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序

「温故知新」という言葉が示すように、過去の記録を調査・研究・分析すること

は、これからの人類の進むべき方向の道標を得ることにつながります。

埋蔵文化財は、土に埋もれた、あるいは刻まれた過去の記録で、私たちの祖先が

その時代を懸命に生きた証です。

一般国道42号松阪・多気バイパス路線内にも埋蔵文化財がたくさん残っているこ

とがわかりました。これらは、一度破壊してしまうと二度と復元できなくなってし

まうかけがえのないものであることは言うまでもありません。しかし一方で、自動

車の運搬力や機動力は現代の生活に欠くことができないものとなり、道路の建設や

改良は公共事業の緊急課題となっています。

三重県教育委員会では、これら埋蔵文化財の保護と道路建設との調和を測るため、

建設省等関係機関と協議を重ねてきました。その結果、バイパスの建設工事によっ

て、どうしても保存のできない遺跡については、発掘調壺によって記録として残す

ことになりました。

今回報告するのは、多気郡多気町に所在する新徳寺遺跡についての発掘調査結果

です。本書が、消滅した遺跡にかわって、郷土の歴史、文化を未来に伝える一助と

なれば幸いです。

最後になりましたが、発掘調壺事業の推進にあたっては建設省中部地方建設局紀

勢国道工事事務所、（社）中部建設協会、松阪市教育委員会、多気町教育委員会を

はじめとする関係機関各位、地元の方々などからご理解、ご協力をいただきました

ことに厚くお礼申し上げます。

平成 9年3月

三重県埋蔵文化財センター

所長奥村敏夫



例 言

1. 本書は、三童県教育委員会が建設省中部地方建設局から委託を受けて実施した、 一般国道42号松阪・多気バイ

パス建設予定地内に所在する埋蔵文化財発掘調査事業のうち、平成 7・8年度に整理・報告書作成業務を実施し

た、新徳寺遺跡の発掘調査報告書である。さらに付編として上ノ垣外遺跡第 3次調査として追加調壺された栂ノ

世古遺跡の発掘調査結果も併せて掲載した。

2. 現地発掘調査及び整理・報告書作成にかかる費用は、建設省中部地方建設局の全額負担による。

3. 本書に掲載した各遺跡の概要については、すでに当センタ一発行の「→般国道42号松阪・多気バイパス埋蔵文

化財発掘調査概報JV・VIIで紹介しているが、本書の記述をもって最終報告とする。

4. 本書に使用した事業計画図面は、建設省紀勢国道工事事務所の提供により、他に建設省国土地理院発行の地形

図、多気町作成の都市計画図を使用した。

5. 本書に掲載した写真の撮影、遺構・ 遺物図面の作成は、調資・報告担当者、調資補助員・業務補助員が行った

ほか、久保勝正氏（三重県立上野商業教諭）にも協力をお願いした。また、巻頭図版 lについては北川嵩氏の撮

影による。執筆分担は目次に示し、

高等学校教諭）に玉稿をいただき、「VI.

さらに文末にも記した。「V. 石器」については、大下明氏（雲雀丘学園中・

自然科学分析」は、（株）パリノサーヴェイの分析報告による。

6. 図面における方位は、国士座標第VI系を基準とする座標北を用いた。

44" W、磁北は座標北のN6°48' なお、真北は座標北のNOO 18' 44" Wである。

7. 本書で報告した各遺跡の記録類および出土遺物は、 三重県埋蔵文化財センターが保管している。

8. 現地調査及び報告書作成期間中には、下記の方々に専門的な御指導と御助言をいただいた。記して惑謝の意を

表したい。

石井

奥

千葉

寛

義次

豊

橋本久和

（五十音順、敬称略）

秋田かな子

加納

土肥

原田

実

孝

修

伊藤正人

木下哲夫

冨井 置県

松井敬代

磯部 克

久保勝正

成瀬正和

三木 弘

植田文雄

菅谷通保

中西克宏

矢野健一

大野 薫

鈴木徳雄

西田泰民

渡辺

岡山真智子

田村賜一

野口哲也

誠

9. 本書では、士層及び遺物の色調について、小山・竹原編『新版標準土色帖」 (9版 1989) を使用した。

10. 本書で使用した遺構表示略記号は下記による。

SD: 溝 SH: 竪穴住居 SK: 土坑 sx: 墓 sz: 埋設土器その他

11 . スキャニングによるデーター取り込みのため若干のひずみが生じています。

各図の縮尺率は、 スケールバーを参照ください。
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1 . 調在に至る経過

