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例　　言
１　本報告書は，太田第２土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告の第七冊で，高松市松縄
町に所在する天満・宮西遺跡～旧河道編～および同市木太町に所在する上西原遺跡～第２次調査～
の調査報告を収録した。

２　本報告書は，平成１４年１２月刊行の太田第２土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第六
冊（高松市埋蔵文化財調査報告第６０集）の続編でもある。
３　発掘調査および整理作業については，高松市教育委員会が実施した。
４　調査から報告書作成に至るまで，下記の関係機関ならびに方々の助言と協力を得た。記して謝意
を表したい。（敬称略，五十音順）

　　　香川県教育委員会　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター　讃岐文化遺産研究会
　　　石上英一（東京大学史料編纂所教授）　魚島純一（徳島県立博物館学芸員）
　　　宇垣匡雅（岡山県教育委員会）　　　　大久保徹也（徳島文理大学文学部助教授）
　　　金田章裕（京都大学副学長）　　　　　草原孝典（岡山市教育委員会）
　　　蔵本晋司（財団法人香川県埋蔵文化財調査センター）
　　　工楽善通（元奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター長）
　　　寒川　旭（関西センター大阪大手前サイト主任研究員）
　　　白石　純（岡山理科大学自然科学研究所）
　　　高橋　学（立命館大学文学部教授）　　外山秀一（皇學館大学文学部教授）
　　　丹羽佑一（香川大学経済学部教授）　　松本敏三（坂出高校教諭）
５　天満・宮西遺跡の調査は，昭和６３年度に文化振興課文化財専門員山本英之が立会調査を実施し，
本調査を平成元年度に同専門員川畑聰・嘱託中西克也が行った。整理作業は川畑が行った。

６　上西原遺跡の調査は，平成１１年度に文化振興課文化財専門員山元敏裕が立会調査を実施し，本調
査を平成１３年度に同専門員小川賢が行った。整理作業は小川が行った。

７　本報告書の編集は川畑が行い，執筆分担は次のとおりである。
　　第Ⅰ部・第Ⅱ部第１～３章・５章・第Ⅳ部　川畑，　第Ⅱ部第４章　魚島，　第Ⅲ部　小川
８　本報告書掲載の写真撮影は，西大寺フォトに委託し，杉本和樹が撮影した。
９　本文の挿図として，国土地理院発行２万５千分の１地形図「高松南部」および高松市都市計画図
２千５百分の１「三条」「木太２」を一部改変して使用した。

１０　発掘調査で得られたすべての資料は，高松市教育委員会で保管している。
１１　本報告書の高度値は海抜高を表し，方位はＭＮの表記があるものは磁北を，表記がないものは座
標北を表す。国土座標数値は，平成元年度のものを使用している。

１２　本書で用いる遺構の略号は次のとおりである。
　　ＳＤ…溝　ＳＲ…旧河道
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第１節　地理的環境

　瀬戸内海に北面した香川県のほぼ中央に，低い山塊に囲まれた高松平野がある。高松平野は西側が
南から五色台へと続く山地，東側が立石山山地によって取り囲まれた東西２０km，南北１６kmの範囲に
及んでいる。また，この平野は，讃岐山脈から流下し，北へ流れて瀬戸内海へ注ぐ香東川をはじめ本
津川・春日川・新川などによって形成された扇状地でもある。
　さて，現在石清尾山塊の西を直線に北流する香東川は，１７世紀初頭の河川改修によって一本化され
たもので，古代以前においては香川町大野付近から東へ分岐した後，石清尾山塊の南側を回り込んで
平野中央部を東北流する別の主流路があった。この旧流路は，現在では水田及び市街地の地下に埋没
してしまったが，空中写真等から複数の旧河道が知られており，発掘調査によってもその痕跡が確認
されている。なお，１７世紀の廃川直前の流路は御坊川としてその名残をとどめている。

第２節　歴史的環境

　高松平野中央部で，最古の遺跡は，縄文時代草創期の有舌尖頭器が表採された大池遺跡である。し
ばらくの空白後，晩期の遺跡が発掘されており，木製農具が出土した林・坊城遺跡やさこ・長池遺跡，
木器加工場であった居石遺跡等をあげることができる。
　弥生時代前期に移ると，天満・宮西遺跡，汲仏遺跡で集落をめぐる環壕が発掘されるとともに，上
西原遺跡，さこ・長池遺跡，さこ・長池Ⅱ遺跡で不定形小区画水田が見つかっている。中期になると，
さこ・長池遺跡，さこ・長池Ⅱ遺跡，井手東Ⅰ遺跡，多肥松林遺跡，日暮・松林遺跡で住居跡，周溝
墓等を伴う集落の一部が調査されているが，松林周辺以外は規模・密度とも総じて希薄である。
　弥生時代後期になると遺跡は数・規模ともに爆発的に増加し，上天神遺跡，天満・宮西遺跡，凹原
遺跡，空港跡地遺跡のように十数棟の住居跡と大量の廃棄土器を伴う集落が出現する。
　古墳時代では，これら弥生時代後期の遺跡が前期初頭に至るまで集落が存続する。また，太田下・
須川遺跡では古墳時代中期の集落を検出している。一方，古墳の分布状況を概観すると，石清尾山古
墳群をはじめ，主に丘陵上に古墳が築造されている。
　古代では条里遺構が注目される。各遺跡で，条里界線にあたる遺構を検出しており，飛鳥時代から
現代に至るまで時代は様々であるが，条里地割施行が段階的に進んだことが明らかになりつつある。
中でも，松縄下所遺跡は現地表面の条里とは１０数
メートルずれた位置にありながら地表条里と同方向
の道路側溝を検出し，時期も７世紀代にまで遡り得
るなど高松平野の条里施行に関わる可能性がある重
要な遺跡である。また，さこ・長池Ⅱ遺跡では旧香
川・山田郡界線にあたる部分に幅７ｍの間隔で並行
する道路側溝を検出している。
　中世では，さこ・長池遺跡，さこ・松ノ木遺跡で，
旧河道が埋没していく過程の凹地に小規模な区画の
水田面が検出されている。また，空港跡地遺跡では，
溝に囲まれた屋敷跡を確認している。 
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第１図　遺跡位置図
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１　木太中村遺跡　　　２　白山神社古墳　　　３　木太本村Ⅱ遺跡　　４　天満・宮西遺跡　　５　キモンドー遺跡
６　松縄下所遺跡　　　７　境目・下西原遺跡　８　上西原遺跡　　　　９　大池遺跡
１０　弘福寺領田図比定地北地区　　　　　　　　１１　上天神遺跡　　　　１２　太田・下須川遺跡　１３　蛙股遺跡
１４　居石遺跡　　　　　１５　井手東Ⅱ遺跡　　　１６　井手東Ⅰ遺跡　　　１７　さこ・長池Ⅱ遺跡　１８　さこ・長池遺跡
１９　さこ・松ノ木遺跡　２０　林・坊城遺跡　　　２１　六条・上所遺跡　　２２　宗高坊城遺跡　　　２３　汲仏遺跡
２４　多肥廃寺　　　　　２５　凹原遺跡　　　　　２６　日暮・松林遺跡　　２７　多肥松林遺跡　　　２８　松林遺跡
２９　多肥松林遺跡　　　３０　多肥宮尻遺跡　　　３１　弘福寺領田図比定地南地区　　　　　　　　３２　宮西・一角遺跡
３３　一角遺跡　　　　　３４　空港跡地遺跡

第２図　周辺主要遺跡分布図（縮尺１/２５,０００）



第Ⅱ部　天満・宮西遺跡 ～旧河道編～
 





第１章　調査の経緯と経過

第１節　調査の経緯

　天満・宮西遺跡は，高松市松縄
町に位置し，太田第２土地区画整
理事業の中で整備が進められてい
る都市計画道路福岡多肥上町線の
予定地にあたる。
　太田第２土地区画整理事業は，
昭和６２年２月２日の香川県都市計
画審議会による都市計画決定を受
けて，昭和６３年度から実施されて
いる。事業区域は，高松市街の南
郊約６㎞の田園地帯で，林，木太，
太田，多肥の４地区に及ぶ３６０.６ha

は全国有数の事業規模である。こ
の地域には，一般国道１１号高松東
道路ならびに四国横断自動車道の
建設が予定され，これによる急速
な市街化が予想されるため，路線
沿線の市街化ならびに都市基盤整
備を計画的に進める目的で事業計
画がなされたものである。

第２節　調査の経過

　高松市松縄町天満において，弥
生時代前期の土器が出土すること
は，昭和４０年に細渓・六車両氏に
よって報告され，天満遺跡と呼称
されていた。昭和６３年度に至って，
天満地区の北に隣接する宮西地区
において，都市計画道路側溝工事に伴う立会調査で弥生土器が出土した。天満遺跡が，宮西地区にま
で広がっていると考えられたことから，天満・宮西遺跡と命名され，道路予定地のうち約２１０ｍ分につ
いて埋蔵文化財包蔵地として発掘調査を実施することになった。平成元年９月１日から平成２年２月
２８日にかけて，高松市教育委員会が発掘調査を実施した。掘削工事は鉄建建設㈱に，航空写真測量は
国際航業㈱に発注した。なお，実際に発掘調査したのは宮西地区のみで，道路予定地内の天満地区は
旧河道にあたり，埋蔵文化財包蔵地とは認められなかった。旧地形分析から見て，天満地区の弥生土
器出土地点は，道路予定地より東側と推測される。

参考文献
細渓福太郎・六車恵一１９６５「高松市天満弥生式遺跡」『文化財協会報　特別号７』香川県文化財保護協会
※同論文掲載の地図では，天満遺跡は上林町に所在するが，文章中に「高松市松縄町天満」と明記されていることから，地図が誤
りだと判断される。なお，上林町には天満の字名は存在しない。
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第３図　調査区位置図（縮尺１/２,５００）



第２章　遺跡の概要と基本層序

　調査前の対象地は，養鶏場や水田として利用されていた。都市計画道路福岡多肥上町線では幅員２４
ｍ道路予定地のうち松縄町宮西地区の総長２１０ｍ分が調査対象となり，面積は約５,０４０㎡を測る。その
うち，民有地への車道や側溝部分などを除くと，実際の掘削面積は３,１７６㎡となった。また，追加され
た東側の６ｍ街路の掘削面積は約１５０㎡である。
　さて，天満・宮西遺跡は高松平野の中央部でも北よりに位置する。この平野には香東川の旧河道が
幾筋も埋没しており，これら流路の沖積作用によって形成された微高地が数多く点在している。天
満・宮西遺跡で検出された集落跡も，この微高地上に立地している（第４図）。微地形分析によると，
天満・宮西遺跡の微高地は，南東から北西にのびる楕円形を呈し，南北の長さ約２５０ｍ，東西幅約１００
ｍを測る。なお，天満・宮西遺跡の調査では，調査区北部において微高地北側の小谷とさらに北東に
所在する別の微高地も検出している。この小谷には弥生時代の小さな旧河道が蛇行しており，この旧
河道は微高地南側にある香東川の旧河道から分岐し，微高地東側に回り込んでいるものと推定される。
　遺跡の基本層序は，第６図のとおりである。調査区全体は，昭和６３年度の道路造成工事により削平
を受けており，微高地上では工事用花崗土を除去すると，すぐに遺構面が現れた。微高地は浅黄色シ
ルト質極細砂等で形成されており，標高は５.０～５.８ｍを測り，南から北に向かって傾いている。
　一方，小谷では，複雑な堆積を示す。まず上から概観すると，１a～５層といった中世～近世・近代
の耕作土層と考えられる水平に堆積している土層が認められる。このうち，３a層において，鋤跡・牛
の足跡を検出している。６層上面では，石組畦畔を有する小区画水田（飛鳥時代）が存在した。この
水田の下に，小谷の堆積層を切り込む形で，弥生時代後期～古墳時代前期初頭の旧河道が蛇行してい
る。この旧河道は，１０層の堆積層が見られるとともに，微高地上の集落から廃棄された多量の弥生土
器が出土した。小谷の堆積層は５層あるが，出土遺物が皆無であったことから，埋没時期の特定には
至らなかった。旧河道底は，標高３.８～４.２ｍを測り，微高地と同じく南から北に傾いている。
　微高地および小谷で検出した遺構は，弥生時代前期，弥生時代後期～古墳時代前期初頭，飛鳥～鎌
倉時代，室町～江戸時代のものである。これらの遺構は，竪穴住居２５棟，掘立柱建物跡１２棟，井戸２
基，溝１３６条，柵列６列，柱穴約９００基，土坑１５基，不明遺構８基，水田２面を数え，遺構および包含
層から３０㍑コンテナ約８７箱分の遺物が出土した。一方，小谷底にあった弥生時代後期～古墳時代前期
初頭の旧河道からは，コンテナ約１５０箱分の遺物が出土している。

参考文献
高橋　学１９９２「高松平野の地形環境」『讃岐国弘福寺領の調査』高松市教育委員会
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第４図　天満・宮西遺跡周辺の微地形（高橋学１９９２をもとに作成）
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第５図　旧河道SR０１平面図および等高線図（縮尺１/３００）
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第７図　旧河道SR０１縦断面土層模式図（縮尺縦１/６０・横１/６００）

第６図　調査区西壁土層図（縮尺縦１/３０・横１/３００）
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第８図　旧河道SR０１横断面図（縮尺１/６０）



第３章　弥生時代～古墳時代前期初頭の旧河道と遺物

　調査区北部の小谷底において南東から北西に向けて蛇行している旧河道SR０１と，調査区北東部の微
高地上において東から西へ流れて旧河道SR０１に注ぎ込む旧河道SR０２・０３を検出している。

第１節　旧河道ＳＲ０１

　旧河道SR０１は，調査区北部の小谷において南東から北西に向けて蛇行しており，検出した長さは約
７０mである（第５図）。断面はＵ字形を呈し，幅約４.４～６.８m・深さ約５０～７０cmを測る。比較的小規模
な旧河道であるが，人為的に掘削した痕跡は認められなかった。
　旧河道SR０１の埋没土は１０層に細分できる（第８図）が，調査時には第Ⅰ～Ⅳ層の４層（第７図）に
分けて掘削した。上から，第Ⅰ層は黒褐色シルト質極細砂を主体とし，第Ⅱ層は褐灰色砂礫，第Ⅲ層
は黒色シルト質極細砂，第Ⅳ層は灰色砂礫である。砂礫は大量の水が流れた時期，シルト質極細砂は
水が少なく湿地状になっていた時期と推定されることから，普段は湿地であったが，時として激しい
降雨時には濁流が流れていた可能性を指摘できる。
　この旧河道SR０１は，微高地に挟まれ，微高地上には弥生時代前期の環濠集落や弥生時代後期の大規
模集落が営まれていたことから，これらの集落から廃棄されたと想定される遺物が大量に出土してい
る。出土した遺物は，縄文時代晩期末～古墳時代前期初頭に属するものが見られるが，弥生時代後期
初頭～古墳時代前期初頭の土器が図化した遺物の約９８％と圧倒的多数を占める。次いで，弥生時代前
期の土器が１％を占め，弥生時代中期の土器が７点，縄文時代晩期末の土器が１点のみである。土器
のほかには弥生時代の石器が１８点，木製品が１点見られる。これらの遺物は，層位ごとに時代別に分
かれることはなく，どの層も弥生時代前期～古墳時代前期初頭の遺物が混じっている。これは，旧河
道であるため，水の流れによる土層の攪拌，さらに人が旧河道内に進入することによる土層の攪拌や
遺物の沈下があったと想定される。

第１小節　縄文時代晩期末～弥生時代中期の土器　（第９～１２図）
　縄文土器深鉢（１００１）は，縄文時代晩期末の突帯文土器で，第Ⅰ層出土である。
　弥生時代前期の土器は，第Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ層で見られる。第Ⅰ層では，小形壷（１００２），壷（１００３・１００４），
甕（１００５～１００７），底部（１００８～１０１０）が出土している。甕（１００５・１００６）の口縁端部には刻目文が施
され，甕（１００７）は頸部に段をもつものである。第Ⅲ層では，壷（１０１６・１０１７・１０２０），甕（１０１８・
１０１９），底部（１０２１～１０２３）が出土している。壷（１０１６）は体部上半に３条の沈線文による区画を施
し，壷（１０１７）は頸部に３条の沈線文を施した貼付突帯と口縁部内面にも貼付突帯をもっている。甕
（１０１８・１０１９）の口縁端部には刻目文が施され，１０１９はさらに頸部に２条の沈線と竹管文が施されて
いる。第Ⅳ層では，壷（１０２５・１０２６・１０２９），甕（１０２７），底部（１０３０・１０３１）が出土している。壷
（１０２６）は体部上半に２段の木葉文を施し，壷（１０２９）は底部に羽状文を２段施す珍しい例である。
甕（１０２７）の口縁端部には刻目文が施されている。これら弥生時代前期の土器は，微高地上にあった
環濠集落から出土する土器と共通した特徴をもっており，一部の土器を除いて同じ時期である前期前
半後葉から後半前葉と考えられる。
　弥生中期の土器も，各層から出土している。第Ⅰ層からは広口壷（１０１１～１０１３）が出土しており，
１０１１は爪形文を，１０１２は半裁竹管文を２段にＳ字状に，１０１３は押圧文をそれぞれ口縁端部に施してい
る。第Ⅱ層からは壷（１０１４）・無頸壷（１０１５）が出土しており，１０１４は押圧文を２段に施し，１０１５は口
縁部に６条の沈線を施し円孔を穿っている。第Ⅲ層出土の広口壷（１０２４）は，口縁部内面と端部に爪
形文を，頸部に６条以上の櫛描き直線文を施している。第Ⅳ層出土の広口壷（１０２８）は，口縁部内面
に半裁竹管文を２段にＳ字状に，端部に半裁竹管文を施している。
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第１１図　ＳＲ０１第Ⅲ層出土遺物実測図（弥生時代前期～中期，縮尺１/４）

第１２図　ＳＲ０１第Ⅳ層出土遺物実測図（弥生時代前期～中期，縮尺１/４）

第１０図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図（弥生時代中期，縮尺１/４）

第９図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図（縄文時代晩期末～弥生時代中期，縮尺１/４）



第２小節　弥生時代後期初頭～古墳時代前期初頭の土器
　旧河道SR０１から出土した弥生時代後期初頭～古墳時代前期初頭に属する土器は，３０㍑ コンテナ約
１５０箱分，図化したものだけで２,１３２点と多数にのぼり，さらに旧河道埋没土の各層から各期のものが
混在した状態で出土している。ここでは，第Ⅰ層（上層）～第Ⅳ層（最下層）といった各土層ごとに
遺物の概要を報告し，さらに器種ごとに分類して報告する。なお，この時期の土器を時代別に「弥生
土器」「土師器」と厳密に分けることは不可能であることから，「弥生土器」で呼称を統一した。

（１）土器の分類　（第１３～１５図）
　土器を分類するにあたって，上天神遺跡における大久保徹也氏の分類（後期前半を対象，大久保徹也１９９５）を採用する
とともに，大嶋和則氏による高松平野の土器分類（後期後半を対象，大嶋和則２００１）を加え，該当しない土器群につい
ては新たに分類番号を付した。このため，以下の分類説明は両氏の論文を引用しつつ，一部改変して
いる。なお，本報告と大久保・大嶋両氏による分類の対比は，第１表のとおりである。

引用・参考文献
大久保徹也１９９０「下川津遺跡における弥生時代後期から古墳時代前半の土器について」『下川津遺跡』香川県教育委員会ほか
大久保徹也１９９５「上天神遺跡における弥生後期土器の構成」『上天神遺跡』香川県教育委員会ほか
大嶋和則２００１「高松平野における庄内並行期の土器様相」『庄内土器研究ⅩⅩⅣ』庄内土器研究会

　
【壷】　広口壷，直口壷， 短頸壷，無頸壷，細頸壷，長頸壷，複合口縁壷などが見られる。
広口壷Ａ　太めの短い直立または内傾する頸部をもつ。口縁部の折り返しは強く，水平近くに開くも
のもある。口縁部は鈍く肥厚しつつ端部を上下に摘み出す。口縁端部に凹線文や竹管文などの文様を
施す。
広口壷Ｂ　頸部が広口壷Ａに比べ伸びて，同時に口縁部の折り返しや端部の肥厚・拡張が相対的に弱
い形態である。
広口壷Ｃ　やや外傾する頸部から緩やかに屈曲した短い口縁部をもつ。頸部が外傾する分だけ口縁部
の折り返しは鈍い。口縁端部には明瞭な凹線文を施す。
広口壷Ｄ　口縁部が緩やかに外反して開く形態で，口縁端部下面に粘土帯を付して垂下口縁形態を採
る。広口壷Ｄは広口壷諸形態中，広口壷Ｌと並んでもっとも加飾の顕著な器種である。口縁端部への
施文がもっとも多く，口縁部内面や頸部，頸部と体部の境にも施文する。
広口壷Ｇ　頸部が「ハ」の字になり，水平またはやや斜め上方に口縁部が開く。口縁部に強いヨコナ
デを施すことが多い。体部外面は精緻なタテハケ後に下半にタテヘラミガキを，内面は上半に指頭圧
痕，下半にヘラケズリを施す。胎土に角閃石を含むことが多い。いわゆる下川津Ｂ類（大久保徹也１９９０）と呼
ばれている特徴ある土器群の一つで，その製作地は高松平野中央部と推定されている。
広口壷Ｈ　広口壷Ｇと同じだが，頸部が垂直あるいは外方に開き，ほぼ水平に口縁部が開く。広口壷
Ｇと同じ調整・胎土を基本とする。広口壷Ｇ同様に下川津Ｂ類の一つである。
広口壷Ｉ　広口壷Ｇ・Ｈと似るが，体部は球形，頸部は垂直，口縁部は斜め上方に開く。
広口壷Ｊ　広口壷Ｇ・Ｈと似るが，頸部が外反しながら口縁部を形成する形態である。
広口壷Ｋ　肩上端と口縁部の間に太めの短い直立ないしは内傾する頸部をもつ。口縁部の折り返しは
かなり強く，口縁部が水平近くに開くものもある。口縁部は鈍く肥厚させるものもあるが，端部を摘
み出すものもある。頸部の調整はタテハケが多く，口縁部・頸部とも文様は施さない。
広口壷Ｌ　広口壷Ｄが，垂下口縁形態であるのに対し，口縁端部を上方または上下に拡張させるもの
である。広口壷Ｄとの違いは口縁端部の形態だけなので，同じグループに分類可能である。広口壷Ｄ
同様に，広口壷諸形態注中，もっとも加飾の顕著な器種である。
直口壷Ａ　口頸部は筒形を呈し緩やかに外反して立ち上がり，口縁端部はほとんどの場合丸く納める
かやや尖る。口頸部，特に上半部には鈍い凹線文を連続させる。頸部下半には，ハケ原体による押圧
文を１～２段巡らすこともある。
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第１３図　旧河道SR０１出土土器分類図①（縮尺１/８）



直口壷Ｂ　直口壷Ａ同様な形態をとるが，直口壷Ａと違い口縁端部を鈍く肥厚させ，断面は四角形で
ある。直口壷Ａ同様に，口頸部外面上半に鈍い凹線文を連続させ，下半にはハケ原体による押圧文を
１～２段巡らすものもある。
直口壷Ｃ　小形器台に類似した発達した口縁端部形状で，端部に刺突文を施すものもある。口頸部の
外反はきわめて強い。口頸部外面に凹線文を連続させ，下半にはハケ原体による押圧文を１～２段巡
らすものもある。
直口壷Ｄ　口頸部に凹線文を加えない一群のうち，口頸部が緩やかに外反して立ち上がるもので，直
口壷Ａ・Ｂに近いもの。口縁端部は，丸くおさめるか，鈍く肥厚させ四角な断面をもつかである。頸
部外面は，ナデ調整か体部から連続的に加えられたタテハケ調整で仕上げる。
直口壷Ｈ　口頸部に凹線文を加えない一群のうち，口頸部が直口壷Ｄより強く外反して立ち上がり，
直口壷Ｃに近いもの。ほかの特徴は，直口壷Ｄと共通する。
短頸壷　短い口縁部が，よく外反する。口縁端部は肥厚させるか内外へ摘み出し，拡張された端面に
凹線文を施すものもある。
無頸壷　極めて短い口頸部は直立する。体部の張りは強く算盤形を呈する。口縁端部は短く肥厚し小
さく摘み出す。口頸部に２孔一対の紐通し孔を穿つ。
細頸壷　偏平な算盤玉形の体部に細身の口頸部を付す形態で，頸部が細く長いもの。口縁部は小さく
外反して端部を丸く納める。最大部径に２～３条の，頸部と体部の境に１条の突帯を付すものもある。
また，頸部に櫛描波状文や直線文を施すものもある。
長頸壷　長く伸びた頸部から折り返した口縁部は短い。端部はせいぜい小さく摘み上げる程度で明瞭
な拡張をもたない。頸部外面の調整はタテハケで，ハケ原体による押圧文を施すものがある。
複合口縁壷　明瞭な頸部をもち，水平か水平近くに開いた口縁端部から更に口縁が上方に伸びるもの
である。口縁部外面などに，施文する例が多い。
【甕】　一般的な大きさのものと，大形のものが見られる。
甕Ａ　体部は比較的強く張り，やや低い位置にある最大部径での屈曲も強い。肩部はあまり丸みを帯
びず直線的となる。口縁部は，肩部とは不明瞭ながらも区別できる短い痕跡的な頸部から強く折り返
す形態を基本とするが，頸部が消失しているものもある。
　折り返した口縁部は短い。先端に向かって鈍く肥厚し，端上部を内外から挟み付けて上げるととも
に下方にも小さく突出させて内傾する狭い端面を作るものや，摘み出しはあまり強調されず鈍く下方
へ引き出すものまである。端面には凹線が数条認められるものや凹線が不明瞭なものがある。
　大久保氏の分類では，頸部があり口縁端部の摘み出しが強いものを甕Ａとし，頸部がなく口縁端部
の摘み出しが弱いものを甕Ｂとしているが，厳密に区別することが困難であることから，本報告では
甕Ａとしてまとめている。
　なお，体部内面調整では，肩部上半や折り返し部直下までケズリが及ぶことが多い。
甕Ｃ　もっぱら小形の甕に採用される形態である。体部の張りは弱く，緩やかに折り返した口縁部は
極めて短い。口縁端部は主に下方に小さく摘まむ程度で顕著な肥厚・拡張はない。
甕Ｄ　体部の張りはやや弱く，最大部径の屈曲も強くない。口縁部は強く折り返して短く開く。口縁
端部は上方に薄く摘み出して上端が尖る。ほぼ直立する端面は強いヨコナデで明瞭な凹面を成す。
甕Ｆ　幾つかのバリエーションが見られ，分類の区別がつきにくい一群も，このグループに含まれて
いる。体部の張りは弱く，口縁部は強く折り返すものの短い。
甕Ｇ　薄作りの底部から反り気味にシャープに立ち上がり，体部にある最大径はよく張り，倒卵形を
呈する。痕跡的な頸部から強く折り返して口縁部は短く開く。口縁部は肥厚せずに端部のみを小さく
摘み上げるものもある。口頸部内面の強いヨコナデにより，折り返し部に稜をもつことが多い。
　矮小化した口縁端面には凹線などは認められない。体部内面は，肩部に顕著な指押え，最大径以下
はヘラケズリを施す。体部外面上半はタテハケ後，最大径以下にヘラミガキを施す。胎土に角閃石を
含むことが多く，いわゆる下川津Ｂ類と呼ばれている土器群の一つである。
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第１４図　旧河道SR０１出土土器分類図②（縮尺１/８）



甕Ｈ　一般に吉備系といわれる二重口縁甕である。
甕Ｉ　「く」の字形の口縁部をもち，体部にタタキをもつものである。東讃地域産のものもある。
甕Ｊ　小形で体部が球形を呈するものである。甕Ｃより，口縁部の折り返しが強い。分類図には，図
示していないが，２２５４～２２５７がこれに該当する。
大形甕Ａ　全般的に体部の張りはかなり強い。大形甕Ａでは甕Ａに典型的に見るような「頸部」は明
瞭ではない。あったとしてもひどく痕跡的である。口縁部は鈍く肥厚しつつ端部を上下に強く摘み出
す。幅広い端面の凹線文は比較的鮮明なものが多い。
大形甕Ｃ　全般的に体部の張りはかなり強く，頸部はもたず強く折り返して口縁部としている。口縁
端部は摘み出さず，丸く納めるものもある。
【高杯】　
高杯Ａ　杯部中位で強く屈曲して，上半部は短い。屈曲部外面はそれを強調するように段もしくは強
い稜が認められる。口縁端部は肥厚して内外に摘み出し，広い口縁端面を有する。口縁端面に凹線文
を施すことが多いが，口縁部の拡張が退化したものはこれを省略する。杯部上半はヨコナデ，下半は
外面ヨコヘラケズリ後に内外面に分割ヘラミガキを施している。脚Ａと組み合う。
　大久保氏の分類では，口縁部の屈曲と端部肥厚の退化等により４つに細分し，Ａ１→Ａ２→Ａ３→
Ａ４の変化を指摘しているが，変化は漸次的であり，ここでは細分していない。
高杯Ｂ　杯部中位で強く屈曲して，高杯Ａと同様に鈍い稜をなし，上半部はよく開く。杯部上半の中
位で鈍く肥厚した後に先端に向かって漸次器厚を減じて口縁端部は丸く納め外反は弱いものと，屈曲
部から漸次器厚を減じて先端部は薄く尖り外反するものがある。杯部の屈曲部外面に３個一対の円形
刺突文を配することが特徴である。
高杯Ｆ　杯部上半が発達し，強く外反する一群である。やや上半部の発達が弱く，口縁端部を四角に
納めるものと，上半部がより発達して外反も強く，口縁端部は丸く納めるかやや尖るものがある。
高杯Ｇ　杯部中位で強く屈曲して，発達した上半部は大きく外反する。上半部の中位でかすかに肥厚
し，先端部をわずかに内湾させて尖るものと，上半部がより強く外反し，先端部が薄く尖るものがあ
る。杯部上半内面に顕著な凹線文の連続を見る。杯部上半はヨコナデ，下半は外面ヨコヘラケズリ後
に内外面に分割ヘラミガキを施している。高杯Ｂの後出形態である。胎土に角閃石を含むことが多く，
いわゆる下川津Ｂ類と呼ばれている土器群の一つである。脚Ｈと組み合う。
高杯Ｈ　杯部上半が発達し，強く外反する点で高杯Ｆと共通するが，杯部中位の屈曲がより明瞭で，
さらに杯部上半の外反もより強く，口縁部が水平近くまで開く。
高杯Ｉ　杯部下半が丸みを帯び，半球状を呈する。杯部上半は強く外反して，口縁部が水平近くまで
開く。口縁端部を四角に納めるものと，上半部の外反が強く端部をやや尖るものがある。
【装飾高杯】　高杯のうち，加飾が著しい一群で，幾つかにグルーピングが可能である。一つは，杯
部・裾部ともに中位で屈曲して段を成し，両段部に突帯を貼付けするか強く摘み出すかして強調して
いる。凹線文・波状文・線鋸歯文などの文様が見られる。もう一つは，脚部は脚Ａ５と特徴が共通し，
横方向の沈線以外に，縦方向の沈線文を施している。
【脚】　高杯の脚であるが，脚の破片だけでは器種を特定することが難しく，台付鉢・台付壷等の脚も
ここに含まれているかもしれない。
脚Ａ　脚頂部から緩やかに開き，裾部に向かって漸次外反していくが，軸・裾の区別は明瞭でない。脚
端部を肥厚させ内外に摘み出し，広い口縁端面を有する。脚端面に凹線文を施すことが多いが，脚端
部の拡張が退化したものはこれを省略する。主に脚端部の形状で細分できる。
　大久保氏の分類では，脚端部肥厚の退化と形態により６つに細分し，Ａ１→Ａ２→Ａ３→Ａ４と変
化するグループと，Ａ５・Ａ６の別グループに分けている。ここでは，大久保氏のＡ１→Ａ２→Ａ３
→Ａ４について，変化が漸次的であることから細分せず，一括して脚Ａとして扱う。
脚Ａ５　脚部全体の形状は脚Ａと共通するが，脚端部の肥厚・下方引き出しが弱く，端上部を強く水
平方向に引き出す。
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脚Ａ６　脚部全体の形状は脚Ａと共通する。脚端部の肥厚は弱いが，上下を強く摘み出す。
脚Ｂ　脚頂部からスカート状に緩やかに開く形態。脚端部で小さく外反するものや外反部がやや伸び
るものがある。脚端部は肥厚せずに尖り気味に丸く納める。
脚Ｃ　円柱状の軸部から強く折り返して裾部が開くもの。軸部はわずかながら中膨らみ気味となる。
大形のものと小形のものがあり，大形の脚裾は水平に近く強く開き，端部は断面三角形状に小さく上
方に突出するか小さく反り返る。
脚Ｇ　脚Ｂ同様に頂部から緩やかに開く形態だが，下端で緩く反り開いた裾部がかなり発達する。脚
端部は肥厚せずに単純に丸く納めるか四角に納める。
脚Ｈ　脚Ａと同様の基本形状だが，脚裾部はかすかに肥厚するのみで端部の突出は全くない。端部の
肥厚は微弱で，上下端の強調も顕著でない。わずかにその痕跡として脚端に狭い平端面を作り出す。
胎土に角閃石を含むことが多く，いわゆる下川津Ｂ類と呼ばれている土器群の一つである。
脚Ｉ　脚上半は頂部から緩やかに開くが，中位で強く屈曲し，下半は強く開いてまっすぐのびる。脚
端部は肥厚せずに単純に丸く納めるか四角に納める。
脚Ｊ　脚Ｉ同様に，頂部から緩やかに開き，中位で強く屈曲するが，下半は強く開くものの丸みを帯
びてのびる。脚端部は肥厚せずに単純に丸く納める。
【器台】　小形のものと大形のものがあり，中間的な大きさのものは大形に含めている。なお，破片で
は，広口壷と区別がつきにくいものがある。
小形器台　鼓形に上半部と下半部が外反して開く。口縁部・脚部ともに様々なバリエーションをもち，
口縁端部は肥厚または摘み出すものがあるが，大形器台ほど強調されることはない。大久保氏の分類
では，口縁端部形状によってＡ～Ｅ類に細分しているが，本報告では一括して扱う。
大形器台　小形器台同様に，鼓形に上半部と下半部が外反して開くが，中位の円柱部分がより明確に
なる。口縁部・脚部ともに様々なバリエーションをもつ。口縁端部を大きく肥厚あるいは摘み出すも
のが多い。
【鉢】　小形のものと大形のものがあり，中間的な大きさのものは大形に含めている。大形鉢には，片
口のものが比較的多く見られるが，破片では確認できないものも多い。
把手付鉢　やや深めの直口形態の鉢に，環状把手を付けるもの。
小形鉢　小形鉢は，形態により分類が可能であるが，出土点数がそう多くないので一括して扱ってい
る。ただし，大まかに分類すれば，平底で体部が内湾して立ち上がるもの（１７１３・３１４１），皿状を呈す
るもの（２６００），脚が付くもの（１７２９・２６０４）があり，更に細分が可能である。
大形鉢Ａ　高杯Ａを深くした形態で，口縁部の拡張と口縁部下の屈曲が顕著である。高杯Ａ同様に口
縁端面に凹線文を施し，口縁部はヨコナデで仕上げる。
大形鉢Ｂ　大形鉢Ａの口縁部拡張・屈曲が退化した形態で，口縁部端部は外方への鈍い張り出しに転
化し，屈曲は痕跡的な外面の突出と口縁部下の強い凹面に置き換わっている。
大形鉢Ｃ　大形鉢Ｂの退化がより進展した形態で，口縁端部はせいぜい鈍い肥厚を認める程度で，口
縁部から屈曲部までの形状は単なる凹線文に置き換わっている。
大形鉢Ｅ　口縁部が緩やかに内湾する形態。端部は，小さく摘み出すか丸く納める。口縁部外面に凹
線文を見るが，全般的にきわめて不明瞭である。
大形鉢Ｆ　四角に納めた口縁部を小さく折り返す形態。凹線文・沈線文は見ない。
大形鉢Ｈ　単純なバケツ形を呈し，口縁端部は斜めに切り取るように四角に納める。
大形鉢Ｉ　高杯Ｇを深くした形態で，中位で強く屈曲して，口縁部が外反する。口縁部内面は凹線文
が連続し端部は尖り気味に丸く納める。体部外面はヘラケズリ，内面は分割ヘラミガキ。胎土に角閃
石を含むことが多く，いわゆる下川津Ｂ類と呼ばれている土器群の一つである。
大形鉢Ｊ　大形鉢Ｊは，口縁端部を短く屈曲させる形態である。Ｊ１は，口縁部を「く」の字形に強
く屈曲させ，体部は球形状を呈する。口径は２０cmを超える程度の中形である。Ｊ２も，口縁部を強く
屈曲させるがＪ１ほどではなく，体部は浅い半球状を呈する。口径が３０cm以上の大形である。Ｊ３は，
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Ｊ２より屈曲が弱く，体部は直線的である。口径が４０cm近くの大形である。Ｊ４は，口縁部が直立気
味に立ち上がるが，弱い屈曲が認められる。体部はＪ１同様に球形状を呈すると考えられる。
大形鉢Ｋ　浅い半球状を呈するボール形を呈し，口縁部を弱く屈曲させる。口径が２０cm未満の中形で
ある。
【蓋】　笠形を呈し，頂部が緩く窪むか，摘みを有する。口縁端部は折り曲げずに，丸く納めるか四角
に納める。
【製塩土器】　逆三角円錐形の体部で，「ハ」字形の小さな脚部がつく。口縁部を緩く内湾させる。体
部外面にはタテヘラケズリが施され，たまにタタキが認められる。
【小形丸底土器】　算盤玉の体部に内湾しながら大きく開く口縁部をもつ。後期後半に見られる。
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第１表　旧河道SR０１出土弥生土器分類対照表

大嶋分類大久保分類本報告大嶋分類大久保分類本報告
高杯Ａ高杯Ａ広口壷Ａ広口壷Ａ
高杯Ｂ高杯Ｂ広口壷Ｂ広口壷Ｂ
高杯Ｃ広口壷Ｃ広口壷Ｃ
高杯Ｄ広口壷Ｄ広口壷Ｄ
高杯Ｅ広口壷Ａ広口壷Ｅ広口壷Ｇ
高杯Ｆ高杯Ｆ広口壷Ｂ広口壷Ｈ
高杯Ｇ高杯Ｇ広口壷Ｃ広口壷Ｉ

高杯高杯Ｈ広口壷Ｄ広口壷Ｊ
高杯Ｉ広口壷Ｋ

装飾高杯装飾高杯広口壷Ｌ
脚Ａ１～４脚Ａ直口壷Ａ直口壷Ａ
脚Ａ５脚Ａ５直口壷Ｂ直口壷Ｂ
脚Ａ６脚Ａ６直口壷Ｃ直口壷Ｃ
脚Ｂ脚Ｂ直口壷Ｄ直口壷Ｄ
脚Ｃ脚Ｃ直口壷Ｅ
脚Ｄ直口壷Ｆ
脚Ｅ直口壷Ｇ
脚Ｆ直口壷Ｈ
脚Ｇ脚Ｇ短頸壷Ａ短頸壷 脚Ｈ脚Ｈ短頸壷Ｂ

脚Ｉ無頸壷Ａ無頸壷 脚Ｊ無頸壷Ｂ
小形器台Ａ～Ｆ小形器台細頸壷Ａ細頸壷Ａ
大形器台中・大形器台細頸壷Ｂ細頸壷Ｂ
把手付鉢把手付鉢細頸壷細頸壷Ｃ

鉢Ａ～Ｅ小形鉢小形鉢長頸壷広口壷Ｆ長頸壷
大形鉢Ａ大形鉢Ａ複合口縁壷複合口縁壷
大形鉢Ｂ大形鉢Ｂ甕Ａ甕Ａ 大形鉢Ｃ大形鉢Ｃ甕Ｂ
大形鉢Ｄ甕Ｃ甕Ｃ
大形鉢Ｅ大形鉢Ｅ甕Ｄ甕Ｄ
大形鉢Ｆ大形鉢Ｆ甕Ｅ
大形鉢Ｇ甕Ｃ甕Ｆ甕Ｆ
大形鉢Ｈ大形鉢Ｈ甕Ａ甕Ｇ甕Ｇ

大型鉢大形鉢Ｉ大形鉢Ｉ甕Ｈ甕Ｈ
大形鉢Ｊ大形鉢Ｊ１甕Ｂ甕Ｉ

大形鉢Ｊ２甕Ｊ
大形鉢Ｊ３大形甕Ａ大形甕Ａ 大形鉢Ｊ４大形甕Ｂ
大形鉢Ｋ大形甕Ｃ

小型丸底土器小形丸底土器
蓋Ａ～Ｃ蓋

製塩土器
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第１５図　旧河道SR０１出土土器分類図③（縮尺１/８）



（２）第Ⅰ層出土土器　（第１６～４３図）
　広口壷，直口壷，短頸壷，無頸壷，細頸壷，複合口縁壷，長頸壷，甕，大形甕，高杯，小形器台，
大形器台，特殊器台，小形鉢，大形鉢，製塩土器，甑，蓋，ミニチュア土器などが見られる。
　１０３２～１０３４は広口壷Ａである。上下に拡張した口縁端部に凹線文を巡らし，竹管文を２段に施して
いる。１０３５・１０３６は広口壷ＡまたはＢと推定できる破片である。１０３７・１０３８は，広口壷Ａに比べ頸部
が伸びており，広口壷Ｂである。口縁端部に凹線文を巡らしている。１０３９～１０４３は広口壷Ｃであり，
口縁端部に凹線文が施されている。
　１０４４～１０６８は広口壷Ｄであり，口縁部が緩やかに外反して開き，垂下口縁形態を採るものである。
ただし，口縁部下面への粘土貼付けは，明瞭なものと１０４５・１０４８・１０６０・１０６７のように不明瞭なもの
がある。器台との区別がつきにくいものがあり，図示したものの中に器台が含まれている可能性があ
る。口縁端部に凹線文や円形浮文の加飾を施す例が多いが，１０６１の櫛描波状文や１０６５の波状文を施す
例も少数ある。また，１０６０の頸部には突帯が剥がれた跡，１０６１の頸部には沈線，１０６７の頸部と体部境
には刻目突帯文がある。
　１０６９～１０８０は広口壷Ｌであり，広口壷Ｄの垂下口縁形態が逆の上になるもので，上下に拡張してい
るものもある。広口壷Ｄに比べると口縁端部は無紋のものが多いが，凹線文や斜線文（１０７２），線鋸歯
文（１０７３），ハケ原体による押圧文と櫛描波状文（１０７４）など多様な文様が見られる。
　１０８１～１０８８は，広口壷ＤまたはＬの頸部と推定されるが，口縁部を欠損しており判別できない。
１０８１～１０８４は頸部と体部の境に突帯文を貼り付けており，さらに１０８３の突帯は幅が広く，ハケ原体に
より格子状の文様を施している。１０８９も，広口壷ＤまたはＬの口縁部と推定され，口縁端部に山形文
を，口縁部内面に竹管文を施している。１０９０も，広口壷ＤまたはＬの体部である可能性があるが，判
別できない。
　１０９１～１０９７は広口壷Ｇである。１０９１は完形に近い個体である。１０９８～１１０２は広口壷Ｈである。１１０２
～１１２５は広口壷Ｇ・Ｈ・Ｉのいずれかの破片であるが，口縁部や体部のみの破片であるため判別でき
ない。１１２３の体部外面には，刷毛調整の前に施されたタタキの跡が残っている。１１２５は頸部に近い体
部の破片で，外面に線鋸歯文が施され，さらに外面全体に赤色顔料が塗られている。１１２６～１１３０は広
口壷Ｊである。１１２９の口縁部内外面には，ヘラミガキが施されている。
　１１３１～１１４４は広口壷Ｋである。ただし，１１３５は口縁部の屈曲がなく，貼付突帯文があることから，
広口壷ＤまたはＬの可能性もある。
　１１４５～１１４７は直口壷Ａで，どれも口縁部外面に凹線文を施しており，１１４５は頸部にハケ原体による
押圧文が見られる。１１４８・１１４９は直口壷Ｂで，どれも口頸部外面に凹線文を施し，さらに頸部下半に
はハケ原体による押圧文が見られる。１１５０～１１５６は直口壷Ｃで，１１５２・１１５３以外は口縁部外面や頸部
に沈線化した凹線文を施している。１１５０の口縁端部には竹管文が，１１５２の頸部下半にはハケ原体によ
る押圧文が，１１５４・１１５５の肩部には刺突文が，１１５６の頸部と体部の境には刻目突帯文が見られる。１１５７
～１１６１は直口壷Ｄである。
　１１６２～１１７３は短頸壷である。１１６９の口縁端部には凹線文が見られるほかは，無紋である。
　１１７４～１２３１は長頸壷である。１１７４・１２２６・１２３１の頸部にハケ原体による押圧文が，１２２８は頸部と体
部の境にハケ原体による押圧文が施されている。１２２７は，押圧文を刻目風に施した突帯文を頸部と体
部の境にもつもので，広口壷ＤまたはＬの可能性もある。
　１２３２・１２３３は特殊な形態をもつ壷である。１２３２は，肩が張った上に突帯を貼り付け，口頸部は外反
しながら開く。１２３３も，１２３２と似た形態だが，１２３２より肩の張りが弱く，突帯ももたない。
　１２３４～１２３６は，大形の細頸壷の頸部である。１２３４がもっとも加飾が著しく，櫛描直線文・波状文を
何段も施し，頸部と体部の境には四角い窪みをもつ貼付突帯文をもつ。さらに，突帯文と隣の櫛描直
線文には赤色顔料を塗布している。１２３５は，櫛描直線文・波状文を現状で２段ずつ施している。１２３６
は加飾が少なく，４条の櫛描直線文を２段施すのみである。１２３７～１２３９は，大形の細頸壷の体部であり，
１２３４～１２３６と同一個体の可能性がある。それぞれ最大径に１２３７・１２３８は２条の，１２３９は１条の貼付突
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帯文をもつ。なお，１２３９の突帯には水銀朱が付着している。１２４０は，細頸壷の体部である。
　１２４１～１２５０は，複合口縁壷である。口縁部が緩やかに屈曲しほぼ直立して立ち上がるもの（１２４１～
１２４４），口縁部が強く屈曲して直線的に立ち上がるもの（１２４５・１２４６・１２５０），口縁部が強く屈曲して
内湾しながら立ち上がるもの（１２４７～１２４９）がある。口縁部が緩やかに屈曲しほぼ直立して立ち上が
るものは加飾が乏しいが，他の形態は線鋸歯文や貼付突帯文などが施され加飾に富んでいる。
　１２５１～１３１９は甕Ａで，１２５１～１２８２は口縁端部に凹線文が施されている。体部内面のヘラケズリが頸
部にまで達するものもある。１３２０～１３２２は甕Ｃである。１３２３～１３２６は甕Ｄである。１３２７・１３２８は甕Ｈ
で，いわゆる吉備系のものである。１３２９～１３３１は甕Ｉで，体部外面に叩き痕を明瞭に残す。１３３２～
１４１２は甕Ｇで，いわゆる下川津Ｂ類と呼称されている一群の一つである。１４１３～１４８８は甕Ｆである。
１４８９～１４９９は大形甕である。１４８９～１４９１は，口縁端部に凹線文が施され，大形甕Ａに分類される。
１４９２～１４９９は大形甕Ｃである。
　１５００～１５２７は高杯Ａで，１５００～１５０８の口縁端部には凹線文が施されている。１５２８～１５５６は高杯Ｇで，
いわゆる下川津Ｂ類と呼称されている一群の一つである。１５５７～１５６２は高杯Ｂで，高杯Ｂ特有の杯部
外面屈曲部の段にある竹管文が認められないが，形態から判断した。１５６３～１５６６は高杯Ｆで，１５６３の
杯部と脚部は接合しないが，諸特徴から同一個体として判断して図面上で復元を試みた。１５６７～１５７１
は高杯Ｈである。１５７２は杯部が半球状に丸みを帯び，高杯Ｉである。１５７３は口縁部の屈曲が著しいこ
とから，別の分類になると考えられる。
　１５７４～１６２１は高杯の杯部と脚部の接合部分である。１５７４・１５７６～１５８９の脚部には円孔が穿たれてお
り，１５７４・１５７５には更に櫛描直線文が施されている。
　１６２２～１６５３は脚Ａで，１６２２の脚裾部上端には刻目文が，１６２３～１６３６の脚端部には凹線文が施されて
いる。１６５４～１６７３は脚Ｈである。１６７６～１６７８は脚Ｂである。１６７４・１６７５・１６７９・１６８０は脚Ｇである。
１６８１～１６８４は脚Ｉである。
　１６８５～１６９３は装飾高杯である。１６８５の杯部と脚部は，接点はないが器形・胎土・文様などから同一
個体と考えられ，杯部と脚部に断面方形の突帯を巡らせた上に沈線や櫛描波状文で加飾している。
１６８６は，水平にのびる口縁に幅広い端面をもち，端面には凹線と線鋸歯文を施している。１６８７は，
ラッパ状に開く脚部で，突帯・線鋸歯文・櫛描波状文を巡らしている。１６９２・１６９３は，小形の装飾高
杯の脚部と杯部の破片と考えられる。１６８５・１６８７は，吉備周辺地域からの搬入品と考えられる。
　１６９４～１６９７は小形器台である。口縁端面に凹線文を巡らすものや竹管文を施すもの，筒部外面にハ
ケ原体による押圧文を施すものもある。１６９８～１７０８は大形器台で，小形器台より装飾性に富んでいる。
ただし，器台として分類したが，広口壷口縁部や高杯脚部の破片が混じっている可能性もある。口縁
端部や脚端部または筒部外面に凹線文を施すもの（１６９８・１７００～１７０６・１７０８），口縁端部と口縁内面に
竹管文を施すもの（１７０４），口縁端部に刻目文を施すもの（１７０５・１７０６），櫛描波状文を施すもの（１７０７・
１７０８）がある。
　１７０９～１７１１は特殊器台である。１７０９～１７１１とも接点はないが，同一個体の可能性は否定できない。
筒部の破片で，幅約２.０～２.７㎝ の突帯を巡らしている。突帯上に沈線を，筒部に綾杉文（もしくは斜
線文）を施している。外面全体に赤色顔料を塗布していたようであるが，剥落が著しい。詳細は，第
５章第３節で述べている。
　１７１２は把手付鉢で，平底で体部が緩やかに内湾しながら立ち上がる。１７１３～１７３１は小形鉢である。
１７１３・１７１４は，１７１２同様に平底で体部が緩やかに内湾しながら立ち上がる。１７１５は，口縁部を外側に
屈曲させており，小形甕の可能性もある。１７１６～１７１８は比較的直径が大きい脚部で，１７１９～１７２４は比
較的小さい脚部が付く鉢である。１７２９～１７３１は輪高台の脚部が付く鉢で，西讃地域の土器である可能
性をもつ。
　１７３２～１７３４は大形鉢Ａで，口縁端部に凹線文が施されている。１７３５～１７３８は大形鉢Ｂ，１７３９～１７４２
は大形鉢Ｃ，１７４３～１７４５は大形鉢Ｅ，１７４６は大形鉢Ｆ，１７４７は大形鉢Ｈである。１７４８～１７６０は大形鉢
Ｉで，いわゆる片口鉢である。１７６１～１７６５は大形鉢Ｊ１，１７６６・１７６７は大形鉢Ｊ２，１７６８は大形鉢Ｊ
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３，１７６９は大形鉢Ｊ４，１７７０は大形鉢Ｋである。
　１７７１～１７７５はその他の器種である。１７７１は逆円錐形の甑であり，西讃地域のものと考えられる。
１７７２は把手の破片である。１７７３・１７７４はミニチュア土器の壷で，１７７５は同じく甕または鉢である。
　１７７６～１８０４は，製塩土器の脚部である。
　１８０５～２０５４は底部の破片である。１８０５～１８１３は，底部中央に孔が穿たれており甑と考えられる。
２０２９～２０５４は，比較的大形の器種のものである。

