて丸み
を帯び、胴部中位～上位で強く
張り出す

細く長い 口縁部と胴部の高さはほぼ同じ
底部が低い高台状のものあり ７･８

J 厚く角状 長く直線的に開く 内湾 胴部上半で強く張り出す 細く長い 口縁部と胴部の高さはほぼ同じ
底部は低い高台状 ７･８

K 壺以外の器種に注口部が付くもの。台付深鉢や鉢がある。 ２･５～８

第10図　注口付土器分類図
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②　時期･文様分類

時期ごとの特徴を記し、その中で文様の分類を行う。

Ⅰ群　早期に属する土器群

尖底の一群である。主に東側低位面で出土した。完形に復元できる個体は２点のみで、ほかは全て

破片である。器種は深鉢のみである。

〔文様分類〕沈線文や貝殻腹縁文を多用する。ａ～ｄ種に細分した。

ａ種：沈線による格子目文を施すもの（511-6など）。

ｂ種：数条の沈線文の余白に貝殻腹縁文を施すもの。沈線による円形文が施される（511-3など）。

ｃ種：爪形文や貝殻腹縁文を口縁部に施文し、胴部に貝殻条痕文を施すもの（178-12など）。

ｄ種：沈線により幾何学的な文様を施し、沈線内に貝殻腹縁文を施すもの（511-2など）。

Ⅱ群　前期に属する土器群

胎土に繊維を含む一群。遺跡中央部の尾根付近から、東側低位面付近及びST101捨て場から主に出

土した。SI10004竪穴住居跡床面出土土器（174-3）やSRN425土器埋設炉炉体土器（182-3）を含め、器形

が復元できた個体は15点程度である。

〔文様分類〕資料数が少ないため、分類は行わない。

口縁部には綾繰文もしくは単節斜縄文を横位に施文し、胴部には縦位の撚糸文を多用する。横位の

単節斜縄文と交互に施文する例（434-2など）も多い。頸部には太い隆線（174-3など）や、刺突列を巡ら

す例（418-1など）もある。

Ⅲ群　中期に属する土器群

本群は先述した深鉢の器形分類A～C類をもとに、文様を細分する。

Ⅲ群A類 SI524竪穴住居跡などの遺構のほか、各捨て場から一定量出土している。器形は深鉢のみ

であるが、鉢R類のうち384-5と433-11は本群の土器と胎土が類似し、口唇部の文様も本群に類例が

認められることから、これらは本群に属する可能性もある。

〔文様分類〕ａ～ｄ種に細分した。

ａ種：太い隆線で口縁部から胴部上位に文様を施すもの（400-12など）。

遺跡西部の高位面に位置する遺構、及びST101･202･404捨て場から主に出土した。口縁部

は折返口縁で、口縁端部には鋸歯状の隆線が施される例（400-12など）が多い。縄文の施文方

向は横位である。隆線の間には刺突列が施されるもの（183-2など）がある。

ｂ種：細い隆線で口縁部から胴部中位に文様を施すもの（490-13など）。

ST101捨て場やST311捨て場で出土した。口縁部は折返口縁で、縄文の施文方向は横位で

ある。

ｃ種：沈線で文様を施すもの（405-5など）。

遺跡西部の高位面に位置する遺構及び各捨て場から出土した。口唇部に沈線や縄圧痕で刻

み目を施すものが多い。縄文は縦位施文である。器高が７㎝程度の小形のものも１点（337-1）

認められる。
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ｄ種：胴部文様が縄文のみのもの（417-5など）。