三重県松阪市は南北に細長い伊勢平野の中南部に

位置する、人口約11万人を擁する近世城下町を母

体とする都市である。近年、中南勢地方の中核都市

として目ざましい発展を遂げつつあり、高速道路の

開通や工業団地、住宅団地の造成など、各種の開発

が盛んに行われている。

古くは都と伊勢神宮を結ぶ伊勢街道と、熊野街道

の交差する交通の要所として重要な位置を占め、現

在でも三重県南部の東紀州地域や南勢地域への幹線

道路の交点に位置することに変わりはない。

1. バイバスの建設計画

一般国道42号は和歌山県和歌山市を起点とし、

紀伊半島沿岸の諸都市を連絡し、三重県津市に至る

幹線道路である。東紀州方面から松阪市への入口に

あたる櫛田川に架かる両郡橋付近は、道路幅員が狭

いため慢性的な交通渋滞に悩まされている。また、

松阪市内も幹線道路の市街地集中のため、激しい交

通渋滞が繰り返されており、交通環境が極度に悪化

している。

これらの状況を抜本的に解消する方策として、多

気郡多気町仁田から松阪市古井町に至る延長 11.9

kmの、松阪市街地の環状機能も併せ持ち、さらに周

辺の土地利用の拡大・工業開発の促進等、地域の活

性化をも期待する一般国道 42号松阪・多気バイパ

スが計画されたのである。

計画路線は第 1図のように、 9・10・ll・12の4つの

工区に分けられている。 9エ区は多気町仁田～松阪

市中万町の3.1km、10工区は松阪市中万町～同市八

太町の1.4km、11エ区は松阪市八太町～上川町の5.0

km、12エ区は松阪市上川町～古井町の2.4kmである。

バイパス建設事業は昭和59(1984)年 5月4日に 11

・12エ区が、昭和62(1987)年 2月3日に都市計画決

定がなされた。昭和62年度中に 9エ区は事業化さ

"＂7
 

i

月 言

れ、翌63(1988)年度には用地買収に着手、平成元

(1989)年度には、

収も開始された。

10~12エ区も事業化され用地買

2. 埋蔵文化財の保護協議

一方、この道路建設事業にかかる埋蔵文化財保護

についての調整・協議は、昭和63年11月に建設省中

部地方建設局紀勢国道工事事務所から、

蔵文化財の有無について三重県教育委員会に照会が

あった。これを受けて、県教育委員会文化課では分

布調壺を実施、

9工区の埋

9エ区 (3.1km)内に9カ所、面積にし

て38,250面の埋蔵文化財が所在することが判明した。

この結果をもとに紀勢国道工事事務所と第1回の協議

を行い、事業の全体計画の説明を受けた。文化課か

らは、全面が遺跡とした場合の調査期間、調査経費、

必要調査員数等の概略資料を提示した。この段階で

は用地買収も進んでおらず、平成元年度中の文化財

調査はあり得ないと判断した。そして、昭和63年12

月2日付け教文第1684号で、正式に分布調査結果を

紀勢国道工事事務所長あてに通知した。この時点で10

~12エ区の計画図面が追加提示され、予定路線内の

埋蔵文化財の有無について、分布調査依頼があった。

なお、建設省から出される文化財保護法 57条 3

による文化庁への通知はこの間に行われている。

平成元年3月から4月にかけて、 10~12エ区(8.8km) 

内の埋蔵文化財分布調査を新設の三重県埋蔵文化財

センターで実施した。その結果5カ所、 29,300面の埋

蔵文化財の所在を確認し、平成元年5月9日付け教埋

第72号で紀勢国道工事事務所長あてに通知した。

このような経緯を経て、 7月には第 2回目の協議を

行った。当センターから分布調査の結果並びに各遺

跡の状況等の説明を、建設省からは用地買収状況の

説明が行われた。そして、建設省側から平成 2年度

から試掘調査を、 3年度から本格的な調査を開始し
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てほしい旨の要望が出された。

8月には当センターから、試掘調査の面積とその

具体的方法について建設省に提示したが、しばらく

進展はみられなかった。

年が改まった平成 2(1990)年2月13日に第3回目

の協議が行われた。この協議では 9エ区の用地買収

状況が主課題となり、この場で建設省より再度、平

成2年度からの文化財調査開始の要請があった。こ

れを受けて、 3月に当センターと建設省の間で全体

計画や調査体制などの具体的な最終協議を行い、さ

番り・ 遺跡名 所在地 確認血積rr{ 現状

明気窯跡群 多気町相可字明気 2,000 山林
1 

明気古墳群 多気町相uf字明気 900 山林
2 

廿糟遺跡 多気町荒蒔字甘糟 2,650 畑
3 

巣護遺跡 多気町荒蒔字巣護ほか 7,500 水田
4 

（多気条里）

tノ垣外遺跡 多気町荒蒔字 tノ.ht外 畑

6,000 水l1J
5 に—-----------

• - , ' ―  -----
栂ノ l仕占遺跡 多気町相可字栂ノ軋占 宅地

新徳、お遺跡 多気II![相Pf字新徳寺 2,400 畑
6 

水田

鴻ノ木遺跡 松阪市射和町字鴻ノ木 11,200 水田
7 

• 水引場・久保田ほか 宅地

朱中遺跡 松阪市射和IDT字朱中 5,200 水田
8 

朱中古墳 松阪市射和町字朱中 400 山林， 
中野前遺跡 松阪市―ド村町字石津 4,200 水田

1 0 
（石津）

廿チ遺跡 松阪rti上川町字廿チ 水rn

（東牛込） 3,700 
l l トー一―-------- f-----

北 t遺跡 松阪市上川町字北 t. 水H:I

堀町遺跡 松阪巾朝田町字堀町 9,200 水田
l 2 

御堂山遺跡 松阪市西野々町字御常 8,100 水田
l 3 

山

山ノ化遺跡 松阪市古井町字山ノ化 4,100 水[1l

l 4 

kl! 山占瑣群 多気町荒蒔't:大H山 600 山林
1 5 

第 1表遺跡概況

種類

散布地

窯跡

古墳

散布地

水田

散布地

条用

散布地

飢落跡

散布地

散布地

集洛跡

集落跡

古瑣

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

散布地

占瑣

し迫った期間と予算枠の中で、平成 2年度から部分

的に文化財調査を開始することを決定した。これに

よって、当面は第 9エ区の現地発掘調査のみを対象

にし、 2年度は試掘調査として2,000rriを本調査を

2,000面の計 4,000面を発掘調査することとし、調

査担当職員を 2名あてることが決まった。

以上のような経過を経て、平成2年度には当埋文

センター管理指導課内に 2名の松阪・多気バイパス

担当職員を配置し、事業地内の文化財調査を開始す

るに至った。

時代 概 要 LIメ：

古墳 平成 4-5年度調杏。須恵器窯 5甚、竪穴住居等

を確認。

占墳 平成 3年度多気IBr教委試掘で 7号培確忍。協議の

結果、多気町教委が調介を実施。

中l仕 平成 3年度成掘調介実施。後肌の開墾等で削'ff.さ
， 

れ本調在除外地となる。

古墳～中1仕 平成 5年度調介。明確な条里遺構は確認できず。

前方後方周溝砒を検出したはか、石帯出t。

縄文 平成 5年度第 1次、 6年度第 2次調介実施。縄文

古瑣～奈良 ～中戦の遺構・遺物。

ト—·----------トー―---------------------------:-----------
q1w: KノJll外遺跡 3次調在として平成 8年度に実施。 i: 

弥tj:_~古瑣・平安・宰町時代の遺物が出 f-.o

縄文 平成 6年度第 1次、平成 8年度第 2次調介。縄文

時代後期前葉の竪穴住居や f-.坑を多数確認、0

縄文 平成 2~6年度調介。縄文時代吊期、弥生、奈良

弥!j:_~中j仕 ～平安時代の集落跡、幕跡等を確認、0

縄文 平成 3年度調介。奈良～平安時代の集落跡確認、0 ix: 

古墳～中l仕

古墳 平成 2年度試掘調杏実施。後111:の開墾等により墳

形等1道明。須恵器樽形臆、壺片、円筒埴輪片出 I:

"I ltl: 平成 6年度試掘調介実施。遺構は確認、できず、逍

物は客！：からのため、本調介にいたらず。 11 

rjll仕 平成 7年度凋介。ほ場整備時に削'Vを受け、遺構
i: 

の残#わずか。

ト—---------t-----------------------------------------

古墳～奈良 占代官道の検出を H的に平成 7年度確認調在。官 [)( 

道は検出できず。古墳～奈良の自然流水路検出。

弥牛～中枇 平成 6~8年』げ。弥生～室町時代の遺構を多数

確認、。同時代の七器・銅鐸形I:製品・斎串出 to 12 

奈良～中枇 平成 4年度試掘調介実施。遺構・遺物ともに確認、
I: 