（３）第Ⅱ層出土土器　（第４４～６４図）
　広口壷，直口壷，短頸壷，無頸壷，細頸壷，複合口縁壷，長頸壷，甕，大形甕，高杯，小形器台，
大形器台，小形鉢，大形鉢，製塩土器，甑，蓋，ミニチュア土器，土錘などが見られる。
　２０５５～２０５７は広口壷Ａである。上下に拡張した口縁端部に凹線文を巡らし，竹管文を施すものもあ
る。２０５８～２０６２は広口壷Ｂである。口縁端部に凹線文または竹管文を施すものや無紋のものがある。
２０６３・２０６４は広口壷ＡまたはＢと推定できる破片で，口縁端部に凹線文が見られる。２０６５は広口壷Ｃ
であり，口縁端部に明瞭な凹線文を施す。２０６６～２０６８は広口壷ＢまたはＣの可能性がある破片で，口
縁端部に凹線文や竹管文を施すものがある。
　２０６９～２０７８は広口壷Ｄであり，口縁部が緩やかに外反して開き，垂下口縁形態を採るものである。
ただし，口縁部下面への粘土貼付けは，２０７５のように不明瞭なものがある。器台との区別がつきにく
いものがあり，図示したものの中に器台が含まれている可能性がある。口縁端部に凹線文や円形浮文
の加飾を施す場合が多いが，２０７８のように線鋸歯文や刺突文を施すものもある。
　２０７９～２０８９は広口壷Ｌであり，広口壷Ｄの垂下口縁形態が逆の上になるもので，上下に拡張してい
るものもある。ほとんどの口縁端部に凹線文を施しており，更に円形浮文（２０８０），竹管文（２０８１），
刻目文（２０８６・２０８７・２０８９），線鋸歯文（２０８８・２０８９）を加えている。
　２０９０～２０９５は，広口壷ＤまたはＬの頸部と推定されるが，口縁部を欠損しており判別できない。
２０９１～２０９３は頸部と体部の境に突帯文を貼り付けた上に，刻目文を施している。２０９０の体部には櫛描
波状文・直線文が施され，２０９５の頸部にはハケ原体による押圧文が見られる。２０９６・２０９７も，広口壷
ＤまたはＬの頸部～体部である可能性があるが，判別できない。
　２０９８～２１０１は広口壷Ｇ，２１０２～２１０９は広口壷Ｈである。２１１０～２１１５・２１１７は広口壷Ｇ・Ｈ・Ｉのい
ずれかの破片であるが，口縁部や体部のみの破片であるため判別できない。２１１６は，当初広口壷と分
類したが，大形器台の破片である。２１１７は体部の破片で，櫛描波状文・直線文が施され，直線文を含
めて上に赤色顔料が塗布されている。２１１８～２１２３は広口壷Ｊである。
　２１２４～２１３０は広口壷Ｋである。
　２１３１～２１３５は直口壷Ａで，どれも口頸部外面に凹線文を施しており，２１３１・２１３３～２１３５は頸部にハ
ケ原体による押圧文が見られる。２１３６～２１４０は直口壷Ｈである。２１３８の頸部と体部の境に凹線が１条
見られるほかは，無紋である。ただし，２１４０は口縁部が折れ，端部を丸く納めないことから，長頸壷
かもしれない。
　２１４１～２１４６は短頸壷である。２１４２の口縁端部には凹線文が見られるほかは，無紋である。２１４２は口
縁端部を下方に，２１４６は上方に拡張している。２１４７は，細頸壷の体部である。
　２１４８は壷または器台と考えられ，長い頸部（筒部？）が緩やかに外反し，口縁部を上方に拡張する。
口縁部に櫛描波状文・刺突文を，頸部に螺旋状の凹線文を施している。２１４９～２１５１は，複合口縁壷で
ある。口縁部が強く屈曲して直線的に立ち上がるもの（２１４９），口縁部が強く屈曲して内湾しながら立
ち上がるもの（２１５０），不明なもの（２１５１）がある。２１４９は口縁部に線鋸歯文と頸部に押圧文を施した
突帯を貼り付けている。
　２１５２～２１９１は長頸壷である。２１８７・２１８８の頸部にハケ原体による押圧文が，２１８９の頸部に凹線文が
施されている。２１９１は，体部と底部の接点がないが，同じ場所から一括して出土しており，同一個体
である。
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　２１９２～２２４６は甕Ａで，２１９２～２２２５は口縁端部に凹線文が施されている。体部内面のヘラケズリが頸
部にまで達するものもある。２１９４の口縁端部，２２２４は口縁部内面に赤色顔料が付着している。２２４７～
２２５１は甕Ｄで，２２４７～２２５０は口縁端部に凹線文を施す。２２５２・２２５３は甕Ｉで，体部外面に叩き痕を明
瞭に残す。２２５４～２２５７は甕Ｊで，２２５４は体部外面に刷毛目を残す。２２５８～２３２３は甕Ｇで，いわゆる下
川津Ｂ類と呼称されている一群の一つである。
　２３２４～２３６２は甕Ｆである。２３２４～２３３６は，口縁部を「く」の字形に屈曲させるものである。２３３７～
２３４１は，体部が球形のものである。２３４２～２３６２は，口縁部が比較的短く，体部が大きく広がるもので
ある。
　２３６３・２３６４は，特殊な器形の甕である。２３６３は，小形で砲弾形を呈する。２３６４は，口縁部が逆「ハ」
の字形に広がり，口縁端部を下方に少し拡張させる。２３６５は大形甕Ｃである。
　２３６６～２４０６は高杯Ａで，２３６３～２３８１の口縁端部には凹線文が施されている。２４０７～２４３２は高杯Ｇで，
いわゆる下川津Ｂ類と呼称されている一群の一つである。２４３３～２４４５は高杯Ｂで，高杯Ｂ特有の杯部
外面屈曲部の段にある竹管文が認められないが，形態から判断した。２４４６・２４４７は高杯Ｉで，半球状
の体部に水平近く開く口縁部を有する。２４４８～２４５２は高杯Ｈである。
　２４５３～２４９５は高杯の杯部と脚部の接合部分である。２４５３～２４６０の脚部には円孔が穿たれており，
２４６１には櫛描直線文が施されている。
　２４９６は脚Ａ６である。２４９７～２５１０は脚Ａで，２４９７～２５１０の脚端部には凹線文が施されている。２５１１
～２５４３は脚Ｈである。ただし，脚ＡとＨは明確に区別できない破片がある。２５４４～２５５５は脚Ｇである。
２５５０の脚部中位と端部には，凹線を巡らしている。２５５６・２５６３は，脚Ｃである。２５５７～２５５９は，脚Ｊ
である。２５６０～２５６２は脚Ａ５である。
　２５６４・２５６５はその他の脚である。２５６４は，脚端部を下方に小さく摘み出す。２５６５は，短い脚部で高
杯以外の脚部である可能性もある。
　２５６６～２５７３は装飾高杯である。２５６６は，高杯Ｂ・Ｆに分類できそうだが，杯部外面に櫛描波状文を
巡らせている。２５６７～２５７０は，ゆるやかに開く杯部を中位で強く屈曲させ，斜め上方に口縁部を伸ば
す形態で，屈曲部には凹線または突帯を巡らしている。２５６７の杯部内面には，凹線文とハケ原体によ
る押圧文が見られる。２５６９の杯部外面の突帯上には，赤色顔料が付着している。２５７１・２５７２は，脚端
部と脚部下位を窪ませ，脚部上位と中位に櫛描直線文をめぐらせ，脚部下半を縦方向の沈線によって
区画している。２５７３は，明瞭な屈曲部をもつ脚部で，２５６９・２５７０の脚部である可能性があり，脚端部
に凹線を巡らしている。
　２５７４～２５８０は小形器台である。２５７４・２５７５は口縁部の破片で，口縁端部や口縁部内面に竹管文や半
裁竹管文・刻目文を施している。２５７６～２５７８は筒部の破片で，円孔を穿つとともに，外面に凹線文や
ハケ原体による押圧文を施している。２５７９・２５８０は脚部の破片で，端部や裾部に凹線文を巡らせてい
る。
　２１１６・２５８１～２５９９は大形器台である。ただし，器台として分類したが，広口壷口縁部や高杯脚部の
破片が混じっている可能性もある。２５８１～２５８９は口縁部の破片であり，口縁端部の形態は様々で，上
方または下方に摘み出したり，上下に拡張するものがある。また，筒部に円孔を穿つとともに，口縁
端部などに凹線文・円形浮文・刻目文・線鋸歯文・櫛描波状文・竹管文といった様々な文様を施して
いる。２５９０は，筒部～脚部にかけて比較的良く残っている個体で，外面に凹線文とハケ原体による押
圧文を施しており，脚端部をわずかに拡張している。２１１６・２５９１～２５９５は筒部の破片で，円孔または
楕円孔を穿つとともに，外面に凹線文やハケ原体による押圧文，内面に竹管文が見られる。２１１６は，
赤色顔料が塗布された凹線が見られ，第Ⅲ層出土の３０１５と同一個体の可能性がある。２５９６～２５９９は脚
部の破片で，脚端部をわずかに拡張するものや，下方にのみ大きく拡張するものがある。外面や脚端
部に凹線文や刻目文が施している。
　２６００～２６１７は小形鉢である。２６００・２６０１は，丸底で偏平な半球状を呈するものである。２６０２・２６０３
は口縁部の破片である。２６０４～２６０７は器高の高い脚部が付く鉢で，２６０８～２６１７は器高が低い脚部が付
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く鉢である。
　２６１８～２６２１は大形鉢Ａで，口縁端部に凹線文が施されている。２６２２～２６２３は大形鉢Ｂである。２６２４
～２６２９は大形鉢Ｉで，いわゆる片口鉢であり，２６２４はほぼ完形のものである。２６３０～２６３４は大形鉢Ｊ
２で，２６３４の体部外面には叩き痕が残る。２６３５～２６４０は大形鉢Ｊ４で，２６３８は中でも比較的大きい個
体である。２６３９・２６４０は口縁端部に凹線文を施している。
　２６４１は製塩土器の口縁部，２６４２～２６６３は製塩土器の脚部である。体部外面はヘラケズリ，内面はハ
ケやヘラケズリといった調整が見られる。
　２６６４・２６６５は小形丸底土器である。２６６６～２６６９は蓋で，頂部を窪ませるものと平たいものがある。
２６７０は手焙り形土器である。２６７１・２６７２は脚部の破片であるが，２６７１は壷の口縁部の可能性もある。
２６７３は器種不明の体部と考えられ，突帯が１条巡る。２６７４～２６７９はミニチュア土器で，２６７４・２６７５は
壷，２６７６・２６７７は甕，２６７８・２６７９は鉢をそれぞれ表現している。２６８０は管状の土錘で，２６８１も円孔を
穿ち土錘の可能性があるが外面は粗雑である。
　２６８２～２８７７は底部の破片である。２６８２～２６８８は，底部中央に孔が穿たれており甑と考えられる。
２８７０～２８７７は，比較的大形の器種のものである。

（４）第Ⅲ層出土土器　（第６５～７０図）
　広口壷，直口壷，無頸壷，長頸壷，甕，高杯，小形器台，大形器台，小形鉢，大形鉢，製塩土器，
ミニチュア土器などが見られる。
　２８７８・２８７９は広口壷Ａである。２８７８は，上下に拡張した口縁端部に凹線文と竹管文を施す。２８８０は
広口壷ＡまたはＢと推定できる破片で，口縁端部に凹線文が見られる。
　２８８１～２８８４は広口壷Ｄであり，口縁部が緩やかに外反して開き，垂下口縁形態を採るものである。
器台との区別がつきにくいものがあり，図示したものの中に器台が含まれている可能性がある。口縁
端部に凹線文や円形浮文を施している。
　２８８５・２８８６は広口壷Ｌであり，広口壷Ｄの垂下口縁形態が逆の上や，上下に拡張しているものであ
る。口縁端部に凹線文と刻目文を施している。
　２８８７は広口壷Ｇまたは長頸壷の可能性があり，頸部に沈線とハケ原体による押圧文が見られる。
２８８８は広口壷Ｊの可能性がある。２８８９は広口壷Ｋである。
　２８９０～２８９５は直口壷Ａで，口頸部外面に凹線文やハケ原体による押圧文を施している。２８９６は直口
壷Ｂである。口頸部外面に凹線文，口縁端部に竹管文を施している。
　２８９７～２９０３は長頸壷である。２９００の頸部に沈線が，２９０２の頸部にハケ原体による押圧文が施されて
いる。２９０３は体部の破片であるが，器形から長頸壷と判断した。
　２９０４・２９０５は無頸壷である。口縁部に円孔を穿ち，端部に竹管文を施している。２９０４・２９０５は同一
個体の可能性はあるが，２９０４・２９０５の復元径が合わないことなどから別個体と判断した。
　２９０６～２９３９は甕Ａで，２９０６～２９２７は口縁端部に凹線文が施されている。体部内面のヘラケズリが頸
部にまで達するものもある。２９４０・２９４１は甕Ｃである。２９４２～２９５１は甕Ｇで，いわゆる下川津Ｂ類と
呼称されている一群の一つである。
　２９５２～２９６０は甕Ｆである。２９５２～２９５８は，口縁部を「く」の字形に屈曲させるものである。２９５９・
２９６０は，口縁部が比較的短く，体部が大きく広がるものである。
　２９６１は大形甕Ａで，口縁端部に凹線文を施している。
　２９６２～２９７５は高杯Ａで，２９６２～２６９９の口縁端部には凹線文が施されている。２９７０は，口縁部が水平
に伸びており，中期末まで溯る可能性がある。２９７６は高杯Ｇで，いわゆる下川津Ｂ類と呼称されてい
る一群の一つである。２９７７～２９８１は高杯ＢまたはＦである。高杯Ｂ特有の杯部外面屈曲部の段にある
竹管文が認められないが，形態から判断した。
　２９８２～２９９２は高杯の杯部と脚部の接合部分である。２９８２・２９８３には櫛描直線文が施され，２９８４～
２９８６の脚部には円孔が穿たれている。
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　２９９３～２９９８は脚Ａで，２９９３～２９９５の脚端部には凹線文が施されている。２９９９は脚Ｂの可能性があり，
裾部に凹線文を巡らしている。３０００は脚Ａ５で，裾部と端部に凹線文を巡らしている。３００１は脚Ｃの
可能性があり，３００２は脚Ｃである。３００３～３００７は脚Ｇであり，３００３の脚端部には凹線文が施されてい
る。
　３００８～３０１０は小形器台である。口縁端部に竹管文または刻目文を施し，３００９の口縁部内面には赤色
顔料が付着している。３０１０の脚部には円孔が穿たれ，筒部と脚部外面には凹線文が施されている。
　３０１１～３０１５は大形器台である。ただし，器台として分類したが，広口壷口縁部の破片が混じってい
る可能性もある。３０１１～３０１４は口縁部の破片であり，端部を下方に摘み出すか，上下に拡張している。
口縁端部には，凹線文・円形浮文・刻目文・格子斜線文を施している。３０１４の口縁部内面には櫛描波
状文も施されている。３０１１の口縁端部には赤色顔料が塗布されている。３０１５は筒部の破片で，筒部上
半・下半に円孔を穿ち，上位・中位・下位に赤色顔料を塗布した凹線文を巡らしている。
　３０１６・３０１７は蓋で，小さなつまみを有する。３０１６には，紐通しの孔が２個一対穿たれている。３０１８
はミニチュア土器で，甕を表現していると考えられる。３０１９は把手の破片である。
　３０２０・３０２１は製塩土器の脚部である。体部外面はヘラケズリ調整が見られる。
　３０２２・３０２３は小形鉢の脚部である。３０２４は大形鉢Ｋの可能性がある。３０２５は大形鉢Ｉで，この破片
では分からないが片口鉢であろう。３０２６は大形鉢Ｊ１，３０２７は大形鉢Ｊ３，３０２８・３０２９は大形鉢Ｊ４で
ある。３０２９の内外面には，水銀朱が付着しており，朱精製などに使用された可能性がある。
　３０３０～３０６５は底部の破片である。３０３０～３０３３は，底部中央に孔が穿たれており甑と考えられる。
３０６４・３０６５は，比較的大形の器種のものである。

（５）第Ⅳ層出土土器　（第７１～７３図）
　広口壷，直口壷，長頸壷，細頸壷，甕，高杯，小形器台，小形鉢，大形鉢，蓋などが見られる。
　３０６６～３０６８は広口壷Ａである。上下に拡張した口縁端部に凹線文や竹管文を施す。３０６９は広口壷Ｄ
の口縁部と推定され，端部に凹線文と櫛描波状文が施されている。３０７０～３０７２は広口壷Ｌの口縁部と
推定され，端部に凹線文や線鋸歯文・竹管文が施されている。３０７３は広口壷Ｇ・Ｈ・Ｉのいずれかの
破片と考えられる。
　３０７４～３０７６は直口壷Ａで，口頸部外面に凹線文やハケ原体による押圧文を施している。３０７７・３０７８
は長頸壷である。３０７９は細頸壷の体部で，最大径に突帯を２条貼り付けている。
　３０８０～３１０１は甕Ａで，３０８０～３０９７は口縁端部に凹線文が施されている。体部内面のヘラケズリが頸
部にまで達するものもある。３１０２～３１１０は甕Ｇである。３１１１～３１１９は甕Ｆである。３１１１～３１１５は，口
縁部を「く」の字形に屈曲させるものである。３１２０は甕Ｉで，体部外面に叩き痕が明瞭に残る。
　３１２１・３１２２は高杯Ａで，口縁端部に凹線文が施されている。３１２３は高杯Ｂで，杯部外面屈曲部の段
に竹管文が施されている。３１２４は高杯Ｅ，３１２５・３１２６は高杯Ｆである。３１２７は高杯の杯部と脚部の接
合部分である。３１２８～３１３２は脚Ａで，端部には凹線文が施されている。３１３３は脚Ａ６で，端部に凹線
文を巡らし，裾近くに円孔を等間隔に多数穿っている。３１３４は脚Ｂの可能性がある。３１３５は脚Ｇであ
る。３１３６～３１３８は脚Ｈである。３１３９は装飾高杯の脚部で，脚部中位に突帯を巡らし，下半に円孔を穿
つとともに，線鋸歯文・列点文・沈線を巡らしている。
　３１４０は小形器台の可能性がある。
　３１４１～３１４５は小形鉢である。３１４１はほぼ完形のもので，やや上げ底の底部から緩やかに内湾しなが
ら体部が立ち上がり，口縁部を外側に折り曲げる。３１４２・３１４３の口縁部破片も同様である。３１４５の脚
部は，鉢以外の可能性もある。３１４６は把手付大形鉢で，西讃地域で少量見られるものである。３１４７は
大形鉢Ａで，口縁端部に凹線文を施している。
　３１４９は蓋で，偏平な円盤の中央に摘みを有する。紐通しの孔が２個一対で２箇所穿たれ，摘み頂部
には赤色顔料が付着している。３１４９は器種不明で，外面に凹線文とＳ字状の半裁竹管文が巡っている。
３１５０～３１６３は底部の破片である。３１５０～３１５２は，底部中央に孔が穿たれており甑と考えられる。
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－２４－

第１６図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図①（縮尺１/４）



－２５－

第１７図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図②（縮尺１/４）



－２６－

第１８図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図③（縮尺１/４）



－２７－

第１９図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図④（縮尺１/４）



－２８－

第２０図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑤（縮尺１/４）



－２９－

第２１図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑥（縮尺１/４）



－３０－

第２２図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑦（縮尺１/４）
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第２３図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑧（縮尺１/４）



－３２－

第２４図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑨（縮尺１/４）



－３３－

第２５図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑩（縮尺１/４）
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第２６図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑪（縮尺１/４）



－３５－

第２７図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑫（縮尺１/４）



－３６－

第２８図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑬（縮尺１/４）



－３７－

第２９図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑭（縮尺１/４）



－３８－

第３０図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑮（縮尺１/４）



－３９－

第３１図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑯（縮尺１/４）



－４０－

第３２図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑰（縮尺１/４）



－４１－

第３３図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑱（縮尺１/４）



－４２－

第３４図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑲（縮尺１/４）
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第３５図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図⑳（縮尺１/４）
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第３６図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図�（縮尺１/４）



－４５－

第３７図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図�（縮尺１/４）



－４６－

第３８図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図�（縮尺１/４）



－４７－

第３９図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図�（縮尺１/４）
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第４０図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図�（縮尺１/４）
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第４１図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図�（縮尺１/４）



－５０－

第４２図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図�（縮尺１/４）



－５１－

第４３図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土遺物実測図�（縮尺１/４）



－５２－

第４４図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図①（縮尺１/４）



－５３－

第４５図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図②（縮尺１/４）



－５４－

第４６図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図③（縮尺１/４）



－５５－

第４７図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図④（縮尺１/４）



－５６－

第４８図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑤（縮尺１/４）



－５７－

第４９図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑥（縮尺１/４）



－５８－

第５０図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑦（縮尺１/４）



－５９－

第５１図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑧（縮尺１/４）



－６０－

第５２図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑨（縮尺１/４）



－６１－

第５３図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑩（縮尺１/４）



－６２－

第５４図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑪（縮尺１/４）



－６３－

第５５図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑫（縮尺１/４）



－６４－

第５６図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑬（縮尺１/４）



－６５－

第５７図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑭（縮尺１/４）



－６６－

第５８図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑮（縮尺１/４）



－６７－

第５９図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑯（縮尺１/４）



－６８－

第６０図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑰（縮尺１/４）



－６９－

第６１図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑱（縮尺１/４）



－７０－

第６２図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑲（縮尺１/４）



－７１－

第６３図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図⑳（縮尺１/４）
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第６４図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土遺物実測図�（縮尺１/４）
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第６５図　ＳＲ０１第Ⅲ層出土遺物実測図①（縮尺１/４）
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第６６図　ＳＲ０１第Ⅲ層出土遺物実測図②（縮尺１/４）
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第６７図　ＳＲ０１第Ⅲ層出土遺物実測図③（縮尺１/４）
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第６８図　ＳＲ０１第Ⅲ層出土遺物実測図④（縮尺１/４）
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第６９図　ＳＲ０１第Ⅲ層出土遺物実測図⑤（縮尺１/４）
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第７１図　ＳＲ０１第Ⅳ層出土遺物実測図①（縮尺１/４）

第７０図　ＳＲ０１第Ⅲ層出土遺物実測図⑥（縮尺１/４）
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第７２図　ＳＲ０１第Ⅳ層出土遺物実測図②（縮尺１/４）
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第７３図　ＳＲ０１第Ⅳ層出土遺物実測図③（縮尺１/４）



第３小節　弥生時代前期～古墳時代前期初頭の石器・木器
　旧河道SR０１からは，大量の土器以外に，少量だが石器・木器も出土している（第７４～７８図）。弥生
時代後期～古墳時代前期初頭の土器に混じって出土しており，それぞれの石器・木器の時代を特定す
ることは難しいが，ここでは層位ごとに報告する。
　３１６４～３１６９は，第Ⅰ層から出土した。３１６４～３１６６はサヌカイト製の打製石庖丁である。３１６７もサヌ
カイト製の打製石鏃である。３１６８は粘板岩に線刻を彫った珍しいもので，断片であるため全容は不明
だが，円から放射状に直線が伸びるモチーフである可能性が考えられる。３１６９は，サヌカイト製の打
製石鏃である。
　３１７０～３１７４は，第Ⅱ層から出土した。３１７０～３１７２はサヌカイト製の打製石庖丁である。３１７３もサヌ
カイトを使用した打製石鏃の未製品と考えられる。３１７４は粘板岩を利用した砥石と考えられ，直線状
の傷が４本認められる。
　３１７５～３１７８は，第Ⅳ層から出土した。３１７５・３１７６・３１７８はサヌカイト製の打製石庖丁と考えられる。
３１７７もサヌカイト製の打製刃器である。
　３１７９は，第Ⅱ層から出土した木器である。高野槙を使用した舟形木製品で，細長い船体に舳先と船
尾を尖らせている。内側は刳り抜かれている。この形態の舟形木製品は，弥生時代後期末～古墳時代
前期に見られるものである。
　３１８０～３１８２は，層位不明のものである。３１８０は，粘板岩を利用した磨製石庖丁で，弥生時代前期と
推定される。３１８１・３１８２はサヌカイト製の打製石庖丁である。

第２節　旧河道ＳＲ０２

　旧河道SR０２は，調査区北東部の微高地上において東から西に流れ，旧河道SR０１に合流している（第
５図）。旧河道SR０３より約４ｍ離れて北側にある。検出した長さは約１０mで，断面はＵ字形を呈し，幅
約１.８～３.５m・深さ約２０cmを測る。
　出土した土器には，広口壷，甕，高杯，製塩土器，小形鉢などが見られる（第７９図）。
　３１８３は広口壷Ｇである。３１８４は広口壷Ｇ・Ｈ・Ｉのいずれかの破片と考えられる。３１８５は広口壷Ｊ
の破片と考えられる。３１８６～３１８７は甕Ｇである。３１８８は甕Ｉで，体部外面に叩き痕が明瞭に残る。
３１８９は高杯Ａで，口縁端部を肥厚させる。３１９０は高杯Ｇで，口縁部に強いヨコナデが認められる。
３１９１～３１９４は高杯の杯部と脚部の接合部分で，３１９２には円孔が穿たれている。３１９５は脚部Ａで，端部
を肥厚させる。３１９６・３１９７は脚部Ｈで，円孔が穿たれている。３１９８・３１９９は製塩土器の脚部で，体部
外面にヘラケズリが見られる。３２００は小形鉢の脚部である。３２０１～３２０３は底部の破片である。
　これらの遺物は，弥生時代後期前半～末にかけてのものであり，旧河道SR０１と比較すると後期後半
のものが主体を占めることから，SR０１第Ⅰ・Ⅱ層と同じ時期と考えられる。

第３節　旧河道ＳＲ０３

　旧河道SR０３は，調査区北東部の微高地上において東から西に流れ，旧河道SR０１に合流している（第
５図）。旧河道SR０２より約４ｍ離れて南側にある。検出した長さは約１２mで，断面はＵ字形を呈し，幅
約１.５～３.５m・深さ約２０cmを測る。
　出土した土器には，広口壷，複合口縁壷，高杯，小形鉢などが見られる（第８０図）。
　３２０４は広口壷Ｇ・Ｈ・Ｉのいずれかの破片と考えられる。３２０５は複合口縁壷で，頸部を水平近くに
折り曲げ，口縁部上下に拡張させている。３２０６は高杯Ｇで，口縁部に強いヨコナデが認められる。
３２０７は小形鉢の脚部である。３２０８～３２１０は底部の破片である。
　これらの遺物は，弥生時代後期後半のものであり，旧河道SR０２と同様に，旧河道SR０１第Ⅰ・Ⅱ層と
同じ時期と考えられる。
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第７５図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土石器実測図（縮尺１/２）

第７４図　ＳＲ０１第Ⅰ層出土石器実測図（縮尺１/２）
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第７７図　ＳＲ０１第Ⅱ層出土木器
　　　実測図（縮尺１/４）

第７６図　ＳＲ０１第Ⅳ層出土石器実測図（縮尺１/２）

第７８図　ＳＲ０１出土石器実測図（層位不明，縮尺１/２）
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第８０図　ＳＲ０３出土遺物実測図（縮尺１/４）

第７９図　ＳＲ０２出土遺物実測図（縮尺１/４）



第４章　高松市天満・宮西遺跡出土赤色顔料付着遺物の蛍光Ｘ線分析について

徳島県立博物館　魚島純一

　高松市教育委員会の依頼を受けて，天満・宮西遺跡出土遺物の表面に付着した赤色顔料の同定を目
的とした定性分析を行ったのでその結果を報告する。

１．試料
　天満・宮西遺跡出土　土器破片　１８点
　　詳細は第２表のとおり。

２．方法
　蛍光Ｘ線分析装置を使って試料表面の非破壊定性分析を行い，試料に含まれる元素の種類を調べ，
用いられた赤色顔料を推測することとした。
　分析には，徳島県立博物館に設置されたテクノス製エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置TREX６３０L

を用いた。
　測定の条件はつぎのとおり。
　　　　　　　　　　Ｘ　　線　　管　：　Mo  　　Ｘ　線　管　電　圧　：　５０kV

　　　　　　　　　　Ｘ　線　管　電　流　：　０.１mA  　　検　　出　　器　：　 Si（Li）
　　　　　　　　　　測　　定　　時　　間　：　１００秒  　　測　定　雰　囲　気　：　大気

３．結果と考察
　試料１の破片では，内面に点々と赤色顔料が付着しており，分析の結果，Hg（水銀）が検出された（第
８１図）。
　また，試料１３の破片においては，外面の亀裂にわずかに残った赤色顔料部分からやはりHgが検出さ
れた（第８２図）。
　試料１６の破片は，内面，外面ともに赤色顔料の付着が顕著に見られ，いずれの面からもHgが検出さ
れた（第８３・８４図）。
　以上の３試料４ヶ所に付着した赤色顔料は，Hg（水銀）を主成分とする水銀朱（辰砂　HgS）であると
考えられる。
　その他の試料においては，赤色顔料の付着は確認できるもののHgは検出できなかった。第８５図に
Hgが検出できなかった試料の代表として試料１８の分析結果を掲げる。検出された元素のうち赤色顔
料に関連する元素はFe（鉄）のみである。Feは土壌中にも多く含まれ，土器表面に付着した土壌はもと
より，胎土そのものにも含まれることから，検出されたFeのピークがすべて赤色顔料に起因するもの
とは考えられない。ただし観察の結果，いずれの破片においても表面に赤色顔料が付着していること
が確認できることから，これらの遺物に付着する赤色顔料はFe（鉄）を主成分とするベンガラ（酸化第
二鉄　Fe２O３）であると推定される。 
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－８６－

第８２図　試料１３赤色顔料付着部分蛍光Ｘ線分析結果

第８１図　試料１赤色顔料付着部分蛍光Ｘ線分析結果

第２表　天満・宮西遺跡出土赤色顔料付着土器一覧

赤色顔料時期文様層位遺構付着部位器種遺物番号�
水銀朱弥生時代後期末上層？ＳＤ９９底部内面壺？ １５５１
ベンガラ弥生時代後期前半第３層（最下層）ＳＥ０２底部外面小形鉢 ４２４２
ベンガラ弥生時代後期末線鋸歯文第Ⅰ層ＳＲ０１体部外面上位広口壺１１２５３
ベンガラ弥生時代後期櫛描直線文，突帯文第Ⅰ層ＳＲ０１頸部外面下位大形細頸壺１２３４４
ベンガラ弥生時代後期末櫛描直線文，波状文第Ⅱ層ＳＲ０１体部外面上位広口壺２１１７５
ベンガラ弥生時代後期第Ⅱ層ＳＲ０１口縁部上面甕２２２４６
ベンガラ弥生時代後期凹線文第Ⅱ層ＳＲ０１筒部外面下位器台２１１６７
ベンガラ弥生時代後期突帯＆直線文第Ⅰ層ＳＲ０１筒部外面中位特殊器台１７０９８
ベンガラ弥生時代後期突帯＆直線文第Ⅲ層ＳＲ０１筒部外面中位特殊器台１７１０９
ベンガラ弥生時代後期突帯＆直線文第Ⅰ層ＳＲ０１筒部外面中位特殊器台１７１１１０
ベンガラ弥生時代後期凹線文第Ⅲ層ＳＲ０１筒部外面中位器台３０１５１１
ベンガラ弥生時代後期凹線文，円形浮文第Ⅲ層ＳＲ０１口縁端部器台３０１１１２
水銀朱弥生時代後期突帯文第Ⅰ層ＳＲ０１体部外面中位細頸壺１２３９１３
ベンガラ弥生時代後期末突帯文第Ⅱ層ＳＲ０１頸部外面中位二重口縁壺２５６９１４
ベンガラ弥生時代後期第Ⅲ層ＳＲ０１口縁部上面器台３００９１５
水銀朱弥生時代後期第Ⅲ層ＳＲ０１体部内外面鉢３０２９１６
ベンガラ弥生時代後期凹線文第Ⅱ層ＳＲ０１口縁端部甕２１９４１７
ベンガラ弥生時代後期第Ⅳ層ＳＲ０１つまみ上面蓋３１４８１８
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第８５図　試料１８赤色顔料付着部分蛍光Ｘ線分析結果

第８４図　試料１６外面赤色顔料付着部分蛍光Ｘ線分析結果

第８３図　試料１６内面赤色顔料付着部分蛍光Ｘ線分析結果



第５章　まとめ

第１節　旧河道ＳＲ０１の評価

　旧河道SR０１は，微高地間の小谷底を北に向かっ
て蛇行している川跡で，幅約４.４～６.８m・深さ約５０
～７０cmを測る小規模なものであった。微高地上
にあった弥生集落と隣接しており，人為的に掘削
した痕跡は認められなかったが，集落から廃棄さ
れた大量の弥生土器が出土した。
　まず，弥生時代前期の土器が下層より一定量出
土しており，微高地上に同時期の環濠集落が存在
していたことを考慮すると，弥生時代前期には旧
河道SR０１がすでに存在していたと考えられる。
　しばらくの空白期間があって，弥生時代後期初
頭から古墳時代前期初頭にかけての土器が出土し
ており，この時期の土器が全体の約９８％を占める。
微高地上に同時期の大規模集落が出現しており，
この集落から旧河道SR０１へ大量に土器が廃棄さ
れたものと考えられる。ただし，細かい時期別に
見ると，集落とSR０１から出土している土器の様相
は若干異なる。集落では，後期前半の遺構は極少
数で，後期後半のものが多数を占める。一方，
SR０１では，後期前半～後半の土器が片寄ることな
く出土している。これについては，第８６図で示す
とおり，微高地（集落）で実施した発掘調査の範
囲が一部分であったため，後期前半の遺構，つま
り後期前半の集落の中心が，調査区外である微高
地南東部分に存在した可能性を指摘できる。

第２節　弥生時代前・中期の土器について

　旧河道SR０１から弥生時代前・中期の土器が出土
しているが，大半を占めるのは弥生時代前期のも
のである。弥生時代前期の土器は，微高地上の環
濠から出土する土器と同じ前期前半後葉から前期
後半前葉にかけてのもので，環濠集落から廃棄さ
れた土器であると考えられる。ただし，壷（１０１７）
は環濠出土土器より一段階新しい時期のものであ
り，本遺跡の集落編で報告（高松市教育委員会２００２）したとお
り，旧河道上流（南東約１００ｍ）に所在した別の弥
生前期集落から廃棄された可能性がある。
　また，弥生時代中期の土器については，微高地
上から同時期の遺構が皆無であり，周辺地域でも
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第８７図　天満・宮西遺跡周辺の旧地形と
　　　弥生前期集落（縮尺１/４,０００）

第８６図　天満・宮西遺跡周辺の旧地形と
　　　弥生後期集落（縮尺１/４,０００）



発掘調査事例が少ない。このため，旧河道上流に弥生中期の集落が存在する可能性を指摘するにとど
めておきたい。
参考文献
高松市教育委員会２００２『天満・宮西遺跡～集落・水田編～』
　

第３節　特殊器台について

　旧河道SR０１第Ⅰ層から，特殊器台の筒部破片３点（１７０９～１７１１）が出土している。突帯（間帯）部
分の破片で，３点は接合しないが，同様な文様構成や胎土・焼成を示しており同一個体の可能性がある。
特殊器台は，円筒埴輪の祖形（近藤・春成１９６７）として知られており，古墳発生期の社会情勢を知る上で貴重な
資料である反面，出土地域が限られている。そのため，ここでは一節を設けて報告したい。
　１７０９は，幅２.５㎝（上）と幅２.７㎝（下）の突帯を貼り付けており，突帯の高さは０.７㎝と幅に比べ低
い。突帯断面の形状は，偏平な長方形ながら，中央がへこみ両端を突出させる形を呈する。突帯の条
数は，破片の状況から２条以上の可能性もあるが特定できない。上段の突帯全面には７条の沈線を丁
寧に巡しており，下段の突帯も沈線は磨滅著しいが同様であったと考えられる。一方，突帯を除く筒
部外面（文様帯）には綾杉文（もしくは斜線文）が施されているが，通例見られる縦の分割線は明確
に確認できず，あっても斜線と比べかなり弱い線である。突帯上の沈線や突帯と突帯の間，突帯周辺
に赤色顔料（ベンガラ）が付着しており，外面全面もしくは突帯周辺に赤色顔料を塗り付けたと考え
られる。なお，直径２５cm前後に復元でき，小形品である。
　１７１０の突帯は，幅２.１㎝・高さ０.５㎝ と，１７０９に比べやや小さい。ただし，突帯の形状や沈線の条数
は１７０９と同じで，更に外面には１７０９同様の綾杉文（もしくは斜線文）も見られる。突帯やその周辺に
赤色顔料（ベンガラ）が付着している。
　１７１１の突帯も，幅２.４㎝・高さ０.５㎝ と，１７０９に比べやや小さい。ただし，突帯の形状や沈線の条数
は１７０９と同じである。
外面の綾杉文（もし
くは斜線文）は確認
できない。突帯上の
沈線や突帯周辺に赤
色顔料（ベンガラ）
が付着している。
　これら３点の胎土
は，主ににぶい褐色
を呈し，長石・角閃
石や雲母を含む。高松平野の土器に見られ
る類似した胎土に比べ，長石・角閃石が目立
ち，瀬戸内海をはさんだ対岸の吉備地域の胎
土である（注１）。このことは，天満・宮西遺跡
出土の特殊器台が，特殊器台発祥の地である
吉備地方から搬入されたことを示している。
　さて，天満・宮西遺跡出土特殊器台の時期
については，やや幅広で高さもある突帯が
巡っており，突帯全面に沈線が丁寧に施され
ていることから，立坂型に属すると考えられ
る（宇垣１９９２・岡山県立博物館２００２）。特殊器台出現段階であ
る立坂型の時期には，様々なバリエーション
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第８９図　特殊器台出土遺跡分布地図（宇垣１９９２より）

第８８図　特殊器台実測図（縮尺１/４）



が見られ，本例もその一つと捉えられよう（注２）。また，立坂型の特殊器台は，吉備地方だけでなく出
雲や安芸にも搬入され広範囲に分布していることから，このような動向のもとに天満・宮西遺跡にも
吉備から搬入されたものと考えられる。なお，香川県における特殊器台の出土例として，香川町舟岡
山古墳出土のものが指摘されている（注３）が，詳細は不明である。
　以上，特殊器台について報告してきたが，これとセットになる特殊壷の存在は確認できていない。
ただし，細頸壷に加飾が著しい特殊なものが見られる。頸部１２３４・１２３５には，櫛描波状文・直線文が
丁寧に施され，１２３４には更に刺突文を入れた突帯が巡り，赤色顔料が付着している。１２３７・１２３８の体
部最大径の破片は，特殊壷に見られるような２条の突帯が見られるが，特殊壷に比べ突帯間が狭く，
突帯の断面も三角形で粗雑である。これら加飾が著しい細頸壷が，特殊壷の代用をしたかどうかにつ
いては，特殊壷が今回の調査範囲外に存在していた可能性も含めて，考慮しなければならない。

１） 白石純氏の教示による。
２） 宇垣匡雅氏の教示による。
３） 大久保徹也・松本敏三氏の教示による。

参考文献
宇垣匡雅１９９２「特殊器台・特殊壷」『吉備の考古学的研究（上）』山陽新聞社
岡山県立博物館２００２『王墓を彩る－特殊器台の系譜－』
近藤義郎・春成秀爾１９６７「埴輪の起源」『考古学研究』第１３巻第３号

第４節　弥生時代後期～古墳時代前期初頭における搬入土器について

　旧河道SR０１から出土した土器の中には，高松平野から通例出土するものとは違い，他地域から搬入
されたと考えられる土器が認められる。土器すべてを明確に地元産か他地域産か，他地域産であれば
どこの地域であるか特定することは難しいが，ある程度の想定は可能である。本節では，明らかに他
地域産と考えられる代表的なものを抽出し報告する。
【吉備および周辺地域】
　吉備は，瀬戸内海を挟んで対岸に位置するため，讃岐の他遺跡においても吉備からの搬入土器を見
ることができる。器種は，高杯および器台が主体を占め，特殊器台も認められる。装飾高杯脚部１６８７・
３１３９は，岡山県都窪郡清音村鋳物谷師２号墳（小野ほか１９７７の６９）や雄町遺跡１住居-１（正岡１９９２の３１５）に類例が見
られる。器台１６８５と酷似したものは不明だが，受部と脚部の屈曲部に突帯を張り付け，過剰な加飾を
施す例は吉備で見られることから，１６８５は吉備周辺地域からの搬入品と考えられる。特殊器台（１７０９
～１７１１）は，第３節で詳述したとおり，吉備からの搬入品である。壷または器台と考えられる２１４８や
高杯杯部２５６７，高杯脚部１６９２・２５７１・２５７２，甕１３２７も，吉備周辺地域と推定される。
【安芸】
　壷１１５１のように，長く伸びた頸部外面に多条の凹線を巡らし，さらに外側へ拡張した口縁端部にも
凹線を巡らす特徴は，安芸地域の中期末に見られるものである。胎土も高松平野では見られないもの
であることから，安芸からの搬入品と考えられる。
【周防～北九州】
　複合口縁壷１２４８・２１５０のように，口縁部が強く屈曲して内湾しながら立ち上がるものは，西部瀬戸
内でも周防～北九州にかけて見られるものである。胎土も高松平野では見られないものであることか
ら，この地域からの搬入品と考えられる。
【伊予】
　複合口縁壷２１４９・３２０５のように，口縁部が強く屈曲して直線的に立ち上がるものは，伊予で見られ
るものであり，伊予からの搬入品と考えられる。壷体部２６７３も，伊予からの搬入品である可能性が指
摘できる。
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【讃岐西部】
　丸亀平野や三豊平野といった西讃と呼び習わしている地域を指す。小形鉢１７２９・１７３０・２６１０は，高
台状の底部をもち，白色系の胎土であることから，丸亀平野周辺からの搬入品である。特徴的な把手
が付く鉢３１４６や逆円錐形の甑１７７１も，讃岐西部からの搬入品と考えられる。
【讃岐東部】
　本遺跡が立地する高松平野を除いた讃岐東部を対象としている。甕２３６４は，外反した口縁の端部を
下方に摘み出しており，森広遺跡（寒川町教育委員会１９９７の３５０）に類例が見られることから，讃岐東部からの搬入品
である。甕２９５８のように体部に粗く刷毛を施すものや，複合口縁壷１２４１のように省略した波状文を施
すものも，讃岐東部において見られる。甕１３３０・２３６１も，讃岐東部からの搬入品である可能性を指摘
できる。
【その他】
　特殊壷１２３２は，肩が張った上に突帯を貼り付け，口頸部は外反しながら開く形態を示し，高松平野
では見られない器形であることから，搬入品である。高杯脚部３００２は，畿内地域に見られる円筒形の
形態を示しており，さらに角閃石を含む胎土の特徴から生駒西麓産の可能性がある。

参考文献
小野一臣・間壁忠彦・間壁葭子１９７７「岡山県清音村鋳物師谷２号墳出土の土器」『倉敷考古館研究集報』第１３号
正岡睦夫１９９２「備前地域」『弥生土器の様式と編年』山陽・山陰編　木耳社
寒川町教育委員会１９９７『森広遺跡』
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第９０図　天満・宮西遺跡と搬入土器の搬出先
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第９１図　搬入土器実測図①（縮尺１/４）
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第９２図　搬入土器実測図②（縮尺１/４）



第５節　弥生時代後期～古墳時代前期初頭における赤色顔料付着土器について

　土器に付着した赤色顔料の科学的分析については，第４章において魚島純一氏の報告に詳しいので，
本節では赤色顔料が付着した土器について若干の検討を行う。
　赤色顔料付着土器は１８例あり，うち遺物番号１５５・４２４は本遺跡の集落部分から出土したものであ
る（高松市教育委員会２００２）。これらの土器は，どれも弥生時代後期に属するもので，詳細な時期が不明なものも
あるが，後期前半～後半のものが見られる。器種別では，壷・甕・器台・鉢が認められ，高杯以外の
器種が揃うが，壷と器台が占める割合が高い。赤色顔料の原料別では，水銀朱が３例，ベンガラが１５
例で，ベンガラが圧倒的に多い。付着箇所は，ベンガラはすべて外面で文様を施している部位に多く
見られるのに対し，水銀朱では内面付着のものが１５５・３０２９の２例見られる。同じ赤色顔料であっても，
原料別による内外面への付着の相違は，その使用方法に由来する。ベンガラが主に装飾用に使用され
たと考えられるのに対し，水銀朱は別の用途に使用されたと考えられている。最近の研究では，水銀
朱と砒素を混ぜ合わせて，神仙思想にもとづく仙薬を作り出していた可能性が指摘されている。これ
には，甕を半裁した形である広片口皿が専用具として使われ，さらに大形鉢も使用されているという。
天満・宮西遺跡では壷の可能性がある底部１５５と，鉢と考えられる体部の破片３０２９である。また，水銀
朱と砒素を混ぜ合わせる際に，火にかけたと推測されており，３０２９は実際に内外面に煤が付着してい
る。なお，細頸壷１２３９の体部最大径にある突帯に水銀朱が付着しているが，これは例外的なものと考
えられる。
　さて，県内における水銀朱付着土器は，高松市上天神遺跡，太田下・須川遺跡，そして坂出市川津
一ノ又遺跡，川津東山田遺跡などが知られている。これらの遺跡では，専用具である広片口皿が出土
している遺跡もあるが，天満・宮西遺跡では今のところ専用具は認められない。将来，天満・宮西遺
跡でも広片口皿が出土する可能性はあるが，水銀朱の精製に専用具以外も普遍的に使用されていたか
どうかは，今後の出土例の増加に待ちたい。

参考文献
大久保徹也１９９５「上天神遺跡出土赤色顔料付着資料について」『上天神遺跡』香川県教育委員会ほか
大久保徹也１９９８「弥生時代の内面朱付着土器」『考古学ジャーナル』№４３８
岡山真知子２００３「水銀朱精製用具の検討」『古代文化』第５５巻第６号　財団法人古代学協会
高松市教育委員会２００２『天満・宮西遺跡～集落・水田編～』
本田光子１９９５「高松市上天神遺跡出土土器に付着している赤色顔料」『上天神遺跡』香川県教育委員会ほか
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第３表　天満・宮西遺跡出土赤色顔料付着土器一覧