ST01捨て場とST101捨て場から出土した。口縁部は折返口縁か外側に肥厚する。縄文の

施文方向は縦位と横位がある。前述のａ･ｂ種とｃ種では縄文の施文方向が異なることから、

この特徴に則れば、本種のうち縄文の施文方向が縦位のものはａ･ｂ種に、横位のものはｃ種

に属すると推定される。ただし、横位施文である334-6は、器形が334-7や338-4に類似する

ことからｃ種に属する可能性が高い。また417-4も口縁部文様が435-3に類似することから、

縄文は横位であるがｃ種に属する可能性が高いと考えられる。

Ⅲ群B類 ST01･101･202捨て場から出土した。深鉢のほかに少量ではあるが鉢がある。

〔文様分類〕資料数が少ないため、分類は行わない。

文様は隆沈線で施される。口縁部のみに施すものが多いが、胴部にも施文するもの（431-1、467-17）

もある。縄文は縦位施文（338-1など）と、口縁部は横位で胴部は縦位施文（334-8など）がある。

Ⅲ群C類 遺跡東側低位面のSI211竪穴住居跡などから出土した。

〔文様分類〕資料数が少ないため、分類は行わない。

ほとんどが縄文のみである。縄文の施文方向は縦位である。文様が僅かに確認できる183-7では、

直線的に垂下する沈線文が施される。そのほか掲載していない破片資料ではJ字状の文様が沈線で施

されるものもある。

Ⅳ群　後期に属する土器群

本遺跡から出土した土器はほとんどが本群に属する。小群は基本的にST01捨て場の堆積層位を基

準とし、ST101捨て場やST311捨て場、遺構内出土土器も参考に作成した。

Ⅳ１群（第11図） 捨て場からの出土が極めて少なく、遺跡中央尾根部から東側低位面にかけて検出さ

れた土器埋設炉の炉体土器として、まとまって類例が認められる土器群。

〔器種･器形〕深鉢ⅣA類が主流だが、深鉢ⅣB類も若干認められる。ほかに、鉢ⅣA類が折返口縁で

あること、鉢ⅣB類が底部の立ち上がりが外反することから、本群に含まれる可能性が考えられる。

〔文様分類〕縄文の施文方向は縦位で、単節斜縄文のほか、撚糸文も認められる。底面には網代痕な

ど、製作時の痕跡が残るものが多い。文様はａ･ｂ種に細分した。

ａ種：文様が横位方向に展開するもの。地文縄文に沈線で波状文や蛇行文などが施される。施文範

囲は口縁部から胴部上半である。

ｂ種：文様が縦位方向に展開するもの。地文縄文に沈線で弧状文や直線文が施される。施文範囲は

口縁部から胴部下半である。

〔特徴〕壺や台付などは認められず、器種組成は極めて単純である。

Ⅳ２群（第12図） 主にST01捨て場114層から出土する土器と、それに類似する土器群。

〔器種･器形〕

深鉢：ⅣB～ⅣD･ⅣF類が存在する。精製･粗製ともにⅣD類が主体であり、ほかにⅣC類が一定量、

ⅣB･ⅣF類が若干量認められる。粗製のⅣD類はⅣ３群にも認められるため、Ⅳ２群とⅣ３

群の分別は困難である。114層出土例のみ本群に該当させた。
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鉢 ：ⅣC～ⅣF類が存在する。精製･粗製ともにⅣD群が主体であり、ほかにⅣC類が一定量、