できず、本調介除外地となる。

lji~l: 平成 7年度調介。中槻の遺構をわずかに検出。遺 Ix: 

跡の周辺部と判断。

古積 ·r成 5 年度T~-Ji中発見。直径約20m、高さ約 2m ， 
の円瑣。 1:体部なし。他に丘陵斜面に主体部 2駐 I.Ix: 

-3-



2 . 調在の体制

昭和61(1986)年度以降に一般国道 1号亀山バイ

パスで、昭和63年度からの一般国道23号中勢道路埋

蔵文化財発掘調査事業で採用された、いわゆる三者

体制を当該事業でも採り入れた。すなわち、三重県教

育委員会（受託者）は建設省（委託者）と調査に関

する委託契約を結ぶ一方、建設省（委託者）は外郭

団体である（社）中部建設協会（受託者）と現場作

業に係る作業員の任用や労務管理、各種機材の手配

等といった土工部門に関した委託契約を結ぶ。そし

て、国・県・協会の三者間の協力関係を明らかにす

るため三者で協定を結ぶことで、当該事業を推進し

ようという方法である。

この三者体制については、【三重県埋蔵文化財発

掘調査報告100-4「山城遺跡・北瀬古遺跡」三重県

埋蔵文化財センター 1994・3, p.2~ 15】に詳しい

ので、それを参照されたい。

【平成 2年度】

所長中林昭一

次長森下和光

次長兼調資第二課長 山澤義貴

主査新田洋

管理指導課主事河瀬信幸、小林秀

総務課長青木真一

主事堀内念伸、寺前秀紀

【平成 3年度】

所長中林昭一

次長東谷勇

次長兼管理指導課長 山澤義貴

調査第二課長新田洋

主査田中喜久雄

技師野原宏司

総務課長青木真一

主事堀内念伸、寺前秀紀
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調査は三重県埋蔵文化財センターが担当した。平