赤色顔料時　　期文　　様層　位遺構付着部位器　種遺物番号�
水銀朱弥生時代後期末上層？ＳＤ９９底部内面壺？ １５５１
ベンガラ弥生時代後期第３層（最下層）ＳＥ０２底部外面小形鉢 ４２４２
ベンガラ弥生時代後期末線鋸歯文第Ⅰ層ＳＲ０１体部外面上位広口壺１１２５３
ベンガラ弥生時代後期櫛描直線文，突帯文第Ⅰ層ＳＲ０１頸部外面下位大形細頸壺１２３４４
ベンガラ弥生時代後期末櫛描直線文，波状文第Ⅱ層ＳＲ０１体部外面上位広口壺２１１７５
ベンガラ弥生時代後期第Ⅱ層ＳＲ０１口縁部上面甕２２２４６
ベンガラ弥生時代後期凹線文第Ⅱ層ＳＲ０１筒部外面下位器台２１１６７
ベンガラ弥生時代後期突帯＆直線文第Ⅰ層ＳＲ０１筒部外面中位特殊器台１７０９８
ベンガラ弥生時代後期突帯＆直線文第Ⅲ層ＳＲ０１筒部外面中位特殊器台１７１０９
ベンガラ弥生時代後期突帯＆直線文第Ⅰ層ＳＲ０１筒部外面中位特殊器台１７１１１０
ベンガラ弥生時代後期凹線文第Ⅲ層ＳＲ０１筒部外面中位器台３０１５１１
ベンガラ弥生時代後期凹線文，円形浮文第Ⅲ層ＳＲ０１口縁端部器台３０１１１２
水銀朱弥生時代後期突帯文第Ⅰ層ＳＲ０１体部外面中位細頸壺１２３９１３
ベンガラ弥生時代後期末突帯文第Ⅱ層ＳＲ０１頸部外面中位二重口縁壺２５６９１４
ベンガラ弥生時代後期第Ⅲ層ＳＲ０１口縁部上面器台３００９１５
水銀朱弥生時代後期第Ⅲ層ＳＲ０１体部内外面鉢３０２９１６
ベンガラ弥生時代後期凹線文第Ⅱ層ＳＲ０１口縁端部甕２１９４１７
ベンガラ弥生時代後期第Ⅳ層ＳＲ０１つまみ上面蓋３１４８１８
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第９３図　赤色顔料付着土器実測図（縮尺１/４）



第６節　高松平野における天満・宮西遺跡の位置付けについて

　前回報告した集落部分の調査成果も含めて，弥生時代後期の高松平野における天満・宮西遺跡の位
置付けを行って最後としたい。
【弥生時代後期前半】
　微高地上の遺構はわずか井戸１基のみであり，集落の様相は不明である。ただし，旧河道SR０１から
は後期前半の土器が多量に出土していることから，微高地南側等にこの時期の集落の中心があったと
想定される。実際，微高地南側で検出した掘立柱建物群は，当該期に属する可能性がある。
【弥生時代後期後半～古墳時代前期初頭】
　微高地上に竪穴住居２４棟，溝４８条など多数の遺構が認められ，天満・宮西遺跡の弥生集落が最盛期
を迎えた時期である。同じ時期に高松平野の各地に出現する集落と比較した場合，微高地上の遺構の
密度は高く，拠点的集落であった可能性もある。微高地上の集落から廃棄された多量の土器が，旧河
道に埋没している。また，集落の存続時期には，西方約３㎞の丘陵上に鶴尾神社４号墳が築かれてお
り，古墳造営に携わった可能性も指摘できる。しかしながら，天満・宮西遺跡も他の集落と同様に古
墳時代前期初頭を最後に集落が姿を消していくのである。
【旧河道出土土器の特徴】
　最後に，旧河道出土土器の特徴を列挙したい。
① 他地域からの搬入土器が一定量認められる。天満・宮西遺跡の立地が海に近いことを考慮すれば，
集落間の交易拠点地として重要な役割を担っていた可能性も考えられる。ただし，同じ時期に属する
高松市上天神遺跡でも搬入土器が顕著であることから，今後の調査件数の増加が期待される。
② 特殊器台の破片が出土しており注目される。香川県内において，特殊器台出現期にあたる立坂型の
特殊器台出土例は，本例のみである。なお，特殊器台の搬入は，これを使用する祭祀も同時に受け入
れた可能性もあるが，旧河道からの出土状態では明らかにできない。

参考文献
高松市教育委員会２００２『天満・宮西遺跡～集落・水田編～』

－９６－



－９７－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

口縁部外面：刻目突帯文１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.７）縄文土器

深鉢１００１

４㎜以下の石英を含む外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：ナデ，指頭圧痕
内面：ナデ（３.５）３.７ 

弥生土器
小形壺１００２

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：板ナデ

（３.１）１２.４ 
弥生土器
壺１００３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（２.５）１４.０ 
弥生土器
壺１００４

口縁端部：刻目文１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（５.５）２５.２ 
弥生土器
甕１００５

口縁端部：刻目文４mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：浅黄２.５Y７/３
内面：浅黄２.５Y７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部上半：指頭圧痕

（７.０）１８.０ 
弥生土器
甕１００６

頸部：段６mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：黄灰２.５Y４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：板ナデ

（３.７）１８.４ 
弥生土器
甕１００７

やや粗１mm～２mmの
石英・長石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：指頭圧痕
内面底部：ナデ（４.６）７.８ 

弥生土器
底部１００８

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：黄灰２.５Y４/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.３）６.４ 

弥生土器
底部１００９

やや密１mm～５mmの
石英・長石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底部：ナデ
内面底部：指頭圧痕（４.５）７.３ 

弥生土器
底部１０１０

口縁端部：爪形文
口縁部内面：爪形文

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：ナデ（３.６）１３.２ 

弥生土器
広口壺１０１１

口縁端部：半裁竹管文（S字状）１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.０）１３.４ 

弥生土器
広口壺１０１２

口縁端部：押圧文１mm～１.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.６）２２.６ 

弥生土器
広口壺１０１３

体部外面：押圧文２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面体部：ヘラミガキ
内面体部：削り後ナデ（６.０）弥生土器

壺１０１４

口縁部：沈線６条，
　　　　円孔１個（現状）

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ヘラ削り

（３.０）１３.６ 
弥生土器
無頸壺１０１５

頸部：段
体部上半：横方向に沈線１条
　　　　　縦方向に沈線３条

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR７/１
内面：褐灰１０YR６/１

外面頸部：ヨコナデ
　　体部：ナデ
内面頸部：指頭圧痕
　　体部：指頭圧痕

（８.６）弥生土器
壺１０１６

頸部外面：貼付突帯文，沈線３条
口縁部内面：貼付突帯

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（９.５）１１.５ 
弥生土器
壺１０１７

口縁端部：刻目文３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：指頭圧痕
　　　体部：板ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ，指頭圧痕

（４.８）１６.０ 
弥生土器
甕１０１８

口縁端部：刻目文
頸部：沈線２条間に竹管文

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：黄灰２.５Y４/１
内面：灰黄２.５Y６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（４.２）２３.６ 

弥生土器
甕１０１９

１mm～２.５mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部下半：ヘラミガキ
　　　　底面：ヘラミガキ
内面：ナデ

（７.７）７.２ 
弥生土器
壺１０２０

１mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：黒褐１０YR３/１

外面：摩滅のため不明
内面：ナデ（６.２）５.４ 

弥生土器
底部１０２１

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：ナデ
内面：摩滅のため不明（３.１）８.４ 

弥生土器
底部１０２２

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：橙５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.６）５.６ 

弥生土器
底部１０２３

口縁端部：爪形文
口縁部内面：爪形文
頸部：櫛描直線文６条以上

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（４.１）１４.０ 
弥生土器
広口壺１０２４

頸部上位：段２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（６.２）１４.４ 
弥生土器
壺１０２５

体部上位：木葉文２段（現状）
頸部：沈線１条

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラミガキ（７.０）弥生土器

壺１０２６

口縁端部：刻目文４mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR７/６
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（７.８）１９.３ 

弥生土器
甕１０２７

口縁端部：沈線１条
外面：半裁竹管文（半円状）
内面：半裁竹管文（S字状）

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：オリーブ黒５Y３/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.９）２２.６ 

弥生土器
広口壺１０２８

底部：羽状文２段０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：褐灰１０YR５/１

外面：摩滅のため不明
内面底部：ヘラミガキ（４.３）８.４ 

弥生土器
壺１０２９

１mm～６.５mmの石英・長
石を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：灰黄２.５Y６/２

外面体部下半：ヘラミガキ
内面体部下半：板ナデ（３.７）８.４ 

弥生土器
甑１０３０

４mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.８）７.２ 

弥生土器
底部１０３１

口縁端部：凹線３条，
　　　　　竹管文２段

１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.６）１９.６ 

弥生土器
広口壺１０３２

口縁端部：凹線２条
　　　　　竹管文２段

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：ヨコナデ
内面：ヨコナデ（５.２）１５.２ 

弥生土器
広口壺１０３３

口縁端部：竹管文２個（現状）
　　　　　凹線２条

０.５mm～２mm以下の長
石・石英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：灰褐７.５YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（３.１）１０.９ 
弥生土器
広口壺１０３４

口縁端部：凹線４条
口縁内面：凹線１条

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ目・ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ

（３.０）１７.２ 
弥生土器
広口壺１０３５

第４表　天満・宮西遺跡～旧河道編～出土遺物観察表

 ※法量の（　）は，残存値を表す。



－９８－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕（３.２）１８.６ 

弥生土器
広口壺１０３６

口縁端部：凹線３条２mm以下の石英，１mm
以下の角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭ナデ

（４.７）１２.６ 
弥生土器
広口壺１０３７

口縁端部：凹線１条１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
体部上半：ハケメ

（７.９）１２.４ 
弥生土器
広口壺１０３８

口縁端部：凹線３条
頸部：凹線９条

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　頸部上半：ヨコナデ
　頸部下半：指頭圧痕，板ナデ

（１０.７）１６.０ 
弥生土器
広口壺１０３９

口縁端部：凹線３条１mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：浅黄２.５Y７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：ヨコナデ
内面：ヨコナデ（５.９）１４.０ 

弥生土器
広口壺１０４０

口縁端部：凹線３条０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.０）１４.８ 
弥生土器
広口壺１０４１

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ

（３.７）１５.６ 
弥生土器
広口壺１０４２

口縁端部：凹線２条１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.３）１６.２ 

弥生土器
広口壺１０４３

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面頸部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（３.５）１８.６ 

弥生土器
広口壺１０４４

口縁端部：凹線３条
頸部：凹線３条

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（５.４）１９.４ 

弥生土器
広口壺１０４５

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.１）１８.８ 

弥生土器
広口壺１０４６

口縁端部：凹線文３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.０）１７.８ 

弥生土器
広口壺１０４７

口縁端部：竹管文２個１対１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.０）１７.６ 

弥生土器
広口壺１０４８

口縁端部：円形浮文２個１対１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：褐７.５YR４/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.９）２１.６ 

弥生土器
広口壺１０４９

口縁端部：円形浮文２個（現状）
　　　　　　　凹線２条

１mm～２mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：明赤褐２.５YR５/８
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.７）２０.０ 

弥生土器
広口壺１０５０

口縁端部：凹線２条
　　　　　円形浮文３個（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.４）２１.８ 

弥生土器
広口壺１０５１

口縁端部：竹管文２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.９）１８.０ 

弥生土器
広口壺１０５２

口縁端部：凹線３条
　　　　　円形浮文２個（現状）

２.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコハケ

（３.１）２１.０ 
弥生土器
広口壺１０５３

口縁端部：凹線３条１mm～５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.４）２５.０ 

弥生土器
広口壺１０５４

口縁端部：凹線４条１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ

（３.６）２６.４ 
弥生土器
広口壺１０５５

口縁端部：凹線４条１mm以下の石英・長石・
角閃石・結晶片岩を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明

（２.１）２４.０ 
弥生土器
広口壺１０５６

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.７）２４.４ 

弥生土器
広口壺１０５７

口縁端部：凹線文４条１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄２.５YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：ヨコナデ
内面：ヨコナデ（２.３）２９.０ 

弥生土器
広口壺１０５８

口縁端部：凹線２条１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.５）３０.４ 

弥生土器
広口壺１０５９

頸部：突帯が剥れた跡
口縁端部：凹線２条

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ，指頭圧痕

（９.２）２９.４ 
弥生土器
広口壺１０６０

口縁部内面：櫛描波状文４条
口縁端部：櫛描波状文４条
頸部：沈線１条

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ，ナデ

（７.９）１７.０ 
弥生土器
広口壺１０６１

口縁端部：凹線１条
　　　　　竹管文

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（２.１）１６.６ 
弥生土器
広口壺１０６２

口縁端部：円形浮文２個１対４mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ，ヘラミガキ
内面口縁部：摩滅のため不明（５.８）２３.４ 

弥生土器
広口壺１０６３

口縁端部：竹管文１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指ナデ，ヨコハケ目

（５.０）２２.６ 
弥生土器
広口壺１０６４

口縁端部：円形浮文
　　　　　波状文

１mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ

（４.３）３３.２ 
弥生土器
広口壺１０６５

口縁端部：凹線３条
　　　　　貼付浮文

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.１）２９.０ 

弥生土器
広口壺１０６６

頸部外面：刻目突帯文１条
口縁端部：竹管文６個１組７箇所

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ，ヘラミガキ
　　　体部：ヨコハケメ後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ，指頭圧痕
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（１５.０）２７.３弥生土器
広口壺１０６７

口縁端部：凹線２条
　　　　　円形浮文２個１対

２.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：横方向にハケ

（１０.７）２９.５ 
弥生土器
広口壺１０６８



－９９－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

口縁端部：凹線２条
頸部：ハケ原体による押圧文

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（５.５）２８.０ 

弥生土器
広口壺１０６９

口縁端部：凹線２条０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明赤褐２.５YR５/６
内面：明赤褐２.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.５）２５.２ 

弥生土器
広口壺１０７０

口縁端部：凹線３条１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.１）２４.６ 

弥生土器
広口壺１０７１

口縁端部：線斜線文１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.３）２３.４ 

弥生土器
広口壺１０７２

口縁端部：鋸歯文１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：褐灰１０YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.０）２１.０ 

弥生土器
広口壺１０７３

口縁端部：押圧文
　　　　　櫛描波状文×２段

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.３）１９.６ 

弥生土器
広口壺１０７４

口縁端部：線鋸歯文
　　　　　凹線２条

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：浅黄橙１０YR８/３ 

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.３）２３.０ 

弥生土器
広口壺１０７５

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：褐７.５YR４/６
内面：褐７.５YR４/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.０）２７.０ 

弥生土器
広口壺１０７６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ

（４.７）２２.４ 
弥生土器
広口壺１０７７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.３）２３.０ 

弥生土器
広口壺１０７８

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.４）１８.０ 

弥生土器
広口壺１０７９

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明

（３.０）１０.０ 
弥生土器
広口壺１０８０

頸部外面：刻目突帯文１条３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面頸部：摩滅のため不明
内面頸部：摩滅のため不明（９.５）弥生土器

広口壺１０８１

頸部外面：貼付突帯文１条３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（８.８）弥生土器

広口壺１０８２

頸部外面：突帯上に格子状押圧文１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面頸部：ハケメ
内面頸部：ナデ，指頭圧痕（１０.０）弥生土器

広口壺１０８３

頸部外面：刻目突帯文１条
　　　　　沈線９条

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面頸部：ハケメ
内面頸部：板ナデ（１０.９）弥生土器

広口壺１０８４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ，タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：板ナデ，ヨコハケ目

（６.７）弥生土器
広口壺１０８５

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面頸部：ヨコナデ，ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（８.６）弥生土器

広口壺１０８６

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面頸部：摩滅のため不明
内面頸部：ハケ，ナデ（６.８）弥生土器

広口壺１０８７

５mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：橙５YR６/６

外面頸部：ナデ
内面頸部：ナデ（６.９）弥生土器

広口壺１０８８

口縁端部：山形文×２段
口縁部内面：竹管文

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：浅橙５YR８/４

外面：ナデ
内面：ナデ（２.２）弥生土器

広口壺１０８９

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面頸部：ナデ
　　体部：ヘラミガキ
内面頸部：ナデ
　　体部：指頭圧痕，指ナデ，板ナデ

（１３.５）弥生土器
広口壺１０９０

２mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：摩滅のため不明
　体部上面：ハケメ
　体部下面：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：しぼり目
　体部上面：ナデ，指頭圧痕
　体部下面：ヘラ削り

２７.９ ６.２ １６.０ 
弥生土器
広口壺１０９１

１mm～５mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（８.３）２０.６ 

弥生土器
広口壺１０９２

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（５.１）２２.０ 

弥生土器
広口壺１０９３

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：橙５YR６/８

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.８）２４.０ 
弥生土器
広口壺１０９４

やや粗１mm～４mmの
石英・長石・角閃石を含
む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面頸部：ハケメ
内面頸部：指頭圧痕（６.５）１６.２ 

弥生土器
広口壺１０９５

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（４.８）１６.４ 

弥生土器
広口壺１０９６

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明

（６.４）１９.６ 
弥生土器
広口壺１０９７

１～３mmの石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：灰白１０YR８/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明

（７.５）２６.２ 
弥生土器
広口壺１０９８

１mm～３.５mm以下の石
英・長石・雲母を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：指頭ナデ

（６.１）２３.０ 
弥生土器
広口壺１０９９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面頸部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（５.３）２８.８ 

弥生土器
広口壺１１００

０.５mm～２mm以下の石
英・長石・角閃石・雲母
を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.６）１７.２ 
弥生土器
広口壺１１０１

４mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ（４.８）２２.６ 

弥生土器
広口壺１１０２

１mm～５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面：ヨコナデ
内面：ヨコナデ（４.０）２３.０ 

弥生土器
広口壺１１０３

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ

（３.０）１８.７ 
弥生土器
広口壺１１０４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR６/３
内面：にぶい橙５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.２）３０.２ 

弥生土器
広口壺１１０５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.７）２４.０ 

弥生土器
広口壺１１０６

１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.０）２１.８ 

弥生土器
広口壺１１０７
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備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：明褐７.５YR５/５

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.５）１７.６ 

弥生土器
広口壺１１０８

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：ヨコナデ
内面：ヨコナデ（１.８）１４.６ 

弥生土器
広口壺１１０９

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：にぶい赤褐５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.８）２４.８ 

弥生土器
広口壺１１１０

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：暗褐７.５YR３/３
内面：暗褐７.５YR３/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.２）１９.６ 

弥生土器
広口壺１１１１

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.３）２０.８ 

弥生土器
広口壺１１１２

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.２）２３.８ 

弥生土器
広口壺１１１３

１mm～１.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.３）２４.０ 

弥生土器
広口壺１１１４

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.７）２０.４ 

弥生土器
広口壺１１１５

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR４/２
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.８）２０.０ 

弥生土器
広口壺１１１６

０.５mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面口縁部：ヨコナデ後タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ（１.３）９.０ 

弥生土器
広口壺１１１７

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白７.５YR８/１
内面：灰白７.５YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.１）１８.４ 

弥生土器
広口壺１１１８

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.２）１６.０ 

弥生土器
広口壺１１１９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.６）１７.２ 

弥生土器
広口壺１１２０

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.０）１４.６ 

弥生土器穂
広口壺１１２１

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：暗褐７.５YR３/４
内面：褐７.５YR４/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.３）１７.０ 

弥生土器
広口壺１１２２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部上半：タタキ後ハケメ
　　体部下半：タタキ後ヘラミガキ
内面体部上半：ナデ，指頭圧痕
　　体部下半：ヘラ削り後ナデ

（２０.９）８.２ 
弥生土器
広口壺１１２３

０.５mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部：タテハケ
内面体部上位：縦方向のナデ
　　　　中位：ヘラ削り，指頭圧痕

（１６.０）弥生土器
広口壺１１２４

体部：線鉅歯文，赤色顔料付着１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面体部：ハケメ
内面体部：ヘラ削り（４.１）弥生土器

広口壺１１２５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙２.５YR７/６
内面：にぶい橙５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明，接合痕（８.９）２４.２ 

弥生土器
広口壺１１２６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（１.７）２７.０ 

弥生土器
広口壺１１２７

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.３）２１.４ 

弥生土器
広口壺１１２８

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ後ヘラミガキ（２.５）２４.８ 

弥生土器
広口壺１１２９

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：明赤褐２.５YR５/８
内面：黒褐２.５Y３/１

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（５.３）１８.６ 

弥生土器
広口壺１１３０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ後ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（９.５）１７.８ 
弥生土器
広口壺１１３１

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：粗いハケメ
　　　体部：粗いハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（８.１）１５.２ 
弥生土器
広口壺１１３２

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（８.３）１８.６ 
弥生土器
広口壺１１３３

１mm～５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：ヨコハケ

（９.０）２２.８ 
弥生土器
広口壺１１３４

頸部：貼付突帯文１条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヘラミガキ
　　　頸部：ハケメ後ヘラミガキ
　　　体部：ハケメ

（１０.８）１９.０ 
弥生土器
広口壺１１３５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ヨコハケ

（６.６）１５.２ 
弥生土器
広口壺１１３６

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：細かいハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.３）１６.６ 
弥生土器
広口壺１１３７

１mm～５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：指頭圧痕

（１０.４）２７.０ 
弥生土器
広口壺１１３８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.７）１３.２ 
弥生土器
広口壺１１３９

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：指頭圧痕，ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：板ナデ

（５.３）１５.６ 
弥生土器
広口壺１１４０

４mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（４.４）１３.０ 
弥生土器
広口壺１１４１

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.８）１４.０ 

弥生土器
広口壺１１４２

４mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（６.１）１７.４ 

弥生土器
広口壺１１４３
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２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明赤褐２.５YR５/６
内面：褐灰１０YR５/１

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（５.１）２０.８ 

弥生土器
広口壺１１４４

口縁部：凹線２条
頸部：押圧文２段

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
内面：摩滅のため不明

（８.８）９.８ 
弥生土器
直口壺１１４５

口縁部：凹線４条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面頸部：ヨコナデ，ヘラミガキ
内面頸部上半：ヨコナデ
　　　　下半：板ナデ，指ナデ

（８.８）１３.４ 
弥生土器
直口壺１１４６

口縁部：凹線４条
頸部：凹線４条

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐１０YR５/３
内面：にぶい褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.３）１１.５ 
弥生土器
直口壺１１４７

口縁端：凹線２条
頸部：凹線４条
頸部下半：押圧文

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：褐７.５YR４/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：板ナデ，指ナデ

（８.２）１３.０ 
弥生土器
直口壺１１４８

外面口縁部：凹線６条
　　　頸部：凹線６条
　　　頸部下半：押圧文

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部上半：ヨコナデ
　　　　　下半：指頭圧痕

（８.３）１１.３ 
弥生土器
直口壺１１４９

口縁端部：凹線２条間に竹管文
口縁部：凹線５条

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指ナデ

（８.８）１３.２ 
弥生土器
直口壺１１５０

頸部外面：凹線２０条
口縁端部：凹線３条

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１２.０）１７.８ 

弥生土器
直口壺１１５１

頸部：斜線文１mm～５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄２.５Y６/２

外面：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ナデ

（１３.２）１３.２ 
弥生土器
直口壺１１５２

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：明赤褐５YR５/６

外面頸部：ヨコナデ
内面頸部：ヨコナデ（６.１）１４.６ 

弥生土器
直口壺１１５３

頸部：凹線１１条
肩部：刺突文

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/４

外面頸部：タテハケ
内面頸部：指頭圧痕，ナデ
　　肩部：ヘラ削り

（１０.０）弥生土器
直口壺１１５４

頸部：烈点文
　　　凹線９条１mm以下の石英・長石外面：にぶい黄橙１０YR７/３

内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面頸部：細かいハケメ
内面頸部：絞り目，ナデ，指頭圧痕
　　体部：ヘラ削り

（１１.２）弥生土器
直口壺１１５５

頸部外面：刻目突帯文１条
　　　　　凹線３０条（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面頸部：ナデ
　　体部：ナデ
内面頸部：指頭圧痕，ナデ，絞り目
　　体部上半：ハケメ

（２６.３）５.８ 
弥生土器
直口壺１１５６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指ナデ，指頭圧痕，絞り目
　　　体部：ヘラ削り，ナデ，指頭圧痕

（１２.７）１０.６ 
弥生土器
直口壺１１５７

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面頸部：ヘラミガキ
内面頸部：ナデ，絞り目（８.１）１２.６ 

弥生土器
直口壺１１５８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（７.２）１２.４ 
弥生土器
直口壺１１５９

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：黄褐１０YR５/６
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：摩滅のため不明

（５.６）９.６ 
弥生土器
直口壺１１６０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ

（５.０）１０.０ 
弥生土器
直口壺１１６１

３mm以下の長石・石英
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ

（４.６）１６.０ 
弥生土器
短頸壺１１６２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：灰白１０YR８/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，タテハケ目
　　　体部：ヨコハケ目
内面：摩滅のため不明

（９.１）１９.０ 
弥生土器
短頸壺１１６３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：ナデ
内面口縁部：摩滅のため不明

（４.１）１４.４ 
弥生土器
短頸壺１１６４

やや密１mm～３mmの
石英・長石・角閃石を含
む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：摩滅のため不明

（５.０）１２.６ 
弥生土器
短頸壺１１６５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：頸部，指頭圧痕
　　　体部：ヘラ削り

（４.９）９.６ 
弥生土器
短頸壺１１６６

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：にぶい赤褐５YR５/３

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（３.２）１３.３ 

弥生土器
短頸壺１１６７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.８）９.８ 

弥生土器
短頸壺１１６８

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，タテハケ目
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（４.６）１５.８ 
弥生土器
短頸壺１１６９

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：橙７.５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.１）２４.８ 

弥生土器
短頸壺１１７０

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（４.３）１６.０ 
弥生土器
短頸壺１１７１

１mm～３.５mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/６
内面：浅黄橙７.５YR８/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（７.６）１３.０ 

弥生土器
短頸壺１１７２

０.５mm～２mm以下の石
英・長石を少量含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.５）１１.８ 

弥生土器
短頸壺１１７３
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頸部：押圧文１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい橙５YR７/３
内面：にぶい橙５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラ削り，指頭圧痕，絞り

目

（７.５）１２.４ 
弥生土器
長頸壺１１７４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，タテハケ目，
　　　　　　接合痕
内面頸部：指頭圧痕，ヨコハケ目，
　　　　　接合痕，絞り痕

（９.８）１５.８ 
弥生土器
長頸壺１１７５

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（３.７）１４.８ 
弥生土器
長頸壺１１７６

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，板ナデ

（６.５）１４.２ 
弥生土器
長頸壺１１７７

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ，指頭圧痕

（３.２）２０.２ 
弥生土器
長頸壺１１７８

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（７.６）１８.４ 
弥生土器
長頸壺１１７９

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕

（４.８）２１.２ 
弥生土器
長頸壺１１８０

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.０）１８.８ 
弥生土器
長頸壺１１８１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕

（５.７）１８.６ 
弥生土器
長頸壺１１８２

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ

（３.０）１８.０ 
弥生土器
長頸壺１１８３

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコハケ後指頭圧痕

（５.７）１６.８ 
弥生土器
長頸壺１１８４

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.２）１６.０ 
弥生土器
長頸壺１１８５

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（４.５）１５.６ 
弥生土器
長頸壺１１８６

５mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（６.３）１５.６ 
弥生土器
長頸壺１１８７

２mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ナデ

（５.１）１４.０ 
弥生土器
長頸壺１１８８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，板状工具圧痕，
　　　　　　ヘラ削り

（９.０）１３.４ 
弥生土器
長頸壺１１８９

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ，指頭圧痕

（４.７）１６.６ 
弥生土器
長頸壺１１９０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（９.５）１３.８ 
弥生土器
長頸壺１１９１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面：摩滅のため不明
　　　一部指頭圧痕が残る

（６.２）１４.０ 
弥生土器
長頸壺１１９２

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄褐１０YR７/２
内面：にぶい黄褐１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（４.０）１３.４ 
弥生土器
長頸壺１１９３

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面頸部：ハケメ
内面頸部：指頭圧痕（４.６）１３.８ 

弥生土器
長頸壺１１９４

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/６
内面：褐７.５YR４/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.０）２０.０ 

弥生土器
長頸壺１１９５

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，指頭ナデ

（４.９）１９.６ 
弥生土器
長頸壺１１９６

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：橙５YR７/６
内面：橙５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（７.３）１８.４ 
弥生土器
長頸壺１１９７

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（２.７）１９.９ 
弥生土器
長頸壺１１９８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（３.６）１８.２ 

弥生土器
長頸壺１１９９
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１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.７）１８.２ 
弥生土器
長頸壺１２００

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）１６.０ 

弥生土器
長頸壺１２０１

やや密１mm～２mmの
石英・長石・角閃石を含
む

外面：明赤褐２.５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：摩滅のため不明
内面頸部：指頭圧痕

（７.８）１６.４ 
弥生土器
長頸壺１２０２

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.５）１６.６ 

弥生土器
長頸壺１２０３

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面頸部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：指ナデ

（４.４）１４.８ 
弥生土器
長頸壺１２０４

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明

（５.４）１６.５ 
弥生土器
長頸壺１２０５

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（２.７）１６.０ 

弥生土器
長頸壺１２０６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.６）１４.６ 

弥生土器
長頸壺１２０７

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（３.１）７.３ 
弥生土器
長頸壺１２０８

２.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ，指ナデ

（６.６）１５.７ 
弥生土器
長頸壺１２０９

頸部と体部の境：沈線１条１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　頸部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ，接合痕
　　　頸部：指頭圧痕

（９.２）１４.２ 
弥生土器
長頸壺１２１０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：指頭圧痕（４.７）１４.８ 

弥生土器
長頸壺１２１１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ（４.４）１４.２ 

弥生土器
長頸壺１２１２

１mm以下の石英・長石・
雲母，２mm以下の角閃石
を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.４）１４.２ 

弥生土器
長頸壺１２１３

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：浅黄２.５Y７/３
内面：浅黄２.５Y７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（２.２）１３.６ 
弥生土器
長頸壺１２１４

１mm～５mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：褐７.５YR４/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（６.０）１４.０ 

弥生土器
長頸壺１２１５

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：橙２.５YR６/６
内面：明赤褐２.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（２.１）１８.４ 
弥生土器
長頸壺１２１６

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：指頭ナデ

（６.０）１３.８ 
弥生土器
長頸壺１２１７

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ヨコハケ

（６.２）１１.４ 
弥生土器
長頸壺１２１８

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：暗灰黄２.５Y４/２
内面：暗灰黄２.５Y４/２

外面：摩滅のため不明
内面頸部：指頭圧痕（５.１）１０.９ 

弥生土器
長頸壺１２１９

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：摩滅のため不明

（５.９）１０.８ 
弥生土器
長頸壺１２２０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（４.０）８.０ 

弥生土器
長頸壺１２２１

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.２）弥生土器
長頸壺１２２２

頸部と体部の境：沈線１条１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面頸部：摩滅のため不明
内面頸部：指頭圧痕（１１.２）弥生土器

長頸壺１２２３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む外面：にぶい褐７.５YR６/３外面頸部：ヨコナデ，タテハケ目

内面頸部：指頭圧痕，板ナデ（１５.５）弥生土器
長頸壺１２２４

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：ハケ
内面：ナデ（１３.９）弥生土器

長頸壺１２２５

頸部：押圧文２段１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：暗灰黄２.５Y５/２
内面：暗灰黄２.５Y５/２

外面頸部：タテハケ
　　体部上半：タテハケ，ヘラミガキ
内面頸部：指頭圧痕
　　体部上半：指頭圧痕

（１０.５）弥生土器
長頸壺１２２６

頸部：押圧文を施した突帯１条１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面頸部：ヘラミガキ
　　体部：タテハケ
内面頸部：ハケ

（５.４）弥生土器
長頸壺１２２７

頸部：押圧文２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰黄２.５Y７/２

外面頸部：ヘラミガキ
内面頸部：指頭圧痕，接合痕
　　体部：ヘラ削り

（７.３）弥生土器
長頸壺１２２８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR７/３

外面頸部：ハケメ
内面頸部：ナデ（１２.１）弥生土器

長頸壺１２２９

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：褐灰１０YR６/１

外面頸部：ヘラミガキ
　　体部：ヘラミガキ
内面頸部：絞り痕
　　体部：ヘラ削り

（１０.５）弥生土器
長頸壺１２３０

頸部：押圧文１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/６

外面体部：指ナデ，タテハケ目
内面頸部：指ナデ，指頭圧痕
　　体部：指ナデ，指頭圧痕

（１３.８）弥生土器
長頸壺１２３１
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体部：突帯１条１mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：灰５Y５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ
内面口縁部：ナデ
　　　頸部：ナデ
　　　体部：ヘラ削り

（８.４）弥生土器
特殊壺１２３２

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面頸部：ヨコナデ
　　体部：ヨコナデ
内面頸部：指頭圧痕
　　体部：ヨコナデ

（５.０）弥生土器
特殊壺１２３３

頸部外面：櫛描波状文
　　　　　７条４段（現状）
　　　　　櫛描直線文
　　　　　７条３段（現状）
　　　　　貼付突帯文
　　　　　突帯に赤色顔料付着

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１２.６）弥生土器

大形細頸壺１２３４

頸部：櫛描波状文１０条２段
　　　櫛描直線文１０条２段

１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（８.０）弥生土器

大形細頸壺１２３５

頸部下半：櫛描直線文４条×２段１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/１

外面頸部：ヘラミガキ
内面頸部：接合痕，指頭圧痕，板ナデ（１９.３）弥生土器

大形細頸壺１２３６

体部：貼付突帯文２条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲金母を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：黒褐２.５Y３/１

外面：摩滅のため不明
内面体部：指頭圧痕，板ナデ（６.５）弥生土器

大形細頸壺１２３７

体部：貼付突帯文２条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：褐灰１０YR５/１

外面体部：ヨコナデ
内面体部：指頭圧痕（４.５）弥生土器

大形細頸壺１２３８

体部：貼付突帯文１条
　　　突帯に赤色顔料（水銀朱）
　　　付着

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：褐灰１０YR４/１

外面体部：摩滅のため不明
内面体部：指頭圧痕（５.０）弥生土器

大形細頸壺１２３９

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面体部下半：ヘラミガキ
内面体部上半：指頭圧痕
　　　　下半：ヘラ削り

（７.４）弥生土器
細頸壺１２４０

口縁部外面：波状文１条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面頸部：ヘラミガキ
　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　頸部：ヨコナデ，ヨコハケ

（４.６）弥生土器
複合口縁壺１２４１

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面頸部：指頭圧痕（８.０）２１.３ 

弥生土器
複合口縁壺１２４２

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：黄灰２.５Y５/１
内面：黄灰２.５Y５/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.２）弥生土器

複合口縁壺１２４３

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（４.５）１１.１ 
弥生土器
複合口縁壺１２４４

口縁部外面：列点文×２段
　　　　　　線鋸歯文

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（６.５）１９.６ 

弥生土器
複合口縁壺１２４５

口縁部外面：線鋸歯文１mm以下の長石を含む外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.１） 

弥生土器
複合口縁壺１２４６

頸部：削出突帯文１条１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ，板ナデ

（７.３）２８.０ 
弥生土器
複合口縁壺１２４７

体部上位：削出突帯文２条
　　　　　円形浮文１個（現状）

１mm～４.５mmの石英・長
石を含む

外面：橙５YR６/８
内面：橙５YR６/８

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１５.４）１８.２ 

弥生土器
複合口縁壺１２４８

頸部と体部の境：突帯文１条３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１６.２）弥生土器

複合口縁壺１２４９

口縁端部：竹管文
口縁部外面：竹管文，鋸歯文

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：灰黄２.５Y７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
　体部上半：タテハケ後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ後指頭圧痕
　体部上半：ヘラ削り後指頭圧痕

（２０.４）２３.０ 
弥生土器
複合口縁壺１２５０

口縁端部：凹線２条０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面：摩滅のため不明

（３.８）１２.０ 
弥生土器
甕１２５１

口縁端部：凹線３条３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（８.６）１１.８ 
弥生土器
甕１２５２

口縁端部：凹線２条１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：にぶい橙５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.８）１２.７ 

弥生土器
甕１２５３

口縁端部：凹線２条１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（５.２）１３.６ 
弥生土器
甕１２５４

口縁端部：凹線３条０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：褐灰１０YR６/１

外面口縁部：ヨコナデ
　体部上半：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　体部上半：指頭圧痕

（５.３）１３.８ 
弥生土器
甕１２５５

口縁端部：凹線４条１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（４.８）１４.０ 
弥生土器
甕１２５６

口縁端部：凹線３条２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：細かいハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.９）１３.８ 
弥生土器
甕１２５７

口縁端部：凹線３条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　体部上半：指頭圧痕

（５.７）１３.４ 
弥生土器
甕１２５８

口縁端部：凹線１条１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：褐７.５YR４/４

外面：摩滅のため不明
内面：体部上半：指頭圧痕（４.９）１３.２ 

弥生土器
甕１２５９

口縁端部：凹線２条０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：にぶい赤褐５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目

（８.３）１４.０ 
弥生土器
甕１２６０

口縁端部：凹線２条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　体部上半：指頭圧痕，ヘラ削り

（６.０）１４.４ 
弥生土器
甕１２６１



－１０５－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ナデ
　　　体部上半：指頭圧痕

（６.２）１４.９ 
弥生土器
甕１２６２

口縁端部：凹線２条０.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部上半：ハケ
外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.４）１８.０ 
弥生土器
甕１２６３

口縁端部：凹線１条０.５mm～１mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（４.３）１５.２ 
弥生土器
甕１２６４

口縁端部：凹線３条１mm以下の長石・石英・
雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.５）１８.０ 

弥生土器
甕１２６５

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：暗赤褐５YR３/４
内面：暗赤褐５YR３/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.０）１５.６ 

弥生土器
甕１２６６

口縁端部：凹線２条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい黄褐
１０YR５/４１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.８）１４.８ 
弥生土器
甕１２６７

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.０）１５.６ 
弥生土器
甕１２６８

口縁端部：凹線２条１mmの石英・長石・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（６.３）１７.１ 
弥生土器
甕１２６９

口縁端部：凹線２条４mm以下の石英・角閃
石，１mm以下の雲母含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（５.４）１８.６ 
弥生土器
甕１２７０

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.８）１８.０ 

弥生土器
甕１２７１

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（６.１）１９.０ 
弥生土器
甕１２７２

口縁端部：凹線１条１mm以下の角閃石を含
む

外面：橙７.５YR６/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.７）１８.０ 
弥生土器
甕１２７３

口縁端部：凹線２条１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部上半：指頭圧痕，タテハケ，
　　　　　　　　ヨコヘラ削り

（１０.５）１７.０ 
弥生土器
甕１２７４

口縁端部：凹線２条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：黒褐１０YR３/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部上半：ヘラ削り（４.５）１６.７ 

弥生土器
甕１２７５

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.８）２０.６ 

弥生土器
甕１２７６

口縁端部：凹線１条０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：黒褐１０YR３/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（３.６）１２.１ 
弥生土器
甕１２７７

口縁端部：凹線１条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：暗褐１０YR３/３
内面：黒１０YR２/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.２）１３.８ 
弥生土器
甕１２７８

口縁端部：凹線３条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕

（５.８）１３.６ 
弥生土器
甕１２７９

口縁端部：凹線２条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.５）１４.４ 

弥生土器
甕１２８０

口縁端部：凹線１条０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕（５.１）１３.２ 

弥生土器
甕１２８１

口縁端部：凹線１条１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　頸部：指頭圧痕

（４.５）１６.２ 
弥生土器
甕１２８２

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：摩滅のため不明
　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　体部：摩滅のため不明

（４.３）１２.０ 
弥生土器
甕１２８３

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.０）１１.２ 

弥生土器
甕１２８４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（２.８）１３.２ 

弥生土器
甕１２８５

２mm以下の角閃石を含
む

外面：褐７.５YR４/４
内面：褐７.５YR４/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.８）１２.８ 

弥生土器
甕１２８６

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：明褐７.５YR５/６

外面口縁端部：ヨコナデ
　　口縁部：摩滅のため不明
　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　体部：摩滅のため不明

（５.２）１３.０ 
弥生土器
甕１２８７

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/３
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部上半：指頭圧痕（４.０）１１.６ 

弥生土器
甕１２８８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：粗いハケ
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明

（３.６）１２.８ 
弥生土器
甕１２８９

１mm以下の石英・雲母・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭ナデ，ヘラ削り

（６.０）１３.６ 
弥生土器
甕１２９０

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　頸部：指頭圧痕
　　体部：ヨコナデ，タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部：ヨコナデ，指頭圧痕，板ナデ

（５.０）１７.２ 
弥生土器
甕１２９１
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１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（４.０）１４.４ 
弥生土器
甕１２９２

１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明

（３.７）１３.４ 
弥生土器
甕１２９３

２mm以下の角閃石を含
む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明

（３.４）１３.４ 
弥生土器
甕１２９４

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.５）１４.４ 
弥生土器
甕１２９５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０R５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（３.５）１３.６ 
弥生土器
甕１２９６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰褐５YR５/２
内面：灰褐５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコ・タテ・ハケ目，ヘラ削り

（７.０）１４.０ 
弥生土器
甕１２９７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：摩滅のため不明（２.５）１６.０ 

弥生土器
甕１２９８

１.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明

（３.０）１５.０ 
弥生土器
甕１２９９

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭ナデ，指頭圧痕

（４.２）１６.０ 
弥生土器
甕１３００

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕，へら削り

（４.３）１４.７ 
弥生土器
甕１３０１

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（４.９）１７.０ 
弥生土器
甕１３０２

１mm～２ｍｍの長石・
石英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/３
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.５）１７.２ 

弥生土器
甕１３０３

０.５mm～２mm以下の石
英・長石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.８）１６.８ 
弥生土器
甕１３０４

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，板ナデ

（３.５）１８.４ 
弥生土器
甕１３０５

１mm～２mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（９.６）１８.８ 
弥生土器
甕１３０６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.４）１３.０ 

弥生土器
甕１３０７

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕

（４.０）１１.９ 
弥生土器
甕１３０８

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ

（４.４）１２.３ 
弥生土器
甕１３０９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕（３.７）１４.０ 

弥生土器
甕１３１０

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明

（２.５）１５.３ 
弥生土器
甕１３１１

０.５mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ

（２.６）１４.０ 
弥生土器
甕１３１２

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：粗いハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（４.１）１４.８ 
弥生土器
甕１３１３

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（４.２）１３.４ 

弥生土器
甕１３１４

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

内面：黒褐１０YR３/１
内面：黒褐１０YR３/１

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕（６.９）１３.４ 

弥生土器
甕１３１５

２.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明

（４.４）１７.０ 
弥生土器
甕１３１６

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：黒褐２.５Y３/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.１）１６.０ 
弥生土器
甕１３１７

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.０）１６.８ 

弥生土器
甕１３１８

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（５.１）１８.０ 
弥生土器
甕１３１９

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.３）１２.０ 

弥生土器
甕１３２０

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい橙７.５YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面体部：指頭圧痕（２.９）１０.８ 

弥生土器
甕１３２１
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０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：淡橙５YR８/４
内面：淡橙５YR８/４

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：ハケメ

（５.５）１４.０ 
弥生土器
甕１３２２

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕

（４.０）１２.１ 
弥生土器
甕１３２３

１mm以下の石英・長石・
雲母を少々含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：灰褐７.５YR４/２

外面口縁部：指頭圧痕，ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（３.３）１３.２ 

弥生土器
甕１３２４

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：灰褐７.５YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.６）１２.８ 

弥生土器
甕１３２５

１mm～５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：暗灰黄２.５Y５/２
内面：暗灰黄２.５Y５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.４）１２.０ 
弥生土器
甕１３２６

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.２）１３.４ 

弥生土器
甕１３２７

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/３
内面：にぶい橙５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.９）１６.７ 
弥生土器
甕１３２８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰褐１０YR４/１

外面口縁部：タタキ後ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ，指頭圧痕
　　　　下半：ヘラ削り

２０.６ ２.０ １３.４弥生土器
甕１３２９

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タタキ
内面：摩滅のため不明

（３.０）１７.４ 
弥生土器
甕１３３０

１mm～２.５mmの石英・長
石を含む

外面：淡橙５YR８/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面体部：タタキ
内面：摩滅のため不明（１６.４）３.６ 

弥生土器
甕１３３１

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：褐７.５YR４/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.６）１１.２ 
弥生土器
甕１３３２

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ

（２.６）１１.４ 
弥生土器
甕１３３３

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（２.０）１１.８ 
弥生土器
甕１３３４

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（８.８）１１.４ 
弥生土器
甕１３３５

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.３）１１.９ 
弥生土器
甕１３３６

０.５mm～１mm以下の石
英・長石・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/３
内面：灰褐７.５YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（４.０）１２.０ 

弥生土器
甕１３３７

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：黒褐７.５YR４/２
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.６）１２.２ 
弥生土器
甕１３３８

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（８.８）１２.２ 
弥生土器
甕１３３９

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ，指頭圧痕

（３.４）１２.６ 
弥生土器
甕１３４０

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.９）１２.６ 

弥生土器
甕１３４１

０.１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.１）１２.６ 

弥生土器
甕１３４２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.４）１２.６ 

弥生土器
甕１３４３

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.３）１２.７ 
弥生土器
甕１３４４

１mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.０）１３.０ 

弥生土器
甕１３４５

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：灰黄２.５YR６/２
内面：暗灰黄２.５Y５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.６）１３.０ 
弥生土器
甕１３４６

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部上半：タテハケ
内面体部上半：指頭圧痕（４.６）１３.０ 

弥生土器
甕１３４７

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：指頭圧痕

（４.５）１３.０ 
弥生土器
甕１３４８

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：明赤褐２.５YR５/６
内面：明赤褐２.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部：指頭圧痕（３.２）１３.０ 

弥生土器
甕１３４９

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：黒褐２.５Y３/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.３）１３.０ 

弥生土器
甕１３５０

０.１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，指ナデ

（５.２）１３.２ 
弥生土器
甕１３５１

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：褐７.５YR４/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕

（２.９）１３.２ 
弥生土器
甕１３５２
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１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ，タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ

（４.０）１３.２ 
弥生土器
甕１３５３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.１）１３.２ 

弥生土器
甕１３５４

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：にぶい橙５YR７/４

外面口縁部：ナデ
内面口縁部：ナデ（１.６）１３.２ 

弥生土器
甕１３５５

４mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ

（３.９）１３.４ 
弥生土器
甕１３５６

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ，指頭圧痕

（５.８）１３.４ 
弥生土器
甕１３５７

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ，指頭圧痕

（４.２）１３.４ 
弥生土器
甕１３５８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（７.０）１３.６ 
弥生土器
甕１３５９

１㎜以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（８.４）１３.６ 
弥生土器
甕１３６０

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：指頭圧痕

（７.５）１３.７ 
弥生土器
甕１３６１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（２.５）１３.８ 
弥生土器
甕１３６２

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.０）１３.８ 

弥生土器
甕１３６３

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.２）１３.２ 
弥生土器
甕１３６４

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.７）１３.９ 
弥生土器
甕１３６５

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石・雲母を含
む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.３）１３.９ 
弥生土器
甕１３６６

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：明褐７.５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.８）１４.０ 

弥生土器
甕１３６７

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：浅黄橙１０YR８/４
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：指頭圧痕

（５.７）１４.０ 
弥生土器
甕１３６８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：褐灰１０YR４/１

外面口縁部：ナデ
　　体部上半：ハケメ
内面：摩滅のため不明

（２.２）１４.０ 
弥生土器
甕１３６９

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：暗灰黄２.５Y５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.９）１４.２ 
弥生土器
甕１３７０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面体部上半：指頭圧痕

（３.０）１４.２ 
弥生土器
甕１３７１

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕（２.８）１４.２ 

弥生土器
甕１３７２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：にぶい橙５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.５）１４.２ 

弥生土器
甕１３７３

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/６
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ目
内面：摩滅のため不明

（５.７）１４.４ 
弥生土器
甕１３７４

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.７）１４.４ 
弥生土器
甕１３７５

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：褐灰７.５YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.３）１４.４ 
弥生土器
甕１３７６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕，ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ

（４.５）１４.６ 
弥生土器
甕１３７７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕（３.８）１４.４ 

弥生土器
甕１３７８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：明褐７.５YR５/６

外面口縁部：摩滅のため不明
内面体部：指頭圧痕（３.２）１４.４ 

弥生土器
甕１３７９

やや粗１mm～６mmの
石英・長石を含む

外面：橙５YR６/８
内面：黒褐５YR２/１

外面口縁部：摩滅のため不明
　　体部上半：ハケメ
内面体部上半：指頭圧痕

（１３.１）１４.８ 
弥生土器
甕１３８０

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコナデ後タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.０）１４.８ 
弥生土器
甕１３８１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.１）１４.８ 

弥生土器
甕１３８２

１mm～３.５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.８）１４.９ 
弥生土器
甕１３８３

１mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.５）１５.０ 

弥生土器
甕１３８４
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０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕（４.０）１５.０ 

弥生土器
甕１３８５

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.２）１５.１ 
弥生土器
甕１３８６

１mm以下の雲母を多量
に含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（６.０）１５.２ 
弥生土器
甕１３８７

１mm以下の雲母・角閃
石・石英・長石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）１５.２ 

弥生土器
甕１３８８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面：摩滅のため不明

（１.５）１５.４ 
弥生土器
甕１３８９

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：褐７.５YR４/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕，ハ
　　　　　　　ケメ

（５.１）１５.６ 
弥生土器
甕１３９０

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ

（３.２）１５.６ 
弥生土器
甕１３９１

１mm以下の石英・雲母・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.８）１５.６ 

弥生土器
甕１３９２

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.９）１５.６ 

弥生土器
甕１３９３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，板ナデ，ヘラ削り

（１１.１）１５.８ 
弥生土器
甕１３９４

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい赤褐２.５Y５/４
内面：にぶい赤褐２.５Y５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：ヘラ削り