ⅣE･ⅣF類が少量含まれる。ⅣC類は本群のみに認められる器形である。

壺 ：大形はⅣA･ⅣB類、小形はⅣG･ⅣH･ⅣJ･ⅣP類が存在する。大形はⅣA･ⅣB類ともに一定量

認められる。小形はⅣG類が主体で、ほかは若干量である。本群の壺には胴部上位を意図的

に切断する、いわゆる切断蓋付壺が含まれる。本遺跡では４点出土した。

注口：K類が存在する。鉢ⅣD類に注口が付くもの（426-1）が１点出土している。

台付：形態は鉢である。胴部は鉢ⅣD類（405-14など）と、鉢ⅣF類（498-1など）がある。台部は、台

形状に開く例（405-14など）のほかに棒状の基部を持つ例（340-10）がある。

片口：形態は壺ⅣG類である。１点のみ出土した。

蓋 ：円盤状の土器に把手が付く形態である。ST311捨て場の本群土器出土層（Ⅲ層）から出土した

ため本群に含めた。ただしⅢ層からはⅣ３群も一定量出土していることから、Ⅳ３群に含ま

れる可能性もある。

小型：深鉢･鉢が存在する。

〔文様分類〕底面に製作時の圧痕を残すものが多い。粗製土器は単節斜縄文が主流だが、無文や網目

状撚糸文も少量認められる。縄文の施文方向は横位である。文様はａ～ｃ種に細分した。

ａ種：隆線文と沈線文が用いられるもの。無文地もしくは縄文地に施文される。

隆線文は口縁部に用いられ、波状口縁の波頂部付近に短い隆線が貼り付けられるもの

（431-12など）と、それが垂下して横位方向の隆沈線文と結合するもの（486-9など）がある。

胴部には数条一対の沈線文が用いられる。沈線は細く、沈線間の幅は狭い。文様の施文方向

は縦位である。文様帯は深鉢、壺ともに口縁部から胴部下半である。胴部文様帯は１段のも

の（486-3など）と、２段のもの（373-4など）があるが、いずれも縦長の巴文が特徴的に用いら

れる。主に深鉢ⅣC類、壺ⅣA類に認められる。

ｂ種：沈線文のうち、無文地もしくは縄文地に施文するもの。

数条一対の沈線が用いられる。沈線は細い。沈線間の幅は狭いが、ａ種と比較して若干広い

印象を持つ。胴部文様は波状文、弧線文など多様である。施文方向は主に縦位である。文様

帯は深鉢、壺とも口縁部から胴部下半である。深鉢ⅣD類、壺ⅣG類などに認められる。

ｃ種：沈線文のうち、沈線内に縄文もしくは条線が充填されるもの。

２～３本一対の沈線が用いられる。沈線は比較的太いものが主流である。施文方向は横位で

ある。深鉢の文様帯は口縁部から胴部上位のものと、口縁部のみのものがある。前者は、入

組文や巴文などが施文され、基本的には充填部分以外には縄文は施文されない。後者は楕円

形文が用いられ、縄文は胴部下半まで施文される。また、口縁形態を見てみると、前者は波

状、後者は平縁が多い。なお、充填縄文でない場合も、文様が横位であれば本種に含めた。

〔特徴〕深鉢･鉢ともに頸部が緩やかに括れる器形が主流である。口唇部はやや薄く丸みを帯びる。口

縁形態が波状のものは、４～６単位が多い。各器種とも胴部最大幅部分は湾曲が緩やかである。底面

は平坦で、底部径はⅣ４～８群に比べて大きい傾向がある。壺は大形のものが一定量認められ、切断

蓋付壺が含まれる。注口は鉢形１点のみで、定着した器種ではない。蓋は大きさから推定すると、大

形の壺に伴うものと考えられる。
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第12図　 ２群土器分類図　

第11図　 １群土器分類図　
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Ⅳ３群（第13図） 主にST01捨て場73～113層で出土した土器と、それに類似する土器群。

〔器種･器形〕

深鉢：ⅣD･ⅣE類が存在する。精製はⅣE類が主体である。粗製はⅣD･ⅣE類ともに認められる。

粗製のⅣD類はⅣ２群にも認められるため、Ⅳ２群とⅣ３群の分別は困難である。73～113

層出土例のみ本群に該当させた。

鉢 ：ⅣD･ⅣE類が存在する。精製･粗製ともにⅣE類が主体である。ⅣD類は精製では極少量であ

り、粗製のⅣD類はⅣ２群にも認められるため、Ⅳ２群とⅣ３群の分別は困難である。73～

113層出土例のみ本群に該当させた。

壺 ：大形ではⅣA～ⅣC類、小形ではⅣG･ⅣI･ⅣJ･ⅣP類が存在する。大形のⅣA類は無文ミガキ、

ⅣB類は粗製、ⅣC類は精製である。小形はⅣG･ⅣI類が主体であり、ⅣJ･ⅣP類が少量含ま

れる。本群におけるⅣI類は、胴部最大幅部分が下位にあるものが多く、緩やかに湾曲する

傾向がある。片口に多く見られる器形であることから、口縁が欠損するものは片口であった

可能性もある。

台付：形態は深鉢ⅣE類と鉢ⅣE類ある。台部はいずれも外反して開く。胴部よりも台部が長い例

（332-10）と短い例（319-15）があり、台部に透かしが施される例（328-2）もある。

片口：形態は鉢ⅣE類、壺ⅣG･ⅣI類がある。片口部は口縁部から連続して嘴状に延びる。いずれ

も口縁部には小突起が３か所に付く。器形は壺ⅣⅠ類が主流である。

単孔：形態は壺ⅣI類である。１点のみ出土した。

小型：鉢、台付鉢、片口壺などがある。

〔文様分類〕文様の多様性が少ないため、分類はしていない。

文様帯は深鉢では口縁～胴部上半で、Ⅳ２群と比較して文様帯が狭い。鋭く細い沈線が用いられ、

４本一対で施文される例が最も多い。口縁部上端と文様帯下端には３～４本一対の平行沈線が施され、

その間に沈線で直線文や渦文などが施文される。文様の連結部には鋭い工具による刻みや刺突が施さ

れるものが多い。深鉢では口縁部に刺突が充填されるもの（405-6など）もある。

地文縄文と、充填縄文が主体だが、磨消縄文も見受けられる。地文縄文の場合は胴部下半まで縄文

が施文され、充填縄文の場合は文様帯下端よりやや下まで施文される。地文縄文は単節斜縄文のほか

に縦位の異方向羽状縄文が各器種ともに認められる。壺や台付では無文ミガキも多く、それらのなか

には赤色塗彩が施されるものが一定量含まれる。また、口唇部に縄文が施されるものが一定量認めら

れるほか、底面に土器製作時の圧痕が残るものもある。

〔特徴〕深鉢･鉢ともに、頸部が括れる器形が主流だが、括れは弱く口縁部が強く外反する傾向がある。

口唇部は薄く角状のものが多い。口縁形態は平縁と波状があるが、波状のものは波頂部が尖る傾向が

あり、突起が付く例も多い。波状の単位は３もしくは６単位が主流である。底面は平坦で底部径はⅣ４

～８群に比べて大きい傾向がある。

壺はⅣ２群と同様に大形のものが一定量見受けられる。器種には片口が特徴的に含まれる。一方、

注口は認められない。壺や台付鉢などでは無文ミガキが特徴的に認められる。