成2年度は現地調査担当が管理指導課内におかれた

が、 3年度以降は調査二課第二係として独立し、当該

事業の調査に専念することになった。

平成5年度からは現地調査と並行して報告書作成も

開始した。報告書作成は基本的にひとつの遺跡につ

いて 2年間で整理・報告する形をとり、初年度に遺

物整理を行い 2 年度で報告書の編集•印刷・刊行を

行うことにした。平成5年度は1名、同6年度は 2名、

同7・8年度は3名の職員が、整理・報告書作成作業を

担当した。

また、平成 5年度からは「県教育委員会・市町村教

育委員会職員人事交流実施要綱」に基づいて、松阪

市および多気町の両教育委員会から各 1名、計2名

の職員を派遣していただいて調査体制を強化、充実

した。以下は平成 2年度-----8年度の調査体制である。

【平成4年度】

所長久保富子

次長東谷勇、山澤義貴

調査第二課長新田洋

第二係長 田村陽一

主事宇河雅之

総務課長小柳清

主事堀内念伸、寺前秀紀

【平成 5年度】

所長久保富子

次長 若林祥男、山澤義貴

主幹兼調壺第二課長伊藤克幸

主査倉田直純

第二係長 田村陽一

主事東良樹、宇河雅之

西村修久（多気町より派遣）

小濱学（松阪市より派遣）

総務課長小柳清

主事伊藤直樹、寺前秀紀



【平成 6年度】 【平成 8年度】

所長川村政敬 所長奥村敏夫

次長若林祥男、山澤義貴 次長田中守、山澤義貴

主幹兼調査第二課長 伊藤克幸 主幹兼調査第二課長 山田猛

主査兼第二係長 田村陽一 第二係長 森川常厚

主事下平康弘、東良樹 主事松本美先、小濱学

西村修久（多気町より派遣） 兼古懺（松阪市より派遣）

小濱学（松阪市より派遣） 小山憲一（多気町より派遣）

総務課長小柳清 総務課長 中西勝之

主事伊藤直樹、橋川功 主事尾崎嘉春、橋川功

【平成 7年度】 以上のほか、各種調査記録類の整理や出土遺物の

所長川村政敬 整理、実測などで以下の方々の補助を得た。

次長田中守、山澤義貴 調壺補助作業員

主幹兼調査第二課長 伊藤克幸 河角龍典（立命館大学） 瀬野弥知世（皇學館大学）

主査兼第二係長 田村賜一 塚田幸子（皇學館大学） 松井理栄子（橘女子大学）

主事下平康弘、松本美先 加藤里江（皇學館大学） 奥明子（松阪女子高校）

小林秀 高谷典子（松阪女子高校）

西村修久（多気町より派遣） 業務補助員

小濱学（松阪市より派遣） 谷久保美知代 山分孝子 中里輝子広瀬則代

総務課長 中西勝之 白石みよ子 山路艶子廣田洋子北川ゆき

主事伊藤直樹、橋川功 服部美奈子 中村敬子脇葉輝美瀬野弥知世

3 . 現地調査の方法

調査の対象となる遺跡には、縄文時代から中・近

世にわたる集落遺跡や墓地跡、古墳群や須恵器窯跡

群など多種多様なものがあった。そのため、統一的

な調査方法をとることは不可能であり、各遺跡の性

格に応じた調査方法を適宜採用した。ここでは、原

則的な調査方法について示しておきたい。

1. 地区割

バイパス計画路線は9エ区および11・12エ区におい

てはほぽ南北方向をとるため、 4m方眼で設定する

地区杭は、各遺跡ごとに適切な道路中心杭 2点を結

ぶ延長方向に、北から南へ数字を、これと直行する

方向には西から東ヘアルファベットを与え、各グリ

ッドの北西杭をそのグリッドの名称とした。

なお、今回の調査では100m単位で設定する大地

区は設定しなかった。
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2. 遺構カード

遺構カードは原則として4mX4mのグリッドごと

に作成する。略図は遺構検出後、掘り下げまでに記

入することとし、遺構の重複関係、埋土の色調・状

態等を明示することにした。

遺構番号はピットについては各グリッドごとに通

し番号を付し、土坑、溝、竪穴住居跡などについて

は遺跡ごとの通し番号をつけることにした。

3. 遺構略測図

遺構の検討や遺物の整理等のため、遺構カードを

もとに、 100分の 1の遺構略測図を作成した。

4. 写真撮影

遺構等の写真撮影は、原則として6X7cm版（モノ

クロ、カラーポジ）を使用した。この他全景や特殊

遺構などについては 4X5インチ版（モノクロ、



遺 跡 名 所 在 地 開催年月 日 参加人員

鴻ノ木遺跡第 1次 松阪市射和町 平成 3年3月16日 6 0 

朱中遺跡 松阪市射和町 平成 4年2月 1日 1 0 0 

明気 1・2号窯 多気郡多気町相可 平成 5年2月13日 1 5 0 

明気3~5号窯 多気郡多気町相可
平成 5年7月31日 1 5 0 

鴻ノ木遺跡第 4次 松阪市射和町

鴻ノ木遺跡第 5次 松阪市中万町

上ノ垣外遺跡第 1次 多気郡多気町荒蒔 平成 5年12月4日 1 4 0 

巣護遺跡 多気郡多気町荒蒔

上ノ垣外遺跡第 2次 多気郡多気町荒蒔
平成 6年7月30日 1 2 0 

新徳寺遺跡第 1次 多気郡多気町相可

堀町遺跡第 1次 松阪市朝田町 平成 7年2月 4日 1 0 0 

堀町遺跡第 2次 松阪市朝田町 平成 8年 1月20日 1 2 0 

新徳寺遺跡第 2次 多気郡多気町相可 平成 8年6月 1日 1 0 0 

堀町遺跡第 3次 松阪市朝田町 平成 8年12月21日 1 3 0 

第 2表現地説明会一覧表

エ区 N o 遺跡名
調査対象面積 (mり 調 査 面 積 (mり

罷認面積5.4.1協定 9.3.31現在 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 備 考

1 み明ょう気げ窯跡群 2,000 2,900 2,900 
範 1,400 報I

1,500 

2 明気古墳群 900 

゜゜
平成4年度多気町教委調査

3 あ甘ま糟かす 遺跡 2,650 

゜゜
範

報I 試掘調査の結果、本調

査の必要なし

9 4 
巣護遺跡 7,500 2,300 2,300 範

2,300 報I 多気町条里遺構を名称

変更

上うえノの垣がい外と遺跡
5,000 範 範

1,950 3,050 報II

5 -栂と-が-ノの-世せ-古-;--―遺-跡- 6,000 5,000 
※112 ※64 -＇ 

1...---------← ----

工 50 
範 50報III 上ノ垣外遺跡 3次調査

区を名称変更

6 薪穏寺遺跡 2,400 (2,400) 1,600 
範 1,100 範 500報皿

※333 ※114-

7 鴻こ．ノの木え遺跡 11,200 13,800 12,560 
罷1,500

460 
3,500 5,800 1,300 報w 遺構・遺物多数のため

区
※ 850 船，321※2,200 整理に 3カ年

8 朱しゅ な中か 遺跡 5,200 5,200 5,200 
範 4,800 400 報V

※900 

9 朱しゅ な中か 古墳 400 

゜゜
範 報v 試掘調査の結果、本調

査の必要なし

15 大だいに日ち山やま古墳群 600 600 
600報I 平成 5年度工事中新発

見

10 な中か野の前まえ遺跡
4,200 4,200 

゜
範 報VI 石津遺跡を名称変更

11 
本調査の必要なし

工
は廿たチち 遺跡 3,700 3,700 

範
東牛込遺跡を名称変更

11 

区
1,600 1,600 報VI

北きたか上み 遺跡
------------------

トレンチ調査

12 
堀ほり 町まら 遺跡 9,200 9,200 14,300 

範 3,000 3,100 範4,700 3,500 報VII

12 

工 13 
御み堂どうや山ま遺跡 8,100 

゜゜
範 報VI 試掘調査の結果、本調

査の必要なし

区
14 

や山まノの花はな遺跡 4,100 4,100 1,300 
範 1,300 報VI

L筵囲確認調査
- - - -1------L.... 

622 1,052 850 452 496 96 270 総計 3,838
--------L.... 

調査面積
1,500 5,260 5,000 11,450 9,450 6,000 47,410 

本調査
5,250 3,500 

合計 ... ---------~---------------※850-※900※2,321※2,312 ※114 6,497 

合計 68,15052,800 47,410 2,122 6,312 5,850 11,902 9,946 6,096 5,520 51,248 3,500 

゜※850 ※900※2 321※2,312 - ※114 ※ 6,497 

第 3表 松阪・多気バイパス調査経過、予定表（範…範囲確認調査 報…報告書作成 ※は下層面積）
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カラーポジ）、報道依頼関係に使用するカラーネガ

(35ミリ版）も必要に応じて使用した。

使用したカメラは、アサヒペンタックス6X7、ニ

コン F301、ウィスタSP (4X5インチ版）、マミヤ

RZ67である。

5. 遺構実測

道路工事計画に関する杭は全て国土座標に基づい

ている。そのため、将来予想される隣接地での発掘

調査との関連が把握できるように、遺構実測は国土

座標に基づいておこなった。当地域は第VI座標系に

属する。

遺構実測は現地調査期間の短縮のため、空中写真

測量を原則としつつ、遣り方実測も随時実施した。

また、各遺構の遺物出土状況図など詳細な実測図は

全て手書きで行った。

6. 公開・普及

現地調壺が終了し、遺構実測も終了もしくはほぽ

終わる段階で、一般住民を対象に調査成果の公開と、

埋蔵文化財に対する認識を深めてもらうことを目的

として、可能な限り現地説明会を実施した。これま

でに、鴻ノ木遺跡・明気古窯跡群・上ノ垣外遺跡・

新徳寺遺跡・堀町遺跡等で10件の説明会を行い、延

ベ1,000人以上の参加を得た。

なお、現地説明会の時には説明資料として「国道

42号バイパス松阪・多気発掘調査だより」を刊行

している。

また、小学校の依頼による体験発掘を実施し、津

市立片田小学校が鴻ノ木遺跡の、多気町立相可小学

校が新徳寺遺跡の発掘調査を体験した。さらに堀町

遺跡では、松阪市教育委員会の依頼による「親子体

験発掘」を実施し、 16家族約60人が参加している。

4 . 調在の経過

1. 平成 2年度

平成2年4月1日付けで三重県知事と建設省中部地

方建設局長との間で業務委託協定が結ばれ、同時に

前二者と（社）中部建設協会理事長を交えた三者によ

る業務分担協定も締結した。また、三重県知事と建

設省中部地方建設局長との間で平成 2年度の業務委

託契約書を取り交わし、範囲確認調査4件（朱中古

墳、朱中・鴻ノ木・上ノ垣内遺跡）計622面と本調

査 1件（鴻ノ木遺跡） 1,500面を行なった。鴻ノ木遺

跡については 850面の下層調査を追加している。

なお、 6月には松阪市中万町の県道脇バイパス用

地内に仮説プレハブを建設し、「一般国道42号松阪・

多気バイパス埋蔵文化財発掘調査整理所」として以

後の日常的な調査活動の基地とした。

2. 平成 3年度

範囲確認調査 3件（甘糟．巣護遺跡、明気古窯跡群）

計1,352m八本調壺2件（鴻ノ木・朱中遺跡） 5,260 m2 

を行った。朱中遺跡については、調査中に下層遺構

の存在が明らかになり、 900面の調査を追加するこ

ととなった。明気古墳群は、計画予定線と隣接する
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土地造成地内まで広がっており、建設省紀勢国道工