（３.２）１５.８ 
弥生土器
甕１３９５

０.５mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：褐１０YR４/４
内面：褐１０YR４/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.４）１５.９ 

弥生土器
甕１３９６

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（７.７）１６.０ 
弥生土器
甕１３９７

１mm～２.５mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：褐１０YR４/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.９）１６.０ 
弥生土器
甕１３９８

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.２）１６.０ 
弥生土器
甕１３９９

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.８）１６.０ 

弥生土器
甕１４００

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.１）１６.２ 

弥生土器
甕１４０１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.６）１６.２ 

弥生土器
甕１４０２

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ，指頭圧痕

（４.４）１６.４ 
弥生土器
甕１４０３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.３）１６.６ 

弥生土器
甕１４０４

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.３）１７.０ 
弥生土器
甕１４０５

０.５mm～３.５mmの石英・
長石・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：黄灰２.５Y４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.０）１７.０ 
弥生土器
甕１４０６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコハケ目，指頭圧痕，ヘラ

削り

（９.５）１７.２ 
弥生土器
甕１４０７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.８）１７.２ 

弥生土器
甕１４０８

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭ナデ

（４.１）１７.２ 
弥生土器
甕１４０９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（２.１）１８.２ 

弥生土器
甕１４１０

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：褐７.５YR４/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケメ

（２.８）１８.８ 
弥生土器
甕１４１１

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面体部：タテハケ目
内面体部上半：指頭圧痕
　　　　下半：ヘラ削り

（１２.３）弥生土器
甕１４１２

２mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面頸部：ヨコナデ
　　体部：ハケメ
内面頸部：ヨコナデ
　　体部：ナデ，指頭圧痕

（６.１）９.７ 
弥生土器
甕１４１３

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰５Y４/１
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.７）１１.９ 
弥生土器
甕１４１４
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２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ナデ
　　　体部：ヘラ削り

（６.３）１２.６ 
弥生土器
甕１４１５

５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ナデ
内面口縁部：ナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.４）１２.６ 
弥生土器
甕１４１６

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面体部上半：タテハケ
内面体部上半：指頭圧痕（６.０）１２.９ 

弥生土器
甕１４１７

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ハケメ
　　　体部：指頭圧痕，ナデ

（４.６）１２.０ 
弥生土器
甕１４１８

１mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白１０YR８/１

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕（５.５）１２.４ 

弥生土器
甕１４１９

１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰５Y４/１
内面：灰５Y６/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.３）１３.０ 

弥生土器
甕１４２０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明

（２.９）１３.０ 
弥生土器
甕１４２１

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（２.４）１３.４ 

弥生土器
甕１４２２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面：摩滅のため不明

（３.７）１３.６ 
弥生土器
甕１４２３

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヨコハケ目

（３.２）１３.８ 
弥生土器
甕１４２４

１mm以下の長石・雲母・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（５.８）１４.０ 
弥生土器
甕１４２５

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰白５YR８/２
内面：灰白５YR８/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.１）１４.２ 

弥生土器
甕１４２６

０.５mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：褐灰７.５YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（２.３）１４.２ 
弥生土器
甕１４２７

１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコヘラ削り，タテヘラ
　　　　　　　削り

（５.０）１４.８ 
弥生土器
甕１４２８

１mm以下の長石を含む外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.６）１５.０ 

弥生土器
甕１４２９

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.１）１５.２ 

弥生土器
甕１４３０

０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：指頭圧痕

（５.５）１５.４ 
弥生土器
甕１４３１

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）１５.８ 

弥生土器
甕１４３２

１mm～２.５mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.８）１５.８ 

弥生土器
甕１４３３

４mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（７.０）１６.０ 

弥生土器
甕１４３４

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.０）１６.２ 

弥生土器
甕１４３５

５mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.５）１６.２ 

弥生土器
甕１４３６

１mm以下の石英・長石・
雲母，２mm以下の角閃石
を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明

（６.０）１６.４ 
弥生土器
甕１４３７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：黄褐１０YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.８）１６.６ 

弥生土器
甕１４３８

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.９）１６.８ 

弥生土器
甕１４３９

１mm～２.５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/６
内面：褐７.５YR４/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.３）１６.６ 
弥生土器
甕１４４０

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.３）１６.８ 

弥生土器
甕１４４１

２mm以下の石英・角閃
石，１mm以下の雲母を含
む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（１.８）１７.０ 

弥生土器
甕１４４２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面体部：指頭圧痕

（４.０）１７.２ 
弥生土器
甕１４４３

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.３）１７.２ 
弥生土器
甕１４４４

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.０）１７.４ 

弥生土器
甕１４４５

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.５）１７.４ 

弥生土器
甕１４４６

１mm～３mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.９）１７.８ 

弥生土器
甕１４４７

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：摩滅のため不明
　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　体部上半：摩滅のため不明

（５.７）１７.８ 
弥生土器
甕１４４８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.３）１８.０ 

弥生土器
甕１４４９

１mm～３.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（６.４）１９.０ 
弥生土器
甕１４５０
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１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.０）１９.０ 

弥生土器
甕１４５１

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕（３.８）１９.４ 

弥生土器
甕１４５２

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：黄灰２.５Y４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.２）１９.９ 
弥生土器
甕１４５３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面体部：指頭圧痕（３.６）１１.０ 

弥生土器
甕１４５４

０.５mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.７）１１.４ 

弥生土器
甕１４５５

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：指頭圧痕（４.４）１１.０ 

弥生土器
甕１４５６

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（１４.１）１１.６ 
弥生土器
甕１４５７

１mm～３.５mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面体部上半：指頭圧痕

（３.０）１１.６ 
弥生土器
甕１４５８

１mm以下の石英・角閃
石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：褐灰１０YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.１）１１.８ 
弥生土器
甕１４５９

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.９）１１.８ 
弥生土器
甕１４６０

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕（４.２）１１.８ 

弥生土器
甕１４６１

１mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部：板ナデ（４.０）１２.２ 

弥生土器
甕１４６２

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.５）１２.３ 

弥生土器
甕１４６３

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐１０YR４/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部上半：指頭圧痕（５.６）１３.４ 

弥生土器
甕１４６４

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面体部：ヘラ削り（４.４）１３.２ 

弥生土器
甕１４６５

１mm以下の石英を含む外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（３.９）１３.０ 
弥生土器
甕１４６６

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：褐灰７.５YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ，指頭圧痕，指頭ナデ

（５.９）１３.６ 
弥生土器
甕１４６７

０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：明赤褐２.５Y５/６
内面：褐灰１０YR４/１

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕（３.３）１３.４ 

弥生土器
甕１４６８

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：灰白２.５Y８/２

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明

（３.５）１３.４ 
弥生土器
甕１４６９

０.５mm～２.５mmの長石・
石英を含む

外面：にぶい黄褐１０YR７/３
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.５）１３.４ 
弥生土器
甕１４７０

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.６）１３.４ 
弥生土器
甕１４７１

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（６.７）１３.５ 
弥生土器
甕１４７２

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/４
内面：にぶい橙５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（６.５）１３.６ 
弥生土器
甕１４７３

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/６
内面：褐７.５YR４/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.７）１３.８ 
弥生土器
甕１４７４

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄２.５Y７/２

外面口縁部：ヨコナデ
内体部上半：指頭圧痕（４.０）１４.０ 

弥生土器
甕１４７５

１mm～２.５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.７）１４.０ 

弥生土器
甕１４７６

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕，ヘラ削り

（４.４）１４.３ 
弥生土器
甕１４７７

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.９）１５.８ 

弥生土器
甕１４７８

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：褐灰７.５YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.２）１５.１ 
弥生土器
甕１４７９

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/３
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（９.２）１５.６ 
弥生土器
甕１４８０

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面：摩滅のため不明

（３.６）１５.８ 
弥生土器
甕１４８１

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.０）１６.０ 

弥生土器
甕１４８２

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（３.０）１６.０ 

弥生土器
甕１４８３
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体部外面：へ字線刻１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：明赤褐５YR５/８
内面：明赤褐５YR５/８

外面口縁部：指頭圧痕
　　　頸部：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.１）１６.２ 
弥生土器
甕１４８４

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：赤褐５YR４/６
内面：赤褐５YR４/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明

（３.６）１７.２ 
弥生土器
甕１４８５

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：赤褐５YR４/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.４）１７.２ 

弥生土器
甕１４８６

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：赤褐５YR４/６
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.２）１７.４ 

弥生土器
甕１４８７

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.０）１８.０ 

弥生土器
甕１４８８

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/６
内面：にぶい赤褐５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部下半：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（１４.０）２１.４ 
弥生土器
甕１４８９

口縁端部：凹線１条３.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（６.１）２０.９ 

弥生土器
甕１４９０

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（６.７）２０.６ 
弥生土器
甕１４９１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕
　　　体部：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ

（８.０）２２.２ 
弥生土器
甕１４９２

口縁端部：凹線１条
３mm以下の石英・長石，
２mm以下の雲母，１mm
以下の角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕，ヘラ削り

（４.７）２３.０ 
弥生土器
甕１４９３

１mm～４.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ハケメ
　　体部上半：タテヘラ削り

（５.４）２４.０ 
弥生土器
甕１４９４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（７.０）２５.６ 
弥生土器
甕１４９５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.７）２０.４ 
弥生土器
甕１４９６

１mm～６mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（６.４）１５.８ 
弥生土器
甕１４９７

２mm以下の石英，１mm
以下の雲母・角閃石を含
む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　体部上半：指頭圧痕

（４.５）２２.４ 
弥生土器
甕１４９８

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面頸部：指頭圧痕（５.４）１１.５ 

弥生土器
甕１４９９

口縁端部：凹線３条１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.９）２２.０ 

弥生土器
高杯１５００

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・雲母
を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.２）２３.８ 

弥生土器
高杯１５０１

口縁端部：凹線２条１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：４分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：４分割ヘラミガキ
　　　脚部：ヘラ削り

（８.３）２５.０ 
弥生土器
高杯１５０２

口縁端部：凹線３条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：褐７.５YR４/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（５.５）２５.６ 
弥生土器
高杯１５０３

口縁端部：凹線３条０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後分割ヘラミガキ
内面口縁部：ハケメ後ヨコナデ
　　　杯部：ハケメ後ヘラミガキ

（３.３）２６.８ 
弥生土器
高杯１５０４

口縁端部：凹線３条０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.５）２５.８ 

弥生土器
高杯１５０５

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：黄灰２.５Y５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　外部：ヘラミガキ

（３.２）２５.６ 
弥生土器
高杯１５０６

口縁端部：凹線３条１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：灰黄２.５Y６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（３.１）２８.０ 
弥生土器
高杯１５０７

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面杯部：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（３.６）２９.６ 

弥生土器
高杯１５０８

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（４.５）２２.６弥生土器
高杯１５０９

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後ヘラミガキ

（４.６）２８.４ 
弥生土器
高杯１５１０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（３.８）２０.６ 
弥生土器
高杯１５１１

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後ヘラミガキ

（３.４）２１.６ 
弥生土器
高杯１５１２
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１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：赤褐５YR４/６
内面：黒褐２.５Y３/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.３）２４.０ 

弥生土器
高杯１５１３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.３）２５.２ 
弥生土器
高杯１５１４

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：暗灰黄２.５Y５/２
内面：暗灰黄２.５Y４/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ

（２.５）２５.８ 
弥生土器
高杯１５１５

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（３.２）２８.０ 
弥生土器
高杯１５１６

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（４.９）３０.８ 
弥生土器
高杯１５１７

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.２）１９.７ 
弥生土器
高杯１５１８

４mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.７）２０.８ 

弥生土器
高杯１５１９

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケメ，ヘラミガキ

（９.８）２６.０ 
弥生土器
高杯１５２０

７mm以下の石英・長石，
２mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐色１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（２.９）２６.４ 
弥生土器
高杯１５２１

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.４）２７.４ 
弥生土器
高杯１５２２

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.６） ２９.０弥生土器
高杯１５２３

４mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ，ハケ

（５.２）３１.６ 
弥生土器
高杯１５２４

１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　杯部：ヘラミガキ

（７.９）３７.８ 
弥生土器
高杯１５２６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.４）３４.４ 

弥生土器
高杯１５２６

１mm以下の石英・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.８）３８.２ 
弥生土器
高杯１５２７

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：明褐７.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明

（５.６）１４.２ 
弥生土器
高杯１５２８

２mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/２

外面口縁部：ナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.０）１４.８ 
弥生土器
高杯１５２９

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面杯部：ヘラ削り後
　　　　　ヘラミガキ（４分割）
　　口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ（４分割）
　　　脚部：しぼり目

（７.０）１５.０ 
弥生土器
高杯１５３０

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.４）１５.８ 

弥生土器
高杯１５３１

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ナデ

（３.３）１６.８ 
弥生土器
高杯１５３２

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部:ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ後ヘラミガキ

（３.５）１７.２ 
弥生土器
高杯１５３３

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　杯部：摩滅のため不明

（４.６）１９.５ 
弥生土器
高杯１５３４

０.５mm～１mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ナデ
内面口縁部：ナデ（３.２）１９.６ 

弥生土器
高杯１５３５

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）２０.０ 

弥生土器
高杯１５３６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.９）２０.０ 
弥生土器
高杯１５３７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ

（５.０）２０.６ 
弥生土器
高杯１５３８

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後分割ヘラミガキ

（４.３）２０.７ 
弥生土器
高杯１５３９

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.７）２０.８ 
弥生土器
高杯１５４０
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１mm以下の石英・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.１）２２.０ 
弥生土器
高杯１５４１

４mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（７.３）２２.０ 
弥生土器
高杯１５４２

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（２.９）２２.２ 
弥生土器
高杯１５４３

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.７）２３.０ 

弥生土器
高杯１５４４

１mm～４mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ

（４.４）１３.０ 
弥生土器
高杯１５４５

２mm以下の石英・雲母・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（５.６）２３.０ 
弥生土器
高杯１５４６

４mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（５.０）２３.４ 
弥生土器
高杯１５４７

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ（４.２）２４.１ 

弥生土器
高杯１５４８

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.０）２４.４ 

弥生土器
高杯１５４９

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：黒褐１０YR３/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.３）２４.８ 
弥生土器
高杯１５５０

２mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ナデ
　　　杯部：ヘラ削り，ヘラミガキ
内面口縁部：ナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.５）２７.２ 
弥生土器
高杯１５５１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後ヘラミガキ

（３.６）２７.８ 
弥生土器
高杯１５５２

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後ヘラミガキ

（４.５）２９.０ 
弥生土器
高杯１５５３

１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ

（３.４）２９.８ 
弥生土器
高杯１５５４

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ

（４.８）３０.０ 
弥生土器
高杯１５５５

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（７.９）４０.０ 
弥生土器
大型高杯１５５６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（４.８）２８.０ 
弥生土器
高杯１５５７

１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明

（４.４）２１.８ 
弥生土器
高杯１５５８

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙２.５YR６/８
内面：橙２.５YR６/８

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（３.６）２４.０ 

弥生土器
高杯１５５９

１mm以下の石英・雲母・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（５.８）２５.２ 
弥生土器
高杯１５６０

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（５.０）２７.６ 

弥生土器
高杯１５６１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（４.６）２７.８ 
弥生土器
高杯１５６２

脚部：４方向から円孔０.５mm～３.５mmの長石・
石英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　脚部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　脚部：タテハケ

上半
（４.３）
下半
（６.５）

２２.６ ２５.６ 
弥生土器
高杯１５６３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面：摩滅のため不明

（３.４）２０.４ 
弥生土器
高杯１５６４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.６）１９.８ 
弥生土器
高杯１５６５

０.５mm～３.５mmの石英・
長石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.０）２９.４ 
弥生土器
高杯１５６６

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ

（３.７）２２.２ 
弥生土器
高杯１５６７

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.５）２７.０ 

弥生土器
高杯１５６８

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：暗灰黄２.５Y５/２
内面：暗灰黄２.５Y５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヘラミガキ，ハケメ
　　　杯部：ヘラミガキ

（９.５）２７.１ 
弥生土器
高杯１５６９
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１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ，ヘラミガキ（２.７）３０.０ 

弥生土器
高杯１５７０

１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明

（３.７）３４.０ 
弥生土器
高杯１５７１

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.９）２３.０ 

弥生土器
高杯１５７２

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ

（２.４）３１.４ 
弥生土器
高杯１５７３

脚部上位・中位：円孔２方向から
　　　　　　　　穿つ
脚部：櫛描直線文４条×２段

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/１

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：板ナデ（５.９）弥生土器

高杯１５７４

脚部：櫛描直線文３条×２段１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：絞り痕，指ナデ，ヘラ削り（８.２）弥生土器

高杯１５７５

脚部：４方向から円孔１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR７/２
内面：灰白１０YR７/２

外面脚部：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（４.９）弥生土器

高杯１５７６

脚部：５方向から円孔１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/１

外面脚部：タテハケ目
内面脚部：しぼり痕（６.２）弥生土器

高杯１５７７

脚部：円孔１個（現状）１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（１１.８）弥生土器
高杯１５７８

脚部：円孔２個（現状）０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：灰黄２.５Y６/２

外面杯部：４分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚柱部：ヘラ削り，指頭圧痕

（７.１）弥生土器
高杯１５７９

脚部：３方向から円孔１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（６.５）弥生土器
高杯１５８０

脚部：円孔２個（現状）１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：タテハケ目
　　裾部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り
　　裾部：摩滅のため不明

（１０.０）弥生土器
高杯１５８１

脚部：５方向から円孔１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：淡橙５YR８/３
内面：にぶい橙５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面杯部：摩滅のため不明
　　脚部：ナデ

（９.２）弥生土器
高杯１５８２

脚部：４方向から円孔１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：褐灰１０YR４/２
内面：褐灰１０YR４/１

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：板ナデ（６.１）弥生土器

高杯１５８３

脚部：円孔２個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙２.５YR６/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：絞り痕，指ナデ（７.９）弥生土器

高杯１５８４

脚部：３方向から円孔２個１対１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：板ナデ，指ナデ（７.５）弥生土器

高杯１５８５

脚部：４方向から円孔（現状２個）１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/１

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ナデ（９.４）弥生土器

高杯１５８６

脚部：円孔３個（現状）１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：板ナデ（９.０）弥生土器

高杯１５８７

脚部：４方向から円孔１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：絞り目（１２.７）弥生土器

高杯１５８８

脚部：円孔　個（現状）２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：板ナデ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（７.７）弥生土器
高杯１５８９

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：しぼり目，ヘラ削り（１０.４）弥生土器

高杯１５９０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面脚部：絞り痕，指ナデ（７.９）弥生土器

高杯１５９１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（７.８）弥生土器

高杯１５９２

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：褐灰１０YR４/１

外面：摩滅のため不明
内面脚部上半：指ナデ，絞り痕
　　　　下半：ヘラ削り

（７.１）弥生土器
高杯１５９３

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：黒褐２.５Y３/１

外面脚柱部：指頭圧痕
内面脚柱部：指頭圧痕（２.７）弥生土器

高杯１５９４

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面脚部：絞り目（７.８）弥生土器

高杯１５９５

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面杯部：ヘラ削り後分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（４.２）弥生土器
高杯１５９６

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（６.２）弥生土器
高杯１５９７

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：摩滅のため不明

（４.１）弥生土器
高杯１５９８

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：明褐灰７.５YR７/２～
　　　にぶい橙７.５YR７/４

外面杯部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ（４.６）弥生土器

高杯１５９９

４mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：摩滅のため不明
　　脚部：指頭圧痕

（５.８）弥生土器
高杯１６００

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面杯部：分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：指頭圧痕，ヘラ削り

（４.４）弥生土器
高杯１６０１

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ

（５.６）弥生土器
高杯１６０２

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（６.４）弥生土器
高杯１６０３

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面杯部：ヘラ削り，分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（４.９）弥生土器
高杯１６０４
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１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：ヘラミガキ（４分割）
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：しぼり目，ヘラ削り

（６.５）弥生土器
高杯１６０５

１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面杯部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ（５.７）弥生土器

高杯１６０６

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：摩滅のため不明

（６.６）弥生土器
高杯１６０７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ（５.３）弥生土器

高杯１６０８

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.４）弥生土器

高杯１６０９

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：明赤褐２.５YR５/６
内面：明赤褐２.５YR５/８

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.５）弥生土器

高杯１６１０

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.５）弥生土器

高杯１６１１

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/６
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.８）弥生土器

高杯１６１２

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（６.９）弥生土器

高杯１６１３

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.９）弥生土器

高杯１６１４

１mm～５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面杯部：分割ヘラミガキ
　　脚部：ナデ
内面杯部：ハケのち４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（６.３）弥生土器
高杯１６１５

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：明褐７.５YR５/７
内面：橙７.５YR６/６

外面杯部：摩滅のため不明
　　脚部：摩滅のため不明
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：摩滅のため不明

（７.０）弥生土器
高杯１６１６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面杯部：５分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（６.０）弥生土器
高杯１６１７

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
内面杯部：ハケ後分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（５.４）弥生土器
高杯１６１８

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面杯部：分割ヘラミガキ
内面杯部：分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（６.５）弥生土器
高杯１６１９

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：ヘラミガキ（４分割）
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ（４分割）
　　脚部：ヘラ削り

（６.８）弥生土器
高杯１６２０

３mm以下の石英，１mm
以下の雲母・角閃石を含
む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面杯部：分割ヘラミガキ
内面杯部：摩滅のため不明
　　脚部：板ナデ

（１０.１）弥生土器
高杯１６２１

脚端部上：刻目文
脚部：円孔　個（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（２.８）１２.２ 

弥生土器
高杯１６２２

脚端部：凹線２条
脚部：４方向から２個
　　　１対で円孔（現状３個）

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（２.２）８.６ 

弥生土器
高杯１６２３

脚端部：凹線１条１mmの長石・角閃石を
含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：摩滅のため不明（２.０）１０.６ 

弥生土器
高杯１６２４

脚部：凹線１条，円孔１個（現状）
脚端部：凹線１条

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.７）１３.０ 

弥生土器
高杯１６２５

脚端部：凹線１条
脚部：円孔１個（現状）

１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面脚部：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（７.２）１２.８ 

弥生土器
高杯１６２６

脚端部：凹線１条
脚部：円孔１個（現状）

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.１）１４.６ 

弥生土器
高杯１６２７

脚端部：凹線２条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（３.５）１４.０ 

弥生土器
高杯１６２８

脚端部：凹線２条１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄K１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（４.４）１５.６ 

弥生土器
高杯１６２９

脚端部：凹線２条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り，指頭圧痕（４.５）１５.６ 

弥生土器
高杯１６３０

脚端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐灰７.５YR６/１
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（３.０）１６.８ 

弥生土器
高杯１６３１

脚端部：凹線２条
裾部：円孔２個１対が
　　　１ヶ所（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（４.９）１６.０ 

弥生土器
高杯１６３２

脚端部：凹線１条
脚部下位：円孔１個（現状）

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（６.７）１８.２ 

弥生土器
高杯１６３３

脚端部：凹線４条
脚部：円孔上下１穴（現状）

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：ヘラ削り
内面脚部：ヘラミガキ（９.７）１８.６ 

弥生土器
高杯１６３４

脚端部：凹線２条１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：褐７.５YR４/６

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヨコヘラ削り（５.０）１８.５ 

弥生土器
高杯１６３５

脚端部：凹線１条２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.２）２３.８ 

弥生土器
高杯１６３６

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り
　脚裾部：ヨコナデ

（４.３）１３.６ 
弥生土器
高杯１６３７

脚部：円孔１個（現状）１mmの石英・長石・角
閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：褐７.５YR４/６

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（４.５）１６.０ 

弥生土器
高杯１６３８

脚部：円孔（現状）０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面脚部：タテハケ後ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（７.０）１６.４ 

弥生土器
高杯１６３９

脚端部：凹線１条１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：横ヘラミガキ
内面脚部：摩滅のため不明（２.３）１６.４ 

弥生土器
高杯１６４０

脚端部：凹線１条１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：タテヘラミガキ
内面脚部：ヨコヘラ削り（３.２）１６.６ 

弥生土器
高杯１６４１

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）１６.９ 

弥生土器
高杯１６４２

脚部：円孔１個（現状）１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面脚裾部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコヘラ削り（４.２）１７.２ 

弥生土器
高杯１６４３

脚部：円孔２個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（５.４）１７.６ 

弥生土器
高杯１６４４

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.７）１８.０ 

弥生土器
高杯１６４５

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：黄灰２.５Y５/１

外面脚部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（２.２）１９.０ 

弥生土器
高杯１６４６
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脚部：円孔１（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面脚部：ナデ
内面脚部：ヘラ削り（５.３）２０.０ 

弥生土器
高杯１６４７

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.６）２０.０ 

弥生土器
高杯１６４８

脚部：円孔２個（現状）１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR６/６

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（４.６）２０.３ 

弥生土器
高杯１６４９

脚部：円孔１個（現状）
０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石・雲母を含
む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（１.９）２０.６ 

弥生土器
高杯１６５０

脚部：円孔２個（現状）１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい赤褐５YR５/４

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：摩滅のため不明（３.３）２１.４ 

弥生土器
高杯１６５１

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚裾部：ヨコナデ
内面脚裾部：ヘラ削り（２.０）２１.６ 

弥生土器
高杯１６５２

脚部：円孔１（現状）１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/６
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：ヨコナデ
内面：ヘラ削り（２.１）２１.９ 

弥生土器
高杯１６５３

脚端部：凹線１条
脚部：円孔１個（現状）

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面脚部：ヨコナデ，ヘラミガキ
内面脚部：ヨコナデ（３.９）１５.１ 

弥生土器
高杯１６５４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（４.７）１５.３ 

弥生土器
高杯１６５５

脚部：円孔２個（現状）１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.１）１７.４ 

弥生土器
高杯１６５６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：ヨコナデ後ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（１.８）１７.６ 

弥生土器
高杯１６５７

脚部：円孔１個（現状）０.５mm～３mm以下の長
石・石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：ヨコナデ後ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（３.０）１７.６ 

弥生土器
高杯１６５８

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.５）１８.０ 

弥生土器
高杯１６５９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：ヘラミガキ
　脚端部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り

（５.０）１７.２ 
弥生土器
高杯１６６０

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（３.１）１８.４ 

弥生土器
高杯１６６１

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR７/６
内面：橙５YR７/６

外面脚裾部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（５.６）１８.４ 

弥生土器
高杯１６６２

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ナデ
内面脚部：ヘラ削り（４.４）１８.４ 

弥生土器
高杯１６６３

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（１.８）１９.２ 

弥生土器
高杯１６６４

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面脚端部：ヨコナデ
　　　脚部：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明

（２.９）２０.０ 
弥生土器
高杯１６６５

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：橙５YR７/６

外面脚端部：ヨコナデ
　　　脚部：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明

（４.１）１８.７ 
弥生土器
高杯１６６６

脚部：円孔１個（現状）１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：明褐７.５YR５/６５/６

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：摩滅のため不明（２.８）１８.８ 

弥生土器
高杯１６６７

脚部：円孔１個（現状）０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：褐７.５YR４/６
内面：褐７.５YR４/６

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（４.６）１９.０ 

弥生土器
高杯１６６８

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.０）１９.３ 

弥生土器
高杯１６６９

脚部：円孔１ヶ所（現状）
　　　２個１対が１ヶ所（現状）

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（５.３）１９.６ 

弥生土器
高杯１６７０

脚部：現状円孔１個１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：黄灰２.５Y６/１
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面脚裾部：ヨコヘラ削り（３.１）２０.６ 

弥生土器
高杯１６７１

脚部：円孔２個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（３.７）２１.４ 

弥生土器
高杯１６７２

０.５mm～２.５mmの石英・
長石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（２.３）２２.０ 

弥生土器
高杯１６７３

脚部：円孔１個（現状）１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：タテヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（７.４）８.８ 

弥生土器
高杯１６７４

脚部：４方向から円孔１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面脚部：タテヘラミガキ
内面脚部：絞り目（７.８）１２.４ 

弥生土器
高杯１６７５

脚部：５方向から円孔
脚端部：凹線１条

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面脚部：タテハケ後タテヘラミガキ
内面脚部：タテハケ後ヨコヘラミガキ
　　　　　指頭圧痕，ヘラ削り，絞り目

（９.８）１３.４ 
弥生土器
高杯１６７６

脚部：４方向から円孔
脚端部：凹線１条

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面脚部：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面脚部：指ナデ，ヘラ削り（１０.９）１３.８ 

弥生土器
高杯１６７７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：ナデ
内面脚部：指頭圧痕，ヘラ削り（７.０）１７.０ 

弥生土器
高杯１６７８

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の長石・雲母・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい橙７.５YR５/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（３.７）１０.０ 

弥生土器
高杯１６７９

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：褐灰１０YR４/１

外面脚裾部：ヨコナデ
　　　脚部：ハケ
内面脚部：ヘラ削り

（４.１）１３.８ 
弥生土器
高杯１６８０

脚部：４方向から円孔０.５mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラミガキ（５.７）１４.０ 

弥生土器
高杯１６８１

脚部：４方向から円孔
脚裾部：沈線２条

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：浅黄２.５Y７/３

外面脚部：タテヘラミガキ
内面脚部上半：絞り目
　　　　下半：ヨコナデ

（８.０）１５.０ 
弥生土器
高杯１６８２

脚部：４方向から円孔（現状２個）１mm以下の石英・角閃
石を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ナデ（３.３）１４.４ 

弥生土器
高杯１６８３

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：摩滅のため不明（２.４）１５.０ 

弥生土器
高杯１６８４

杯部：突帯文１条
　　　 沈線４条，櫛描波状文８条
脚部：円孔２個（現状）
　　　突帯文が剥れた跡
　　　沈線２条，櫛描波状文７条

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：にぶい橙５YR７/４

外面杯部：ハケメ
外面脚部：ハケメ
内面杯部：ハケメ
内面脚部：ハケメ

上半
（５.８）
下半
（３.６）

１８.０ 
弥生土器
装飾高杯１６８５

口縁部：凹線２条
　　　　線鋸歯文

４mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ（２.９）３０.４ 

弥生土器
装飾高杯１６８６

脚部：線鋸歯文２段
　　　櫛描波状文６条×２段
　　　円孔２段

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：摩滅のため不明（４.８）２２.８ 

弥生土器
装飾高杯１６８７

脚端部：凹線２条，
　　　　円形浮文１個（現状）
脚部：押圧文を施した突帯文

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.３）１５.６ 

弥生土器
装飾高杯１６８８

脚部：櫛描波状文３条
　　　凹線３条
　　　刺突文１段

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面脚部：ナデ
内面脚部：ナデ（１.５）１９.８ 

弥生土器
装飾高杯１６８９
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器　種報告
番号 器高底径口径

脚部：凹線３条
脚端部：凹線１条

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.９）２５.０ 

弥生土器
装飾高杯１６９０

脚部：凹線３条
脚端部：凹線１条

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面；にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコナデ（２.９）２６.０ 

弥生土器
装飾高杯１６９１

脚部：櫛描直線文２条×２ヶ所
　　　円孔１個（現状）
　　　凹線１条

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.１）１３.４ 

弥生土器
装飾高杯１６９２

杯部：突帯文１条
　　　簾状文１条

２.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面杯部：ヨコナデ
内面杯部：ヨコナデ，指頭圧痕（４.５）弥生土器

装飾高杯１６９３

口縁端部：竹管文６個，凹線３条
筒部：押圧文２段

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ナデ，指頭圧痕

（１０.７）１２.４ 
弥生土器
器台１６９４

口縁端部：竹管文（２個１組）１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面筒部：ヘラミガキ
　口縁部：ヨコナデ
内面筒部：指ナデ，ヘラ削り

（１２.５）１７.４ 
弥生土器
器台１６９５

口縁端部：凹線２条，竹管文１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.９）１５.０ 

弥生土器
器台１６９６

口縁端部：竹管文
口縁部内面：凹線３条

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.０）１６.８ 

弥生土器
器台１６９７

筒部：凹線８条
　　　縦方向に沈線

２mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面筒部：ナデ，ハケ
内面筒部：ナデ，指頭圧痕（９.５）弥生土器

器台１６９８

筒部：円孔２段（現状２個ずつ）１mm以下の長石・石英
を含む外面：浅黄橙１０YR８/３外面筒部：ハケ

内面筒部：摩滅のため不明（８.６）弥生土器
器台１６９９

脚端部：凹線３条１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコナデ（２.３）１８.８ 

弥生土器
器台１７００

筒部中位：円孔１個（現状）
　　下位：円孔２個（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：ヨコナデ
　　筒部：ハケメ
内面脚部：ヨコナデ
　　筒部：ハケ

（５.３）１６.０ 
弥生土器
器台１７０１

脚端部：凹線３条１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面脚部：摩滅のため不明
　　筒部：指頭圧痕

（６.０）１６.８ 
弥生土器
器台１７０２

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ（２.６）２５.２ 

弥生土器
器台１７０３

口縁端部：竹管文
口縁部内面：竹管文
筒部外面：凹線４条

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　筒部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　筒部：しぼり目，ヨコナデ

（８.４）２１.４ 
弥生土器
器台１７０４

口縁端部：凹線３条，刻目文１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　筒部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明

（３.６）２４.６ 
弥生土器
器台１７０５

口縁端部：凹線４条，押圧文
４mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：褐７.５YR４/３
内面：灰黄褐１０YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：摩滅のため不明（４.３）２６.６ 

弥生土器
器台１７０６

口縁端部：櫛描波状文４条１mm～６mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（４.０）３８.０ 

弥生土器
器台１７０７

脚部：櫛描波状文４条，
　　　凹線４条

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：ヨコナデ
　　筒部：タテヘラミガキ
内面：ヨコナデ

（３.９）２５.０ 
弥生土器
器台１７０８

筒部：突帯文２条
　　　突帯上に沈線７条
　　　綾杉文
　　　赤色顔料付着

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面筒部：摩滅のため不明
内面筒部：摩滅のため不明（１２.２）弥生土器

特殊器台１７０９

筒部：突帯１条
　　　突帯上に沈線７条
　　　綾杉文
　　　赤色顔料付着

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面筒部：摩滅のため不明
内面筒部：削り後ナデ（５.２）弥生土器

特殊器台１７１０

筒部：突帯１条
　　　突帯上に沈線７条
　　　赤色顔料付着

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面筒部：ナデ
内面筒部：削り後ナデ（５.０）弥生土器

特殊器台１７１１

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテヘラミガキ
　　　底部：指頭圧痕
内面体部：タテヘラミガキ

５.９ ２.８ １０.２ 
弥生土器
把手付鉢１７１２

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ハケメ
　　　体部：ヘラミガキ
　　　底部：指頭圧痕
内面口縁部：ハケメ
　体部下半：ハケメ
　　　底部：指頭圧痕

８.８ ４.４ １０.３ 
弥生土器
小形鉢１７１３

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面底部：指頭圧痕
　　体部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラミガキ

５.０ ３.２ ９.０ 
弥生土器
小形鉢１７１４

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：灰褐７.５YR６/２

外面体部：タテハケ目
内面：摩滅のため不明（４.６）１０.８ 

弥生土器
小形鉢１７１５

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：灰黄２.５Y７/２

外面：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.７）８.４ 

弥生土器
小形鉢１７１６

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明赤褐２.５YR５/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.３）９.０ 

弥生土器
小形鉢１７１７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：ハケメ後ナデ
　　底面：ナデ
内面体部：ハケメ

（５.６）６.８ 
弥生土器
小形鉢１７１８

１mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面体部下半：指頭圧痕
　　　　脚部：指頭圧痕
内面体部下半：ナデ
　　　　脚部：摩滅のため不明

（５.２）２.６ 
弥生土器
小形鉢１７１９

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：黒褐１０YR３/１

外面体部：ナデ
　　脚部：ナデ
内面体部：ハケメ後ヘラミガキ
　　脚部：ナデ

（５.０）４.８ 
弥生土器
小形鉢１７２０

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面脚部：指頭圧痕
　　体部：板ナデ，ハケメ
外面底部：指頭圧痕
　　体部：ナデ

（４.９）３.２ 
弥生土器
小形鉢１７２１

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面底部：指ナデ
内面底部：ハケメ（３.３）２.６ 

弥生土器
小形鉢１７２２



－１１９－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい赤褐２.５YR５/４
内面：橙２.５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：指頭圧痕
　　　　脚部：指頭圧痕

（３.１）５.６弥生土器
小形鉢１７２３

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.６）３.４弥生土器

小形鉢１７２４

１mm～３.５mmの石英・長
石を含む

外面：；褐灰１０YR６/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：ナデ（５.５）３.８ 

弥生土器
小形鉢１７２５

やや粗１mm～２mmの
石英を含む

外面：橙５YR６/６
内面：褐灰１０YR４/１

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕（３.２）３.６ 

弥生土器
小形鉢１７２６

１mmの長石・石英を含
む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白２.５Y８/１

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：摩滅のため不明（４.３）３.２ 

弥生土器
小形鉢１７２７

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：指頭圧痕
　　底面：指頭圧痕
内面底部：ヘラ削り

（３.６）７.６ 
弥生土器
小形鉢１７２８

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面底部：指頭圧痕
内面体部下半：指頭圧痕，ヘラミガキ
　　底部：指頭圧痕

（２.５）６.０ 
弥生土器
小形鉢１７２９

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面底面：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕，板ナデ
内面底部：指頭圧痕

（１.８）３.９ 
弥生土器
小形鉢１７３０

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白５Y７/１
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：指頭圧痕
内面体部下半：ハケ，指頭圧痕
　　　　底部：指頭圧痕

（２.７）４.４ 
弥生土器
小形鉢１７３１

口縁端部：凹線２条１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（７.０）３７.４ 
弥生土器
大形鉢１７３２

口縁端部：凹線３条１mm～１.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：分割ヘラミガキ

（７.４）３２.６ 
弥生土器
大形鉢１７３３

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：粗いハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：細かいハケメ

（１０.６）４０.０ 
弥生土器
大形鉢１７３４

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（４.２）３３.８ 
弥生土器
大形鉢１７３５

５mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（５.３）３５.０ 

弥生土器
大形鉢１７３６

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：明褐７.５YR５/６

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（４.５）３８.８ 

弥生土器
大形鉢１７３７

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　体部上半：ハケ後ヘラミガキ

（８.３）３８.８ 
弥生土器
大形鉢１７３８

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅赤橙２.５YR７/４
内面：にぶい橙５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ

（８.７）４５.２ 
弥生土器
大形鉢１７３９

４mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ

（１６.０）５４.２ 
弥生土器
大形鉢１７４０

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰白７.５YR８/２
内面：灰白７.５YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目

（７.４）３１.０ 
弥生土器
大形鉢１７４１

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：灰黄２.５Y７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.２）２８.８ 
弥生土器
大形鉢１７４２

口縁部：凹線３条２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ

（４.９）３７.０ 
弥生土器
大形鉢１７４３

１mm～５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：ハケメ

（９.８）３９.６ 
弥生土器
大形鉢１７４４

１mm～３.５mmの石英・長
石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：にぶい橙５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.６）４５.２ 

弥生土器
大形鉢１７４５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙２.５YR６/６
内面：橙２.５YR６/６

外面口縁部：指頭圧痕
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（９.８）２７.６ 
弥生土器
大形鉢１７４６

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（５.３）２５.５ 
弥生土器
大形鉢１７４７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ

（５.３）４９.６ 
弥生土器
大形片口鉢１７４８

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（１１.２）４９.６ 
弥生土器
大形片口鉢１７４９

１mm～３.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ

（７.４）４５.６ 
弥生土器
大形鉢１７５０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/４
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ，ヘラミガキ
　　　体部：ヘラミガキ

（１０.０）４８.０ 
弥生土器
大形鉢１７５１

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（９.９）４３.６ 
弥生土器
大形鉢１７５２



－１２０－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：褐灰７.５YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ

（７.０）４１.６ 
弥生土器
大形鉢１７５３

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　体部上半：ハケ後ヘラミガキ

（８.９）４１.０ 
弥生土器
大形鉢１７５４

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコヘラ削り
内面口縁部：ナデ
　　　体部：ナデ

（９.２）４１.８ 
弥生土器
大形鉢１７５５

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ後ヘラミガキ

（１２.１）４１.０ 
弥生土器
大形鉢１７５６

０.５mm～４.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ後ヘラミガキ

（１２.１）３７.４ 
弥生土器
大形鉢１７５７

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ後ヘラミガキ

（１２.７）３５.６ 
弥生土器
大形鉢１７５８

１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.７）３６.０ 

弥生土器
大形片口鉢１７５９

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ

（７.６）３４.０ 
弥生土器
大形鉢１７６０

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：褐灰１０YR６/１
内面：褐灰１０YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.４）１７.７ 
弥生土器
大形鉢１７６１

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　下部：斜め方向のハケ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（５.５）２１.６ 
弥生土器
大形鉢１７６２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：浅黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：細かいハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（７.１）２２.４ 
弥生土器
大形鉢１７６３

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：褐灰１０YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ，ハケメ
　　　体部：ハケメ

（５.６）２７.８ 
弥生土器
大形鉢１７６４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面頸部：ハケメ，摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明

上半
（８.５）
下半
（８.４）

７.０ 
弥生土器
大形鉢１７６５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（５.１）３７.０ 
弥生土器
大形鉢１７６６

口縁端部：凹線２条１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：灰白２.５Y８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（６.６）４１.４ 

弥生土器
大形鉢１７６７

１mm以下の長石を含む外面：灰白１０YR７/１
内面：褐灰１０YR６/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（７.４）３８.４ 

弥生土器
大形片口鉢１７６８

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：黒褐１０YR３/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タタキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ後ヘラ削り

（８.０）弥生土器
大形鉢１７６９

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：ナデ
内面：ハケメ後ナデ（６.４）１９.２ 

弥生土器
大形鉢１７７０

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：明赤褐５YR５/６

外面体部：ヘラミガキ
内面体部：ハケメ２２.１ ２.５ １９.２ 

弥生土器
甑１７７１

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（９.１）（厚さ）

１.８
（幅）
１.６

弥生土器
把手１７７２

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白５Y７/１
内面：灰白５Y７/１

外面頸部：ヨコナデ
　　体部：ヘラミガキ
内面体部：指頭圧痕，ヘラ削り

８.６ ２.６ ４.８ 
弥生土器

ミニチュア土器１７７３

６mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：明褐５YR５/６
内面：褐灰１０YR４/１

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕，絞り痕（７.２）弥生土器

ミニチュア土器１７７４

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ，指頭圧痕

（３.９）５.４ 
弥生土器

ミニチュア土器１７７５

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面体部：ヘラ削り
　　底面：指頭圧痕
内面体部：ヘラミガキ

（５.９）５.０ 
弥生土器
製塩土器１７７６

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部下半：ヘラ削り後ハケメ
　　　　脚部：ヘラ削り後ハケメ
内面体部下半：指頭圧痕
　　　　底部：指頭圧痕

（４.２）４.４ 
弥生土器
製塩土器１７７７

０.５mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR７/１
内面：灰白１０YR７/１

外面体部：ヘラ削り
内面体部下半：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕

（５.０）３.５ 
弥生土器
製塩土器１７７８

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：褐灰１０YR５/１

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：指頭圧痕
内面体部：指頭圧痕

（４.５）３.４ 
弥生土器
製塩土器１７７９

０.５mm～２mm以下の石
英・長石・角閃石を多量
に含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：指頭圧痕
内面体部：ヘラ削り
　　脚部：指頭圧痕

（５.２）３.５ 
弥生土器
製塩土器１７８０

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：指頭圧痕
内面底部：板ナデ

（３.７）３.８ 
弥生土器
製塩土器１７８１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面底部：板ナデ
内面底部：ナデ（３.５）３.４ 

弥生土器
製塩土器１７８２
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備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：灰黄２.５Y７/２

外面体部：ヘラ削り
内面体部：摩滅のため不明
　　底部：ナデ

（３.１）３.６ 
弥生土器
製塩土器１７８３

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：摩滅のため不明
内面体部：板ナデ
　　脚部：ナデ

（３.３）３.０ 
弥生土器
製塩土器１７８４

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：ヘラ削り
内面：板ナデ（２.７）３.２ 

弥生土器
製塩土器１７８５

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：指頭圧痕
内面体部：摩滅のため不明
　　脚部：ナデ

（３.４）３.２ 
弥生土器
製塩土器１７８６

０.５mm～４mm以下の石
英・長石を少量含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部：タタキ
内面体部：ヘラ削り（３.３）４.６ 

弥生土器
製塩土器１７８７

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部：タタキ
　　底部：ナデ
内面体部：ナデ
　　底部：ナデ

（３.０）３.１ 
弥生土器
製塩土器１７８８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙２.５YR６/６
内面：橙２.５YR６/６

外面脚部：指頭圧痕，ハケメ
内面底部：指頭圧痕
　　脚部：ナデ

（２.５）３.６ 
弥生土器
製塩土器１７８９

１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部：摩滅のため不明
　　脚部：指頭圧痕
内面体部：ハケ

（５.１）３.６ 
弥生土器
製塩土器１７９０

２mm以下の長石を多く
含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：にぶい赤褐５YR５/４

外面：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（２.５）４.２ 

弥生土器
製塩土器１７９１

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：赤橙１０R６/６
内面：灰褐７.５YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.２）３.８弥生土器

製塩土器１７９２

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：暗灰N３/０

外面脚部：指頭圧痕
内面脚部：指頭圧痕（２.７）４.０ 

弥生土器
製塩土器１７９３

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：指頭圧痕
内面脚部：ナデ（２.６）４.４ 

弥生土器
製塩土器１７９４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.８）３.２ 

弥生土器
製塩土器１７９５

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：摩滅のため不明
　　脚部：摩滅のため不明
内面体部：摩滅のため不明
　　脚部：摩滅のため不明

（３.８）３.０ 
弥生土器
製塩土器１７９６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：明赤灰２.５YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：ナデ
内面：ナデ（２.４）３.８ 

弥生土器
製塩土器１７９７

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面底部：板ナデ
内面底部：ナデ（３.０）３.８ 

弥生土器
製塩土器１７９８

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面底部：板ナデ
内面底部：板ナデ（２.３）２.８ 

弥生土器
製塩土器１７９９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/６

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕（３.１）３.２ 

弥生土器
製塩土器１８００

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.８）３.２ 

弥生土器
製塩土器１８０１

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：にぶい橙５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.７）２.９ 

弥生土器
製塩土器１８０２

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：ナデ
内面：摩滅のため不明（１.２）２.５ 

弥生土器
製塩土器１８０３

０.５mm～１.５mm以下の石
英・長石・角閃石・雲母
を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：褐灰１０YR５/１

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.３）２.６ 

弥生土器
製塩土器１８０４

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：黒５Y２/１
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面底面：ヘラミガキ
　　体部：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り

（２.６）６.２ 
弥生土器
甑１８０５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面底部：ナデ
内面底部：指頭圧痕，板ナデ（２.３）５.６ 

弥生土器
甑１８０６

１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：橙５YR６/６

外面体部下半：タテヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り後指頭圧痕
　　底部：ヘラ削り後指頭圧痕

（２.５）９.０ 
弥生土器
甑１８０７

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（３.６）３.５ 

弥生土器
甑１８０８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐灰１０YR６/１
内面：褐灰１０YR５/１

外面底部：板ナデ
内面底部：指ナデ，指頭圧痕（３.２）１.６ 

弥生土器
甑１８０９

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面底部：板ナデ
内面底部：指頭圧痕（４.８）３.２ 

弥生土器
甑１８１０

０.５mm以下の石英・長石
を微量に含む

外面：浅黄橙１０YR８/４
内面：明褐７.５YR５/６

外面体部：タタキ
　　底面：ナデ
内面底部：（穿孔部周辺）指頭圧痕

（２.９）３.８ 
弥生土器
甑１８１１

０.０５mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部：ハケ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ

（５.７）２.４ 
弥生土器
甑１８１２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：タタキ
内面底部：指頭圧痕，板ナデ（５.３）弥生土器

甑１８１３

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面体部：ハケメ
　　底面：ハケメ
内面体部：板ナデ

（９.６）３.８ 
弥生土器
底部１８１４

３mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（７.８）４.３ 

弥生土器
底部１８１５

１mm以下の石英少々含
む

外面：灰白７.５YR８/１
内面：灰白７.５YR８/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（６.０）３.０ 

弥生土器
底部１８１６

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰白７.５YR８/１
内面：灰白７.５YR８/１

外面：摩滅のため不明
内面：ナデ（５.４）３.０ 

弥生土器
底部１８１７

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：浅橙５YR８/３
内面：橙５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（７.５）３.４ 

弥生土器
底部１８１８

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：褐７.５YR４/３

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（４.１）５.１ 

弥生土器
底部１８１９

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底部：指頭圧痕
　　体部：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り

（３.８）４.８ 
弥生土器
底部１８２０

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：黒褐１０YR３/２
内面：黒褐１０YR３/２

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：ナデ

（３.０）４.４ 
弥生土器
底部１８２１
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１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（２.７）５.０ 

弥生土器
底部１８２２

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：暗灰N３/
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（４.５）５.０ 
弥生土器
底部１８２３

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：黒１０YR２/１

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕

（２.２）５.４ 
弥生土器
底部１８２４

１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：黒褐１０YR３/１

外面：タテヘラミガキ
内面：板ナデ（２.５）５.２ 

弥生土器
底部１８２５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面：指頭圧痕

（１.９）５.８ 
弥生土器
底部１８２６

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面体部下半：タテヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り後指頭圧痕
　　底部：ヘラ削り後指頭圧痕