事事務所と開発主体である多気町及び民間開発業者

が協議調整してきた経緯があり、埋蔵文化財の取扱

いについて、範囲確認調査は先行する事業者側が行

うものとなった。それを受けて多気町教育委員会が

調査を行った結果、明気 7号墳を含め 5基の古墳が

確認された。その後の協議で造成計画の延期変更は

困難であるという先行業者側からの強い要請があり、

多気町教育委員会が本調査を行うこととなった。

また、仮設プレハブは遺物整理作業などの日常の

業務遂行には狭いなど種々の問題があり、 9月に廃

止し、同市射和町の鴻ノ木遺跡第 2次調査地跡地に、

9エ区全体の調査で出土する遺物量や、必要人員な

どを考慮した規模の新プレハブを建設した。

3. 平成 4年度

予備調壺 l件（明気窯跡群磁器探査） 4,000rnベ

範囲確認調査 3件（御堂山・上ノ垣外遺跡、明気窯

跡群）計850面、本調査 2件（鴻ノ木遺跡・明気

窯跡群）計5,000面を行い、鴻ノ木遺跡については

2,321面の下層調査を追加している。



4. 平成 5年度

範囲確認調壺 2件（新徳寺・堀町遺跡）計452m2,

本調査4件（明気窯跡群・巣護・上ノ垣外・鴻ノ木

遺跡）計11,450面を行い、上ノ垣外遺跡で112m¥

鴻ノ木遺跡で 2,200面の下層調査を追加している。

また、伐採工事中に大日山 2号墳を発見し、協議の

結果、平成 6年度に調査を実施することとなった。

また、本年度より報告書作成業務を開始し、明気

窯跡群、甘糟．巣護遺跡の遺物整理作業を行った。

すでに述べてきたように、計画されたバイパスは

9 ~ 12エ区というように全体が4つのエ区に分け

られており、全体の具体的計画や用地買収などにつ

いて、不確定要素が大きいまま発掘調壺に入らねば

ならなかったことから、建設省との二者協定や（社）

中部建設協会を交えた三者協定などについても、中

途で見直しや変更が必要となった。つまり、当初の

協定では事業の対象を、とりあえず第 9エ区の現地

発掘調査のみに限定してスタートしたため、後のエ

事計画や用地買収の進展等に伴って新たに発掘調査

が必要になった11・12エ区については協定を変更せ

ざるを得なくなった。そのため、 4月1日付けで建設

省との二者協定を変更した。その結果、現地発掘調

査は松阪・多気バイパスの全区間を対象に平成 9

(1997)年度まで実施し、並行して出土遺物の整理・

報告書作成を平成 5年度から同10(1998)年度まで

実施することになった。この協定変更に伴って、建

設省・三重県教育委員会・（社）中部建設協会の三者

による業務分担に関する協定書の変更、および建設

省・（社）中部建設協会の二者による協定変更も同時

に行われている。

5. 平成 6年度

範囲確認調査 3件（中野前・廿チ・山ノ花遺跡）

計496面、本調査 6件（大日山古墳群・上ノ垣外・

新徳寺・鴻ノ木・朱中・堀町遺跡）計9,450面を行

い、上ノ垣外遺跡で64面、新徳寺遺跡で333面の下

層調査を追加している。

報告書作成業務は、明気窯跡群、大日山古墳群、

甘糟．巣護遺跡を「一般国道松阪・多気バイパス建

設地内埋蔵文化財発掘調査報告 I」として刊行し、
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上ノ垣外・新徳寺・朱中遺跡、朱中古墳群の遺物整

理作業を行った。

6. 平成 7年度

範囲確認調壺2件（栂ノ世古•新徳寺遺跡）計 96

面、本調査 3件（山ノ花・廿チ・堀町遺跡）計 6,000

面を行い、廿チ遺跡の調査の際に、古道確認の目的

で、北上遺跡のトレンチ調査を行っている。堀町遺

跡では、調査区より遺跡が広がることが判明したた

め、平成 8年度に試掘調査を行うこととなった。

報告書作成業務は、上ノ垣外遺跡を「一般国道松

阪・多気バイパス建設地内埋蔵文化財発掘調査報告

II」、朱中遺跡・朱中古墳群を「一般国道松阪・多

気バイパス建設地内埋蔵文化財発掘調壺報告V」と

して刊行し、中野前・廿チ・北上・御堂山・山ノ花・

鴻ノ木遺跡の遺物整理作業を行った。

7. 平成 8年度

範囲確認調壺 l件（堀町遺跡） 270m2、本調査 3件

（栂ノ世古遺跡・新徳寺遺跡・堀町遺跡）計4,150m2

の調査を実施した。堀町遺跡の範囲確認調査では、

新たに3,500面の調査が必要となり、平成 9年度に

第4次調壺として行うこととなった。

報告書作成業務では、新徳寺・栂ノ世古・中野

前・廿チ・北上・御堂山・山ノ花遺跡の報告書刊行

と鴻ノ木遺跡の遺物整理作業を行っている。

また、第9エ区の工事進展に伴い、整理所の移転が

必要となった。そこで、第10工区内の松阪市上川町

に6月に移転し、平成10年の業務終了まで発掘調査

や遺物整理の基地とする予定である。

（田村陽一• 森川常厚）



番号 遺跡名 所在地 調 介 期 間 調介面積(rriり 担 ％ 者

平成 4 (1992)年8月28H ~ 9月30H〈試掘〉 530 田村陽・・宇河雅之

み明よ戸丸窯跡群 多気町柑可字明気、
,,, 10月18fl~平成 5 (1993) 年2JJ 28~1 1,500 田村陽・・字河雅之

1 平成 5 (1993) 年4月19f-1 ~ 10月29H 1,400 宇河雅之• 西村修久

＊平成 4年6月17ll ~ 6月25II f備調介（磁気探1t) 社2,430

多気町教育委員会
2 み明よ）式げ古墳群 多気町相Jif字明気

廿籍遺跡 多気町荒蒔'f'.lt糟
平成 3 (1991) 年8月26fl ~ l O JJ 11 II〈試掘〉 144 lll中喜久雄・野原宏司

3 ,)!・144 
I 

平成 3 (1991) 年8月26U~10 Jj 11 U〈試掘〉 908 田中喜久雄・野原宏司

4 巣護遺跡 多気町荒蒔字巣護 平成 5 (1993) 年8月23ll ~•\f. 成6 (1994) 年 1月27[] 2,300 西村修久・東 良樹

＊遺跡名を変更、旧遺跡名は【多気郡条里遺構） 計3,208

平成 2 (1990) 年7月23El~ 9月12日〈試掘〉 68 河瀬信幸， 
上つスノの垣がい外と遺跡 多気町荒蒔字上ノ 平成 5 (1993) 年 1月2811 ~ 2月1H 〈試掘〉 96 田村陽—- . 宇河雅之