（２.８）４.８ 
弥生土器
底部１８２７

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：黒７.５YR２/１
内面：灰褐７.５YR４/２

外面底部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：板ナデ

（２.０）５.８ 
弥生土器
底部１８２８

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：明赤褐２.５Y５/６
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部下半：タテヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り後指頭圧痕
　　底部：ヘラ削り後指頭圧痕

（２.７）５.４ 
弥生土器
底部１８２９

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（４.０）７.０ 

弥生土器
底部１８３０

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：黒褐７.５YR３/１
内面：灰褐７.５YR４/２

外面底面：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕

（３.７）４.８ 
弥生土器
底部１８３１

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り

（３.７）４.８ 
弥生土器
底部１８３２

１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面体部下半：ヘラミガキ
　　　底部：ヘラミガキ
内面体部下半：指頭圧痕
　　　底部：指頭圧痕

（３.７）６.０ 
弥生土器
底部１８３３

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面体部下半：タテヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り後指頭圧痕
　　底部：ヘラ削り後指頭圧痕

（２.８）４.６ 
弥生土器
底部１８３４

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面：ハケメ
内面：ヘラ削り（３.３）４.６ 

弥生土器
底部１８３５

４mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：指頭圧痕

（３.６）８.４ 
弥生土器
底部１８３６

１mm～３.５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：黒２.５Y２/１
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：指頭圧痕
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕
　　体部：ヘラ削り

（４.９）５.６ 
弥生土器
底部１８３７

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面底部：ヘラミガキ
　　体部下半：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り

（１.３）５.０ 
弥生土器
底部１８３８

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：黄褐２.５Y５/３

外面体部下半：タテハケ
　　底部：ハケメ
内面体部下半：ヘラ削り
　　底部：指頭圧痕

（３.９）４.８ 
弥生土器
底部１８３９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：橙７.５YR６/６

外面体部下半：タテヘラミガキ
　　底部：ハケメ
内面体部下半：ヘラ削り，指頭圧痕

（４.２）７.０ 
弥生土器
底部１８４０

１mm～２mmの石英，
１mm～４mmの角閃石
を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（５.４）８.４ 

弥生土器
底部１８４１

１mm～５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面体部：タテヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（６.０）７.４ 

弥生土器
底部１８４２

０.５mm～４mmの長石・石
英・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面底部：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（４.１）５.２ 

弥生土器
底部１８４３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐色７.５YR５/４
内面：褐灰７.５YR４/１

外面：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（４.３）６.２ 

弥生土器
底部１８４４

０.５mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰５Y４/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（３.７）７.０ 

弥生土器
底部１８４５

１mm～２mmの石英.長
石.角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：灰黄褐１０YR５/３

外面：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（２.０）５.０ 

弥生土器
底部１８４６

やや密１mm～２mmの
石英・長石・角閃石を含
む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面底部：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕，ヘラ削り（３.３）４.８ 

弥生土器
底部１８４７

やや粗１mm～２mmの
石英を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：摩滅のため不明（２.６）４.６ 

弥生土器
底部１８４８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面底部：指頭圧痕
内面底部：ヘラ削り（１.９）５.８ 

弥生土器
底部１８４９

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR４/２
内面：黒褐１０YR３/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.３）３.６ 

弥生土器
底部１８５０

１mm以下の長石を微量
含む

外面：灰白２.５Y８/１
内面：灰白２.５Y８/１

外面体部：タテハケ
　　底部：指頭圧痕，ナデ
内面：摩滅のため不明

（３.８）４.６ 
弥生土器
底部１８５１

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR６/８
内面：橙５YR７/６

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕，指ナデ（４.５）５.４ 

弥生土器
底部１８５２

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面底部：ナデ，指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕，指ナデ（３.４）５.３ 

弥生土器
底部１８５３

０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：黄灰２.５Y４/１

外面底部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（２.４）５.１ 

弥生土器
底部１８５４

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の角閃石を含
む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.６）８.４ 

弥生土器
底部１８５５

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：タテハケ
内面底部：指頭圧痕（２.２）４.４ 

弥生土器
底部１８５６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面底部：ナデ
内面底部：指頭圧痕（２.４）６.４ 

弥生土器
底部１８５７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕，ヘラ削り（２.７）４.４ 

弥生土器
底部１８５８

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.７）５.２ 

弥生土器
底部１８５９
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０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部下半：タテハケ
内面底部：指頭圧痕（３.８）４.６ 

弥生土器
底部１８６０

１mmの石英・長石を含
む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：ハケメ（２.３）３.８ 

弥生土器
底部１８６１

４mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：黒２.５Y２/１
内面：灰黄２.５Y７/２

外面体部：ハケメ
　　底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕

（２.７）４.４ 
弥生土器
底部１８６２

やや粗１mm～６mmの
石英・長石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面底部：ナデ
内面底部：指頭圧痕（４.２）８.４ 

弥生土器
底部１８６３

１mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部：ハケ
　　底部：ハケ
　　底面：ハケ
内面：摩滅のため不明

（３.６）５.４ 
弥生土器
底部１８６４

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石含む

外面：褐灰７.５YR４/１
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面：タタキ
内面：指頭圧痕（４.２）４.０ 

弥生土器
底部１８６５

３mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：浅黄橙２.５Y７/３

外面体部：縦，斜め方向のハケ
　　底部：タタキ後板ナデ
内面体部：ハケ
　　底部：ヘラ削り

（８.２）５.６ 
弥生土器
底部１８６６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：褐灰７.５YR５/１

外面体部：ハケメ
　　底面：ハケメ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（３.３）３.６ 
弥生土器
底部１８６７

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：灰白１０YR７/１

外面底部：ハケメ
内面底部：板ナデ（３.７）５.４ 

弥生土器
底部１８６８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR７/１

外面：タテハケ目
内面：指頭圧痕，ナデ（１.５）７.４ 

弥生土器
底部１８６９

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：黒褐１０YR３/１

外面体部：ハケ
　　底面：ハケ
内面体部：ヘラ削り

（２.４）６.５ 
弥生土器
底部１８７０

１mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部下半：タテハケ
　　底面：ハケメ
内面体部下半：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕

（４.３）４.２ 
弥生土器
底部１８７１

２.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：褐灰１０YR６/１
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：タタキ後ハケ
内面底面：指頭圧痕
　　底部：摩滅のため不明

（４.６）３.４ 
弥生土器
底部１８７２

２mm以下の石英，１mm
以下の角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面底部：ハケ
内面底部：ヘラ削り（２.１）４.０ 

弥生土器
底部１８７３

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：タテハケ
底面：ハケメ
内面：摩滅のため不明

（２.７）５.４ 
弥生土器
底部１８７４

１mm以下の長石を含む外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/１

外面：タテハケ目
内面：ナデ（３.１）５.２ 

弥生土器
底部１８７５

１mm以下の長石を含む外面：褐灰７.５YR５/１
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面：ハケメ
内面：ナデ（２.２）４.２ 

弥生土器
底部１８７６

５mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/３

外面：ハケメ
内面：指頭圧痕（４.４）６.２ 

弥生土器
底部１８７７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：一部ヘラミガキが残る
内面：板ナデ（２.７）４.６ 

弥生土器
底部１８７８

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：灰５Y４/１

外面体部下半：ハケ
　　底部：ハケ
内面底部：指頭圧痕

（２.６）４.０ 
弥生土器
底部１８７９

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：黒褐１０YR３/１

外面底部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラ削り
内面底部：指頭圧痕，板ナデ，ヘラ削り

（３.７）５.８ 
弥生土器
底部１８８０

１mmの石英・長石を含
む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面：ナデ（１.６）４.６ 

弥生土器
底部１８８１

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：浅黄橙１０YR８/４
内面：黄灰２.５Y４/１

外面体部：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（２.１）５.２ 

弥生土器
底部１８８２

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の角閃石を含
む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：灰白１０YR８/１

外面：ヘラ削り
内面：ヘラミガキ（３.５）３.４ 

弥生土器
底部１８８３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（５.８）８.２ 

弥生土器
底部１８８４

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：灰黄２.５Y６/２

外面体部下半：タタキ
内面体部下半：指頭ナデ
　　底部：指頭ナデ

（４.９）４.５ 
弥生土器
底部１８８５

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石含む

外面：褐灰７.５YR４/１
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：タタキ
内面：ナデ（１.９）３.４ 

弥生土器
底部１８８６

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：タタキ
内面：ヘラミガキ（２.３）３.７ 

弥生土器
底部１８８７

１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：灰白２.５Y８/１
内面：灰白２.５Y８/２

外面：タタキ
内面：ナデ（２.１）３.４ 

弥生土器
底部１８８８

０.５mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/１

外面体部：タタキ
　　底面：ナデ
内面底部：板ナデ

（２.０）３.６ 
弥生土器
底部１８８９

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰N４/
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.３）８.２ 

弥生土器
底部１８９０

３mm以下の長石・石英・
雲母を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：褐灰１０YR５/１

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（３.１）４.８ 

弥生土器
底部１８９１

０.５mm～２mm以下の石
英・長石を少量含む

外面：灰白２.５Y８/１
内面：灰白２.５Y８/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.６）５.３ 

弥生土器
底部１８９２

０.５mm～１.５mm以下の長
石を少量含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.０）３.８ 

弥生土器
底部１８９３

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：明黄褐１０YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.４）３.４ 

弥生土器
底部１８９４

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：ヘラ削り（２.９）５.６ 

弥生土器
底部１８９５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（３.２）４.４ 

弥生土器
底部１８９６

５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：明赤褐５YR５/８

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.６）６.６ 

弥生土器
底部１８９７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：黒褐１０YR３/１

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：ナデ，指頭圧痕（９.６）４.５ 

弥生土器
底部１８９８

７mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：褐灰１０YR６/１

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：褐灰１０YR６/１（５.３）６.４ 

弥生土器
底部１８９９
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２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕（３.３）４.６ 

弥生土器
底部１９００

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：黒７.５YR２/１
内面：明褐７.５YR５/６

外面底部：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.０）７.２ 

弥生土器
底部１９０１

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：指頭圧痕
内面：指頭圧痕（３.７）６.６ 

弥生土器
底部１９０２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕，板ナデ（３.６）３.８ 

弥生土器
底部１９０３

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.７）９.０ 

弥生土器
底部１９０４

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：黒褐２.５Y３/１

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕，指頭ナデ（３.９）３.６ 

弥生土器
底部１９０６

０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：橙７.５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（４.１）３.３ 

弥生土器
底部１９０７

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR７/６
内面：橙５YR６/６

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.９）５.０ 

弥生土器
底部１９０８

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.１）６.０ 

弥生土器
底部１９０９

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.４）５.２ 

弥生土器
底部１９１０

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR７/１

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.５）７.２ 

弥生土器
底部１９１１

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.２）６.３ 

弥生土器
底部１９１２

１mm～６mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕

（３.９）４.４ 
弥生土器
底部１９１３

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：赤褐５YR４/８

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.１）３.８ 

弥生土器
底部１９１４

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.８）５.０ 

弥生土器
底部１９１５

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：褐灰１０YR４/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.７）４.６ 

弥生土器
底部１９１６

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.８）６.２ 

弥生土器
底部１９１７

０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：指頭圧痕（５.９）５.４ 

弥生土器
底部１９１８

１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：褐灰１０YR６/１

外面：摩滅のため不明
内面：板状工具による刺突痕（４.０）（６.２）弥生土器

底部１９１９

やや粗１mm～２mmの
長石を含む

外面：橙５YR７/８
内面：橙５YR７/８

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.０）３.８ 

弥生土器
底部１９２０

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/２

外面：板ナデ
内面：摩滅のため不明（４.４）３.０ 

弥生土器
底部１９２１

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.１）５.０ 

弥生土器
底部１９２２

やや密０.１mm～１mmの
石英・長石・角閃石を含む

外面：黄灰２.５Y４/１
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.０）５.８ 

弥生土器
底部１９２３

１mmの石英を含む外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.９）６.４ 

弥生土器
底部１９２４

１mmの石英・長石を含
む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.１）４.４ 

弥生土器
底部１９２５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR７/８
内面：橙５YR７/８

外面底部：指ナデ
内面底部：指頭圧痕（３.２）３.０ 

弥生土器
底部１９２６

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：褐１０YR４/４

外面：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.６）４.４ 

弥生土器
底部１９２７

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：褐灰１０YR４/１

外面：板ナデ
内面：板ナデ（５.２）５.６ 

弥生土器
底部１９２８

０.５mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：指頭圧痕（２.９）３.０ 

弥生土器
底部１９２９

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰白７.５YR８/１
内面：灰白７.５YR８/１

外面：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（３.５）３.１ 

弥生土器
底部１９３０

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.０）５.４ 

弥生土器
底部１９３１

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：オリーブ黒５Y３/１

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：ハケ後指頭圧痕
　　底部：ハケ後指頭圧痕

（３.１）４.０ 
弥生土器
底部１９３２

１mm以下の長石を含む外面：灰白１０YR８/２
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.４）３.６ 

弥生土器
底部１９３３

１mmの長石・石英を含
む

外面：橙５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.６）５.２ 

弥生土器
底部１９３４

１mm～１.５mmの長石・石
英を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.１）２.８ 

弥生土器
底部１９３５

やや粗０.１mm～２mmの
石英・長石・角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.９）４.２ 

弥生土器
底部１９３６

０.５mm～１mmの石英・長
石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面：ナデ
内面：ハケメ（３.７）２.８ 

弥生土器
底部１９３７

１～２mmの石英・長石
を多量に含む

外面：褐灰７.５YR４/１
内面：黒褐７.５YR４/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.５）５.２ 

弥生土器
底部１９３８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/１

外面：摩滅のため不明
内面：板ナデ（３.３）３.２ 

弥生土器
底部１９３９

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.９）５.０ 

弥生土器
底部１９４０

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：ナデ
内面：ナデ（２.０）４.３ 

弥生土器
底部１９４１

０.５mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/１

外面底部：板ナデ
内面底部：板ナデ（２.２）４.２ 

弥生土器
底部１９４２

１mm以下の石英を含む外面：橙７.５YR６/６
内面：黄灰２.５Y４/１

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.５）２.８ 

弥生土器
底部１９４３

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：褐灰１０YR５/１

外面：摩滅のため不明
内面：ナデ（１.８）５.１ 

弥生土器
底部１９４４

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐灰７.５YR４/１
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.９）６.０ 

弥生土器
底部１９４５

０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：灰７.５Y４/１
内面：灰７.５Y４/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.１）３.８ 

弥生土器
底部１９４６

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.６）２.４ 

弥生土器
底部１９４７

０.５mm～１.５mmの長石・
石英を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR７/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.１）３.４ 

弥生土器
底部１９４８



－１２５－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕

（１.９）５.５ 
弥生土器
底部１９４９

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：黄灰２.５Y６/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.７）２.０ 

弥生土器
底部１９５０

０.５mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：にぶい黄褐１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.８）４.４ 

弥生土器
底部１９５１

１mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面：指頭圧痕
内面：板ナデ，指頭圧痕（２.７）２.６ 

弥生土器
底部１９５２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：板ナデ，指頭圧痕
内面：ナデ，指頭圧痕（３.２）２.６ 

弥生土器
底部１９５３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：ハケメ後ヘラミガキ（２.３）４.０ 

弥生土器
底部１９５４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：黄灰２.５Y４/１

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：ナデ（２.５）４.４ 

弥生土器
底部１９５５

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：橙２.５YR６/８
内面：灰白１０YR８/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.４）４.４ 

弥生土器
底部１９５６

１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白７.５Y８/１

外面：ナデ
内面：摩滅のため不明（２.４）３.２ 

弥生土器
底部１９５７

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面底部：板ナデ（２.８）２.６ 

弥生土器
底部１９５８

１mm以下の石英・長石
を少量含む

外面：淡黄２.５Y８/３
内面：灰N６/

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.９）２.８ 

弥生土器
底部１９５９

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：橙５YR６/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.８）３.２ 

弥生土器
底部１９６０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：黒７.５YR２/１

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.０）３.４ 

弥生土器
底部１９６１

３mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：褐灰１０YR５/１

外面体部下面：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り（４.２）５.４ 

弥生土器
底部１９６２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部下位：タタキ後ナデ
　　　　中位：ハケメ
内面底部：指頭圧痕
　　体部：摩滅のため不明

（４.６）３.２ 
弥生土器
底部１９６３

５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面底部：タタキ
内面底部：ハケ（３.２）２.６ 

弥生土器
底部１９６４

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：黄灰２.５Y４/１
内面：黄灰２.５Y４/１

外面：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.１）６.２ 

弥生土器
底部１９６５

１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：黄灰２.５Y４/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：指頭圧痕
　　　底部：指頭圧痕

（３.０）４.８ 
弥生土器
底部１９６６

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（７.４）２.０ 

弥生土器
底部１９６７

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部下半：ナデ
内面：摩滅のため不明（４.３）２.０ 

弥生土器
底部１９６８

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：板ナデ（４.７）４.３ 

弥生土器
底部１９６９

やや粗１mm～２mmの
石英を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：黄灰２.５Y５/１

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（４.８）２.６ 

弥生土器
底部１９７０

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：褐灰７.５YR５/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.０）６.０ 

弥生土器
底部１９７１

やや粗１mm～２mmの
石英を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（４.３）３.２ 

弥生土器
底部１９７２

４mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：褐灰１０YR５/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.１）５.０ 

弥生土器
底部１９７３

やや粗１mm～４mmの
石英を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：摩滅のため不明（１.７）５.４ 

弥生土器
底部１９７４

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい赤橙１０R６/４
内面：灰白７.５YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：板ナデ（３.２）４.２ 

弥生土器
底部１９７５

１mm～２mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：灰黄２.５YR７/２
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.１）２.８ 

弥生土器
底部１９７６

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：橙５YR７/８

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.５）４.８ 

弥生土器
底部１９７７

０.５mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：黄灰２.５Y５/１
内面：黄灰２.５Y４/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.４）４.０ 

弥生土器
底部１９７８

やや粗１mm～２mmの
石英・長石を含む

外面：橙５YR６/８
内面：黄灰２.５Y４/１

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.１）３.４ 

弥生土器
底部１９７９

やや密１mm～２mmの
石英・長石・雲母を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.０）４.２ 

弥生土器
底部１９８０

やや密１mm～２mmの
石英を含む

外面：黄灰２.５Y６/１
内面：黄灰２.５Y６/１

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（２.３）４.４ 

弥生土器
底部１９８１

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（２.８）３.０ 

弥生土器
底部１９８２

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：褐灰７.５YR５/１
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.６）４.８ 

弥生土器
底部１９８３

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面底部：ナデ，ハケメ
内面底部：ハケメ（３.２）１.４ 

弥生土器
底部１９８４

０.５mm～３.５mmの石英・
長石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：黄褐２.５Y５/３

外面：ヘラミガキ
底部：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明

（１.７）５.８ 
弥生土器
底部１９８５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面底部：タタキ
内面底部：指頭圧痕（３.４）２.６ 

弥生土器
底部１９８６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：褐灰１０YR６/１

外面底部：タタキ
内面底部：ナデ（２.１）２.０ 

弥生土器
底部１９８７

やや粗１mm～６mmの
石英・長石を含む

外面：橙２.５YR６/８
内面：明赤褐５YR５/６

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（４.１）１.０ 

弥生土器
底部１９８８

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）１.４ 

弥生土器
底部１９８９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：暗灰N３/

外面底部：指頭圧痕
　　体部：ハケ
　　底面：指頭圧痕
内面体部：ハケ，板ナデ
　　底部：ハケ，板ナデ

（４.４）４.６ 
弥生土器
底部１９９０

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部下半：ハケメ
内面底部：板ナデ（３.３）５.２ 

弥生土器
底部１９９１

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：ヘラミガキ（５.０）３.２ 

弥生土器
底部１９９２
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１mm～７mmの石英・長
石を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（３.０）４.０ 

弥生土器
底部１９９３

１mmの石英・長石を含
む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面：板ナデ，ナデ
内面：摩滅のため不明（３.９）４.８ 

弥生土器
底部１９９４

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：板ナデ
　　体部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕
　　体部：指ナデ

（７.９）４.０ 
弥生土器
底部１９９５

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：指頭圧痕
　　底面：指頭圧痕
内面体部下半：板ナデ
　　底部：指頭圧痕

（６.０）４.２ 
弥生土器
底部１９９６

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：赤褐５YR４/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.５）５.８ 

弥生土器
底部１９９７

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕，ハケメ（３.１）６.３ 

弥生土器
底部１９９８

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面底部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（２.２）５.８ 

弥生土器
底部１９９９

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面体部下半：摩滅のため不明
　　底部：摩滅のため不明
　　底面：指頭圧痕
内面体部下半：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕

（２.４）４.７ 
弥生土器
底部２０００

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：指頭圧痕，板ナデ
内面底部：指頭圧痕（４.９）４.４ 

弥生土器
底部２００１

１mm以下の石英・雲母・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕（３.０）４.０ 

弥生土器
底部２００２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙２.５YR７/８
内面：橙２.５YR７/８

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.７）３.４ 

弥生土器
底部２００３

０.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底面：指頭圧痕
　　体部：ハケ
内面体部：板ナデ
　　底部：板ナデ

（３.１）４.６ 
弥生土器
底部２００４

４mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：指頭圧痕，ハケ
内面底部：指頭圧痕（２.７）６.７ 

弥生土器
底部２００５

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面底面：板ナデ
　　底部：ハケ，指頭圧痕
内面底部：ハケ，指頭圧痕

（２.５）６.９ 
弥生土器
底部２００６

１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底部：指頭圧痕
　　体部：ヘラミガキ
内面体部：ハケ
　　底部：指頭圧痕

（５.１）４.４ 
弥生土器
底部２００７

８mm以下の長石・石英・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
　　　　　～黒褐３/１
内面：にぶい黄橙７/３

外面：指頭圧痕，ハケ
内面：指頭圧痕，ナデ（４.８）４.０ 

弥生土器
底部２００８

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面底面：ハケ
　　底部：ハケ後ヨコナデ
内面底部：ハケ

（３.０）（６.６）弥生土器
底部２００９

やや粗１mm～５mmの
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：褐灰１０YR６/１

外面底部：ハケメ，指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕（２.８）５.５ 

弥生土器
底部２０１０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：黒褐１０YR３/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面底部：タテハケ，指頭圧痕
内面体部下半：タテハケ（１.６）３.４ 

弥生土器
底部２０１１

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面体部：ハケメ
内面底部：指頭圧痕（３.８）４.０ 

弥生土器
底部２０１２

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面：ヘラミガキ
内面：指頭圧痕（２.３）４.０ 

弥生土器
底部２０１３

１mm～５mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい赤褐２.５YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：タタキ
内面：タテハケ目（３.２）５.８ 

弥生土器
底部２０１４

２.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰白１０YR７/２
内面：灰白１０YR７/２

外面底部：指頭圧痕，タタキ
　　体部：タタキ
内面底部：指頭圧痕，ナデ

（３.１）３.２ 
弥生土器
底部２０１５

１mm～５mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/５
内面：灰白１０YR８/２

外面：タタキ痕
内面：摩滅のため不明（４.９）４.４ 

弥生土器
底部２０１６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：板ナデ
内面：板ナデ（５.８）６.８ 

弥生土器
底部２０１７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：板ナデ
内面：ハケメ（３.１）３.１ 

弥生土器
底部２０１８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面底部：指頭圧痕
　　体部：板ナデ
内面底部：指頭圧痕，板ナデ
　　体部：指頭圧痕

（４.７）４.６ 
弥生土器
底部２０１９

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白７.５YR８/２
内面：灰白７.５YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）８.８ 

弥生土器
底部２０２０

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕，ナデ（２.８）５.６ 

弥生土器
底部２０２１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：暗灰N３/０

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.０）５.２弥生土器

底部２０２２

１mm以下の石英・雲母
を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：褐１０YR４/６

外面体部：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕

（３.２）３.４ 
弥生土器
底部２０２３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：褐灰５YR６/１
内面：褐灰５YR６/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.０）５.６ 

弥生土器
底部２０２４

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：橙５YR６/６

外面体部下半：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕（３.０）４.６ 

弥生土器
底部２０２５

１mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：黄灰２.５Y４/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.６）５.７ 

弥生土器
底部２０２６

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：板ナデ（２.１）３.２ 

弥生土器
底部２０２７

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい赤褐５YR４/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.０）２.４ 

弥生土器
底部２０２８

２mm以下の石英，１mm
以下の角閃石を含む

外面：暗灰N３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：ナデ
内面：ハケ（５.４）８.２ 

弥生土器
底部２０２９

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄２.５Y８/３
内面：にぶい橙５YR７/４

外面体部下半：タテハケ目
　　底部底面：ハケメ
内面：摩滅のため不明

（４.０）６.０ 
弥生土器
底部２０３０

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底面：ナデ
　　体部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（４.８）５.８ 
弥生土器
底部２０３１



－１２７－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR４/３
内面：褐７.５YR４/３

外面：タテヘラミガキ
内面：タテヘラミガキ，指頭圧痕（４.９）７.８ 

弥生土器
底部２０３２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕（６.９）８.２ 

弥生土器
底部２０３３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：オリーブ黒５Y３/１
内面：にぶい橙７.５YR６/３

外面底部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：ナデ，指頭圧痕

（２.６）８.０ 
弥生土器
底部２０３４

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面底部：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕（３.５）１４.０ 

弥生土器
底部２０３５

１mm～３.５mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部下半：指頭圧痕，ヘラ削り

（５.２）８.６ 
弥生土器
底部２０３６

１mm～４.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部：摩滅のため不明
　　底面：ヘラミガキ
内面体部下半：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕

（６.２）６.８ 
弥生土器
底部２０３７

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：板ナデ
内面底部：指頭圧痕（６.０）１０.０ 

弥生土器
底部２０３８

４mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：橙７.５YR７/６

外面体部：ヘラ削り
　　底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕

（５.２）７.０ 
弥生土器
底部２０３９

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラミガキ，ハケ（５.２）１１.０ 

弥生土器
底部２０４０

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（５.０）８.４ 

弥生土器
底部２０４１

５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：黄灰２.５Y４/１

外面体部：指頭圧痕
　　底面：指頭圧痕
内面体部：指頭圧痕
　　底面：指頭圧痕

（１１.２）１９.４ 
弥生土器
底部２０４２

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕，ナデ（５.２）１０.０ 

弥生土器
底部２０４３

やや密１mm～６mmの
石英・長石・角閃石を含
む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（７.３）６.６ 

弥生土器
底部２０４４

やや粗１mm～２mmの
石英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：黄灰２.５Y５/１

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕（７.１）７.０ 

弥生土器
底部２０４５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/４
内面：浅黄橙１０YR８/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（６.９）５.１ 

弥生土器
底部２０４６

１mm～６mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.２）６.６ 

弥生土器
底部２０４７

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ

（６.８）８.７ 
弥生土器
底部２０４８

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部下半：タテハケ
内面体部下半：タテハケ（９.６）１１.０ 

弥生土器
底部２０４９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄２.５Y６/３
内面：暗灰黄２.５Y５/２

外面体部上半：タタキ
　　　体部下半：ヘラ削り後ハケ
内面体部：ヘラ削り，指ナデ

（１５.４）１０.０ 
弥生土器
底部２０５０

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕
　　体部：ヘラミガキ

（６.３）８.０ 
弥生土器
底部２０５１

５mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR６/６
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：ハケメ
内面：指頭圧痕（１４.１）８.６ 

弥生土器
底部２０５２

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰N４/

外面体部：ハケ
内面体部：ハケ
　　底部：ヘラ削り後ヘラミガキ

（９.４）１０.５ 
弥生土器
底部２０５３

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/４
内面：褐灰１０YR４/１

外面底部：指頭圧痕
　　　　　摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕
　　　　　摩滅のため不明

（１０.９）８.８ 
弥生土器
底部２０５４

口縁端部：凹線２条
　　　　　竹管文（現状２個）

１.５mmの石英・長石・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラ削り後ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り後指頭圧痕

（６.５）１１.４ 
弥生土器
広口壺２０５５

口縁端部：凹線３条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.０）１３.４ 
弥生土器
広口壺２０５６

口縁端部：凹線２条１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
　　　体部：摩滅のため不明

（９.６）１８.０ 
弥生土器
広口壺２０５７

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（３.８）１１.２ 
弥生土器
広口壺２０５８

口縁端部：凹線２条０.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（２.８）１０.０ 
弥生土器
広口壺２０５９

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ，ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
　　　体部：ヘラ削り

（６.６）１２.２ 
弥生土器
広口壺２０６０

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：板ナデ，指頭圧痕

（６.５）１４.４ 
弥生土器
広口壺２０６１

口縁端部：竹管文２個１対１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（３.３）１７.２ 
弥生土器
広口壺２０６２

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：にぶい赤褐５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ，ヘラミガキ（２.８）１４.６ 

弥生土器
広口壺２０６３
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口縁端部：凹線３条１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.２）１９.０ 

弥生土器
広口壺２０６４

口縁端部：凹線２条３mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい赤褐５YR４/４
内面：にぶい赤褐５YR４/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明

（５.０）２３.４ 
弥生土器
広口壺２０６５

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.９）１２.４ 

弥生土器
広口壺２０６６

口縁端部：凹線２条
　　　　　竹管文（現状２個）

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ，ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（４.３）１３.２ 
弥生土器
広口壺２０６７

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.１）２１.４ 

弥生土器
広口壺２０６８

口縁端部：凹線３条
頸部：沈線２条

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（４.８）２１.０ 

弥生土器
広口壺２０６９

口縁端部：凹線１条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.６）２０.４ 

弥生土器
広口壺２０７０

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面頸部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（４.５）１７.０ 

弥生土器
広口壺２０７１

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（３.９）１４.０ 
弥生土器
広口壺２０７２

口縁端部：凹線３条
　　　　　円形浮文

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ナデ
内面口縁部：ハケメ（１.５）１６.４ 

弥生土器
広口壺２０７３

口縁端部：凹線３条
　　　　　円形浮文２個（現状）

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラ削り後ナデ
内面口縁部：ヘラミガキ

（３.５）２１.６ 
弥生土器
広口壺２０７４

口縁端部：凹線２条
　　　　　円形浮文３個１組×４

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：粗いハケメ
内面：摩滅のため不明

（７.７）１８.８ 
弥生土器
広口壺２０７５

口縁端部：凹線３条
　　　　　円形浮文

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい赤褐２.５YR４/４
内面：にぶい赤褐２.５YR４/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.７）１７.４ 

弥生土器
広口壺２０７６

口縁端部：凹線５条
　　　　　円形浮文×２段

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヘラミガキ（４.５）４５.８ 

弥生土器
広口壺２０７７

口縁端部：線鋸歯文
口縁部内面：刺突文

１mm以下の長石・石英・
雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：浅黄橙１０YR８/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.０）１７.４ 

弥生土器
広口壺２０７８

口縁端部：凹線１条１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　頸部上半：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　頸部上半：ヘラミガキ

（１.８）１７.０ 
弥生土器
広口壺２０７９

口縁端部：凹線４条
　　　　　円形浮文２個（現状）

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ

（６.４）２１.８ 
弥生土器
広口壺２０８０

口縁端部：凹線３条，竹管文１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.７）１４.２ 

弥生土器
広口壺２０８１

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.９）２０.２ 

弥生土器
広口壺２０８２

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：明赤褐２.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.０）２６.８ 

弥生土器
広口壺２０８３

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ハケ後ナデ
内面口縁部：ハケ（２.５）２４.８ 

弥生土器
広口壺２０８４

口縁端部：凹線４条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR７/１
内面：灰白１０YR７/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：指頭圧痕，ヨコナデ（３.９）２７.４ 

弥生土器
広口壺２０８５

口縁端部：凹線２条，刻目文１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：板ナデ

（６.８）２２.０ 
弥生土器
広口壺２０８６

口縁端部：凹線３条，刻目文１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヘラミガキ（１.４）２８.０ 

弥生土器
広口壺２０８７

口縁端部：凹線３条，線鋸歯文１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面口縁部：ナデ
内面口縁部：ナデ（４.３）２５.６ 

弥生土器
広口壺２０８８

外面口縁部：線鋸歯文，刻目文
　　　　　　凹線１条

１mmの長石・石英を含
む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.９）２１.０ 

弥生土器
広口壺２０８９

体部：櫛描波状文６条２段
　　　櫛描直線文６条１段

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面頸部：ハケメ
　　体部：ハケメ
内面頸部：ナデ
　　体部：ナデ，指頭圧痕

（５.７）弥生土器
広口壺２０９０

頸部：刻目貼付突帯文１条１.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR７/１

外面頸部：縦方向にハケ後ヨコナデ
内面頸部：摩滅のため不明（７.０）弥生土器

広口壺２０９１

頸部：刻目貼付突帯文１条
体部：刺突文

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面頸部：ナデ
内面頸部：ナデ（７.０）弥生土器

広口壺２０９２

頸部：刻目貼付突帯文１条１mm～４.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（７.５）弥生土器

広口壺２０９３

頸部：沈線４条１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面頸部：ヨコナデ
内面頸部：ヨコナデ（８.６）弥生土器

広口壺２０９４

頸部：ハケ原体による押圧文１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面頸部上半：ヨコナデ
　　頸部下半：ハケメ
　　　　体部：ハケメ
内面頸部上半：板ナデ
　　頸部下半：指頭圧痕
　　　　体部：指頭圧痕

（１０.４）弥生土器
広口壺２０９５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR７/１
内面：褐灰１０YR４/１

外面頸部：ハケメ
　　体部上面：ハケメ後ミガキ
内面頸部：摩滅のため不明
　　体部：板ナデ，ハケメ

（２２.５）弥生土器
広口壺２０９６

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部：ハケ，ヘラミガキ
内面体部：ハケ（６.４）弥生土器

広口壺２０９７

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：指頭圧痕，ヨコナデ
　　頸部：ヨコナデ，ヘラミガキ
　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　頸部：ヨコナデ，指頭圧痕，板ナデ

（９.７）１７.８ 
弥生土器
広口壺２０９８



－１２９－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mmの石英・長石・角
閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（７.９）１８.８ 
弥生土器
広口壺２０９９

２.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（４.３）３１.０ 

弥生土器
広口壺２１００

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（３.５）１５.６ 
弥生土器
広口壺２１０１

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕

（５.９）１７.２弥生土器
広口壺２１０２

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目後ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，接合痕

（８.２）２０.８ 
弥生土器
広口壺２１０３

１mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ

（４.０）２２.６ 
弥生土器
広口壺２１０４

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ，タテハケ，
　　　　　　ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（４.７）２３.０ 
弥生土器
広口壺２１０５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面；にぶい橙７.５YR６/４
内面；にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（４.１）２０.０ 
弥生土器
広口壺２１０６

１mm以下の角閃石・雲
母を多量に含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ，ハケメ（３.８）２４.８ 

弥生土器
広口壺２１０７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙５YR６/４

外面：ヨコナデ
内面：ヨコナデ（２.４）１８.２ 

弥生土器
広口壺２１０８

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ，タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ

（２.４）１６.１ 
弥生土器
広口壺２１０９

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.４）１７.０ 

弥生土器
広口壺２１１０

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.５）１５.０ 

弥生土器
広口壺２１１１

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１.４）１８.０ 

弥生土器
広口壺２１１２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.６）１８.０ 

弥生土器
広口壺２１１３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（０.９）２４.８ 

弥生土器
広口壺２１１４

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部：ハケ，ヘラミガキ
内面体部：指頭圧痕，ヘラ削り（１９.７）弥生土器

広口壺２１１５

筒部：凹線５条
　　　凹線に赤色顔料付着

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面体部：ヘラミガキ
　　頸部：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明

（４.３）弥生土器
器台２１１６

体部：櫛描波状文６条
　　　櫛描直線文８条
　　　直線文より上に赤色顔料付
　　　着

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：ヘラミガキ
内面：ハケメ，ナデ（７.６）弥生土器

広口壺２１１７

２mm以下の石英，１mm
以下の雲母・角閃石を含
む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（２.８）１４.８ 
弥生土器
広口壺２１１８

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.６）１７.８ 

弥生土器
広口壺２１１９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ハケメ
内面口縁部：ハケメ（３.０）１８.０ 

弥生土器
広口壺２１２０

１mm～６.５mmの石英・長
石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：橙５YR７/６

外面：ヨコナデ
内面：ヨコナデ（２.９）１９.２ 

弥生土器
広口壺２１２１

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：にぶい橙５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.８）１８.９ 

弥生土器
広口壺２１２２

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ

（３.８）２３.５ 
弥生土器
広口壺２１２３

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄２.５Y７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部上半：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部上半：ハケメ

（３.５）１１.６ 
弥生土器
広口壺２１２４

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ後ナナメハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ナデ

（５.７）１４.６ 
弥生土器
広口壺２１２５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコハケ目，ナデ

（４.４）１６.０ 
弥生土器
広口壺２１２６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ヘラ削り，ヨコ
　　　　　　ナデ

（５.４）１６.６ 
弥生土器
広口壺２１２７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指ナデ

（７.７）１８.２ 
弥生土器
広口壺２１２８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ，ヘラ削り

（８.２）１７.４ 
弥生土器
広口壺２１２９



－１３０－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（６.７）弥生土器
広口壺２１３０

口縁部：凹線３条
頸部：ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面頸部：指頭圧痕（１０.３）９.０ 

弥生土器
直口壺２１３１

口縁部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面頸部：ハケメ
　　体部：ミガキ
外面頸部：指頭圧痕，ナデ
　　体部：ナデ

（７.９）９.６ 
弥生土器
直口壺２１３２

口頸部：凹線４条
頸部：ハケ原体による押圧文

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口頚部：ヨコナデ
内面口頚部：ヨコナデ（７.６）１３.０ 

弥生土器
直口壺２１３３

口頸部：凹線６条
頸部：ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ナデ，しぼり目

（９.５）１３.８ 
弥生土器
直口壺２１３４

口頸部：凹線９条
頸部：ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：しぼり痕，ナデ

（７.８）１４.０ 
弥生土器
直口壺２１３５

１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面頸部：指頭圧痕（６.６）９.４ 

弥生土器
直口壺２１３６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（６.７）１０.８ 
弥生土器
直口壺２１３７

頸部と体部の境：凹線１条１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（１３.６）１３.４ 

弥生土器
直口壺２１３８

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ，接合痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕
　　　体部：ヘラ削り

（８.４）１１.８ 
弥生土器
直口壺２１３９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
　　　体部：ヘラ削り

（８.４）１５.８ 
弥生土器
直口壺２１４０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：褐灰１０YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（３.３）７.０ 
弥生土器
短頸壺２１４１

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
　　　頸部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
　　　頸部：ヘラミガキ

（５.４）１４.４ 
弥生土器
短頸壺２１４２

１mm～１.５mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白２.５Y８/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（３.３）１４.０ 
弥生土器
短頸壺２１４３

１mm～２mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：橙２.５YR６/８
内面：橙２.５YR６/８

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
　　　底部：タテハケ目
内面：摩滅のため不明

（５.２）１５.０ 
弥生土器
短頸壺２１４４

やや密１mm以下の石
英・長石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　頸部：ヨコナデ，指頭圧痕

（５.６）１６.０ 
弥生土器
短頸壺２１４５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ，指頭圧痕，板ナ

デ

（５.５）１７.０ 
弥生土器
短頸壺２１４６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部上半：ハケメ
　　　体部下半：ヘラミガキ
内面体部上半：指ナデ，指頭圧痕
　　　体部下半：ヘラ削り

（８.４）弥生土器
細頸壺２１４７

口縁端部：櫛描波状文３条
　　　　　刺突文２段
頸部：凹線１０条（螺旋状）

１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR７/５
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヘラミガキ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.８）１０.６ 
弥生土器
壺or器台２１４８

口縁端部：線鋸歯文
頸部：押圧文を施した
　　　貼付突帯文１条

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR７/１

外面：ヨコナデ
内面：ナデ（６.７）弥生土器

複合口縁壺２１４９

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコハケ目

（７.３）２２.０ 
弥生土器
複合口縁壺２１５０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：粗いハケメ

（４.４）弥生土器
複合口縁壺２１５１

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明

（４.３）１２.２ 
弥生土器
長頸壺２１５２

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.５）１２.７ 
弥生土器
長頸壺２１５３

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：ハケ

（５.７）１２.７ 
弥生土器
長頸壺２１５４

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.２）１３.２ 
弥生土器
長頸壺２１５５



－１３１－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコハケ

（３.３）１３.２ 
弥生土器
長頸壺２１５６

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ハケメ

（４.７）１３.６ 
弥生土器
長頸壺２１５７

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕

（３.２）１３.６ 
弥生土器
長頸壺２１５８

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む外面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（４.５）１３.７ 
弥生土器
長頸壺２１５９

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕

（５.４）１３.８ 
弥生土器
長頸壺２１６０

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.８）１４.２ 
弥生土器
長頸壺２１６１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ後指頭圧痕

（３.４）１４.２ 
弥生土器
長頸壺２１６２

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい赤褐５YR４/４
内面：にぶい赤褐５YR４/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコハケ

（６.６）１４.４ 
弥生土器
長頸壺２１６３

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（８.７）１４.６ 
弥生土器
長頸壺２１６４

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　頸部：ヨコナデ

（５.７）１４.４ 
弥生土器
長頸壺２１６５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.５）１４.６ 

弥生土器
長頸壺２１６６

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面：摩滅のため不明

（４.６）１４.８ 
弥生土器
長頸壺２１６７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：明赤褐５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（４.８）１４.８ 
弥生土器
長頸壺２１６８

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：粗いハケ，細かいハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部上半：ヨコナデ
　　　頸部下半：指頭圧痕

（５.７）１４.８ 
弥生土器
長頸壺２１６９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコハケ目，指頭圧痕

（５.４）１５.２ 
弥生土器
長頸壺２１７０

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/８

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（４.９）１５.４ 
弥生土器
長頸壺２１７１

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：橙５YR７/６
内面：にぶい橙５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.４）１５.２ 

弥生土器
長頸壺２１７２

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：暗灰N３/

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ，指頭圧痕

（３.９）１５.６ 
弥生土器
長頸壺２１７３

０.５mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：にぶい橙５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　頸部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ，ハケメ

（４.０）１５.８ 
弥生土器
長頸壺２１７４

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，指頭ナデ

（８.０）１６.０ 
弥生土器
長頸壺２１７５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ

（２.６）１６.０ 
弥生土器
長頸壺２１７６

１mm以下の長石・雲母・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：板ナデ，絞り目

（６.８）１６.２ 
弥生土器
長頸壺２１７７

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.２）１６.４ 

弥生土器
長頸壺２１７８

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（２.７）１７.０ 
弥生土器
長頸壺２１７９

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：横方向に指ナデ

（４.６）１７.５ 
弥生土器
長頸壺２１８０

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（４.５）１７.６ 
弥生土器
長頸壺２１８１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，しぼり目

（９.２）１７.８ 
弥生土器
長頸壺２１８２
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番号 器高底径口径

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.０）１９.３ 
弥生土器
長頸壺２１８３

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（８.５）１３.０ 
弥生土器
長頸壺２１８４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白７.５YR８/２８/２
内面：暗灰N３/

外面頸部：摩滅のため不明
内面頸部：ヘラ削り（５.６）弥生土器

長頸壺２１８５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面頸部：タテハケ
内面頸部：ハケ後指ナデ，指頭圧痕（１４.０）弥生土器

長頸壺２１８６

頸部：ハケ原体による押圧文
　　　　凹線１条

２mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面頸部：ハケメ
内面頸部：絞り目，指頭圧痕（１１.５）弥生土器

長頸壺２１８７

頸部：沈線３条
　　　ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面頸部：ハケメ後ナデ
内面頸部：ナデ，指頭圧痕（１１.２）弥生土器

長頸壺２１８８

頸部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面頸部：ハケメ
内面頸部：指頭圧痕，ナデ（８.３）弥生土器

長頸壺２１８９

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：黄灰２.５Y５/１

外面頸部：ヨコナデ
　　体部：ハケ
内面頸部：摩滅のため不明
　　体部：ヘラ削り

（３.７）弥生土器
長頸壺２１９０

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面頸部：タテハケ目，指頭圧痕
　　体部：タテハケ目
　　底部：ヘラ削り
内面頸部：指ナデ
　　体部：ヘラ削り
　　底部：ナデ

上半
（１４.７）
下半
（１.９）

弥生土器
長頸壺２１９１

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（６.１）１１.５ 
弥生土器
甕２１９２

口縁端部：凹線１条２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（６.３）１１.６ 
弥生土器
甕２１９３

口縁端部：凹線２条
　　　　　　　赤色顔料付着

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（４.５）１２.０ 
弥生土器
甕２１９４

口縁端部：凹線１条０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコハケ，指頭圧痕

（４.５）１３.１ 
弥生土器
甕２１９５

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコヘラ削り，ハケ

（５.６）１３.４ 
弥生土器
甕２１９６

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（５.６）１４.２ 
弥生土器
甕２１９７

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.２）１４.２ 

弥生土器
甕２１９８

口縁端部：凹線２条０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.１）１４.３ 
弥生土器
甕２１９９

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.３）１４.４ 
弥生土器
甕２２００

口縁端部：凹線１条２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（２.３）１４.４ 
弥生土器
甕２２０１

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐灰１０YR５/２
内面：黒１０YR２/１

外面：ヨコナデ
内面：ヨコナデ（２.０）１４.４ 

弥生土器
甕２２０２

口縁端部：凹線３条１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ，指頭圧痕
　　　　下半：ヘラ削り

（６.０）１４.８ 
弥生土器
甕２２０３

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（５.２）１５.２ 
弥生土器
甕２２０４

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/３
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕
　　　体部：ヘラ削り

（５.８）１５.２ 
弥生土器
甕２２０５

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR７/２
内面：灰白１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（３.０）１５.２ 
弥生土器
甕２２０６

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（７.７）１５.０ 
弥生土器
甕２２０７

口縁端部：凹線１条１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：橙５YR７/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面口頚部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.５）１５.４ 
弥生土器
甕２２０８

口縁端部：凹線２条
０.５mm～２.５mmの長石・
石英・雲母・角閃石を含
む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ，指頭圧痕

（６.８）１５.６弥生土器
甕２２０９
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口縁端部：凹線２条
やや粗０.１mm～２mmの
石英・長石・角閃石を含
む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（４.１）１５.４ 
弥生土器
甕２２１０

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む外面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.１）１５.６ 
弥生土器
甕２２１１

口縁端部：凹線２条１mm以下の角閃石を多
量に含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（７.４）１５.８ 
弥生土器
甕２２１２

口縁端部：凹線２条０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.４）１５.９ 
弥生土器
甕２２１３

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.３）１６.４ 
弥生土器
甕２２１４

口縁端部：凹線２条１mm～２mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ

（３.８）１６.６ 
弥生土器
甕２２１５

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ

（５.２）１７.０ 
弥生土器
甕２２１６

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.５）１７.４ 
弥生土器
甕２２１７

口縁端部：凹線２条
体部：ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（６.０）１７.６ 
弥生土器
甕２２１８

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.４）１７.６ 

弥生土器
甕２２１９

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（８.０）１７.８ 
弥生土器
甕２２２０

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（６.５）１８.２ 
弥生土器
甕２２２１

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：指頭圧痕，ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：指頭圧痕，ヨコナデ

（２.９）１８.２ 
弥生土器
甕２２２２

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.１）１８.７ 
弥生土器
甕２２２３

口縁端部：凹線１条
口縁部内面：赤色顔料付着

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコナデ，指頭圧痕

（４.０）１９.０ 
弥生土器
甕２２２４

口縁端部：凹線５条３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（２.１）２０.６ 
弥生土器
甕２２２５

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.１）２０.０ 

弥生土器
甕２２２６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（５.６）１８.２ 
弥生土器
甕２２２７

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：にぶい赤褐５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.８）１７.８ 

弥生土器
甕２２２８

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.１）１６.４ 

弥生土器
甕２２２９

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.２）１６.２ 
弥生土器
甕２２３０

やや密１mm以下の石
英・長石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（６.２）１６.０ 
弥生土器
甕２２３１

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：褐灰１０YR６/１
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.７）１６.０ 
弥生土器
甕２２３２

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む外面：褐灰７.５YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.３）１５.６ 
弥生土器
甕２２３３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ハケ後ナデ　
　　　体部：ハケメ，指頭圧痕

（５.０）１５.４ 
弥生土器
甕２２３４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（３.３）１５.０ 
弥生土器
甕２２３５

１.５mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：黄灰２.５Y５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：細かいハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.０）１４.６ 
弥生土器
甕２２３６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ

（３.４）１４.２ 
弥生土器
甕２２３７
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１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ

（５.４）１４.０ 
弥生土器
甕２２３８

０.５mm～２.５mmの長石・
石英を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.６）１４.０ 
弥生土器
甕２２３９

４mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（３.８）１３.９ 
弥生土器
甕２２４０

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：黄灰２.５Y４/１
内面：灰黄２.５Y５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（３.９）１３.８ 
弥生土器
甕２２４１

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明

（３.９）１３.６ 
弥生土器
甕２２４２

６mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：横方向にヘラ削り

（４.１）１３.６ 
弥生土器
甕２２４３

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，板ナデ

（４.３）１２.７ 
弥生土器
甕２２４４

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.２）１１.８ 

弥生土器
甕２２４５

０.５mm～５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：黄灰２.５Y６/１
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕，ヘラ削り

（３.７）１１.６ 
弥生土器
甕２２４６

口縁端部：凹線２条１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.７）１４.４ 
弥生土器
甕２２４７

口縁端部：凹線２条１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコヘラ削り

（４.６）１６.４ 
弥生土器
甕２２４８

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.７）１２.８ 
弥生土器
甕２２４９

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/６
g内面：浅黄橙７.５YR８/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.１）１３.８ 
弥生土器
甕２２５０

１mm以下の石英・雲母，
２mm以下の角閃石を含
む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：摩滅のため不明
　　頸部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面：摩滅のため不明

（４.１）１６.２ 
弥生土器
甕２２５１

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：褐７.５YR４/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タタキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（２.９）１５.２ 
弥生土器
甕２２５２

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ，タタキ
　　　体部：タタキ，ハケメ
内面：摩滅のため不明

（６.０）１４.８ 
弥生土器
甕２２５３

０.５mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ナデ

（８.１）１２.０ 
弥生土器
甕２２５４

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.７）１３.２ 

弥生土器
甕２２５５

１mm～３.５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：黒N２
内面：暗灰黄２.５Y４/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.２）弥生土器
甕２２５６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：ナデ，指頭圧痕（４.８）弥生土器

甕２２５７

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR５/３
内面：灰褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ

（４.１）１１.０ 
弥生土器
甕２２５８

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：褐灰１０YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（６.２）１１.４ 
弥生土器
甕２２５９

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（３.０）１１.６ 
弥生土器
甕２２６０

１mm以下の長石・石英・
雲母を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：黄灰２.５Y５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.０）１２.０ 
弥生土器
甕２２６１

１mm～３.５mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.５）１２.０ 
弥生土器
甕２２６２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ハケ後ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.４）１２.１ 
弥生土器
甕２２６３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（３.８）１２.４ 
弥生土器
甕２２６４



－１３５－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.５）１２.６ 
弥生土器
甕２２６５

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ，指頭圧痕

（４.５）１２.６ 
弥生土器
甕２２６６

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.５）１２.６ 

弥生土器
甕２２６７

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（６.８）１２.８ 
弥生土器
甕２２６８

１mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：灰黄２.５Y６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（２.９）１２.８ 
弥生土器
甕２２６９

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.５）１２.８ 
弥生土器
甕２２７０

０.５mm～２.５mmの石英・
長石・角閃石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：黒褐２.５Y３/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.２）１３.０ 
弥生土器
甕２２７１

０.５mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，板ナデ

（６.３）１３.８ 
弥生土器
甕２２７２

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（５.２）１３.６ 
弥生土器
甕２２７３

やや密０.１mm～３mmの
石英・長石・角閃石を含
む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.１）１３.８ 
弥生土器
甕２２７４

２mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（６.０）１３.８ 
弥生土器
甕２２７５

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面体部上半：タテハケ
内面体部上半：指頭圧痕（５.０）１３.０ 

弥生土器
甕２２７６

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.４）１３.８ 

弥生土器
甕２２７７

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石・雲母を含
む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.４）１３.８ 
弥生土器
甕２２７８

１mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　頸部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.３）１３.８ 
弥生土器

g
甕

２２７９

０.５mm～１.５mmの石英・
長石・角閃石を含む

外面：褐１０YR４/４
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.９）１３.０ 
弥生土器
甕２２８０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ

（２.５）１３.０ 
弥生土器
甕２２８１

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：指頭圧痕

（４.５）１３.２ 
弥生土器
甕２２８２

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい褐.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（２.４）１３.２ 
弥生土器
甕２２８３

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ

（２.０）１３.２ 
弥生土器
甕２２８４

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：細かいハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（６.１）１３.４ 
弥生土器
甕２２８５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（４.５）１３.４ 
弥生土器
甕２２８６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ

（１.９）１３.４ 
弥生土器
甕２２８７

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.５）１３.５ 
弥生土器
甕２２８８

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ

（３.７）１３.６ 
弥生土器
甕２２８９

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ハケ後ナデ　
　　　体部：ハケ後ナデ，指頭圧痕

（４.０）１４.０ 
弥生土器
甕２２９０
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１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.９）１４.０ 
弥生土器
甕２２９１

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：黒褐７.５YR３/１
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ

（３.１）１４.０ 
弥生土器
甕２２９２

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：ハケメが少し残る
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：ナデ

（３.１）１４.０ 
弥生土器
甕２２９３

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ

（２.４）１４.０ 
弥生土器
甕２２９４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.４）１４.０ 
弥生土器
甕２２９５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ，指頭圧痕

（６.４）１４.２ 
弥生土器
甕２２９６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.９）１４.２ 
弥生土器
甕２２９７

１mmの石英・長石・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（２.５）１４.２ 
弥生土器
甕２２９８

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（５.７）１４.４ 
弥生土器
甕２２９９

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ

（４.７）１４.４ 
弥生土器
甕２３００

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ナデ

（３.１）１４.４ 
弥生土器
甕２３０１

１mm以下の石英・長石，
少量の雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（６.４）１４.０ 
弥生土器
甕２３０２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.３）１４.０ 
弥生土器
甕２３０３

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：黄灰２.５Y５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：指頭圧痕

（６.７）１４.０ 
弥生土器
甕２３０４

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：褐７.５YR４/３
内面：褐７.５YR４/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り後指頭圧痕

（４.５）１４.８ 
弥生土器
甕２３０５

１mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：褐灰１０YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.３）１４.６ 
弥生土器
甕２３０６

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（４.２）１４.６ 

弥生土器
甕２３０７

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.５）１４.８ 
弥生土器
甕２３０８

４mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：橙７.５YR６/５

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.６）１５.８ 
弥生土器
甕２３０９

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.９）１５.２ 
弥生土器
甕２３１０

３mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　頸部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部：ナデ

（４.２）１５.８ 
弥生土器
甕２３１１

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコハケ後タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ナデ，ヘラ削り

（５.０）１５.６ 
弥生土器
甕２３１２

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕（４.２）１５.２ 

弥生土器
甕２３１３

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.８）１５.５ 
弥生土器
甕２３１４

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：褐灰１０YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ後ナデ，指頭圧痕

（３.５）１５.２ 
弥生土器
甕２３１５



－１３７－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコハケ，指頭圧痕

（４.４）１５.２ 
弥生土器
甕２３１６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：細かいハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（３.５）１６.０ 
弥生土器
甕２３１７

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.５）１６.０ 
弥生土器
甕２３１８

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰か７.５YR５/２
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヨコナデ

（３.３）１６.０ 
弥生土器
甕２３１９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.５）１６.２ 
弥生土器
甕２３２０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい黄褐４/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面頸部：ヨコハケ

（１.９）１７.０ 
弥生土器
甕２３２１

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.８）１７.０ 
弥生土器
甕２３２２

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面；にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面体部：指頭圧痕（６.５）１７.８ 

弥生土器
甕２３２３

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タタキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（４.６）１２.４ 
弥生土器
甕２３２４

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR７/６

外面体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（２.５）１２.６ 
弥生土器
甕２３２５

１mm～４mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕（６.２）１２.８ 

弥生土器
甕２３２６

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.１）１３.２ 

弥生土器
甕２３２７

１mm～２.５mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/６
内面：浅黄橙７.５Y８/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.４）１３.２ 

弥生土器
甕２３２８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：摩滅のため不明
　　　体部：ヘラ削り

（２.８）１３.８ 
弥生土器
甕２３２９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（４.０）１４.０ 
弥生土器
甕２３３０

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目，指頭圧痕

（６.２）１４.６ 
弥生土器
甕２３３１

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（３.３）１４.８ 
弥生土器
甕２３３２

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面体部：ハケメ，指頭圧痕

（６.６）１６.０ 
弥生土器
甕２３３３

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕（３.９）１６.６ 

弥生土器
甕２３３４

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR７/１

外面口縁部：指頭圧痕，ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（４.０）１７.４ 
弥生土器
甕２３３５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.６）１９.０ 

弥生土器
甕２３３６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ，ヨコハケ目
　　体部上半：指頭圧痕，板ナデ
　　体部下半：ヘラ削り

（１２.３）１４.８ 
弥生土器
甕２３３７

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/２
内面：浅黄橙１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ，刺突痕
内面口縁部：ヨコハケ，ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.５）１３.８ 
弥生土器
甕２３３８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（４.５）１３.８ 
弥生土器
甕２３３９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：粗いハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ，指頭圧痕
　　　　下半：ヘラ削り

（６.７）１５.６ 
弥生土器
甕２３４０

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕，接合痕（６.５）１６.０ 

弥生土器
甕２３４１

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，板ナデ，指頭圧痕

（４.７）１４.８ 
弥生土器
甕２３４２

２mm以下の石英を少々
含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（２.３）１４.４ 
弥生土器
甕２３４３

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（３.６）１４.８ 
弥生土器
甕２３４４



－１３８－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

２mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白２.５Y８/１
内面：灰白２.５Y８/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（５.０）１７.８ 

弥生土器
甕２３４５

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：浅橙５YR８/３
内面：にぶい橙５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.１）１８.２ 

弥生土器
甕２３４６

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ハケ（２.６）１２.４ 

弥生土器
甕２３４７

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部上半：指頭圧痕（４.２）１１.２ 

弥生土器
甕２３４８

１mmの長石・石英を含
む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（４.７）１１.８ 
弥生土器
甕２３４９

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明

（５.３）１２.２ 
弥生土器
甕２３５０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部：指頭圧痕（３.２）１２.５ 

弥生土器
甕２３５１

１mm～２.５mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明
内面体部上半：指頭圧痕，ヨコハケ

（３.１）１２.８ 
弥生土器
甕２３５２

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.４）１３.２ 
弥生土器
甕２３５３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ

（３.９）１３.４ 
弥生土器
甕２３５４

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（５.１）１４.４ 
弥生土器
甕２３５５

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/１
内面：にぶい橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.９）１４.２弥生土器

甕２３５６

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：灰黄２.５Y６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　頸部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　頸部：ナデ
　　体部：ヘラ削り

（４.３）１４.６ 
弥生土器
甕２３５７

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ

（２.６）１４.８ 
弥生土器
甕２３５８

１mm以下の石英・長石
を含む外面：にぶい黄橙１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ

（３.４）１５.０ 
弥生土器
甕２３５９

１mm～５.５mmの石英・長
石含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.０）１５.８ 

弥生土器
甕２３６０

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ナデ
内面口縁部：指頭圧痕，ナデ（３.６）１６.０ 

弥生土器
甕２３６１

４mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコヘラ削り

（５.３）２０.２ 
弥生土器
甕２３６２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙０YR７/２
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ，指頭圧痕
　　体部下半：ナデ，ハケメ

１１.８ ８.２ 
弥生土器
甕２３６３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ハケメ（２.８）１５.４ 

弥生土器
甕２３６４

１mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（７.３）２１.０ 
弥生土器
甕２３６５

口縁端部：凹線１条１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.８）２２.０ 

弥生土器
高杯２３６６

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：黒褐２.５YR３/１
内面：にぶい褐７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ

（３.５）２１.８ 
弥生土器
高杯２３６７

口縁端部：凹線４条１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.９）２２.４ 
弥生土器
高杯２３６８

口縁端部：凹線３条１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（２.８）２３.０ 
弥生土器
高杯２３６９

口縁端部：凹線１条２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後ヘラミガキ

（４.８）２３.０ 
弥生土器
高杯２３７０

口縁端部：凹線４条１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.５）２３.０ 

弥生土器
高杯２３７１

口縁端部：凹線４条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.６）２４.２ 

弥生土器
高杯２３７２

口縁端部：凹線４条０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.７）２５.４ 

弥生土器
高杯２３７３

口縁端部：凹線１条１mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ，ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.５）２６.０ 
弥生土器
高杯２３７４

口縁端部：凹線３条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.５）２６.０ 
弥生土器
高杯２３７５

口縁端部：凹線３条２mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ後ヘラミガキ（２.９）２６.６ 

弥生土器
高杯２３７６
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口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（３.３）２７.８ 
弥生土器
高杯２３７７

口縁端部：凹線１条０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：黒褐２.５Y３/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.３）２９.２ 
弥生土器
高杯２３７８

口縁端部：凹線３条０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ

（３.９）３０.４ 
弥生土器
高杯２３７９

口縁端部：凹線４条１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（４.２）３１.２ 
弥生土器
高杯２３８０

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.７）３２.６ 
弥生土器
高杯２３８１

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（５.３）３０.９ 
弥生土器
高杯２３８２

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.６）３０.８ 
弥生土器
高杯２３８３

１mm程度の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.６）１７.０ 

弥生土器
高杯２３８４

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄２.５Y６/３
内面：にぶい黄２.５Y６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（３.０）２１.４ 
弥生土器
高杯２３８５

１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.７）２２.２ 
弥生土器
高杯２３８６

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面にぶい黄橙１０YR６/３：

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（５.０）２２.４ 
弥生土器
高杯２３８７

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：斜め方向にハケ
　　　杯部：横方向にハケ，ヘラミガキ

（３.５）２２.６ 
弥生土器
高杯２３８８

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ

（４.０）２３.０ 
弥生土器
高杯２３８９

１mm～１.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（３.８）２３.８ 
弥生土器
高杯２３９０

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.９）２３.８ 
弥生土器
高杯２３９１

１mm～２.５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：暗灰黄２.５Y４/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後
　　　　　　４分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（３.８）２４.０ 
弥生土器
高杯２３９２

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：灰褐７.５YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.７）２５.８ 
弥生土器
高杯２３９３

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.３）２７.２ 
弥生土器
高杯２３９４

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後ヘラミガキ

（５.６）２８.０ 
弥生土器
高杯２３９５

１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後分割ヘラミガキ

（４.８）２７.８ 
弥生土器
高杯２３９６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.３）２８.６ 
弥生土器
高杯２３９７

口縁端部：凹線１条１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り，ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.５）２９.８ 
弥生土器
高杯２３９８

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：褐灰１０YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.２）３２.２ 
弥生土器
高杯２３９９

１mm～１.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコヘラ削り後
　　　　　　分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（２.２）１９.２ 
弥生土器
高杯２４００

１mm～１.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.１）１９.６ 

弥生土器
高杯２４０１

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り，ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.５）２５.０ 
弥生土器
高杯２４０２



－１４０－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

２mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.０）２５.８ 
弥生土器
高杯２４０３

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/３

外面杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ（４.１）２６.４ 

弥生土器
高杯２４０４

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.２）２７.４ 

弥生土器
高杯２４０５

１mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後ヘラミガキ

（５.０）２７.６ 
弥生土器
高杯２４０６

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
　　　脚部：ヘラ削り

（５.９）弥生土器
高杯２４０７

１mm～１.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ

（３.９）１６.０ 
弥生土器
高杯２４０８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明

（４.５）１６.６ 
弥生土器
高杯２４０９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.５）１６.８ 
弥生土器
高杯２４１０

１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.７）１７.０ 

弥生土器
高杯２４１１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.７）１８.２ 

弥生土器
高杯２４１２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.１）１８.８ 

弥生土器
高杯２４１３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（３.５）２０.０ 
弥生土器
高杯２４１４

１mm以下の長石・雲母・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.１）２０.０ 

弥生土器
高杯２４１５

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面杯部：ヘラミガキ（４.６）２２.２ 

弥生土器
高杯２４１６

１mm～４mmの長石・石
英・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ，ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ，ハケ

（５.３）２２.４弥生土器
高杯２４１７

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.４）２３.４ 
弥生土器
高杯２４１８

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.６）２３.６ 
弥生土器
高杯２４１９

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（５.１）２３.６ 
弥生土器
高杯２４２０

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ナデ

（４.５）２３.７ 
弥生土器
高杯２４２１

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（５.２）２４.０ 
弥生土器
高杯２４２２

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４（４.２）２４.０ 

弥生土器
高杯２４２３

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ

（５.２）２４.０ 
弥生土器
高杯２４２４

１mm～５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.９）２４.８ 
弥生土器
高杯２４２５

１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（２.５）２５.４ 
弥生土器
高杯２４２６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコヘラ削り
内面口縁部：よこなで
　　　杯部：ハケ後ヘラミガキ

（５.３）２５.８ 
弥生土器
高杯２４２７

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：４分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：４分割ヘラミガキ

（５.７）２６.８ 
弥生土器
高杯２４２８

脚部中位：円孔３個１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後
　　　　　　４分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　脚部：ヘラミガキ
　　　杯部：ハケメ後４分割ヘラミガキ

（１４.１）２６.９ 
弥生土器
高杯２４２９

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（５.８）２９.０ 
弥生土器
高杯２４３０

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ

（５.５）２９.６ 
弥生土器
高杯２４３１
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１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.９）３０.４ 
弥生土器
高杯２４３２

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：明褐７.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　脚柱部：ヘラミガキ
　　　杯部：ヘラ削り後
　　　　　　４分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　脚柱部：ヘラ削り
　　　杯部：４分割ヘラミガキ

（６.７）１７.４ 
弥生土器
高杯２４３３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（２.６）１８.８ 
弥生土器
高杯２４３４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.５）１９.８ 

弥生土器
高杯２４３５

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り，ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ

（３.４）２０.０ 
弥生土器
高杯２４３６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り

（２.８）２１.６ 
弥生土器
高杯２４３７

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（４.０）２１.８ 
弥生土器
高杯２４３８

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.８）２２.０ 
弥生土器
高杯２４３９

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：４分割ヘラミガキ
　　　脚部：タテヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：４分割ヘラミガキ
　　　脚部：ヨコヘラ削り

（９.１）２２.４ 
弥生土器
高杯２４４０

０.５mm～４mmの長石・石
英・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ，ハケ

（３.４）２２.４ 
弥生土器
高杯２４４１

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ

（４.０）２３.０ 
弥生土器
高杯２４４２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ

（５.９）２４.０ 
弥生土器
高杯２４４３

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（５.０）２４.２ 
弥生土器
高杯２４４４

１mm～１.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：橙５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.８）３２.０ 
弥生土器
高杯２４４５

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.６）１５.６ 

弥生土器
高杯２４４６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（３.９）２２.８ 
弥生土器
高杯２４４７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（５.２）２２.０ 

弥生土器
高杯２４４８

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.３）２９.２ 

弥生土器
高杯２４４９

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.２）２８.４ 

弥生土器
高杯２４５０

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む外面：にぶい赤褐５YR５/４外面口縁部：ヨコナデ

内面口縁部：ヨコナデ（３.３）３０.０ 
弥生土器
高杯２４５１

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：タテヘラミガキ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ

（３.５）３０.４ 
弥生土器
高杯２４５２

脚部：３方向から円孔（現状２個）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR６/４

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（９.４）弥生土器
高杯２４５３

脚部：円孔２個（現状）１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面杯部：ヘラ削り後４分割ヘラミガキ
　　脚部：タタキ，タテヘラミガキ
内面杯部：ハケ後４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（８.５）弥生土器
高杯２４５４

脚部：４方向から円孔１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白１０YR８/２

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：分割ヘラミガキ
　　脚部：指頭圧痕，ナデ

（１２.２）弥生土器
高杯２４５５

脚部：４方向から円孔５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：摩滅のため不明
内面：指ナデ，ヘラ削り，接合痕（１１.５）弥生土器

高杯２４５６

円孔：２個（現状）１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：板ナデ，接合痕（１４.０）弥生土器

高杯２４５７

脚部：４方向から円孔（現状３個）１mm～３.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキヘラミガキ
内面杯部：ナデ
　　脚部：指頭圧痕

（７.７）弥生土器
高杯２４５８
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脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰白７.５YR８/２
内面：灰白７.５YR８/２

外面脚部：一部ヘラミガキ
内面脚部上半部：絞り痕
　　　　下半部：摩滅のため不明

（６.４）弥生土器
高杯２４５９

脚部：円孔２個（現状）１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ナデ（７.０）弥生土器

高杯２４６０

脚部：沈線３条２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：指頭圧痕（６.０）弥生土器

高杯２４６１

３mm以下の石英・長石，
４mm以下の雲母，１mm
以下の角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５Y６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ（５.１）弥生土器

高杯２４６２

１mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：にぶい黄２.５Y６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（３.８）弥生土器
高杯２４６３

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（５.７）弥生土器
高杯２４６４

１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：５分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り　

（７.３）弥生土器
高杯２４６５

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面杯部：ヘラ削り後４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：ハケ後４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（５.３）弥生土器
高杯２４６６

１mm～３.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面杯部：分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：ハケ後４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（５.５）弥生土器
高杯２４６７

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（４.０）弥生土器
高杯２４６８

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面杯部：分割ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（４.９）弥生土器
高杯２４６９

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（６.５）弥生土器
高杯２４７０

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面杯部：４分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（３.９）弥生土器
高杯２４７１

２mm以下の石英，１mm
以下の雲母・角閃石を含
む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ（５.２）弥生土器

高杯２４７２

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面杯部：分割ヘラミガキ
内面杯部：分割ヘラミガキ
　脚柱部：ヘラ削り後指頭圧痕

（４.９）弥生土器
高杯２４７３

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（４.９）弥生土器
高杯２４７４

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ナデ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（５.３）弥生土器
高杯２４７５

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：ハケメ後４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（４.６）弥生土器
高杯２４７６

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む外面：にぶい黄橙１０YR６/３外面：細かいヘラミガキ

内面：細かいヘラミガキ（３.０）弥生土器
高杯２４７７

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（４.１）弥生土器
高杯２４７８

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（３.７）弥生土器
高杯２４７９

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（６.２）弥生土器
高杯２４８０

１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：板ナデ

（６.０）弥生土器
高杯２４８１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄２.５Y６/３
内面：にぶい黄２.５Y６/３

外面杯部：４分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（４.１）弥生土器
高杯２４８２

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ（３.４）弥生土器

高杯２４８３

１mm～３.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：５分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（３.４）弥生土器
高杯２４８４

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（３.５）弥生土器
高杯２４８５

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ

（３.０）弥生土器
高杯２４８６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（２.７）弥生土器
高杯２４８７
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１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（３.２）弥生土器
高杯２４８８

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：４方向にヘラミガキ

（３.５）弥生土器
高杯２４８９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ナデ

（６.８）弥生土器
高杯２４９０

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：浅橙５YR８/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラミガキ（７.７）弥生土器

高杯２４９１

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：ハケメ
　　脚部：ハケメ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（５.９）弥生土器
高杯２４９２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面杯部：ハケメ
　　底部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削りヘラ削り

（８.２）弥生土器
高杯２４９３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：淡橙５YR８/４
内面：淡橙５YR８/４

外面：摩滅のため不明
基部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明
脚部：絞り痕

（５.９）弥生土器
高杯２４９４

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面杯部：摩滅のため不明
　　脚部：ヘラ削り，板ナデ

（８.０）弥生土器
高杯２４９５

脚端部：凹線２条１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：ヘラミガキ
　　脚端部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り後ナデ

（５.３）１３.４ 
弥生土器
高杯２４９６

脚端部：凹線１条１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコヘラ削り（３.４）１４.０ 

弥生土器
高杯２４９７

脚部中位：円孔１個×３方向
脚部下位：円孔２個×３方向
脚端部：凹線２条

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：ハケメ，ナデ
内面脚部：板ナデ，ヘラ削り（９.１）１４.２ 

弥生土器
高杯２４９８

脚端部：凹線１条１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ナデ
内面脚部：ヘラ削り（３.４）１４.６ 

弥生土器
高杯２４９９

脚端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：ヨコナデ
内面：ヘラ削り（３.０）１６.８ 

弥生土器
高杯２５００

脚部：円孔１個（現状）
脚端部：凹線２条

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（４.６）１７.８ 

弥生土器
高杯２５０１

脚端部：凹線１条０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：褐１０YR４/４

外面脚裾部：ヨコナデ
　　　脚部：ヘラミガキ，ハケ
内面脚部：ヘラ削り

（５.７）１７.４ 
弥生土器
高杯２５０２

脚部下位：円孔１個（現状）
脚部下位：凹線１条
脚端部：凹線２条

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：灰褐７.５YR４/２

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（３.１）１７.６ 

弥生土器
高杯２５０３

脚部中位：円孔１個（現状）
脚部下位：円孔１個（現状）
脚端部：凹線２条

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り後ナデ（７.４）１８.０ 

弥生土器
高杯２５０４

脚端部：凹線２条１mmの石英・長石・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.８）１８.２弥生土器

高杯２５０５

脚端部：凹線２条１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面脚部：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（３.７）１９.０ 

弥生土器
高杯２５０６

脚端部：凹線１条０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（４.１）１９.０ 

弥生土器
高杯２５０７

脚端部：凹線１条
脚部：円孔２個（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面脚部：摩滅のため不明
　　脚裾部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコヘラ削り

（３.３）２０.０ 
弥生土器
高杯２５０８

脚端部：凹線１条
脚部：円孔１個（現状）

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.６）２２.８ 

弥生土器
高杯２５０９

脚端部：凹線１条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（３.７）２１.４ 

弥生土器
高杯２５１０

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（２.４）２０.４ 

弥生土器
高杯２５１１

脚部：円孔２個（現状）１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面脚部：ナデ
内面脚部：ヘラ削り（７.５）２０.０ 

弥生土器
高杯２５１２

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：橙５YR６/６

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（１.９）１９.４ 

弥生土器
高杯２５１３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：ヨコナデ後ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（２.８）１９.２ 

弥生土器
高杯２５１４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面脚部：ヨコナデ，ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（３.４）１９.２ 

弥生土器
高杯２５１５

脚部：円孔１個（現状）２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：ヘラミガキ後ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（３.４）１８.６ 

弥生土器
高杯２５１６

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.４）１８.４ 

弥生土器
高杯２５１７

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面脚部：ヘラミガキ
　　脚端部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り

（３.６）１８.０ 
弥生土器
高杯２５１８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り後指頭圧痕（３.２）１８.０ 

弥生土器
高杯２５１９

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：暗褐１０YR３/３

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（３.３）１７.８ 

弥生土器
高杯２５２０

脚部：４方向から円孔２個１対　
　　　（現状９個）

１mm～１.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面脚部：ナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.７）１７.８ 

弥生土器
高杯２５２１

脚部：円孔２個（現状）１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（７.０）１７.８ 

弥生土器
高杯２５２２

脚部：円孔１個（現状）１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面脚裾部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.１）１７.４ 

弥生土器
高杯２５２３

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：ナデ
内面脚部：ヘラ削り（４.５）１７.０ 

弥生土器
高杯２５２４

脚部：円孔１個（現状）１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヨコヘラ削り（３.３）１６.８ 

弥生土器
高杯２５２５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.８）１６.６ 

弥生土器
高杯２５２６



－１４４－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

脚部：４方向から円孔１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚柱部：ハケ後ヘラミガキ
　　脚裾部：ハケ後ヘラミガキ，ヨコナデ
内面脚柱部：ヘラ削り
　　脚裾部：ヘラ削り，ハケ，ヨコナデ

（１１.３）１６.２ 
弥生土器
高杯２５２７

脚部：円孔２個（現状）１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.７）１６.０ 

弥生土器
高杯２５２８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（３.０）１６.０ 

弥生土器
高杯２５２９

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（３.２）１５.８ 

弥生土器
高杯２５３０

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（４.０）１５.０ 

弥生土器
高杯２５３１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面脚部：ナデ
内面脚部：ヘラ削り（４.０）１４.８ 

弥生土器
高杯２５３２

脚部：円孔１個（現状）１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコヘラ削り（２.６）１４.１ 

弥生土器
高杯２５３３

脚部：円孔１個（現状）１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（４.７）１３.６ 

弥生土器
高杯２５３４

脚部：円孔２個（現状）１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：褐７.５YR４/３

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヨコヘラ削り（２.９）１５.８ 

弥生土器
高杯２５３５

脚部：円孔１個（現状）１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.７）１６.０ 

弥生土器
高杯２５３６

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（２.７）１６.２ 

弥生土器
高杯２５３７

脚部：円孔２個（現状）
　　　１個貫通せず

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（３.３）１７.０ 

弥生土器
高杯２５３８

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（２.９）１７.６ 

弥生土器
高杯２５３９

脚部：円孔１個（現状）０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：灰褐５YR５/２
内面：にぶい赤褐５YR４/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.６）１９.８ 

弥生土器
高杯２５４０

脚部：円孔１個（現状）１mm～３.５mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面脚部：ヘラミガキ
　　脚端部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り

（４.４）２０.０ 
弥生土器
高杯２５４１

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコヘラ削り（４.８）２０.０ 

弥生土器
高杯２５４２

脚部：円孔２個（現状）１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.５）２１.４ 

弥生土器
高杯２５４３

脚部：４方向から円孔１mmの石英・長石・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ハケメ後ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削りをナデ消す

（６.５）９.０ 
弥生土器
高杯２５４４

脚部：３方向から円孔２個１対０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙５YR７/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：指頭圧痕（６.６）１０.６ 

弥生土器
高杯２５４５

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面脚部：ヘラミガキ，タテハケ，
　　　　　指頭圧痕
内面脚部：ヘラ削り
　　脚部下半：ナデ　

（５.０）１３.２ 
弥生土器
高杯２５４６

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：ハケメ後ヘラミガキ
　　脚裾部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り
　　脚裾部：ヨコナデ
　　杯部：ヘラミガキ

（１０.５）１４.２ 
弥生土器
高杯２５４７

脚部：円孔２個（現状）１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.９）１４.０ 

弥生土器
高杯２５４８

脚部：円孔２個（現状）１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：褐７.５YR４/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ナデ（９.３）１６.０ 

弥生土器
高杯２５４９

脚部上位：凹線８条（現状）
　　　　　円孔１個（現状）
脚部下位：円孔４個（復元）
脚端部：凹線１条

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：タテヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り後指頭圧痕（１０.８）１６.４ 

弥生土器
高杯２５５０

脚部：円孔２個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.８）１７.２ 

弥生土器
高杯２５５１

脚部：円孔２個（現状）１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：明赤褐２.５YR５/６
内面：明赤褐２.５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）１７.６ 

弥生土器
高杯２５５２

脚部：円孔２個（現状）１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラミガキ（４.１）２０.６ 

弥生土器
高杯２５５３

脚部：円孔２個（現状）０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚裾部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.９）２１.０ 

弥生土器
高杯２５５４

１mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面杯部：摩滅のため不明
　　脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：摩滅のため不明
　　脚部：絞り目，ヨコヘラ削り

（７.９）弥生土器
高杯２５５５

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：黒褐７.５YR３/１

外面脚部：タテハケ，ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：指頭圧痕

（９.４）弥生土器
高杯２５５６

脚部：４方向から円孔１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面脚部上半：ヘラミガキ
　　　　下半：ハケメ
内面脚部：ナデ，ハケメ

（７.１）１３.２ 
弥生土器
高杯２５５７

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/３
内面：浅黄橙７.５YR８/３

外面脚部：タテハケ
内面：摩滅のため不明（３.８）１７.０ 

弥生土器
高杯２５５８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：にぶい橙５YR７/４

外面脚部：ハケメ，ヘラミガキ
内面脚部：ヨコナデ（１.５）１６.４ 

弥生土器
高杯２５５９

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面脚部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面脚部：ヨコナデ，ヘラ削り（５.５）１７.８ 

弥生土器
高杯２５６０

脚端部：凹線１条０.５mm以下の石英・長石・
雲母を少々含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙５YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り，指頭圧痕（５.６）１１.４ 

弥生土器
高杯２５６１

脚端部：凹線２条
脚部：円孔２個（現状）

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコヘラ削り（４.０）１２.０ 

弥生土器
高杯２５６２

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR６/６

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヨコヘラ削り（２.４）２０.８ 

弥生土器
高杯２５６３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：灰白１０YR７/１

外面：摩滅のため不明
内面脚裾部：ヨコナデ
　　　脚部：ナデ

（４.１）１５.４ 
弥生土器
高杯２５６４

脚部：３方向から円孔１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（５.７）８.８ 

弥生土器
高杯２５６５

口縁部：櫛描波状文８条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.５）１２.４ 
弥生土器
装飾高杯２５６６



－１４５－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

杯部外面：凹線２条
　　内面：凹線２条
　　　　　ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面杯部：ハケメ
内面杯部：ヨコナデ（３.８）弥生土器

装飾高杯２５６７

杯部：凹線２条３mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面杯部：ナデ
内面杯部：ナデ（２.５）弥生土器

装飾高杯２５６８

杯部：貼付突帯文１条
　　　突帯上に赤色顔料付着

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面杯部：ハケ後ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ（６.５）弥生土器

装飾高杯２５６９

杯部：凹線２条１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：黄灰２.５Y５/１

外面杯部：ヨコナデ
内面杯部：ヘラミガキ（３.１）弥生土器

装飾高杯２５７０

脚部上位：櫛描直線文１１条
　　中位：櫛描直線文１１条
　　下位：３方向から円孔
　　　　　縦方向の沈線８条

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面杯部：摩滅のため不明
　　脚部：絞り目，ヨコヘラ削り

（１１.０）１３.０ 
弥生土器
装飾高杯２５７１

脚部中位：櫛描直線文６条
　　下位：縦方向に沈線３条
　　　　　円孔１個（現状）
脚裾部：凹線１条
脚端部：凹線１条

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：褐灰７.５YR４/１

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（３.５）１１.６ 

弥生土器
装飾高杯２５７２

脚端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR７/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面脚部：ヨコナデ，ヘラミガキ
内面脚部：ヨコナデ，ヘラ削り（３.４）３５.２ 

弥生土器
装飾高杯２５７３

口縁端部：刺突文２個（現状）
口縁部内面：刺突文２個（現状）

１mm～２.５mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.６）１５.４ 

弥生土器
器台２５７４

口縁端部：半裁竹管文，刻目文
口縁部内面：刻目文

１.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヘラミガキ（１.６）１３.０ 

弥生土器
器台２５７５

筒部：凹線１０条
　　　円孔上下２段（現状３個）

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：灰褐７.５YR５/２

外面筒部：タテハケ，ヘラミガキ
内面筒部：ヘラ削り（１０.４）弥生土器

器台２５７６

筒部中位：４方向から円孔
　　　　　凹線１１条
　　下位：４方向から円孔

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：灰褐７.５YR６/２

外面筒部：タテハケ
内面筒部：ヘラ削り（８.１）弥生土器

器台２５７７

筒部中位：凹線７条
筒部下位：ハケ原体による
　　　　　押圧文２段

１mm～５mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面筒部：ヨコナデ
内面筒部：指頭圧痕，タテハケ（１１.０）弥生土器

器台２５７８

脚端部：凹線１条
脚部：４方向から円孔

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（４.６）１１.６ 

弥生土器
器台２５７９

脚裾部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚端部：ヨコナデ
　　　脚部：ヘラ削り

（３.２）１７.８ 
弥生土器
器台２５８０

筒部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ヘラ削り後ナデ

（７.０）１９.６ 
弥生土器
器台２５８１

口縁端部：凹線１条１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヘラミガキ（４.１）１９.４ 

弥生土器
器台２５８２

口縁端部：凹線２条
　　　　　円形浮文２個１対
　　　　　（５ヶ所）
筒部：凹線３条
　　　　円孔１個（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヘラ削り後ナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヘラミガキ
　　　筒部：ヘラ削り

（７.３）２４.８ 
弥生土器
器台２５８３

口縁端部：凹線３条
　　　　　円形浮文２個１対

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：褐灰１０YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヘラミガキ

（５.５）２４.２ 
弥生土器
器台２５８４

口縁端部：凹線３条
　　　　　刻目文

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（５.９）２８.０ 

弥生土器
器台２５８５

口縁端部：櫛描波状文４条
　　　　　竹管文２段

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ，ハケ（４.５）２５.２ 

弥生土器
器台２５８６

口縁端部：線鋸歯文１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ヘラ削り

（４.３）弥生土器
器台２５８７

口縁端部：線鋸歯文１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.８）３１.０ 

弥生土器
器台２５８８

口縁端面：線鋸歯文１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ（１.８）弥生土器

器台２５８９

筒部上位：凹線５条
　　中位：凹線１条
　　　　　押圧文２段
　　下位：凹線９条

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：ナデ
内面脚部：ヨコナデ
　　筒部：ナデ，指頭圧痕，しぼり目

（２３.２）２４.４ 
弥生土器
器台２５９０

筒部中位：凹線１１条（現状）
　　　　　６方向から円孔
　　下位：５方向から円孔

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面筒部：ナデ，ハケメ
内面筒部：ヘラ削り，ナデ，指頭圧痕（９.７）弥生土器

器台２５９１

筒部中位：凹線１１条（現状）
　　　　　５方向から楕円孔
　　下位：円孔１個（現状）

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面筒部：摩滅のため不明
内面筒部：ヘラ削り後ナデ（１１.３）弥生土器

器台２５９２

筒部上位：円孔１個（現状）
　　下位：円孔２個（現状）
　　　　　縦方向の直線

３mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶいDA７.５YR６/４

外面筒部：摩滅のため不明
内面筒部：指頭圧痕，ナデ（１１.８）弥生土器

器台２５９３

筒部内面：竹管文
　　中位：４方向から円孔

４mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面筒部：ハケ
内面筒部：ハケ（１３.４）弥生土器

器台２５９４

筒部：凹線４条
　　　ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面筒部：ハケ，ヨコナデ
内面筒部：ハケ，指頭圧痕（５.７）弥生土器

器台２５９５

脚端部：凹線２条
脚部：凹線６条

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：灰褐７.５YR６/２

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコナデ，指頭圧痕（４.２）３８.８ 

弥生土器
器台２５９６

脚部：凹線３条１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面脚部：ヨコナデ
内面筒部：ヘラ削り
　　脚部：ヨコナデ

（２.８）２５.４ 
弥生土器
器台２５９７

脚端部：凹線３条，刻目文
筒部：ハケ原体による押圧文

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚部：ヨコナデ
　　筒部：ハケ
内面脚部：ヨコナデ
　　筒部：ハケ，板ナデ

（７.８）３２.４ 
弥生土器
器台２５９８

脚端部：凹線４条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコナデ（３.０）２４.８ 

弥生土器
器台２５９９

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
　　　底部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
　　　底部：ヘラミガキ

４.６ １２.２ 
弥生土器
小形鉢２６００

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR６/８
内面：橙５YR６/８

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラミガキ（４.４）１４.２ 

弥生土器
小形鉢２６０１



－１４６－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm～４mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.７）１２.０ 

弥生土器
小形鉢２６０２

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：黒褐１０YR３/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ

（４.１）１２.８ 
弥生土器
小形鉢２６０３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面脚部：ハケメ
　　体部：摩滅のため不明
内面底部：ヘラ削り
　　体部：ハケメ，ヘラミガキ

（２.０）５.８ 
弥生土器
小形鉢２６０４

１mm以下の石英・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部：ナデ
　　脚部：指頭圧痕
内面体部：ヨコハケ後指ナデ，指頭圧痕

（６.４）４.４ 
弥生土器
小形鉢２６０５

１mm以下の石英・角閃
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/１

外面体部：タテハケ
　　脚部：板ナデ
内面脚部：板ナデ

（４.７）５.４ 
弥生土器
小形鉢２６０６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面脚部：板ナデ
内面脚部：指頭圧痕（４.２）７.６ 

弥生土器
小形鉢２６０７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR５/４

外面底部：板ナデ
内面底部：指頭圧痕（３.８）４.４ 

弥生土器
小形鉢２６０８

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底部：指頭圧痕，ナデ
内面：摩滅のため不明（６.６）４.２ 

弥生土器
小形鉢２６０９

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/１

外面底部：指頭圧痕
　　底面：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕
　　体部：ハケメ

（３.９）５.２ 
弥生土器
小形鉢２６１０

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：指頭圧痕
内面底部：ヘラミガキ（２.０）５.８ 

弥生土器
小形鉢２６１１

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：灰褐７.５YR６/２

外面体部：タテハケ目
　　底部：指頭圧痕
　　底面：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕

（２.８）５.４ 
弥生土器
小形鉢２６１２

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：浅黄２.５Y７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底部：指頭圧痕
内面脚部：指頭圧痕（３.４）６.６ 

弥生土器
小形鉢２６１３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面体部：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕
内面体部：ヘラミガキ
　　底部：指頭圧痕

（２.７）６.４ 
弥生土器
小形鉢２６１４

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面脚部：指頭圧痕
内面体部下半：ナデ（３.９）３.８ 

弥生土器
小形鉢２６１５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙２.５YR６/６
内面：灰褐７.５YR６/２

外面底部：板ナデ
内面底部：指頭圧痕
　　底面：指頭圧痕

（３.１）４.４ 
弥生土器
小形鉢２６１６

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：橙５YR７/８
内面：橙５YR６/８

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.８）３.６ 

弥生土器
小形鉢２６１７

口縁部：凹線１条
口縁端部：凹線２条

１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部：指頭圧痕，ハケメ
内面体部：ハケメ後ナデ（８.４）２９.０ 

弥生土器
大形鉢２６１８

口縁端部：凹線２条１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ後ヘラミガキ

（４.５）２３.６ 
弥生土器
大形鉢２６１９

口縁端部：凹線３条１mm以下の長石・石英
を含む

外面：黄灰２.５Y５/１
内面：灰白５Y７/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.７）２１.６ 

弥生土器
大形鉢２６２０

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０r６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（８.１）３４.４ 
弥生土器
大形鉢２６２１

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（６.９）３５.０ 
弥生土器
大形鉢２６２２

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：粗いハケ
内面：ハケ，ヘラミガキ（６.３）４０.８ 

弥生土器
大形鉢２６２３

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り後
　　　　　　５分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：４分割ヘラミガキ

１４.０ ８.５ ４１.５ 
弥生土器
大形鉢２６２４

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.０）３９.８ 

弥生土器
大形片口鉢２６２５

１mm～４mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（６.３）４５.８ 

弥生土器
大形鉢２６２６

１mm～２.５mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（５.１）３５.８ 

弥生土器
大形鉢２６２７

１mm～２mの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（１０.６）３７.８ 
弥生土器
大形片口鉢２６２８

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（６.２）３３.０ 

弥生土器
大形鉢２６２９

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR４/２
内面：灰褐７.５YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ

（９.５）２７.２ 
弥生土器
大形鉢２６３０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（８.１）３０.４ 
弥生土器
大形鉢２６３１

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（２.８）１５.０ 
弥生土器
大形鉢２６３２

１mmの長石・石英を含
む

外面：黒２/N
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ

（３.７）２１.４ 
弥生土器
大形鉢２６３３

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タタキ
内面口縁部：ハケ
　　　体部：ハケ

（４.５）２４.９ 
弥生土器
大形鉢２６３４
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備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：褐灰１０YR６/１
内面：褐灰１０YR５/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ

（５.３）２０.２ 
弥生土器
大形鉢２６３５

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ，接合痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ，接合痕

（６.８）２１.６ 
弥生土器
大形鉢２６３６

１mm～６mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ，タタキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ

（６.８）２３.４ 
弥生土器
大形鉢２６３７

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（７.５）３７.８ 
弥生土器
大形鉢２６３８

口縁端部：凹線１条１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（５.５）２０.０ 
弥生土器
大形鉢２６３９

口縁端部：凹線１条０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部上半：指頭圧痕

（３.４）２１.２ 
弥生土器
大形鉢２６４０

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヘラ削り
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：ハケ
　　　体部：ハケ

（８.２）１０.２ 
弥生土器
製塩土器２６４１

１mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面体部：タテヘラ削り
内面体部：板ナデ　指頭圧痕（１１.４）３.３ 

弥生土器
製塩土器２６４２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：板ナデ
内面体部：板ナデ
　　脚部：指頭圧痕

（５.０）４.４ 
弥生土器
製塩土器２６４３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：褐灰１０YR６/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：指頭圧痕
内面体部：指頭圧痕
　　脚部：ナデ

（５.３）３.８ 
弥生土器
製塩土器２６４４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：指頭圧痕
外面体部：ハケ後ナデ
　　脚部：指頭圧痕

（８.９）４.６ 
弥生土器
製塩土器２６４５

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐灰５YR４/１
内面：褐灰５YR４/１

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：指頭圧痕
内面体部：板ナデ
　　脚部：ナデ

（４.５）３.８ 
弥生土器
製塩土器２６４６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：：灰黄褐１０YR６/２

外面底部：指頭圧痕
体部：ヘラ削り
内面体部：ナデ
　　底部：ナデ

（５.０）３.６弥生土器
製塩土器２６４７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面体部：ヘラ削り
　　脚部：ナデ
内面底部：指頭圧痕

（４.２）３.６ 
弥生土器
製塩土器２６４８

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面体部下半：タテハケ，ヘラ削り
　　底部：指頭圧痕，ナデ
内面：摩滅のため不明

（４.１）２.６ 
弥生土器
製塩土器２６４９

１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部下半：ヘラ削り
　　底部：指頭圧痕
内面体部下半：ナデ
　　底部：ナデ

（３.４）３.２ 
弥生土器
製塩土器２６５０

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面体部下半：ヘラ削り
内面体部下半：指頭圧痕
　　底部：ナデ

（２.５）３.０ 
弥生土器
製塩土器２６５１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：板ナデ
内面底部：ナデ，指頭圧痕（３.８）５.３ 

弥生土器
製塩土器２６５２

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：板ナデ
内面：削り（２.５）３.５ 

弥生土器
製塩土器２６５３

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面底部：ナデ
　　体部：タタキ
内面底部：ナデ
　　体部：ナデ

（５.５）３.７ 
弥生土器
製塩土器２６５４

３mm以下の長石・石英・
雲母を含む

外面：橙７.５YR７/６～
　　　にぶい褐６/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４～
　　　にぶい褐６/３

外面体部：タタキ
　　脚部：指頭圧痕
内面体部：タタキ
　　脚部：ナデ

（５.０）３.８ 
弥生土器
製塩土器２６５５

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面底部：板ナデ
内面底部：板ナデ（３.５）５.６ 

弥生土器
製塩土器２６５６

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：褐灰７.５YR５/１
内面：褐灰７.５YR５/１

外面底部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（２.９）３.８ 

弥生土器
製塩土器２６５７

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：橙２.５YR７/６
内面：浅橙５YR８/４

外面体部下半：摩滅のため不明
　　脚部：指頭圧痕
外面体部下半：指頭圧痕
　　脚部：ナデ

（２.４）３.８ 
弥生土器
製塩土器２６５８

１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
外面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面底部：指頭圧痕
内面底部：ナデ（２.６）３.６ 

弥生土器
製塩土器２６５９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙５YR７/４６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（１.８）３.６ 

弥生土器
製塩土器２６６０

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR４/３
内面：灰褐７.５YR４/２

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：摩滅のため不明（３.０）３.３ 

弥生土器
製塩土器２６６１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙２.５YR６/４
内面：にぶい赤褐２.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.４）３.４ 

弥生土器
製塩土器２６６２

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：赤１０R４/６
内面：明赤褐２.５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.０）３.２ 

弥生土器
製塩土器２６６３

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ

（６.８）弥生土器
小形丸底土器２６６４
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１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：褐灰１０YR４/１

外面体部：ヘラミガキ
内面体部上半：指頭圧痕
　　体部下半：ヘラ削り

（５.６）弥生土器
小形丸底土器２６６５

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面：タテハケ後ヘラミガキ
内面：タテヘラミガキ（６.４）（頂部径）

２.２
弥生土器
蓋２６６６

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白１０YR８/２

外面頂部：葉脈が残る
　　体部：ハケメ
内面：摩滅のため不明

（６.４）（頂部径）
４.９

弥生土器
蓋２６６７

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.９）（頂部径）

２.２
弥生土器
蓋２６６８

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：指頭圧痕（５.０）弥生土器

蓋２６６９

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白７.５YR８/２
内面：灰白７.５YR８/２

外面体部：タテハケ目
内面体部：タテ・ヨコハケ目（６.６）弥生土器

手焙り形土器２６７０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚端部：ヨコナデ
　　　脚部：ハケメ
内面脚端部：ヨコナデ
　　　脚部：ハケメ

（５.７）１０.０ 
弥生土器
脚部２６７１

２mm以下の石英，１mm
以下の雲母・角閃石を含
む

外面：にぶい橙７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.８）１２.４ 

弥生土器
脚部２６７２

体部：突帯文１条２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面体部：ハケメ
内面体部：板ナデ（８.５）弥生土器

器種不明２６７３

０.５mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：褐灰１０YR４/１

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：指頭圧痕
内面体部：指頭圧痕，板ナデ
　　頸部：ヨコナデ

（８.９）３.０ 
弥生土器

ミニチュア土器２６７４

頸部：２方向から２個１対の円孔１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面体部上半：指頭圧痕
　　　体部下半：板ナデ，指頭圧痕
内面体部上半：指頭圧痕

（７.９）２.８ 
弥生土器

ミニチュア土器２６７５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（６.５）１０.０ 
弥生土器

ミニチュア土器２６７６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面体部上半：ハケメ
　　　　下半：タタキ後ハケメ
内面体部：ナデ，指頭圧痕
　　底部：絞り目

（９.６）弥生土器
ミニチュア土器２６７７

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部：タタキ
内面体部：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕

８.０ ２.３ ８.０ 
弥生土器

ミニチュア土器２６７８

４mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ

４.４ ２.０ ９.０ 
弥生土器

ミニチュア土器２６７９

重さ：２１４.８g
１mm以下の石英・長石
を少々含む外面：灰白２.５Y８/１外面：ナデ（長さ）

７.９
（直径）
４.９

弥生土器
土錘２６８０

重さ：９０.５g
１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：灰白１０YR７/１
内面：灰白１０YR７/１

外面：指オサエ，ナデ
内面：ナデ

（厚み）
３.０

（長さ）
６.６

（幅）
４.９

弥生土器
土錘２６８１

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄褐１０YR７/２
内面：灰白１０YR７/１

外面：タテハケ目
内面：ヘラ削り（１.６）５.２ 

弥生土器
甑２６８２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白５Y８/１

外面底部：タタキ，ハケメ
内面底部：ヘラ削り，指頭圧痕（５.９）４.０ 

弥生土器
甑２６８３

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：ヘラ削り後ハケメ
内面体部：ヘラ削り，指頭圧痕（７.０）１５.０ 