垣外ほか 平成 5 (1993) 年8月23E-l~ 平成 6 (1994) 年 1Jj 27日 1,950 *112 亜村修久

5 平成 6 (1994) 年4月18U ~ 8月31EJ 3,050 *64 東良樹・下平康弘
---------- 平--成-8--(1--9-96-)--年-2-月-6--f1---------〈-試掘-〉---------- 48 ト田—-村-陽--一-•-松--本-美--先---

栂とがノの世せ古こ遺跡 多気IBf相可字栂ノ
平成 8 (1996) 年4月11日~5月10f:J 50 松本美先・小山憲一

世古
＊遺跡名を変更、旧遺跡名は lr. ノ垣外遺跡3次調在） 計5,262 *176 

平成 5 (1993) 年7月9f-1-7月12R〈試掘〉 96 宇河雅之
工 平成 6 (1994) 年5月23日~8月24 [:J 1,100 *333 小潰学• 西村修久

6 薪蝕与遺跡
多気町相可字新徳

平成 8 (1996) 年2月6日 〈試掘〉 48 田村陽一•松本美先
寺

平成 8 (1996) 年4月11l:J ~ 6月27Fl 500 *114 松本美先・小山憲一

itl,744 *447 

平成 2 (1990) 年7月23E:l ~ 9月12日〈試掘〉 272 河瀬信幸

平成 2 (1990) 年10月lltl~平成 3 (1991) 年3月19El 1,500 *850 河瀬信幸・小林秀

松阪市射和町字鴻 平成 3 (1991) 年4月23ti~5 月 31 ll 460 田中喜久雄・野原宏司

区 孤）未遺跡 ノ木•水引場・久 、ドh文4 (1992) 1f.5月11[J~8 月 31 H 3,500 *2,321 宇河雅之•田村陽—-
7 

保田ほか 、ffi文5 (1993) り:,4月19f-l ~ 8月29H 3,600 *400 東良樹・小潰学

平成 5 (1993) 年8月23II~ 平成 6 (1994) 年3JJ 31 H 2,200 *1,800 小潰学・田村腸—→

平成 6 (1994) 年8月23If~ 平成 7 (1995) 年1月25l-1 1,300 ート平康弘

社12,832 *5,371 

平成 2 (1990) 年7月23II~ 9月12ll〈試掘〉 184 河瀬信点

松阪rli射和町字朱
、fl成3 (1991) り:'.6月111-8月24II 2,300 田中喜久雄・野原宏ii]

8 
朱I,ゆな中か遺、跡 1勺成 3 (1991) 年,10月14日～‘ド）成 4 (1992) 年,3月13fJ 2,500 *900 田中喜久雄・野原宏ri]

叶I 平成 6 (1994) 年9Jj 5 ll -9 JJ 22 I J 400 束良樹

社5,384 *900 

平成 2 (1990) 年7月23I! -9 JJ 12日〈試掘〉 98 河瀬信寺， 朱しゅな中か古墳 松阪,ti射和町字朱
平成 5 (1993) 年6月25ll ~ 8月20ll 1,000 西村修久

叶I
計1,098

な中か野Jヽ， ま前さ遺跡 松阪市上川町'['.中 平成 6 (1994) 年9月26[) ~ 10月5H〈試掘〉 176 束良樹
10 

11 野前・八Ef- ＊遺跡名を変更、 Ill遺跡名は［石沖遺跡）

平成 6 (1994) 年 10月6[j - 10 Jj 14日〈試掘〉 144 束良樹
松阪rlit. 川町字廿

_L は廿1,チ仁遺跡 チほか
＊遺跡名を変吏、 Ill遺跡名は【束牛込遺跡】

11 1,600 下平康弘・小林秀
---------

区 松阪fUJ・_川町字北 平成 7 (1995) 年6月7Fl~ 7月l9 fl 北きたか上み遺跡
t-. 〈範囲確認、〉 ritl,744 

平成 5 (1993)年7JJ 19日-7 JJ 23 [1〈試掘〉 356 、ド河雅之

1勺必 6 (1994) イド 8月26ll-'I勺成 7 (1995) 年:2月20fl 3,000 小演学

松阪市朝田町字堀
'I勺成 7 (1995) イf.8 JJ 7 l 1-'I勺成 8 (1996) 年'.1月24日 3,100 小潰学•松本美先

12 "堀りま町仁遺跡 町・斎宮ほか
平成 8 (1996) 年 7 月 15~]·8 月 19lJ~2lf] 〈試掘〉 270 小濱学・兼古懺

12 
平成 8 (1996) 年7月15H-平成 9 (1997) 年 1月31日 4,700 小潰学・兼古憧

I 
平成 9年度調1tf定 3,500 

社14,926
I 

松阪市西野々 町'['. 平成 5 (1993) 年 1月26ll -1月27II〈試掘〉 224 字河雅之
13 区 伽検孤遺跡

御堂山

平成 6 (1994) 年 10 月 1111~10 月 20 fl〈試掘〉 176 束良樹

14 
や山まノのは花な遺跡 松阪市古井町字山

平成 7 (1995) 年5月10n -s月26Ii 1,300 松本美先• 西村修久
ノ花

社1,476

9 だ大いにHちや山ま古墳群 多気町荒蒔字kll 、ド/J.X:6 0994) 介:,4月7[1~6月10ll 600 亜村修久・小潰学
15 

山

第 4表発掘調査遺跡一覧表
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第 2図

、.・;::• ~. 
皿皿団新徳寺遺跡第一次調査区

ビニコ新徳寺遺跡第二次謂査区

蜃墨図栂ノ世古遺跡調査区

区上ノ垣外遺跡謂査区

■ 試掘坑

第 3図調査区位置図 (1: 2,000) 