弥生土器
甑２６８４

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：タテヘラ削り（４.８）３.４ 

弥生土器
甑２６８５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.７）５.２ 

弥生土器
甑２６８６

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：黒褐１０YR３/１

外面底部：ハケメ
内面底部：ヘラミガキ後ナデ（３.０）３.２ 

弥生土器
甑２６８７

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面：ハケメ
内面：ハケメ（２.７）２.０ 

弥生土器
甑２６８８

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：黒１０YR２/１
内面：黒褐１０YR３/１

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（４.８）５.６ 
弥生土器
底部２６８９

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：黒１０YR２/１
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面底部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕，ヘラ削り

（２.４）５.５ 
弥生土器
底部２６９０

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（２.８）５.０ 
弥生土器
底部２６９１

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（５.３）４.４ 

弥生土器
底部２６９２

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：褐灰７.５YR４/１
内面：褐灰７.５YR４/１

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：指頭圧痕
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り

（５.０）４.０ 
弥生土器
底部２６９３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：黒２.５Y２/１

外面底部：指頭圧痕
　　体部：ヘラミガキ
内面体部：板ナデ

（９.９）５.０ 
弥生土器
底部２６９４

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：黄灰２.５Y４/１

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：ハケメ，指頭圧痕（２.２）４.２ 

弥生土器
底部２６９５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面体部下半：タテヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（２.７）５.８ 
弥生土器
底部２６９６

１mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：灰N４/
内面：暗灰N３/

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（２.９）５.４ 

弥生土器
底部２６９７

１mm～３.５mmの長石・石
英・雲母を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：灰黄２.５Y８/２

外面体部下半：タテハケ，ヘラミガキ
　　底面：ハケメ
内面体部下半：指頭圧痕

（３.３）５.０ 
弥生土器
底部２６９８

１mm～５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部下半：指頭ナデ，ヨコヘラ削り

（２.８）６.０ 
弥生土器
底部２６９９



－１４９－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面体部：タテヘラミガキ
　　底面：ナデ
内面体部上半：タテヘラ削り

（４.２）６.１ 
弥生土器
底部２７００

０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：黒７.５Y２/１
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底面：板ナデ
内面体部下半：ヘラ削り，指頭圧痕
　　底部：ヘラ削り，指頭圧痕

（３.２）５.１ 
弥生土器
底部２７０１

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（２.４）４.８ 
弥生土器
底部２７０２

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：黄灰２.５Y４/１

外面体部：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕
　　体部：ヘラ削り

（４.３）５.０ 
弥生土器
底部２７０３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り後ナデ
　　底部：ヘラ削り後ナデ

（４.５）７.４ 
弥生土器
底部２７０４

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：黒２.５Y２/１
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り

（２.８）５.８ 
弥生土器
底部２７０５

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：黒１０Y２/１

外面体部：タテハケ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（４.５）５.６ 
弥生土器
底部２７０６

１mm程度の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部：ハケ
　　底面：板ナデ
内面：ヘラ削り

（２.９）４.６ 
弥生土器
底部２７０７

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：タテハケ
内面：ヘラ削り（２.８）５.４ 

弥生土器
底部２７０８

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：橙７.５YR６/８

外面体部：ハケメ
　　底面：ナデ
内面底部：摩滅のため不明

（２.６）７.６ 
弥生土器
底部２７０９

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部下半：タテハケ，指頭圧痕
内面体部下半：板ナデ，指頭圧痕（４.７）４.６ 

弥生土器
底部２７１０

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面底部：ハケ
内面底部：ヘラ削り（２.０）４.０ 

弥生土器
底部２７１１

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：摩滅のため不明
　　底部：指頭圧痕
内面体部：ハケメ
　　底部：ハケメ

（５.１）６.２ 
弥生土器
底部２７１２

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR７/６
内面：橙５YR７/６

外面体部：ナデ
　　底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕
　　体部：ナデ

（３.６）４.２ 
弥生土器
底部２７１３

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：指頭圧痕
内面：ナデ（３.７）６.２ 

弥生土器
底部２７１４

２mm以下の長石・石英
を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：黒１０YR２/１

外面：指頭圧痕
内面：指頭圧痕（３.３）６.４ 

弥生土器
底部２７１５

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：ナデ
内面：ナデ（３.４）５.６ 

弥生土器
底部２７１６

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部上半：摩滅のため不明
　　底面：板ナデ
内面底部：指頭圧痕，ナデ

（２.６）５.８ 
弥生土器
底部２７１７

１mm～５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：黄灰２.５Y４/１
内面：灰白２.５Y８/２

外面：タタキ後ナデ
内面：板ナデ（４.６）３.４ 

弥生土器
底部２７１８

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕（３.３）１.８ 

弥生土器
底部２７１９

１mm～４mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y５/１
内面：灰黄２.５Y６/２

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（４.８）３.４ 

弥生土器
底部２７２０

１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面体部：タテヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（６.０）３.８ 
弥生土器
底部２７２１

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：ヘラミガキ
内面：ナデ（４.８）３.８ 

弥生土器
底部２７２２

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：にぶい赤褐１０R６/６
内面：灰白１０YR８/２

外面：タテハケ目
内面：ナデ（３.４）４.０ 

弥生土器
底部２７２３

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/３
内面：灰白１０YR７/２

外面底部：タテハケ目
　　底面：ハケメ
内面：ナデ

（１.８）４.６ 
弥生土器
底部２７２４

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（３.９）４.４ 
弥生土器
底部２７２５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：褐灰１０YR５/１

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ナデ
内面体部：削り後ナデ

（４.６）４.８ 
弥生土器
底部２７２６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明

（２.９）４.８ 
弥生土器
底部２７２７

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：黒５Y２/１

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（２.１）５.０ 

弥生土器
底部２７２８

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：板ナデ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り

（３.８）５.１ 
弥生土器
底部２７２９

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（２.８）５.２ 

弥生土器
底部２７３０

０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面底面：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面体部下半：指頭圧痕（３.１）６.０ 

弥生土器
底部２７３１

１mm以下の長石・雲母
を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り

（３.３）５.８ 
弥生土器
底部２７３２

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：黒１０YR２/１
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（２.９）６.０ 

弥生土器
底部２７３３

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：黒褐１０YR３/２

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：指ナデ，ヘラ削り

（５.２）６.０ 
弥生土器
底部２７３４
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１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：褐７.５YR４/６４/３

外面底部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り
　　底面：ヘラ削り

（３.８）６.２ 
弥生土器
底部２７３５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底面：ヘラ削り
　　体部：タタキヘラミガキ
内面底部：ナデ，指頭圧痕

（２.１）６.２ 
弥生土器
底部２７３６

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部：ハケメ
内面底部：指頭圧痕（２.９）６.３ 

弥生土器
底部２７３７

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR５/３

外面：タテヘラミガキ
内面：タテヘラ削り（３.４）６.３ 

弥生土器
底部２７３８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面；黒褐１０YR３/１

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り，指頭圧痕（５.１）６.６ 

弥生土器
底部２７３９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り（３.１）７.０ 

弥生土器
底部２７４０

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面体部下半：ヘラミガキ
　　　底部：ヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り

（２.９）７.０ 
弥生土器
底部２７４１

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面底部：板ナデ，ハケメ
内面底部：ナデ，指頭圧痕（３.２）２.６ 

弥生土器
底部２７４２

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：褐灰７.５YR５/１

外面底面：ハケ
　　体部：ハケ
内面底部：ハケ

（２.６）２.９ 
弥生土器
底部２７４３

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：橙５YR７/６
内面：黄灰２.５Y５/１

外面底部：指頭圧痕
　　体部：タテハケ
内面体部：ハケ

（２.８）２.６ 
弥生土器
底部２７４４

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：褐灰７.５YR５/１
内面：褐灰５YR５/１

外面底部：ハケメ
　　底面：ハケメ
内縁底部：指頭圧痕

（２.４）３.６ 
弥生土器
底部２７４５

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部：ハケ
　　底面：ハケ後ナデ
内面：ヘラ削り後ナデ

（５.７）４.０ 
弥生土器
底部２７４６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：ハケメ
内面：ヘラ削り（２.８）４.１弥生土器

底部２７４７

５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰褐１０YR５/２

外面底部：ハケメ
内面底部：ナデ，ハケメ，指頭圧痕（５.９）４.６ 

弥生土器
底部２７４８

１mm以下の石英・長石
を少量含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR７/１

外面底部：ハケメ
　　底面：ハケメ
内面底部：板ナデ，指頭圧痕

（２.９）４.６ 
弥生土器
底部２７４９

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部下半：ハケメ
　　底面：ハケメ
内面体部：ナデ，指頭圧痕
　　底部：ナデ，指頭圧痕

（７.８）５.２ 
弥生土器
底部２７５０

５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：暗灰黄２.５Y５/２
内面：黄褐２.５Y５/３

外面体部下半：ハケメ
　　底面：ナデ
内面体部下半：ナデ

（５.０）５.６ 
弥生土器
底部２７５１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙５YR６/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面底部：指頭圧痕
　　体部：タテハケ目
　　底面：ナデ
内面底部：板ナデ

（２.４）６.２ 
弥生土器
底部２７５２

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰７.５YR５/１

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（３.０）７.０ 

弥生土器
底部２７５３

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面体部：ハケメ
　　底面：板ナデ
内面：ナデ

（２.７）７.６ 
弥生土器
底部２７５４

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：タタキ後ナデ
内面：指頭圧痕，板ナデ（４.３）２.６ 

弥生土器
底部２７５５

１mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面体部：タタキ
内面底部：指頭圧痕
　　体部：ヘラミガキ

（４.３）２.９ 
弥生土器
底部２７５６

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面底部：タタキ
内面底部：削り後ナデ（２.８）２.２ 

弥生土器
底部２７５７

０.５mm～２.５mmの長石・
石英を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/１

外面底部：タタキ
内面底部：摩滅のため不明（２.２）２.６ 

弥生土器
底部２７５８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面底面：ヘラ削り
　　体部：タタキ
内面底部：板ナデ

（２.８）５.４ 
弥生土器
底部２７５９

１mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：タタキ後ナデ
内面：ヘラ削り（５.２）５.６ 

弥生土器
底部２７６０

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：灰白２.５Y８/１

外面底部：ナデ
　　底面：ヘラ削り
内面底部：指頭圧痕

（３.３）４.６ 
弥生土器
底部２７６１

１mm～６mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部下半：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り
内面体部下半：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ

（２.４）７.８ 
弥生土器
底部２７６２

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：橙５YR６/６

外面：板ナデ
内面：摩滅のため不明（１.９）２.９ 

弥生土器
底部２７６３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部：板ナデ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：指頭圧痕

（５.８）３.０ 
弥生土器
底部２７６４

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：褐灰７.５YR４/１

外面体部：板ナデ
　　底部：板ナデ
内面底部：指頭圧痕
　　体部：ナデ

（５.８）３.２ 
弥生土器
底部２７６５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面：板ナデ
内面：ナデ（３.７）３.６ 

弥生土器
底部２７６６

１mm以下の石英・長石
を含む外面：にぶい黄橙１０YR６/３外面：ナデ

内面：粗いハケメ（３.４）３.４ 
弥生土器
底部２７６７

密外面：灰白１０YR７/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：ハケ，ヘラ削り（３.４）３.６ 

弥生土器
底部２７６８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：橙２.５YR６/６

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：ハケメ（４.２）３.６ 

弥生土器
底部２７６９

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：黒褐２.５Y３/１

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：指頭圧痕，ヘラ削り（２.５）４.０ 

弥生土器
底部２７７０

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/１

外面：指頭圧痕，ナデ
内面：ヘラ削り（１.９）４.２ 

弥生土器
底部２７７１

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：黒１０YR７/１
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：煤付着のため不明
内面：ヘラ削り（２.８）５.２ 

弥生土器
底部２７７２
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１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（３.８）５.７ 

弥生土器
底部２７７３

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR５/３

外面体部下半：ナデ
　　底部：指頭圧痕
内面体部下半：ヘラ削り，指頭圧痕
　　底部：ヘラ削り，指頭圧痕

（２.８）５.８ 
弥生土器
底部２７７４

１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/１

外面：ナデ
内面：ヘラ削り（２.０）５.４ 

弥生土器
底部２７７５

やや密１mm～４mmの
石英・長石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕，ハケメ（３.３）７.２ 

弥生土器
底部２７７６

やや粗０.５mm～７mmの
石英・長石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：板ナデ，指頭圧痕（４.７）７.８ 

弥生土器
底部２７７７

１mm～４mmの長石・石
英・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：黒褐２.５Y３/１

外面：ナデ，指頭圧痕
内面：板ナデ（４.４）８.２ 

弥生土器
底部２７７８

１mm程度の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面底部：ナデ
内面底部：ハケ，ヘラ削り（３.８）９.８ 

弥生土器
底部２７７９

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：褐７.５YR４/４
内面：灰白２.５Y８/１

外面底面：強いナデ
内面底部：指頭圧痕（２.８）３.２ 

弥生土器
底部２７８０

やや粗１mm～３mmの
石英・長石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面底部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（４.７）３.２ 

弥生土器
底部２７８１

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）３.７ 

弥生土器
底部２７８２

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.４）３.８ 

弥生土器
底部２７８３

２mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面底部：板ナデ
　　体部：指頭圧痕，ナデ
内面底部：指頭圧痕，ナデ
　　体部：指頭圧痕，ナデ

（４.３）３.４ 
弥生土器
底部２７８４

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.１）３.６ 

弥生土器
底部２７８５

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：褐灰１０YR４/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.０）３.８ 

弥生土器
底部２７８６

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.８）３.９ 

弥生土器
底部２７８７

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.１）４.０ 

弥生土器
底部２７８８

０.５mm～２.５mmの長石・
石英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：灰白１０YR８/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.５）４.２ 

弥生土器
底部２７８９

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：にぶい橙５YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.５）４.４ 

弥生土器
底部２７９０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：黄灰２.５Y５/１
内面：黄灰２.５Y５/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.９）４.４ 

弥生土器
底部２７９１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：褐灰１０YR６/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.８）４.６ 

弥生土器
底部２７９２

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰N５

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.７）４.６ 

弥生土器
底部２７９３

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.１）４.６ 

弥生土器
底部２７９４

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰N４
内面：灰白７.５Y７/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.４）４.７ 

弥生土器
底部２７９５

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：灰白N８
内面：灰白N７

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.９）５.２ 

弥生土器
底部２７９６

１mmの石英・長石・角
閃石・雲母を含む

外面：黒褐１０YR３/１
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（１.２）５.３ 

弥生土器
底部２７９７

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.４）５.８ 

弥生土器
底部２７９８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：褐灰１０YR６/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.５）５.８ 

弥生土器
底部２７９９

１mm～１.５mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：ナデ
内面：指頭圧痕（２.６）６.０ 

弥生土器
底部２８００

５mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：指頭圧痕
内面：指頭圧痕（２.７）７.８ 

弥生土器
底部２８０１

１mm～５mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.１）８.０ 

弥生土器
底部２８０２

１mm～４.５mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（４.２）８.０ 

弥生土器
底部２８０３

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面底部：板ナデ
内面底部：ヘラミガキ（３.８）２.０ 

弥生土器
底部２８０４

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（４.３）３.６ 

弥生土器
底部２８０５

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り

（２.６）３.８ 
弥生土器
底部２８０６

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部下半：ヘラミガキ
内面体部：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ

（３.５）４.１ 
弥生土器
底部２８０７

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐２.５Y７/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：タタキ
内面底部：板ナデ

（３.３）４.７ 
弥生土器
底部２８０８

１mm以下の石英・雲母・
角閃石を含む

外面：暗灰N３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：指頭圧痕，ナデ
内面：摩滅のため不明

（２.８）４.８ 
弥生土器
底部２８０９

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：褐７.５YR４/６

外面：タテヘラミガキ
内面：ハケメ（２.５）５.０ 

弥生土器
底部２８１０

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り（２.４）５.２ 

弥生土器
底部２８１１

２mm以下の石英・長石・
雲母、１mm以下の角閃
石を含む

外面：暗灰N３/
内面：褐灰１０YR４/１

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ハケメ
内面底部：ヘラ削り

（２.６）５.３ 
弥生土器
底部２８１２

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（１.８）５.３弥生土器

底部２８１３

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面：ヘラミガキ
内面：ヘラ削り（３.２）５.４ 

弥生土器
底部２８１４

やや密１mm～３mmの
石英・長石・角閃石を含
む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：ナデ
　　底面：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕，ヘラ削り

（３.５）６.８ 
弥生土器
底部２８１５
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１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面：ハケメ
内面：ヘラ削り（２.５）２.４ 

弥生土器
底部２８１６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい赤褐５YR５/４

外面体部下半：ハケメ
　　底面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明

（３.０）３.２ 
弥生土器
底部２８１７

１mmの長石・石英を含
む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：：淡黄２.５Y８/３

外面体部：ハケ
　　底面：ハケ
内面：ヘラ削り

（２.９）３.８ 
弥生土器
底部２８１８

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：灰白１０YR６/１
内面：褐灰１０YR４/１

外面体部下半：タテハケ
　　底面：ナデ
内面体部下半：指頭圧痕

（２.２）４.６ 
弥生土器
底部２８１９

２mm以下の石英・長石
を含む含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面体部：ハケメ
　　底面：板ナデ
内面：ヘラ削り

（１.７）６.６ 
弥生土器
底部２８２０

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：褐灰１０YR６/１
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面体部：ハケ
　　底部：ナデ
内面体部：タテへラ削り

（４.２）５.８ 
弥生土器
底部２８２１

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：タタキ
内面底部：ナデ（２.６）３.６ 

弥生土器
底部２８２２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：灰黄２.５Y７/２

外面：板ナデ
内面：指頭圧痕（３.５）３.８ 

弥生土器
底部２８２３

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面底部：板ナデ
内面底部：ヘラ削り（２.４）５.２ 

弥生土器
底部２８２４

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面：ナデ，ハケメ（２.３）３.０ 

弥生土器
底部２８２５

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：褐灰７.５YR５/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.９）２.２ 

弥生土器
底部２８２６

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/６
内面：浅黄橙７.５YR８/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.２）２.９ 

弥生土器
底部２８２７

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面:浅黄橙１０YR８/３
内面：灰白２.５Y８/２

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り後ナデ（３.３）４.０ 

弥生土器
底部２８２８

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（２.３）４.６ 

弥生土器
底部２８２９

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（３.６）４.４ 

弥生土器
底部２８３０

１mm以下の石英・長石
を少々含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.８）５.８ 

弥生土器
底部２８３１

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：褐灰１０YR６/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：ハケメ
内面：摩滅のため不明（２.７）弥生土器

底部２８３２

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：ハケメ
　　体部：ハケメ
内面：摩滅のため不明

（２.２）５.２ 
弥生土器
底部２８３３

やや密１mm以下の石
英・長石を含む

外面：橙５YR６/８
内面：浅黄橙７.５YR８/６

外面底部：ハケメ
内面底部：板ナデ，指頭圧痕（５.７）０.６ 

弥生土器
底部２８３４

３mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：橙２.５YR６/６
内面：灰褐７.５YR６/２

外面底部：ハケメ
内面底部：ヘラ削り，指ナデ（４.７）３.０ 

弥生土器
底部２８３５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：灰白１０YR８/１

外面体部：タタキ痕
　　底面：板ナデ
内面：ナデ

（２.５）５.２ 
弥生土器
底部２８３６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：タタキ後ナデ
内面：ヘラ削り（３.１）５.２ 

弥生土器
底部２８３７

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石・雲母を含
む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面体部下半：タタキ
　　底部：指頭圧痕
内面体部下半：指頭圧痕，板ナデ

（３.３）３.８ 
弥生土器
底部２８３８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：褐灰１０YR４/１

外面底部：板ナデ
内面底部：板ナデ（４.０）２.２ 

弥生土器
底部２８３９

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：褐灰１０YR４/１

外面底部：ヘラ削り
内面底部：ヘラ削り，指頭圧痕（１.８）弥生土器

底部２８４０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：ハケメ（２.１）弥生土器

底部２８４１

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/１
内面：浅黄橙７.５YR８/４

外面：底滅のため不明
内面：体部下半から底部にハケメ（２.５）２.８ 

弥生土器
底部２８４２

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面底部：板ナデ
内面底部：ハケメ（２.８）弥生土器

底部２８４３

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：タテハケ
　　底部：タテハケ

（５.３）２.６ 
弥生土器
底部２８４４

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕
　　体部下半：ハケ後ヘラミガキ

（３.５）２.０ 
弥生土器
底部２８４５

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：板ナデ（２.３）３.６ 

弥生土器
底部２８４６

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：明赤褐２.５YR５/６
内面：橙２.５YR７/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.０）３.０ 

弥生土器
底部２８４７

１mm～４mmの長石・石
英を含む

外面：黄灰２.５Y４/１
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：ハケメ
　　底面：ナデ
内面：摩滅のため不明

（３.２）３.８ 
弥生土器
底部２８４８

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面体部下半：タテハケ
　　底面：ハケ
内面体部下半：指頭ナデ，指頭圧痕
　　底部：指頭ナデ，指頭圧痕

（３.９）５.８ 
弥生土器
底部２８４９

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：淡橙５YR８/４

外面底部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（２.７）３.８ 

弥生土器
底部２８５０

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.１）２.４ 

弥生土器
底部２８５１

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白５Y７/１
内面：灰５Y４/１

外面：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（２.５）３.４ 

弥生土器
底部２８５２

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：褐灰１０YR６/１

外面：摩滅のため不明
内面：ヘラ削り（２.０）４.１ 

弥生土器
底部２８５３

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：摩滅のため不明
内面体部下半：ヘラ削り後指頭圧痕
　　底部：ヘラ削り後指頭圧痕

（４.２）５.２ 
弥生土器
底部２８５４

１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：ヘラミガキ
内面：ナデ（２.５）３.６ 

弥生土器
底部２８５５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：ヘラミガキ
内面：板ナデ（２.３）４.４ 

弥生土器
底部２８５６
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１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ

（２.４）６.０ 
弥生土器
底部２８５７

０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰白１０YR７/１
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部：タタキ後ハケ
内面体部：ヘラ削り（４.５）２.０ 

弥生土器
底部２８５８

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：褐灰１０YR６/１

外面：タタキ
内面：ナデ（３.７）３.６ 

弥生土器
底部２８５９

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面：板ナデ，指頭圧痕
内面：ハケメ（２.１）４.４ 

弥生土器
底部２８６０

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：にぶい橙５YR６/３
内面：黒N２/

外面体部：タタキ
　　底部：指頭圧痕
内面底部：ナデ

（１.８）３.７ 
弥生土器
底部２８６１

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：褐灰１０YR５/１

外面体部：板ナデ
　　底部：板ナデ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：指頭圧痕

（４.９）４.０ 
弥生土器
底部２８６２

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：板ナデ
内面：指頭圧痕，ハケ（７.８）６.０ 

弥生土器
底部２８６３

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：板ナデ
　　底部：板ナデ
内面体部：板ナデ，指頭圧痕
　　底部：板ナデ，指頭圧痕

（３.０）３.０ 
弥生土器
底部２８６４

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面：板ナデ
内面：板ナデ，指ナデ（４.７）３.０ 

弥生土器
底部２８６５

１mm～２mmの石英・長
石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：黄灰２.５Y５/１

外面底部：ナデ
内面底部：指頭圧痕（４.２）３.２ 

弥生土器
底部２８６６

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：ナデ
内面：ナデ（２.３）３.８ 

弥生土器
底部２８６７

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：ナデ（３.４）２.５ 

弥生土器
底部２８６８

１mm以下の石英・雲母
を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：指頭圧痕
内面：指頭圧痕，ハケ（２.２）４.４ 

弥生土器
底部２８６９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部下半：粗いハケメ，ナデ
　　底部：ナデ
内面底部：粗いハケメ
　　体部下半：粗いハケメ

（１０.３）１０.６ 
弥生土器
底部２８７０

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：褐灰１０YR６/１

外面底部：ハケメ
内面：板ナデ（６.１）１０.６ 

弥生土器
底部２８７１

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：ヨコナデ
内面体部：ヘラミガキ，指頭圧痕
　　底部：ヘラミガキ，指頭圧痕

（７.１）７.２ 
弥生土器
底部２８７２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り

（７.６）８.２ 
弥生土器
底部２８７３

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面底面：ナデ
　　体部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面底部：ヘラミガキ
　　体部：ヘラミガキ

（７.２）８.２ 
弥生土器
底部２８７４

３mm以下の長石・石英
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：淡橙５YR８/４

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（６.４）６.８ 

弥生土器
底部２８７５

１mm～４mmの石英・長
石を含む

外面：浅黄橙１０YR８/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（５.０）７.４ 

弥生土器
底部２８７６

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕（５.８）１０.０ 

弥生土器
底部２８７７

口縁端部：凹線３条，竹管文１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ後ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指ナデ

（３.５）１３.６ 
弥生土器
広口壺２８７８

１mm以下の長石・角閃
石・雲母・を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕
　　　体部：ヘラ削り

（５.２）１６.８ 
弥生土器
広口壺２８７９

口縁端部：凹線２条４mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.６）１６.０ 

弥生土器
広口壺２８８０

口縁端部：凹線２条１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
　　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコハケ
　　　体部上半：ヨコヘラ削り

（６.３）１８.０ 
弥生土器
広口壺２８８１

口縁端部：凹線４条
　　　　　円形浮文２個１対

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.８）１８.０ 

弥生土器
広口壺２８８２

口縁端部：凹線１条
　　　　　円形浮文２個１対

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.８）２０.８ 

弥生土器
広口壺２８８３

口縁端部：竹管文２個１対０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面：摩滅のため不明（３.６）１２.０ 

弥生土器
広口壺２８８４

口縁端部：凹線２条，刻目文１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，指頭ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭ナデ，ナデ

（６.７）２０.８ 
弥生土器
広口壺２８８５

口縁端部：凹線２条，刻目文１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.９）３０.８ 

弥生土器
広口壺２８８６

頸部：沈線１条（現状）
　　　ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面頸部：摩滅のため不明
　　体部：摩滅のため不明
内面頸部：指頭圧痕，絞り目
　　体部：指頭圧痕，絞り目

（７.３）弥生土器
広口壺２８８７

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（３.７）１３.８ 
弥生土器
広口壺２８８８

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指ナデ，接合痕
　　　体部：ヘラ削り

（８.９）１４.８ 
弥生土器
広口壺２８８９
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頸部：ハケ原体による押圧文１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（８.０）１０.８ 
弥生土器
直口壺２８９０

頸部：ハケ原体による押圧文１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭ナデ

（１０.６）１１.０ 
弥生土器
直口壺２８９１

口縁部：凹線文６条
頸部：ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ

（８.０）１３.０ 
弥生土器
直口壺２８９２

頸部：ハケ原体による押圧文１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母・を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕

（９.７）１３.６ 
弥生土器
直口壺２８９３

口縁部：凹線３条
頸部：凹線１条

４mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ハケ後ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，指ナデ，
　　　　　　接合痕２箇所

（８.１）１３.４ 
弥生土器
直口壺２８９４

頸部：凹線６条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母・を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ，指頭圧痕

（６.４）１２.０ 
弥生土器
直口壺２８９５

口縁端部：竹管文
口縁部：凹線６条
頸部：ハケ原体による押圧文

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指ナデ，絞り痕，指頭圧痕

（９.０）１４.０ 
弥生土器
直口壺２８９６

１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（９.０）１４.０ 
弥生土器
長頸壺２８９７

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（４.４）１４.４ 
弥生土器
長頸壺２８９８

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ナデ，ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指ナデ

（２.４）１３.８ 
弥生土器
長頸壺２８９９

頸部：沈線４条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（６.０）１１.０ 
弥生土器
長頸壺２９００

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０yr５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.０）１６.０ 
弥生土器
長頸壺２９０１

頸部：ハケ原体による押圧文２段１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明
　　　一部指頭圧痕が残る

（１１.５）弥生土器
長頸壺２９０２

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り，ナデ（１５.０）弥生土器

長頸壺２９０３

口縁端部：凹線１条，竹管文３個
頸部：円孔２個（現状）

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ

（３.６）１４.０ 
弥生土器
無頸壺２９０４

頸部と体部の境：沈線１条１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面頸部：ヨコナデ
　　体部：ハケ後ヘラミガキ
内面頸部：ヨコナデ
　　体部上１/３：ナデ
　　体部下２/３：ヘラ削り
　　体部中位：指オサエ

（１０.１）弥生土器
無頸壺２９０５

口縁端部：凹線２条１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（４.４）１１.８ 
弥生土器
甕２９０６

口縁端部：凹線２条
１mm～２mmの長石・石
英・角閃石・雲母・を含
む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（４.１）１２.２ 
弥生土器
甕２９０７

口縁端部：凹線２条１.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.８）１３.２ 
弥生土器
甕２９０８

口縁端部：凹線１条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.０）１３.３ 
弥生土器
甕２９０９

口縁端部：凹線２条２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.２）１３.４ 
弥生土器
甕２９１０

口縁端部：凹線２条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコハケ，指頭圧痕

（２.４）１３.８ 
弥生土器
甕２９１１

口縁端部：凹線１条１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラミガキ

（４.９）１４.０ 
弥生土器
甕２９１２

口縁端部：凹線１条７mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（６.３）１４.０ 
弥生土器
甕２９１３

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ，指頭圧痕

（５.７）１４.４ 
弥生土器
甕２９１４
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口縁端部：凹線１条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（６.０）１４.４ 
弥生土器
甕２９１５

口縁端部：凹線２条３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（３.０）１４.４ 
弥生土器
甕２９１６

口縁端部：凹線３条
体部中位：刻目文

１mm～２.５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕，指頭ナデ

（９.２）１４.８ 
弥生土器
甕２９１７

口縁端部：凹線３条０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.０）１４.８ 

弥生土器
甕２９１８

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（３.５）１５.０ 
弥生土器
甕２９１９

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（７.３）１６.０ 
弥生土器
甕２９２０

口縁端部：凹線２条４mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ，指頭圧痕

（３.４）１６.０ 
弥生土器
甕２９２１

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（５.９）１６.４ 
弥生土器
甕２９２２

口縁端部：凹線２条３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（４.０）１６.６ 
弥生土器
甕２９２３

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（８.７）１７.２ 
弥生土器
甕２９２４

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：褐灰７.５YR６/２
内面：褐灰７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目，指頭圧痕
　　　頸部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ヨコナデ
　　　体部：指ナデ

（６.２）１７.６ 
弥生土器
甕２９２５

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.１）１９.０ 
弥生土器
甕２９２６

口縁端部：凹線３条１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.０）２２.６ 
弥生土器
甕２９２７

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.１）１２.６ 
弥生土器
甕２９２８

１mm以下の角閃石，
１mm以下の石英・雲母
を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕

（８.０）１２.８ 
弥生土器
甕２９２９

やや密１mm以下の石
英・長石・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（６.５）１４.０ 
弥生土器
甕２９３０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：黒褐１０YR３/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.８）１３.６ 
弥生土器
甕２９３１

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR４/２
内面：灰褐７.５YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.７）１４.２ 

弥生土器
甕２９３２

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.５）１５.０ 

弥生土器
甕２９３３

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラミガキ

（２.９）１５.０ 
弥生土器
甕２９３４

７mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄２.５YR４/２
内面：灰黄２.５YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（４.１）１５.５ 
弥生土器
甕２９３５

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石・雲母を含
む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.７）１６.０ 
弥生土器
甕２９３６

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部上半：指頭圧痕

（３.０）１７.４ 
弥生土器
甕２９３７

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.９）１７.７ 
弥生土器
甕２９３８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，ヘラ削り

（４.３）１８.２ 
弥生土器
甕２９３９

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：褐灰１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（７.５）１２.８ 
弥生土器
甕２９４０

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/４
内面：にぶい赤褐５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.３）１３.８ 

弥生土器
甕２９４１



－１５６－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）
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番号 器高底径口径

１mm以下の長石・角閃
石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（２.５）１２.６ 
弥生土器
甕２９４２

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
g
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.８）１３.２ 
弥生土器
甕２９４３

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半:ヨコナデ，指頭圧痕

（２.２）１３.６ 
弥生土器
甕２９４４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.５）１３.６ 

弥生土器
甕２９４５

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.１）１３.８ 
弥生土器
甕２９４６

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（２.６）１４.１ 
弥生土器
甕２９４７

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ，指頭圧痕

（２.８）１４.２ 
弥生土器
甕２９４８

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭ナデ，指頭圧痕

（６.３）１４.４ 
弥生土器
甕２９４９

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：黒５Y２/１
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.７）１４.４ 
弥生土器
甕２９５０

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ

（３.８）１６.０ 
弥生土器
甕２９５１

１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：黒褐１０YR３/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヨコヘラ削り

（６.５）１２.４ 
弥生土器
甕２９５２

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（５.５）１３.４ 
弥生土器
甕２９５３

４mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（６.２）１３.９ 
弥生土器
甕２９５４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
　　　頸部：接合痕

（４.１）１４.２ 
弥生土器
甕２９５５

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕（５.１）１５.０ 

弥生土器
甕２９５６

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：橙５YR６/６
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面：摩滅のため不明

（２.３）１４.０ 
弥生土器
甕２９５７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ハケメ
　　　体部：ヘラ削り

（８.０）１４.８ 
弥生土器
甕２９５８

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石・雲母・を
含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（５.４）１４.４ 
弥生土器
甕２９５９

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.６）１６.８ 
弥生土器
甕２９６０

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（５.５）２０.２ 
弥生土器
甕２９６１

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.４）２１.２ 
弥生土器
高杯２９６２

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母・を含む

外面：赤１０R５/６
内面：にぶい赤褐５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ

（３.１）２２.６ 
弥生土器
高杯２９６３

口縁端部：凹線３条
３mm以下の石英，１mm
以下の雲母・角閃石を含
む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.３）２６.０ 
弥生土器
高杯２９６４

口縁端部：凹線２条２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り，ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヨコナデ，ヘラミガキ

（４.１）２６.０ 
弥生土器
高杯２９６５

口縁端部：凹線３条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（２.８）２９.８ 
弥生土器
高杯２９６６

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（５.０）３０.６ 
弥生土器
高杯２９６７
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口縁端部：凹線４条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.２）３５.８ 
弥生土器
高杯２９６８

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.３）３８.６ 
弥生土器
高杯２９６９

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（３.５）２５.４ 
弥生土器
高杯２９７０

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石・雲母を含
む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ，ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケメ後ヘラミガキ

（４.１）２３.２ 
弥生土器
高杯２９７１

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り後分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ハケ後分割ヘラミガキ

（６.０）２６.２ 
弥生土器
高杯２９７２

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ，ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（４.３）２４.４ 
弥生土器
高杯２９７３

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（５.３）２６.８ 
弥生土器
高杯２９７４

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母・を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ

（３.７）３０.２ 
弥生土器
高杯２９７５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.３）１５.８ 

弥生土器
高杯２９７６

脚部：３方向から円孔
　　　うち１つは貫通せず

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　杯部上半：ヘラ削り
　　杯部下半：摩滅のため不明
　　脚部：タテヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコヘラ削り

（９.３）１９.０ 
弥生土器
高杯２９７７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい橙５YR６/４

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ（２.８）１９.４ 

弥生土器
高杯２９７８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.０）２１.０ 

弥生土器
高杯２９７９

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：褐７.５YR４/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.５）２５.２ 

弥生土器
高杯２９８０

１mm以下の長石・角閃
石・雲母・を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（４.２）２６.０ 
弥生土器
高杯２９８１

脚部：沈線３条×２段１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４外面脚部：タテハケ（９.３）弥生土器

高杯２９８２

脚部：櫛描直線文５条×３段１mm～１.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０Y６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：タテヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：絞り目

（７.６）弥生土器
高杯２９８３

脚部：沈線３条
　　　円孔２個（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：タテヘラミガキ
内面脚部：ヨコヘラ削り（６.３）弥生土器

高杯２９８４

脚部：４方向から円孔１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４外面脚部：タテヘラミガキ（８.５）弥生土器

高杯２９８５

脚部：５方向から円孔（現状３個）０.５mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：褐灰７.５YR６/２
内面：にぶい橙５YR６/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラミガキ
　　脚部：指頭圧痕，指ナデ

（６.９）弥生土器
高杯２９８６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：接合痕，指ナデ（７.０）弥生土器

高杯２９８７

１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面杯部：５分割ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：板ナデ

（４.４）弥生土器
高杯２９８８

０.５mm～４mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面杯部：５分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（５.５）弥生土器
高杯２９８９

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：橙５YR６/６
内面：橙５YR６/６

外面杯部：ヘラミガキ
内面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：板ナデ

（４.３）弥生土器
高杯２９９０

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：橙７.５YR６/６

外面：摩滅のため不明
内面杯部：分割ヘラミガキ
　　脚部：摩滅のため不明

（５.９）弥生土器
高杯２９９１

２mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄２.５Y６/２

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.８）弥生土器

高杯２９９２

脚部：円孔１個（現状）
脚端部：凹線４条

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：ヨコナデ後ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（５.０）１２.８ 

弥生土器
高杯２９９３

脚部：円孔１個（現状）
脚端部：凹線１条

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（５.０）１６.８ 

弥生土器
高杯２９９４

脚端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む外面：にぶい橙７.５YR６/４外面脚部：ヨコナデ

内面脚部：ヨコヘラ削り（２.０）２２.０ 
弥生土器
高杯２９９５

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.６）１４.０ 

弥生土器
高杯２９９６

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.９）１５.２ 

弥生土器
高杯２９９７

１mm～３mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコヘラ削り（３.７）１７.７ 

弥生土器
高杯２９９８

脚部：円孔１個（現状）
脚裾部：凹線２条

２.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：橙７.５YR７/６

外面:摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（５.４）２０.４ 

弥生土器
高杯２９９９

脚部：５方向から円孔（現状３個）
脚裾部：凹線３条
脚端部：凹線１条

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄褐６/３

外面脚部：ヘラミガキ
　　脚裾部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り
　　脚裾部：ヨコナデ

（７.６）１５.０ 
弥生土器
高杯３０００
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脚部：円孔１個（現状）２.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面脚部：ナデ，ハケ
内面脚部：ナデ（２.９）１５.２ 

弥生土器
高杯３００１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面脚部：タテヘラミガキ
内面脚部：板ナデ後ナデ（１１.６）弥生土器

高杯３００２

脚部：４方向から円孔
脚端部：凹線１条

１mm～３.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚柱部：タテヘラミガキ
　　脚裾部：ヨコナデ
外面脚柱部：絞り目
　　脚裾部：ヨコナデ

（１０.６）１３.９ 
弥生土器
高杯３００３

脚部：４方向から円孔０.５mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面:灰黄褐１０YR４/２

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：絞り目，接合痕，ヘラ削り（１０.２）１４.６ 

弥生土器
高杯３００４

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ナデ（５.４）１２.８ 

弥生土器
高杯３００５

脚部上位：円孔１個（現状）
脚部下位：円孔２個（現状）

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面脚裾部：ヨコナデ
　　脚部：ヘラミガキ
内面脚部：指ナデ

（７.０）１７.２ 
弥生土器
高杯３００６

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：タテヘラミガキ，ヨコナデ
内面脚部：ヨコヘラ削り（２.７）１２.８ 

弥生土器
高杯３００７

口縁端部：竹管文２個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.９）１７.０ 

弥生土器
器台３００８

口縁端部：刻目文
口縁部内面：赤色顔料付着

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ヨコハケ目

（５.０）１７.８ 
弥生土器
器台３００９

脚部：凹線１０条
脚裾部：凹線２条
脚部中位：４方向から円孔
　　　　　　　（現状２個）
脚部下位：５方向から円孔
　　　　　　　（現状３個）

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り後ナデ（９.７）１８.０ 

弥生土器
器台３０１０

口縁端部：凹線３条
　　　　　円形浮文３個１対
　　　　　赤色顔料付着

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR６/４
内面：にぶい橙５YR６/４

外面筒部：ヨコハケ目後タテヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：タテハケ目

（３.１）３２.８ 
弥生土器
器台３０１１

口縁部内面：凹線３条
口縁端部：凹線１条，格子斜線文
口縁部外面：凹線１条

３mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR７/６
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ヘラミガキ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　筒部：ヘラミガキ

（３.４）弥生土器
器台３０１２

口縁端部：凹線４条，刻目文１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　筒部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
　　　筒部：ヨコナデ，指頭圧痕

（５.０）２４.６ 
弥生土器
器台３０１３

口縁部内面：櫛描波状文１０条
口縁端部：凹線２条

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ（１.７）１５.０ 

弥生土器
器台３０１４

筒部：４方向から円孔２段
　　　上位：凹線６条
　　　中位：凹線７条
　　　下位：凹線５条（現状）
　　　凹線に赤色顔料付着

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面筒部：ヘラミガキ
内面筒部：ナデ，指頭圧痕（２４.４）弥生土器

器台３０１５

体部：円孔２個（現状）１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面つまみ部：ナデ
　　体部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラミガキ

３.５ １２.８ 
弥生土器
蓋３０１６

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：つまみ，指頭圧痕
内面体部上半：指頭圧痕３.６ １３.８ 

弥生土器
蓋３０１７

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ハケ，接合痕

（５.８）７.０ 
弥生土器

ミニチュア土器３０１８

１mm～２.５mmの石英・長
石を含む外面：浅黄橙７.５YR８/４外面：ナデ（５.６）弥生土器

把手３０１９

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面体部：ヘラ削り
　　底部：指頭圧痕
内面体部：板ナデ
　　底部：ナデ

（５.５）３.８ 
弥生土器
製塩土器３０２０

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面脚部：タテヘラ削り
内面体部：ナデ
　　　脚部：ナデ

（２.５）２.６ 
弥生土器
製塩土器３０２１

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰褐７.５YR５/２

外面底部：ハケメ，ナデ
内面底部：指頭圧痕，ナデ（２.４）４.８ 

弥生土器
小形鉢３０２２

０.５mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面脚部：指頭圧痕
内面脚部：指頭圧痕（１.５）４.１ 

弥生土器
小形鉢３０２３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り
内面口縁部：板状工具，ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（６.８）１８.８ 
弥生土器
大形鉢３０２４

１mm～２.５mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラミガキ

（７.９）４７.６ 
弥生土器
大形鉢３０２５

２mm以下の長石・石英
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り
　　体部下半：ナデ，指頭圧痕

（１９.５）３１.８ 
弥生土器
大形鉢３０２６

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR４/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラミガキ

（６.０）３５.０ 
弥生土器
大形鉢３０２７

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白２.５Y７/１
内面：灰白２.５Y７/１

外面体部：ナデ
内面体部：ヘラ削り，指頭圧痕（８.４）３４.０ 

弥生土器
大形鉢３０２８

内外面：赤色顔料（水銀朱）付着２mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：ナデ
内面：ヘラミガキ（２.９）弥生土器

大形鉢３０２９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部下半：タテヘラミガキ
内面体部下半：タテヘラ削り
　　底部：指頭圧痕

（３.２）６.９ 
弥生土器
甑３０３０

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：黒１０YR８/１

外面底部：指頭圧痕
　　体部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り

（２.３）４.８ 
弥生土器
甑３０３１

１mm～３mmの石英・長
石・角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部下半：タテハケ
　　底面：ナデ
内面体部下半：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（２.７）６.７ 
弥生土器
甑３０３２
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１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/４

外面体部下半：指頭圧痕，ナデ
　　底面：ナデ
内面：摩滅のため不明

（５.２）６.６ 
弥生土器
甑３０３３

１mm～２mmの石英・長
石・雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底部：指頭圧痕
内面体部下半：ヘラ削り
　　底部：ヘラ削り

（３.４）６.２ 
弥生土器
底部３０３４

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白１０YR８/２

外面体部下半：タテハケ
　　底面：ナデ
内面底部：指頭圧痕

（３.０）４.６ 
弥生土器
底部３０３５

１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：黒１０YR２/１

外面体部：ハケ
内面：摩滅のため不明（１.５）５.６ 

弥生土器
底部３０３６

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR７/１
内面：灰白１０YR７/１

外面底部：板ナデ，指頭圧痕
内面底部：ヘラミガキ（２.２）４.６ 

弥生土器
底部３０３７

１mmの長石・石英・角
閃石を含む

外面：黒１０YR２/１
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：板ナデ，指頭圧痕
内面：板ナデ（３.０）４.８ 

弥生土器
底部３０３８

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面体部：ハケ後板ナデ，指頭圧痕
　　底面：指頭圧痕
内面体部：板ナデ，指頭圧痕，ハケ
　　底面：指頭圧痕

（４.２）７.９ 
弥生土器
底部３０３９

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：赤褐２.５YR４/６

外面：ナデ
内面：ヘラ削り（２.５）４.３ 

弥生土器
底部３０４０

１mm以下の石英・雲母・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面：ナデ
内面：摩滅のため不明（３.１）６.４ 

弥生土器
底部３０４１

３mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：灰黄２.５Y６/２

外面底部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明（２.５）８.６ 

弥生土器
底部３０４２

０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：黄灰２.５Y６/１

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ後指頭圧痕
内面体部下半：指頭圧痕

（１.４）３.２ 
弥生土器
底部３０４３

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面体部：ヘラミガキ
内面底部：指頭圧痕（４.６）４.２ 

弥生土器
底部３０４４

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：黄灰２.５Y５/１
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面体部下半：ヘラミガキ
内面：摩滅のため不明（３.０）５.０ 

弥生土器
底部３０４５

１mm以下の長石・角閃
石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：板ナデ，ヘラ削り（１.８）５.１ 

弥生土器
底部３０４６

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：オリーブ黒５Y３/１
内面：灰５Y４/１

外面体部下半：ヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り，指頭圧痕（３.３）５.１ 

弥生土器
底部３０４７

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部：ヘラミガキ

（４.１）５.６ 
弥生土器
底部３０４８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：褐灰１０YR４/１

外面底面：ヘラミガキ
　　体部下半：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り後ナデ
　　体部下半：ヘラ削り後ナデ

（２.６）６.８ 
弥生土器
底部３０４９

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR４/２

外面体部下半：ヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り（１.８）７.２ 

弥生土器
底部３０５０

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部下半：ヘラ削り後ナデ

（３.１）８.８ 
弥生土器
底部３０５１

０.５mm～３.５mmの長石・
石英・角閃石・雲母を含
む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：黒褐２.５Y３/１

外面体部下半:ヘラミガキ，タテハケ
内面底部：ヘラ削り
　　体部下半：ヘラ削り

（５.３）４.６ 
弥生土器
底部３０５２

１mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：灰白２.５Y８/１

外面底面：ナデ
　　体部：ハケ
内面：ヘラ削り，ナデ

（２.８）６.０ 
弥生土器
底部３０５３

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・を含
む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：ハケ
内面：ヘラ削り，指頭圧痕（３.７）６.０ 

弥生土器
底部３０５４

０.５mm～２mmの長石・石
英を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕（４.２）２.４ 

弥生土器
底部３０５５

２mm以下の石英，１mm
以下の角閃石を含む

外面：暗灰N３/
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面：ナデ
内面：指頭圧痕（２.６）５.６ 

弥生土器
底部３０５６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面底部：ヘラミガキ
内面底部：ヘラ削り，指頭圧痕（９.２）５.５ 

弥生土器
底部３０５７

１mmの長石・石英・角
閃石・雲母・を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：黄灰２.５Y５/１

外面：板ナデ
内面：ヘラ削り（５.６）４.４ 

弥生土器
底部３０５８

１mm～３mmの長石・石
英を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：板ナデ
内面：ナデ（６.８）９.０ 

弥生土器
底部３０５９

１mm～３mmの石英・長
石を含む

外面：灰白２.５Y８/２
内面：灰白２.５Y８/２

外面体部：ナデ
　　底部：指頭圧痕
内面：摩滅のため不明

（７.３）７.２ 
弥生土器
底部３０６０

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面底部：ヘラ削り，ヘラミガキ
内面底部：ヘラミガキ（１.６）弥生土器

底部３０６１

５mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙５YR７/８
内面：橙５YR７/８

外面底部：指頭圧痕
　　体部：摩滅のため不明
内面底部：指頭圧痕
　　体部：指頭圧痕

（４.０）３.５ 
弥生土器
底部３０６２

２.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白２.５Y８/１
内面：黄灰２.５Y４/１

外面体部：指頭圧痕，板ナデ
　　底面：指頭圧痕，板ナデ
内面体部：指頭圧痕，板ナデ
　　底面：指頭圧痕

（３.７）４.４ 
弥生土器
底部３０６３

２mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母・を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面底部：ナデ
内面底部：板ナデ，ヘラミガキ（５.２）８.５ 

弥生土器
底部３０６４

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面底部：指頭圧痕
　　底面：ナデ
内面底部：ナデ，指頭圧痕

（４.３）１５.８ 
弥生土器
底部３０６５

口縁端部：凹線３条０.５mm～１.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：黄灰２.５Y４/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：タテハケ
内縁口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラ削り，指頭圧痕

（５.０）１４.４ 
弥生土器
広口壺３０６６

口縁端部：凹線２条
　　　　　竹管文３個２段
頸部：凹線３条

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ

（５.１）１５.５ 
弥生土器
広口壺３０６７

口縁端部：凹線２条，竹管文２段１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ

（３.８）１７.２ 
弥生土器
広口壺３０６８

口縁端部：凹線２条，櫛描波状文
口縁部内面：凹線１条，刺突文

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面：ヨコナデ
内面：ヨコナデ（１.３）１５.６ 

弥生土器
広口壺３０６９
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口縁端部：凹線２条
頸部：凹線２条