櫛田川

-10 -~ 



II . 位置と環境

1 . 位

国道 42号線松阪・ 多気バイパスの第 9工区は、

松阪市中万町と多気町仁田を弓状に結ぶ 3.1kmのル

ートである。その間、櫛田川を横断することになる

が、同時に、両岸の段丘、そして段丘を見下ろす低

丘陵も横切ることになる。そのルート上は、適度の

水、適度の平地、適度の山林というように、人々が

生活するには条件の良好な場所であったようで、

様々な遺跡が存在する地域である。

奈良県境の高見山に源をもつ櫛田川は、何回かの

置

屈曲を重ねながら、東方向へと流れる。最初は山

間を鋭く切るように流れるが、次第に両岸の段丘

面を広げ、当バイパスが横切る付近ではまさしく

中流域の様相である。しかし、そこから 2.5kmほど

東方で丘陵地東端の神山にぶつかり、伊勢平野へ

と流れ出して下流域となる。そのポイントはまた、

多気町側から佐奈川が、松阪市側から孫川が合流

する所でもある。さらに、以前は櫛田川の本流で

あったともされる祓川を分流する地点でもある。

2. 歴史的環境

以下、櫛田川が中流から下流に流れを変えようか

という当松阪・多気バイパス第 9エ区建設予定地域

を中心にして、周辺の歴史を概観してみたい。

く先土器時代＞

櫛田川流域における人々の足跡は、古くは、先土

器時代にまで遡る。それは、主にナイフ形石器の存

在で確認される。当バイパス路線の付近では、櫛田

川左岸、松阪市中万町の上寺遺跡 (46)でチャート製

のナイフ形石器が発掘調査時に出土しているし、櫛

田川に注ぐ佐奈川の流域では、上世古遺跡 (130)で

採集されている。しかし、数量としてはいずれも 1

点のみで、遺跡の規模は小さい。対して、櫛田川と

は南におよそ 7~ 8 km離れて並行するように流れる

宮川の流域には、当時の拠点的な遺跡ともされる大

規模な出張遺跡が存在し、遺跡数も櫛田川流域より

は多い。櫛田川と宮川の間の外城田川流域には、踏

査で数点のナイフが表採された平林遺跡 (94)や三

川遺跡 (86)が所在し、大規模な遺跡と小規模な遺

跡の中間的な規模を想定させる。

他に、先土器時代の遺物として、古墳群の調壺の

際に、多気町東谷C遺跡（河田古墳群） (76)で男女

倉型の木葉形尖頭器が出土している。また、先土器

-11 -

時代の末期の細石刃が、上村池B遺跡(85)で表採さ

れている。

＜縄文時代＞

やがて人々は、土器作りを学習し、土器を生活の

中で活用し始める。その初期の時期、すなわち縄文

時代草創期の土器として確実視されるものは、県内

では今のところ見つかっていない。しかし、多気町

坂倉遺跡 (92)出土の土器片の中には、草創期末葉に

位置付けられる可能性をもつものが見受けられる。

一方、この時期の代表的な石器である神子柴型石斧・

有舌尖頭器・ 木葉形尖頭器などの出土は、櫛田川中

流域にも点々とみられる。例えば、近畿自動車道が

櫛田川を横切る松阪側の段丘に上ノ広遺跡・王子広

遺跡が所在し、この時期の石器がまとまって出土す

る。さらに、 10kmほど下流の多気町側中位段丘上に

は牟山遺跡 (64)が知られる。多気町佐奈川の流域

では、フケ遺跡 (101)で神子柴型石斧が、そして上

タコリ遺跡(54)で完形の有舌尖頭器が単独ではある

が出土している。全国レベルでは土器の使用が確立

される時期、櫛田川の中流域では、まだ土器の使用

が一般的ではなかったのか、それとも単に見つかっ

ていないだけなのか、とにかく現段階では、当時は



まだまだ石器のみの生活だったといえるようである。

しかし、縄文時代も早期になると、土器もさかん

に活用されるようである。櫛田川流域での早期押型

文土器の出土は県内でも目立つところである。当バ

イパス路線内の鴻ノ木遺跡(7)をはじめ、同じ段丘

に並ぶ鐘突 (47)・上寺・射原垣内 (42)の各遺跡や対

岸の牟山・坂倉両遺跡での、わりあい狭い範囲での

出土は、当時の人々の生活の拠点地域を推測させる。

もっとも、押型文土器の型式を考慮すると、これら

の遺跡の盛衰に時間的な差があり、その点について

奥義次氏は、坂倉→鐘突→鴻ノ木→射原垣内→上

寺・牟山という順序を示されている。また、鴻ノ木

遺跡や坂倉遺跡では炉跡や円形土坑も検出され、遺

構のうえでも縄文時代早期を今日に伝えている。

次の縄文時代前期は、全県的に確認遺跡数が少な

くなる。櫛田川の流域でもその傾向には変わりなく、

前述の早期の遺跡群が、そのまま前期にまで発展を

続ける様相は見られない。しかし一方では、勢和村

のアカリ遺跡など少数ながら安定した遺跡もみられ

る。

縄文時代中期は、遺跡数が増加し、また出土する

土器は、関東系・瀬戸内系・北陸系・東海系などの

ものが入り交じり、活発な地域間交流がうかがえる

時期である。後半になると、地方色を加味した土器

も出現するようになる。ところが、個々の遺跡の規

模を見ると、小さく不安定なものが多い。櫛田川流

域にも中期の土器の出土・採集地は点々と有るが、

いずれも少量の土器片で、例えば田中廻り遺跡 (95)

では、中期の土器は次時期の土器に混じって数片出

土しているにすぎない。また、多気町ナゴサ遺跡

(106)のように、大きな川筋から少しはずれた小さ

な尾根に立地する遺跡もみられる。以後の時期も含

めて、このような、時期による遺跡数・遺跡規模の

変化は、縄文社会の構造の変化によるものなのか、

単に現在の調査の限界によるものなのか、興味深い

ところである。

やがて、沈線と磨消縄文で特徴づけられる瀬戸内

系の中津式土器が登場し、縄文時代後期が始まる。

福田 K2式の時期を経て、北白川上層式などの西日

本系の縁帯文土器が盛行する後期前葉にはまた、関

東系の堀之内式の土器もよく見かける。この時期、
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櫛田川中流域ではその流れに沿って、勢和村宮切、

松阪市王子広、多気町新徳寺 (6)、松阪市射原垣内

などの各遺跡が形成される。これらの遺跡は、出土

土器の型式にほとんど差がなく、同時期にそれぞれ

の地区で集落を形成していたとも考えられる。石錘

の出土が多くなり、人々は川岸に集まり、漁も始め

たようである。

後期後葉になると遺跡数が減ってしまう反面、櫛

田川流域では勢和村新神馬場遺跡、宮川流域では伊

勢市佐八藤波遺跡など、現在でも多数の遺物が表採

できる密度の濃い遺跡がみられるようにもなる。櫛

田川と宮川の間、外城田川の流域に所在する多気町

森荘川浦遺跡(108)もこの後期後葉から末葉にかけ

て繁栄した遺跡である。そして、つぎの晩期にまで

続く様相を示す。

晩期の遺跡は、あまり目だったものは見当たらな

いが、当バイパス付近では下宮前A遺跡 (48)や射

原垣内遺跡に土器の断片がみられる。また、櫛田川

が沖積地に流れ出る地点の松阪市閑浄寺遺跡 (30)