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ後ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.８）１７.３ 
弥生土器
広口壺３０７０

口縁端部：線鋸歯文，竹管文２個３mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
（口縁端部から口縁部にかけて剥離）

（３.０）２２.６ 
弥生土器
広口壺３０７１

口縁端部：線鋸歯文１mm～４.５mmの石英・長
石・角閃石を含む外面：にぶい黄橙１０YR７/３外面口縁部：ヨコナデ，ハケ

内面口縁部：ヨコナデ，ヘラミガキ（１.６）２５.０ 
弥生土器
広口壺３０７２

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.２）１８.０ 

弥生土器
広口壺３０７３

口縁部：凹線４条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/６
内面：浅黄橙７.５YR８/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.４）１４.４ 
弥生土器
直口壺３０７４

口頸部：凹線５条
　　　　ハケ原体による押圧文

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ナデ，指頭圧痕

（８.３）１２.０ 
弥生土器
直口壺３０７５

口頸部：凹線６条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
内面口縁部：指頭圧痕，ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，ヨコナデ

（５.７）９.０ 
弥生土器
直口壺３０７６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕，板ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（５.０）１４.４ 
弥生土器
長頸壺３０７７

１mm～３mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：指頭圧痕

（４.０）１６.０ 
弥生土器
長頸壺３０７８

体部：貼付突帯文２条１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄２.５Y６/３
内面：暗灰黄２.５Y５/２

外面体部：ナデ
内面体部：ヘラ削り，指頭圧痕（４.８）弥生土器

細頸壺３０７９

口縁端部：凹線２条１mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい赤褐５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（５.８）１３.２ 
弥生土器
甕３０８０

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.０）１３.０ 

弥生土器
甕３０８１

口縁端部：凹線１条１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：暗灰黄２.５Y５/２
内面：黒褐２.５Y３/１

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕

（７.０）１３.５ 
弥生土器
甕３０８２

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.８）１３.８ 
弥生土器
甕３０８３

口縁端部：凹線１条３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄２.５Y７/２
内面：灰黄２.５Y７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ナデ

（３.７）１４.６ 
弥生土器
甕３０８４

口縁端部：凹線１条
２mm以下の石英・角閃
石，１mm以下の雲母を含
む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：灰黄２.５Y６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.９）１４.８ 
弥生土器
甕３０８５

口縁端部：凹線２条１mm～２.５mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR４/３
内面：にぶい褐７.５YR４/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り，接合痕

（５.９）１４.８ 
弥生土器
甕３０８６

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR５/２
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り，指頭圧痕

（３.２）１５.４ 
弥生土器
甕３０８７

口縁端部：凹線３条０.５mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR４/３

外面：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.０）１６.２ 
弥生土器
甕３０８８

口縁端部：凹線２条１mm～３.５mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り

（４.０）１６.３ 
弥生土器
甕３０８９

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.７）１７.０ 
弥生土器
甕３０９０

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（２.２）１７.２ 

弥生土器
甕３０９１

口縁端部：凹線２条１mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（１.９）１７.６ 

弥生土器
甕３０９２

口縁端部：凹線２条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面頸部：ヨコナデ
　　体部：ハケ後ナデ
内面頸部：ヨコナデ
　　体部：ヘラ削り後ナデ，ハケメ

（５.７）１８.４ 
弥生土器
甕３０９３

口縁端部：凹線２条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（５.０）１９.２ 
弥生土器
甕３０９４

口縁端部：凹線１条１mm以下の石英・長石・
角閃石を少々含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：橙７.５YR７/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（４.１）２０.６ 
弥生土器
甕３０９５

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ目
内面口縁部：ヨコナデ
　　　頸部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ，ヘラ削り，指頭圧痕

（１１.１）２３.４ 
弥生土器
甕３０９６

口縁端部：凹線２条０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（３.８）２３.４ 
弥生土器
甕３０９７
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１mm～２.５mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，指頭ナデ

（６.７）１２.８ 
弥生土器
甕３０９８

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６５/６
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（４.０）１４.４ 
弥生土器
甕３０９９

７mm以下の長石・石英
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：板ナデ

（３.７）１８.７ 
弥生土器
甕３１００

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.４）２１.４ 

弥生土器
甕３１０１

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（４.１）１２.８ 
弥生土器
甕３１０２

１mm～２.５mmの長石・石
英・角閃石・雲母を含む

外面：明褐２.５YR５/６
内面：灰褐７.５YR５/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：指頭圧痕

（３.０）１３.２ 
弥生土器
甕３１０３

４mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：摩滅のため不明

（４.３）１４.０ 
弥生土器
甕３１０４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ハケメ

（４.２）１４.２ 
弥生土器
甕３１０５

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ，指頭圧痕

（５.１）１４.６ 
弥生土器
甕３１０６

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.５）１５.２ 
弥生土器
甕３１０７

１.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコナデ，指頭圧痕

（５.７）１６.６ 
弥生土器
甕３１０８

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ヨコナデ

（２.８）１６.５ 
弥生土器
甕３１０９

１mm以下の石英・長石・
雲母を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕

（３.８）２０.０ 
弥生土器
甕３１１０

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ（２.２）１３.２ 

弥生土器
甕３１１１

１mm～２mmの長石・石
英・角閃石を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：ヘラ削り，指頭圧痕

（５.５）１４.４ 
弥生土器
甕３１１２

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：細かいハケ
　　　体部：細かいハケ
内面口縁部：細かいハケ
　　　体部：細かいハケ

（５.１）１５.６ 
弥生土器
甕３１１３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ハケメ
　　　体部：ヘラ削り後ナデ

（６.４）１６.６ 
弥生土器
甕３１１４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/４
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面口縁部：ナデ
　　　体部：ハケメ
内面口縁部：ハケメ
　　　体部：ハケメ，指頭圧痕

（５.５）１７.４ 
弥生土器
甕３１１５

１mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：褐灰７.５YR４/１

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（５.３）１３.６ 
弥生土器
甕３１１６

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄２.５Y６/２
内面：灰黄２.５Y６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：指頭圧痕，ヘラ削り

（４.２）１６.０ 
弥生土器
甕３１１７

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕，接合痕（３.４）１８.２ 

弥生土器
甕３１１８

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：灰褐７.５YR６/２
内面：灰褐７.５YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ，指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヘラ削り

（３.１）１６.６ 
弥生土器
甕３１１９

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面体部：タタキ
内面体部：ハケ（５.５）２.５ 

弥生土器
甕３１２０

口縁端部：凹線３条１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.１）２６.８ 
弥生土器
高杯３１２１

口縁端部：凹線３条１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：橙７.５YR６/６

外面口縁部：ナデ
　　　杯部：ヘラミガキ
内面口縁部：ナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（５.３）２９.０ 
弥生土器
高杯３１２２

杯屈曲部：竹管文４個１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい黄橙１０YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面杯部：ヨコナデ後ヘラミガキ

（４.０）弥生土器
高杯３１２３

１mm以下の長石・石英・
雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.７）２５.８ 

弥生土器
高杯３１２４

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：橙２.５YR７/８
内面：橙２.５YR６/８

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：指頭圧痕
内面口縁部：ヨコナデ

（２.７）１８.０ 
弥生土器
高杯３１２５

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：橙７.５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラ削り
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：ヘラミガキ

（３.０）２１.７ 
弥生土器
高杯３１２６



－１６２－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヨコナデ
内面杯部：４分割ヘラミガキ
　　脚部：ヘラ削り

（６.２）弥生土器
高杯３１２７

脚端部：凹線１条
脚部：円孔２個（現状）

０.５mm～２.５mmの長石・
石英・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/３

外面脚端部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.４）１０.４ 

弥生土器
高杯３１２８

脚端部：凹線２条
脚部：円孔２個（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り，ヨコナデ（２.８）１１.０ 

弥生土器
高杯３１２９

脚端部：凹線２条
脚部：円孔１個（現状）

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/２
内面：にぶい黄橙１０YR６/２

外面脚部：ヘラミガキ
　　脚裾部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り

（４.７）１３.８ 
弥生土器
高杯３１３０

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：明褐灰７.５YR７/２
内面：明褐灰７.５YR７/２

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヨコナデ，ヘラ削り（３.３）１５.０ 

弥生土器
高杯３１３１

脚端部：凹線１条
脚部：円孔１個（現状）

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/２
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（９.０）１６.２ 

弥生土器
高杯３１３２

脚端部：凹線２条
脚部：円孔５個（現状）

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面脚部：ハケメ後ヘラミガキ
内面脚部：ハケメ（３.４）１４.０ 

弥生土器
高杯３１３３

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/２

外面脚部：ナデ
内面脚部：ナデ
　　杯部：ハケ

（５.７）９.０ 
弥生土器
高杯３１３４

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面脚部：ヘラミガキ
内面脚部：ヨコナデ（３.０）１４.８ 

弥生土器
高杯３１３５

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ヨコナデ，ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（２.８）２１.０ 

弥生土器
高杯３１３６

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR６/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ヘラ削り（３.８）１８.２ 

弥生土器
高杯３１３７

脚部：円孔１個（現状）１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：ナデ
内面脚部：ヘラ削り（２.４）１８.６ 

弥生土器
高杯３１３８

脚部中位：突帯文１条
　　下位：列点文，線鉅歯文２段
　　　　　円孔１個（現状）
　　　　　沈線３条

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：浅黄橙１０YR８/３

外面脚部：ヨコナデ
内面脚部：ハケ，ヨコナデ（３.５）１７.２ 

弥生土器
装飾高杯３１３９

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：黒褐２.５Y３/１
内面：黒２.５Y２/１

外面脚部：ハケメ後ヘラミガキ
内面脚部：ヘラ削り（５.５）１０.２ 

弥生土器
器台３１４０

０.５mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR７/３
内面：にぶい黄橙１０YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　底部：指頭圧痕
　　　体部：ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　底部：指頭圧痕
　　　体部：ヨコハケ，板ナデ

（８.０）３.１ １１.６ 
弥生土器
小形鉢３１４１

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：黒N１.５/
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：粗いハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：粗いハケ

（４.３）１５.０ 
弥生土器
小形鉢３１４２

１mm以下の長石・石英
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/４
内面：にぶい橙５YR７/３

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.４）１６.０ 

弥生土器
小形鉢３１４３

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：褐灰１０YR５/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.９）２.８ 

弥生土器
小形鉢３１４４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面底部：板ナデ
内面底面：指ナデ，ヘラ削り（２.９）８.６ 

弥生土器
小形鉢３１４５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい橙５YR６/４

外面：指頭圧痕，ハケ
内面：板ナデ（１１.３）弥生土器

把手付大形鉢３１４６

口縁端部：凹線３条１mmの長石・石英・角
閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい黄橙１０YR６/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：タテハケ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　体部：ヨコハケ

（４.７）３０.０ 
弥生土器
大形鉢３１４７

体部：円孔２個×２ヶ所
頂部：赤色顔料付着

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：暗灰黄２.５Y５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：指頭圧痕，ヘラミガキ
内面：ナデ，指頭圧痕（２.０）１０.２ 

弥生土器
蓋３１４８

筒部：凹線４条
　　　半裁竹管文（Ｓ字状）

１mm～２mmの石英・長
石・角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面頸部：ヨコナデ
内面頸部：板ナデ（５.０）弥生土器

器種不明３１４９

１mm以下の長石・石英・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面体部：ハケ，ナデ
　　底部：ハケ，ヘラ削り
内面体部：ナデ，ハケ
　　底部：ナデ，ハケ

（３.４）６.４ 
弥生土器
甑３１５０

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白７.５YR８/２
内面：灰白７.５YR８/１

外面底部：タタキ
内面：摩滅のため不明（５.２）３.８ 

弥生土器
甑３１５１

２mm以下の長石・石英・
雲母・角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２～
　　　　褐灰７.５YR４/１
内面：にぶい褐７.５YR５/３～
　　　　黒褐７.５YR２/２

外面体部：ナデ
　　底部：指おさえ
内面体部：指おさえ，板ナデ
　　底部：指おさえ，板ナデ

（高さ）
７.０５.１ 

弥生土器
甑３１５２

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙５YR６/４

外面体部：板ナデ後ヘラミガキ
　　底部：板ナデ後ヘラミガキ
内面体部：板ナデ後指頭圧痕
　　底部：板ナデ後指頭圧痕

（４.０）６.０ 
弥生土器
底部３１５３

１mm以下の長石・石英・
角閃石を含む

外面：暗黄灰２.５Y５/２
内面：黒褐２.５Y３/１

外面体部下半：ヘラミガキ
　　底面：ナデ
内面体部下半：ヘラ削り

（２.５）４.８ 
弥生土器
底部３１５４

１mm以下の石英・雲母
を含む

外面：褐灰１０YR４/１
内面：灰黄褐１０YR５/６

外面体部：ヘラミガキ
　　底面：ヘラミガキ
内面体部：ナデ
　　底部：ナデ

（２.５）５.６ 
弥生土器
底部３１５５

２mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面体部：ヘラミガキ
　　底部：ヘラミガキ
内面体部：ヘラ削り
　　底部：指頭圧痕

（３.９）５.２ 
弥生土器
底部３１５６

２mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面体部：板ナデ
　　底部：板ナデ
内面体部：指ナデ，ヘラ削り
　　底部：指ナデ，ヘラ削り

（３.３）６.２ 
弥生土器
底部３１５７

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：灰黄褐１０YR６/２

外面底面：ヘラミガキ
　　体部：ナデ
　　底部：ナデ
内面底部：ナデ，指頭圧痕

（３.６）５.４ 
弥生土器
底部３１５８

２mm以下の石英・長石
を含む

外面：浅黄橙７.５YR８/４
内面：橙５YR７/６

外面底部：ハケメ，板ナデ，タタキ
内面底部：板ナデ（２.８）４.０ 

弥生土器
底部３１５９

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面体部：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕
内面体部：指頭圧痕
　　底部：指頭圧痕

（４.２）２.８ 
弥生土器
底部３１６０
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４mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：黄灰２.５Y４/１
内面：灰黄２.５Y７/２

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕，ハケ（６.６）１０.９ 

弥生土器
底部３１６１

接合痕３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/４
内面：灰褐７.５YR５/２

外面体部：ハケメ
　　底部：ハケメ
内面体部：板ナデ，ヘラ削り
　　底部：板ナデ，ヘラ削り

（５.９）７.０ 
弥生土器
底部３１６２

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：褐灰１０YR５/１
内面：灰黄２.５Y７/２

外面体部：ハケ
　　底面：ナデ
内面体部：板ナデ
　　底部：指頭圧痕

（４.７）９.６ 
弥生土器
底部３１６３

重さ：５６.４ｇ
サヌカイト外面：灰N４/

（厚さ）
１.３

（幅）
９.１

（長さ）
４.０

打製石器
石庖丁３１６４

重さ：５１.３ｇ
サヌカイト外面：灰N６/

（厚さ）
１.２

（幅）
８.８

（長さ）
４.０

打製石器
石庖丁３１６５

重さ：８２.２ｇ
サヌカイト外面：灰４/

（厚さ）
１.３

（幅）
１０.３

（長さ）
５.５

打製石器
石庖丁３１６６

重さ：０.８ｇ
サヌカイト外面：黄灰２.５Y６/１（厚さ）

０.３
（幅）
１.７

（長さ）
２.５

打製石器
石鏃３１６７

重さ：２１２.４ｇ
粘板岩

表面：灰Hue５Y５/１
裏面：灰白８/１

（厚さ）
１.７

（幅）
１０.３

（長さ）
８.７

石器
線刻石板３１６８

重さ：１.５ｇ
サヌカイト外面：黄灰２.５Y６/１（厚さ）

０.４
（幅）
１.１

（長さ）
４.１

打製石器
石鏃３１６９

重さ：５３.１ｇ
サヌカイト外面：灰白（厚さ）

１.１
（幅）
９.８

（長さ）
４.９

打製石器
石庖丁３１７０

重さ：６５.５ｇ
サヌカイト外面：灰N４/

（厚さ）
１.５

（幅）
９.３

（長さ）
４.１

打製石器
石庖丁３１７１

重さ：１５４.１ｇ
サヌカイト外面：灰N５/

（厚さ）
１.５

（幅）
１１.６

（長さ）
７.２

打製石器
石庖丁３１７２

重さ：９.１ｇ
サヌカイト外面：灰N４/１（厚さ）

０.８
（幅）
２.８

（長さ）
４.３

打製石器
石鏃未製品３１７３

重さ：６０.４g
粘板岩

外面：褐灰１０YR５/１～
　　　にぶい黄橙１０YR７/２

（厚み）
１.５

（幅）
５.８

（長さ）
６.０

磨製石器
砥石３１７４

重さ：１９.５ｇ
サヌカイト外面：灰N４/

（厚さ）
０.９

（幅）
６.０

（長さ）
３.６

打製石器
石庖丁３１７５

重さ：４３.１ｇ
サヌカイト外面：灰N４/

（厚さ）
１.０

（幅）
７.４

（長さ）
４.９

打製石器
石庖丁３１７６

重さ：８９.３ｇ
サヌカイト外面：灰N４/

（厚さ）
１.５

（幅）
１０.１

（長さ）
５.３

打製石器
刃器３１７７

重さ：２３.９ｇ
サヌカイト外面：灰N４/

（厚さ）
０.９

（幅）
５.６

（長さ）
４.９

打製石器
石庖丁３１７８

高野槙（厚さ）
２.４

（幅）
５.４

（長さ）
３２.９

舟形
木製品３１７９

重さ：１９.３g外面：灰５Y６/１（厚さ）
０.７

（幅）
４.８

（長さ）
４.０

磨製石器
石庖丁３１８０

重さ：２６.９ｇ
サヌカイト外面：灰N５/

（厚さ）
０.９

（幅）
５.５

（長さ）
３.８

打製石器
石庖丁３１８１

重さ：１０１.８ｇ
サヌカイト外面：灰N６/

（厚さ）
１.７

（幅）
７.８

（長さ）
６.０

打製石器
石庖丁３１８２

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/３
内面：暗褐７.５YR３/３

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（５.４）３０.０ 

弥生土器
広口壺３１８３

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい黄褐１０YR５/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ（３.０）２９.９ 

弥生土器
広口壺３１８４

１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：にぶい橙７.５YR
内面：にぶい橙７.５YR

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（２.３）２６.８ 

弥生土器
広口壺３１８５

３mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母を含む

外面：にぶい褐５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/３

外面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　体部上半：摩滅のため不明

（２.３）１７.４ 
弥生土器
甕３１８６

１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：明石褐５YR５/６
内面：明石褐５YR５/６

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.６）１３.５ 

弥生土器
甕３１８７

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい黄褐１０YR７/２
内面：にぶい黄褐１０YR７/２

外面体部上半：タタキ
　　　　下半：摩滅のため不明
　　底部：摩滅のため不明
内面体部：ナデ，指頭圧痕
　　底部：ナデ，指頭圧痕

（１８.７）５.９ 
弥生土器
甕３１８８

１mm以下の石英・長石・
雲母，２mm以下の角閃石
を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：摩滅のため不明

（３.４）２９.０ 
弥生土器
高杯３１８９

３mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：分割ヘラミガキ
内面口縁部：ヨコナデ
　　　杯部：４分割ヘラミガキ

（８.２）２３.０ 
弥生土器
高杯３１９０

２.５mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.９）弥生土器

高杯３１９１

脚部：３方向から円孔１mm～２mmの石英・長
石を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：灰白１０YR８/２

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：摩滅のため不明（９.２）弥生土器

高杯３１９２

０.５mm以下の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：にぶい橙７.５YR７/４

外面：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（７.６）弥生土器

高杯３１９３

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明赤褐５YR５/６
内面：明赤褐５YR５/６

外面杯部：ヘラミガキ
　　脚部：ヘラミガキ
内面杯部：摩滅のため不明
　　脚部：摩滅のため不明

（５.７）弥生土器
高杯３１９４

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：明褐７.５YR５/６
内面：明褐７.５YR５/６

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（２.０）１４.０ 

弥生土器
高杯３１９５

脚部：円孔１個（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：ヘラ削り（５.６）１７.７ 

弥生土器
高杯３１９６

脚裾部：円孔２個１対（現状）１mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰黄褐１０YR６/２
内面：にぶい褐７.５YR５/４

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：摩滅のため不明（４.５）２１.２ 

弥生土器
高杯３１９７

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR６/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面脚部：指頭圧痕
内面脚部：指頭圧痕（２.６）４.２ 

弥生土器
製塩土器３１９８

２mm以下の石英・長石，
１mm以下の雲母・角閃
石を含む

外面：にぶい黄橙１０YR６/３
内面：暗灰黄２.５Y５/２

外面体部：ヘラ削り
内面体部：摩滅のため不明（４.８）３.２ 

弥生土器
製塩土器３１９９

２mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい橙７.５YR７/３
内面：にぶい橙７.５YR７/３

外面脚部：摩滅のため不明
内面脚部：指頭圧痕（３.３）４.８ 

弥生土器
小形鉢３２００

５mm以下の石英・長石
を含む

外面：明赤褐２.５YR５/８
内面：明赤褐２.５YR５/８

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.５）７.２ 

弥生土器
底部３２０１



－１６４－

備　　　考胎　　土色　　調調　　整
法量（㎝）

器　種報告
番号 器高底径口径

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：赤１０R５/６
内面：にぶい黄褐１０YR５/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（２.５）５.０ 

弥生土器
底部３２０２

１mm以下の石英・長石
を含む

外面：にぶい橙５YR７/４
内面：灰N/５

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（３.２）３.８ 

弥生土器
底部３２０３

０.５mm以下の石英・長石・
角閃石・雲母を含む

外面：灰褐７.５YR４/２
内面：灰褐７.５YR４/２

外面口縁部：摩滅のため不明
内面口縁部：摩滅のため不明（２.１）２０.８ 

弥生土器
広口壺３２０４

３mm以下の長石・石英
を含む

外面：橙５YR６/６
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（７.２）弥生土器

複合口縁壺３２０５

１mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：にぶい褐７.５YR５/４
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面口縁部：ヨコナデ
内面口縁部：ヨコナデ（３.５）２０.０ 

弥生土器
高杯３２０６

２mm以下の長石・石英
を含む

外面：灰白２.５Y８/１
内面：灰白２.５Y７/１

外面：摩滅のため不明
内面：摩滅のため不明（４.７）４.６ 

弥生土器
小形鉢３２０７

０.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白１０YR８/２
内面：にぶい橙７.５YR６/４

外面底部：指頭圧痕
内面底部：指頭圧痕（３.６）３.６ 

弥生土器
甑３２０８

０.５mm以下の石英・長石
を含む

外面：灰白７.５YR８/２
内面：灰白７.５YR８/２

外面：指頭圧痕
内面：指頭圧痕（４.５）５.６ 

弥生土器
底部３２０９

３mm以下の石英・長石・
角閃石を含む

外面：灰黄褐１０YR５/２
内面：灰黄褐１０YR５/２

外面：摩滅のため不明
内面：指頭圧痕（５.３）４.４ 

弥生土器
底部３２１０
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第１章　調査の経緯と経過

第１節　調査の経緯（第９４図）
　上西原遺跡は，太田第２土地区画整理事業で整備されている都市計画道路伏石大池線のうち木太町
に所在する。遺跡の大部分にあたる延長１５４ｍ分については，平成７年度に第１次発掘調査が実施さ
れ，平成１１年度に報告書（高松市埋蔵文化財調査報告第４７集）を刊行している。今回報告する遺跡東
端の第２次調査については，平成１１年度の側溝建築工事における立会調査で，溝状遺構および土師器
片を確認したことが契機である。調査範囲は，両側の側溝より内側で延長３５ｍ区間を設定し，第１次
調査を参考に遺構面を２面と想定した。調査期間は平成１４年２月２６日～３月２７日で，掘削業務は（株）
朝日に委託した。当調査区の呼称については，前回調査時の調査区番号を引き継ぎ４区とした。

第２節　調査の経過（第９５・９６図）
　立会調査の結果から，耕作土と考えられる黒褐色シルト質極細砂層（第④層）の下面において遺構
検出を行った。結果，出土遺物から弥生時代後期末～古墳時代前期の用水幹線と考えられる流路
（SR０１），及び小規模な溝状遺構（SD１０１～１０４）を確認した。これより下層においては，旧河道の埋
積若しくはその影響を大きく受けたと考えられる砂質土やラミナ状の堆積層が認められる。次いで，
弥生時代前期包含層（第⑪層）の直下，水田層と想定した黒褐色シルト質粘土～黒色粘土層（第⑫及
び⑫'層）の上面で遺構検出を行った。平・断面について確認の結果，水田を示す畦畔状遺構を確認す
ることはできなかったが，溝状遺構（SD２０１・２０２）を確認できた。

－１６５－

第９４図　遺跡および調査区の位置図（縮尺１/５,０００）
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第２章　調査の成果

第１節　第２遺構面検出遺構

ＳＤ２０１（第９５図）
　第２遺構面，調査区西端で検出した溝状遺構。検出標高５.６５～５.７０ｍ前後。底面標高５.６１～５.６３ｍ。
断面は薄い船底形で，埋土は浅黄色砂の単一層である。出土遺物がなく所属時期は明確ではないが，
検出遺構面より弥生時代前期以前と考えられる。
ＳＤ２０２（第９５図）
　第２遺構面，調査区西部で検出した溝状遺構。完掘には至らなかったが，調査区の両壁及び掘削範
囲から北東方向に延びると考えられる。検出標高５.５５ｍ前後。底面標高５.３４ｍ前後を測る。断面は船
底形で，埋土は上位に植物遺体を含む黒褐色粘質土，下位に灰色系粘質土が堆積する。出土遺物がな
く所属時期は明確ではないが，検出遺構面より弥生時代前期以前と考えられる。
第⑪層（第９６図）
　水田層に想定した第⑫層を覆い，調査区東部
から西へ向って落ち込む堆積層。褐灰色シルト
質粘土と灰白色砂がラミナ状に見られ，緩やか
な水流があったことが窺える。東側の落ち込み
末端部で弥生土器甕が出土した。周囲に炭化物
が散乱して見られたが，遺構としての掘り込み
は認められない。また⑪層の上面（Ｒ'層）より
人の足跡と考えられる痕跡が第２遺構面におい
ても確認できた。中央部の落ち込みの東側で顕
著であり，北東方向を示すものが多かった。
第⑪層出土遺物（第９７図）
　４００１は甕。体部下半を欠くが，出土状況から
口縁部と底部は同一の固体と考えられる。如意
状口縁部で端部に刻目を施す。体部上端に２条
の沈線，その沈線間に列点状の刺突を施す。弥
生時代前期前半と考えられる。

第２節　第１遺構面検出遺構

ＳＤ１０１（第９５図）
　第１遺構面，調査区西端で検出した溝状遺構。検出標高６.２３～６.３３ｍ前後。底面標高６.０４～６.１３ｍを
測り，溝底は北東へ傾く。断面は船底形で，埋土は浅黄色粗砂の単一層である。出土遺物より弥生時
代後期後半と考えられる。
ＳＤ１０１出土遺物（第９８図）
　４００２は高坏で，口縁部は外反し，端部を丸く収める。下川津Ｂ類土器の形態を示す。４００３は小形の
台付鉢で，椀形の杯部に高台状の脚が付く。４００４は細頸壷で，４００２と同様の胎土を有し，内彎する頸
部をもち，下川津Ｂ類土器である。４００５～４００７は椀形の鉢である。４００５・４００６は平底部を残す。４００６
は叩き成形のもので，底部が高台状となる。４００８は下川津Ｂ類土器の壷である。明瞭な頸部・体部の
境がなく，頸部が内傾する。４００９～４０１１は甕である。４０１１は卵形の体部で，外面は４０１０と同様に叩き
後刷毛調整，内面は下半まで削り調整を行う。

－１６８－

第９７図　第⑪層出土遺物（縮尺１/４）



ＳＤ１０２（第９５図）
　第１遺構面，SR０１東岸で検出した溝状遺構。検出標高６.４０ｍ前後。底面標高６.２７～６.３１ｍを測り，
SR０１へと溝底が傾く。断面はＵ字形で，埋土は黒褐色シルトの単一層である。調査区南端でSD１０３と
重なるが，明確な切り合い関係を持たずSD１０２が一段深く掘削されている。SD１０３より分岐しSR０１へ
の排水路と考えられる。出土遺物はなく，検出面からは弥生時代後期後半～古墳時代前期までと考え
られる。
ＳＤ１０３（第９５図）
　第１遺構面，SR０１東岸で検出した溝状遺構。検出標高６.３７～６.４０ｍ。底面標高６.２７～６.３０ｍ前後を測
り，緩やかに北東へ下る。断面はＵ字形で，埋土は上部に灰褐色土，下部に黒褐色シルトが堆積して
いる。遺物は，土器片が数個出土しているが，器形および時期の判別できるものはない。検出面から
弥生時代後期後半～古墳時代前期までと考えられる。
ＳＤ１０４（第９５図）
　第１遺構面，調査区東端で検出した溝状遺構。SD１０４付近を境に後世の削平・撹乱が顕著なため，
検出した標高は６.０７～６.３０ｍとなった。底面標高は６.００～６.２６ｍ前後を測り，緩やかに北東へ下る。断
面は船底形で，埋土は黒褐色シルト～砂質シルトの単一層である。出土遺物は，大形壷の体部片が１
点のみである。検出面から弥生時代後期後半～古墳時代前期までと考えられる。
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第９８図　ＳＤ１０１出土遺物実測図（縮尺１/４）



ＳＲ０１（第９５図）
　調査区西部に位置する埋没流路。検出標高６.２３～６.３９ｍ。底面標高５.８５ｍ前後を測る。最上層であ
るＡ層より下位は複雑な堆積状況を示し，ベースである第１遺構面との区別が困難であるため，最下
層である黒褐色土と灰白色砂のラミナ状堆積（Ｊ）層検出を目標に掘削した。なお，遺構名をSR０１と
したが，流路東端において幅２.０～２.５ｍの間が特に深くなることから，溝として掘削された可能性も考
えられる。遺物は，コンテナに約１/４足らず出土しており，全てＣ層以下Ｊ層上位の間から出土して
いる。これらは，弥生時代後期末～古墳時代前期のものであり，水流が認められるＪ層より上位でこ
れらの遺物が出土していることから，当該期が流路の埋没時期を示すものと推測される。
ＳＲ０１出土遺物（第９９図）
　４０１２は下川津Ｂ類の高杯で，口縁部は長く外反し，内面の横撫でが顕著である。４０１３は椀状となる
小形鉢で，手捏ねによる成形である。４０１４は椀形で，高台状の脚が付く台付鉢である。４０１５～４０１９は
高杯脚部である。４０１５・４０１６は細身のもので，途中で屈曲し裾部が広がる。４０１７はほぼ水平に開く脚
部をもつものである。４０１８とともに円孔を穿つ。４０１８の円孔は２対だが，４０１７の円孔は１対を途中で
中断し３箇所である。４０１９は脚部としたが，蓋の可能性もある。内面に刷毛調整が認められる。４０２０
は，口縁部がラッパ状に開くやや小形の壷である。４０２１～４０２３は甕で，４０２３の体部は球形化が認めら
れ叩き後刷毛調整を行なっている。
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第９９図　ＳＲ０１出土遺物実測図（縮尺１/４）



第３章　まとめ

　上西原遺跡では，第１次調査（２区，１Ｂ区）において大畦畔及び小区画の水田跡を確認している。
これらは，出土した突帯文系の縄文土器から，弥生時代前期前半の所産と考えられている。今回の調
査区でもほぼ同時期に比定される黒褐色～黒色土の堆積層を確認したが，畦畔状の区画は認められず，
流路状の溝が検出されたのみである。この湿地状が，耕作地として利用されたかどうかは不明である。
　以後，第１遺構面までは砂質土の埋積が顕著に認められ，不安定な土地条件が窺われる。第１遺構
面の調査結果より，弥生時代後期～古墳時代にかけて流路幅は縮小したと見られ，またその埋積の結
果，やや微高地化して安定していたと考えられる。当該期には，遺物を伴う水路網が認められること
から，周辺部に集落とその耕作地が存在すると想定される。前回までの調査結果との対応関係では，
双方とも堆積層が複雑でありまた出土遺物にも欠けるため明確ではないが，１Ｂ区及び２区の第２遺
構面（ＳＤ０１～０３検出面）と４区の第１遺構面，１Ｂ区の第１遺構面（水田跡）と４区の第１遺構面上
位に堆積する土壌化層（第④層）が大概で一致するものと思われる。
　最後に，上西原遺跡全体を概観すると，河川の氾濫原にあたるため居住跡は認められないが，河川
の安定期には水田等の耕作を行っていたものと考えられる。
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第５表　上西原遺跡第２次調査出土遺物観察表

備　考胎　　土色　　調形態・手法の特徴法量（㎝）器　種遺物
番号 器高底径口径

０.１～３㎜の石英・長石
を少量含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙７/３外面：ナデ・刻み目・ヘラ描沈線２条・列点文１条（２８.０）７.０ ２７.２ 甕４００１ 内面：１０ＹＲ浅黄橙８/３内面：横ナデ・指押え・ナデ・剥離
０.１～２㎜の石英・長石・
金雲母を含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３外面：横ナデ・磨滅（４.８）－２４.３ 高坏４００２ 内面：１０ＹＲにぶい黄橙６/４内面：横ナデ・ケズリ
０.１～１㎜の石英・長石
を少量含む

外面：１０ＹＲ褐灰４/１外面：亀裂・ナデ５.０ ２.５ ９.０ 台付 鉢４００３ 内面：１０ＹＲ褐灰５/１内面：ハケ目後ナデ
０.１～３㎜の石英・長石・
金雲母を含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３外面：横ナデ・ハケ目・磨滅（１３.３）－９.５ 細頸壺４００４ 内面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３内面：指押え・指ナデ後横ナデ
０.１～５㎜の石英・長石
を含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３外面：指押え後ナデ・亀裂６.６ ３.１ １２.７ 鉢４００５ 内面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３内面：ハケ目・ナデ・接合痕
０.１～４㎜の石英・長石
を含む

外面：Ｎ暗灰３/外面：ナデ・亀裂（２.４）２.１ －鉢 底部４００６ 内面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３内面：ナデ
０.１～４㎜の石英・長石
を含む

外面：１０ＹＲ灰黄褐５/２外面：タタキ・磨滅・亀裂・ナデ７.５ ２.９ １０.３ 鉢４００７ 内面：２.５Ｙ暗灰黄５/２内面：板ナデ
０.１～３㎜の石英・長石・
角閃石を多量含む

外面：７.５ＹＲにぶい橙６/４外面：横ナデ・ハケ目・磨滅（７.３）－１４.７ 壺４００８ 内面：７.５ＹＲにぶい橙７/４内面：横ナデ・指押え
０.１～２㎜の石英・長石
を含む

外面：７.５ＹＲにぶい褐５/４外面：横ナデ・ナデ（３.０）－１２.８ 甕４００９ 内面：７.５ＹＲにぶい橙６/４内面：横ナデ・指押え
０.１～５㎜の石英・長石
を含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙７/３外面：タタキ後ハケ目（４.６）－頸部径 
１２.２甕４０１０ 内面：７.５ＹＲにぶい褐６/４内面：横ナデ・ハケ目後ナデ・接合痕

０.１～５㎜の石英・長石・
金雲母を含む

外面：７.５ＹＲにぶい橙６/４外面：タタキ後ハケ目・磨滅（１４.７）－頸部径 
１１.２甕４０１１ 内面：７.５ＹＲにぶい褐５/４内面：指押え・板ナデあるいはケズリ・接合痕

０.１～２㎜の石英・長石・
金雲母・黒雲母を含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３外面：磨滅（４.８）－２２.６ 高坏４０１２ 内面：７.５ＹＲにぶい橙６/４内面：横ナデ
０.１～３㎜の石英・長石
を含む

外面：２.５Ｙ黄灰５/１外面：指押え・磨滅（３.２）－８.６ 鉢４０１３ 内面：１０ＹＲ明黄褐６/６内面：指押え・ナデ
０.１～５㎜の石英・長石
を含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３外面：ナデ・磨滅・指押え（６.３）－１４.９ 台付 鉢４０１４ 内面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３内面：ナデ・指押え
０.１～２㎜の石英・長石・
金雲母を含む

外面：５ＹＲ橙６/６外面：ナデ（７.４）－－高坏 脚部４０１５ 内面：５ＹＲ明赤褐５/６内面：指ナデ・絞り目
０.１～４㎜の石英・長石
を含む

外面：７.５ＹＲ浅黄橙８/４外面：ナデ・磨滅（７.２）－－高坏 脚部４０１６ 内面：７.５ＹＲ浅黄橙８/４内面：指押え・絞り目・ナデ
０.１～４㎜の石英・長石・
雲母・角閃石を含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３外面：磨滅・穿孔３ヶ所（７.０）－－高坏 脚部４０１７ 内面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３内面：絞り目・ナデ

籾殻痕０.１～３㎜の石英・長石
を多量に含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙６/４外面：磨滅・穿孔４ヶ所（７.１）－－高坏 脚部４０１８ 内面：１０ＹＲにぶい黄橙６/４内面：ナデ・絞り目
０.１～６㎜の石英・長石
を多量に含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３外面：ナデ・ケズリあるいは板ナデ（３.７）１２.２ －高坏 脚部４０１９ 内面：１０ＹＲにぶい黄橙６/３内面：指押え・ハケ目
０.１～２㎜の石英・長石
を含む

外面：１０ＹＲ浅黄橙８/３外面：ナデ・磨滅（４.１）－頸部径 
８.９壺４０２０ 内面：５ＹＲ橙７/６内面：ナデ・磨滅

０.１～３㎜の石英・長石
を多量に含む

外面：２.５ＹＲ橙７/６外面：剥離・磨滅（４.８）－１４.３ 甕４０２１ 内面：Ｎ灰４/内面：剥離・指押え
０.１～２㎜の石英・長石
を少量含む

外面：１０ＹＲにぶい黄橙７/３外面：横ナデ・タタキ（３.０）－１４.０ 甕４０２２ 内面：１０ＹＲ灰白８/２内面：磨滅
０.１～３㎜の石英・長石
を少量含む

外面：７.５ＹＲにぶい褐６/３外面：タタキ後ハケ目・磨滅（１３.７）－頸部径 
  １２.１甕４０２３ 内面：２．５ＹＲ橙６/８内面：指押え・磨滅

 ※法量の（　）は，残存値を表す。
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第Ⅳ部　総　　括





第１節　埋蔵文化財行政としての評価

　昭和６３年度から高松市が実施している太田第２土地区画整理事業は，全国でも有数の大規模土地区
画整理である。この区画整理によって，田園地帯に整然とした居住・商業空間が出現するとともに，
幅員約２０ｍの都市計画道路は交通の利便性を向上させた。また，区画整理事業の契機となった四国横
断自動車道と一般国道１１号高松東道路も，区画整理の町並みを構成する上で重要な要素を占める。
　この太田第２土地区画整理事業は，同時に高松市の文化財行政にも大きな影響を与えることになっ
た。昭和６１年度に高松市太田地区周辺遺跡詳細分布調査が本市教委によって実施され，区画整理事業
地内の埋蔵文化財散布地の把握がなされた。これを受けて，本市教委では工事に先立つ埋蔵文化財確
認調査や発掘調査の必要が認識され，文化財専門職員を採用することになった。この採用は，区画整
理事業のみならず，弘福寺領山田郡田図関係遺跡発掘調査事業や国道１１号高松東バイパス建設事業に
対応するためでもあった。昭和６３年度，平成元・２・７・９年度に専門職員が採用され，現在５名
（うち１名は美術館勤務）となっている。
　この専門職員の採用は，本市の埋蔵文化財保護・活用を充実させることになった。各種公共事業・
民間開発事業に伴う発掘調査（記録保存）等が実施された結果，多くの歴史的事実を得ることができ，
本市の歴史像が改められることになった。さらに，郷土史を学ぼうとする市民のニーズに応えて実施
している各種展示や講演等を通して，新しい歴史的事実や歴史象が市民に広く周知され，本市の文化
レベル向上の一手段となっている。

第２節　各遺跡の概要

　太田第２土地区画整理事業に伴って調査した遺跡について概要を報告し，次節の歴史的評価の参考
にするものである。なお，一般国道１１号高松東道路建設に伴って実施された発掘調査や弘福寺領讃岐
国山田郡田図調査なども，区画整理事業地内に含まれるため，併せて報告するものである。
《太田第２土地区画整理事業》
【天満・宮西遺跡】　弥生時代前期では，直径約６５ｍの環濠集落を確認した。後世の削平により，環濠
に囲まれた部分の遺構は土坑１基のみだが，弥生前期の環濠集落の類例を得られた。弥生時代後期～
古墳時代前期の遺構数が最も多く，微高地上で竪穴住居２４棟・掘立柱建物跡１２棟・井戸２基・溝４８条
を確認し，旧河道では大量の廃棄土器が出土した。特殊器台や赤色顔料付着土器も見られ，高松平野
において拠点的集落であった可能性を指摘できる。
【松縄下所遺跡】　古代の道路状遺構と同一方向の掘立柱建物跡群を発掘した。道路状遺構は，両側
に側溝をもち，側溝間の幅は２.３～２.５ｍを測り，この側溝が南北２６７ｍにわたって続いていた。さらに，
５２～５８ｍおきに交差点が設けられている。道路の方位は，条里地割とみごとに合致するが，位置は坪
界線より１４ｍずれている。出土遺物より，側溝は７世紀後半に開削され，８世紀後半には埋没しており，
条里地割の出現期の様相を示しているものと考えられる。
【境目・下西原遺跡】　古代と中世の水田跡を検出した。特に中世の水田は，旧河道が埋没していく過
程の上層において，４ｍまたは６ｍの規則的な間隔で並ぶ畦畔によって長方形に区画されていた。畦
畔の方向は，条里地割と一致しており，条里地割を考える上で必要なデータを得られた。
【上西原遺跡】　西調査区では，洪水砂に埋もれた弥生時代前期の不定形小区画水田を発掘した。一
方，東調査区では，弥生時代前期の湿地帯や弥生時代後期～古墳時代前期の溝を確認している。
【キモンドー遺跡】　中世城館の堀跡を検出した。一町四方の地割に沿って堀が巡っており，幅約４
ｍ・深さ約１.６０ｍの堀側面には１～３段の石垣が積まれていた。石垣は，出土遺物より１６世紀に築かれ
たものである。なお，当該地は，『南海通記』等に記載されている佐藤孫七郎が居住していた佐藤城跡
と伝えられており，佐藤城が実在したことを発掘調査で証明する結果となった。
【凹原遺跡】　弥生時代後期後半～古墳時代前期の集落跡と旧河道を発掘した。竪穴住居を良好な形
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で発掘でき，さらに溝や旧河道からは大量の土器が出土している。また，小児用の土器棺も居住域か
ら離れた調査区で出土し，集落構造を解明する上で貴重なデータが得られた。
【汲仏遺跡】　本市教委調査では，平安時代の掘立柱建物跡を発掘するとともに，「大」の字が線刻さ
れた石が出土した。香川県埋蔵文化財調査センター調査では，弥生時代前期の環濠と後期の溝を発掘
している。
《一般国道１１号高松東道路建設》
【さこ・松ノ木遺跡】　調査地は，香東川の旧河道にあたり，現在も土地が周囲より低くなっている。
発掘調査では，計３面の不定形小区画水田を検出した。古墳時代中期末～後期初頭では，低い小畦畔
によって区画された一枚当り約４ ㎡ の長方形の水田であった。平安時代末期～鎌倉時代初頭になる
と，古墳時代の水田と基本的には同じだが，一枚当り約７㎡と面積が広くなり，形も長方形だけでな
く正方形のものも見られるようになった。これは，旧河道の埋没に伴い，平坦な土地が広くなってき
たとともに，農具や技術の進歩もあったためと考えられる。
【さこ・長池遺跡】　香東川の旧河道と微高地を調査し，微高地では弥生時代中期の集落と墓地を，東
側旧河道では集落から廃棄された多量の土器を発掘した。弥生時代中期の土器は，それまで調査事例
が少なかったため，土器の変遷を考える好材料となった。さらに，東側旧河道はさこ・松ノ木遺跡で
調査した同じ旧河道であることから，平安時代末期～鎌倉時代初頭の不定形小区画水田を検出してい
る。
　一方，西側旧河道では，縄文時代晩期末～弥生時代前期の土器とともにスプーン状木製品と呼ばれ
る農具が出土しており，近接する林・坊城遺跡同様に高松平野の初期稲作を示す資料を得た。
【さこ・長池Ⅱ遺跡】　弥生時代前期末の不定形小区画水田を面積にして約２,０００㎡，合計３１５面も確認
した。各水田への給水方法は，緩斜面であることを利用して，高い水田から低い水田へ畦越しで水を
流していた。弥生時代の水田経営の実態が，この調査で明らかになった。
　さらに，古代では，旧山田・香川郡境の位置において，７ｍ間隔で併走する２本の溝を検出しており，
郡境を示す道路状遺構の可能性が指摘されている。
【井手東Ⅰ遺跡】　縄文時代早期では，約６,３００年前に南九州沖の鬼界カルデラが噴火して降ったアカ
ホヤ火山灰が検出され，当時の火山活動の規模を知ることができた。弥生時代中期の溝からは，土器
とともに多量の木製品が出土し，腐ってしまうため出土例の少ない木製品の類例を得ることができた。
これにより，土器だけでは知り得ない弥生時代の生活様相の解明に大いに役立った。
【井手東Ⅱ遺跡】　縄文時代晩期末～弥生前期の旧河道が検出され，当時の祭祀道具である石棒など
が出土した。
【居石遺跡】　香東川の旧河道を調査した。縄文時代晩期では，河底より多量の土器が出土し，この時
期の土器がまとまって出土した初例である。さらに，縄文土器とともに，分割された木材と斧柄未製
品が出土し，当時の木材加工技術を知ることができた。古墳時代前期では，旧河道から分岐する水路
の取水口から小形の国産鏡３面が出土した。これは，水確保を願った祭祀に伴うものと考えられる。
【蛙股遺跡】　発掘事例のほとんどない平安時代の畑を確認することができ，農業史を考える上で貴
重なデータが得られた。また，弥生時代後期の小児用土器棺も出土している。
《弘福寺領讃岐国山田郡田図調査》
　昭和６２～平成３・平成６～１０年度において，国指定重要文化財「弘福寺領讃岐国山田郡田図」に描
かれた土地を特定するとともに，高松平野の条里地割等を歴史・考古・民俗学的に解明するための総
合調査が実施された。これにより，田図に描かれた土地のうち北地区が，今の大池周辺に位置づけら
れることが明らかになった。さらに，太田第２土地区画整理事業地外だが，条里地割の基準となる古
代官道南海道推定地が発掘され，道路状遺構の可能性が指摘されている。
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１　天満・宮西遺跡　　２　松縄下所遺跡　　３　境目・下西原遺跡　４　上西原遺跡　　５　キモンドー遺跡

６　太田下・須川遺跡　７　蛙股遺跡　　　　８　居石遺跡　　　　　９　井手東Ⅱ遺跡　１０　井手東Ⅰ遺跡

１１　さこ・長池Ⅱ遺跡　１２　さこ・長池遺跡　１３　さこ・松ノ木遺跡　１４　林・坊城遺跡　１５　汲仏遺跡

１６　凹原遺跡

第１００図　太田第２土地区画整理事業周辺の旧地形と条里地割および遺跡位置図
　　　　　（縮尺１/１５,０００，高橋学１９９２（高松市教育委員会１９９２所収）をもとに作成）
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第３節　歴史的評価

　第２節で，各遺跡の概要を報告してきたが，本節においては，総合的な調査成果を報告することに
より歴史的評価を行い，総括としたい。主に，次の３点が挙げられる。
Ⅰ　遺跡空白地域における遺跡の新規発見
　太田第２土地区画整理事業開始前の昭和時代においては，高松平野では遺跡がほとんど確認されて
おらず，平野縁辺や丘陵上においてのみ遺跡が分布していた。平成になって，区画整理事業を始め，
県市の各種公共事業や四国横断自動車道建設により，遺跡数は大幅に増加した。この落差は，それま
で大規模開発が少なかったことに起因し，以後，遺跡数は年々増加の一途をたどっている。
Ⅱ　新しい歴史的事実の発見
　詳細は第２節で報告したとおりであるが，新たな歴史的事実が相次いで判明した。これらの中には，
高松平野のみならず，全国的にも注目されたものがあり，地域史・日本史を考える上で重要な資料を
提供することになった。
Ⅲ　旧地形の復元と条里地割の解明（第１００図）
　今の高松平野はほぼ平坦であるが，かつては微高地と旧河道（後背湿地）からなり，起伏が激しかっ
たことが考古学的に証明された。同時に，平野に見られる条里地割の成り立ちも明らかになった。そ
れは，施工当初の古代においては微高地といった施工しやすい場所から始まり，旧河道がしだいに埋
まってきた古代末から中世においては，旧河道にも条里地割が延伸し，現在の平野の姿になったこと
が明らかになった。

　以上，歴史的評価を述べてきた。最後に，太田第２土地区画整理事業は，国内でも有数の規模をも
つ区画整理事業であり，これに伴う発掘調査は，高松市において今まで経験したことのない大規模な
ものとなった。これにより，高松市の埋蔵文化財行政は飛躍的発達を遂げ，同時に得た貴重な埋蔵文
化財資料や情報から高松の新しい歴史観が創られたといっても過言ではあるまい。今後，蓄積された
埋蔵文化財資料を有効に活用していくことが課題である。
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