でも土器が確認されている。

＜弥生時代＞

弥生時代になっても人々はやはり、櫛田川の段丘

を好んだようである。上寺遺跡や鐘突遺跡では弥生

前期の土器が出土し、また、鐘突遺跡では円形の竪

穴住居も検出された。この、松阪市射和町・中万町

における櫛田川から松阪丘陵の裾部にかけての段丘

は、以後、古墳時代も奈良• 平安時代も、中世にお

いても、延々と人々の生活・居住に適した場所とし

て活用されてきたことが、幾度かの発掘調査で確か

められてきている。

一方、櫛田川の右岸では、明和町神前山古墳群所

在地で前期の甕や壺が出土している。そして、櫛田

川をさかのぼると、近畿自動車道建設に関わって調

査された花ノ木遺跡が中期の遺跡として存在する。

竪穴住居と四隅の切れる方形周溝墓が検出され、東

海系の縄文を施した土器が出土している。また、県

立相可高校のグランド一帯 (49)では、後期から古

墳時代前期にかけての土器が昭和30年代の工事に

伴って出土している。中流域の段丘上に、小規模

なムラが形成されたのではないだろうか。

逆に川を下り沖積地が広がる祓川の流域に出ると、



明和町金剛坂遺跡 (68)・寺垣内遺跡 (69)・斎宮跡古

里地区 (67)・北野遺跡など、中期から後期にかけて

大集落が営まれている。広い沖積地を背景に、大き

なムラが形成されていったのであろう。同様の大集

落の様相は、松阪市の草山遺跡(20)にも見られる。

社会が広い範囲で組織化され、古墳を作り出す時期

への準備が進んでいる現れといえよう。

さて、弥生時代の祭器として銅鐸の存在は良く

知られるところであるが、多気町四疋田の丘陵裾

(65)でも出土したといわれる。銅鐸そのものが行

方不明になっていることが残念である。

く古墳時代＞

古墳時代は、主に古墳の分布で概観してみたい。

古墳時代前期の 4世紀後半、古墳はまず松阪市街地

に近い金剛川の流域に築かれる。久保古墳 (21)、

高田 2号墳 (24)、茶臼山古墳がそれである。また、

わかっている出土品が少なく決定的な事はいえない

ものの、裾部で検出された円筒埴輪棺から坊山 1号

墳 (23)もこの時期の古墳と考えられている。特に、

久保・茶臼山の両墳は直径50mを越える規模で、三

角縁神獣鏡をもつことが注目される。

5世紀になると、金剛川左岸（阪内川右岸）に宝

塚 1号墳 (17)が築造される。この全長 95mの前方

後円墳は、大きさ、墳形ともまさしく首長墓の様相

を示す。一方、櫛田川の右岸、多気町、明和町、玉

城町にまたがる玉城丘陵にも 5世紀になると古墳が

出現する。辺長49X38mの方形で、滑石製小型丸

底壺と半円透孔のある円筒埴輪が出土している権現

山2号墳(82)がそれである。

5世紀後半には、宝塚 1号墳の北隣に同 2号墳が、

金剛川流域には大塚山古墳が築かれる。そして玉城

丘陵では高塚 1号・大塚l号・神前山 1号 (77・75・

73)の各帆立貝式古墳が築造される。

以上のような4-----5世紀にかけての古墳の様相、

そしてそこからうかがい知れる社会状況について

は、下村登良男氏の論考があるので参照されたい。

6世紀になると、全国的にそうであるように、櫛

田川流域でもやはり群集墳の形成が始まる。特に玉

城丘陵には、 7世紀にかけて400を越える古墳が造

営されている。櫛田川と佐奈川に挟まれた丘陵地に

も明気・立岡山・黒田山 (2・61・56) などの古墳
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群がみられ、櫛田川左岸の松阪丘陵縁辺部にも尾だ

け・中万大谷・やつで (43・38・35)等の古墳群が

存在する。河川流域の広い生産基盤を背景に、古墳

造営の可能な集団が多数存在していたわけである。

これら群集墳の個々の古墳については、墳形のうえ

からは円墳と方墳に大別でき、両者を比較した場合

方墳は概して新しい感がある。また、埋葬施設につ

いては主に木棺直葬と横穴式石室であるが、多気町

内の櫛田川と佐奈川に挟まれた丘陵上の古墳には横

穴式石室は現在のところ見られず、その採用につい

ては造営集団による片寄りがあるようである。

古墳の造営は 7世紀中頃まで続くようで、多気町

で発掘調壺された女山 4号墳 (83)や森出 7号墳

(114)はその終末の時期の古墳である。

ところで、 6世紀末ごろからはこの地域でも須恵

器窯の操業がみられる。櫛田川以北では根後・分れ

谷窯跡 (19・27)が、以南では中尾・明気などの窯

跡 (63・1)が今日にそれを伝えるが、明気古墳群

の付近には蜜柑園造成時に窯跡らしきものがあった

とも聞く。特に櫛田川の右岸地域は、現在知られる

窯跡以上の規模の須恵器生産地であったようだ。

このように、古墳造営や須恵器窯の操業をみると、

この地域が古墳時代末、政治的・経済的・技術的に

安定充実し、賑わいをみせていたように思える。し

かし、当時の集落跡は当バイパス付近では今のとこ

ろ見つかっていない。段丘の微高地にある現在の集

落と重なるのかもしれないが、今後の発見が期待さ

れる。ともあれ、この社会的エネルギーは以後の櫛

田川中流域の歴史に引き継がれる。

＜奈良・平安時代＞

須恵器窯は、 7世紀後半、外城田川沿いで操業さ

れるようになる。原・ 市寄窯跡群(120・121)は7世

紀後半から 8世紀前半にかけての計 14基の窯跡で

あり、製品の供給地として「斎宮」をも想定できる

ようである。

仏教の広まりに従い、 8世紀には寺院の建立もな

された。松阪市では丹生寺廃寺や御麻生薗廃寺、大

雷寺廃寺 (29)、多気町では釈尊廃寺、逢鹿瀬廃寺

(128)、四神田廃寺（佐奈山廃寺） (100)などで古瓦

の出土を見る。同時に、瓦窯の存在もまた注目され

る。近畿自動車道の建設に伴い発掘調査された多気
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No 遺跡名 t な遺構・遺物 備考 No 遺跡名 t な遺構・遺物 備考

1 明気窯跡群 須恵器窯 5基 R42バイパオ関 37 片・ 田 古 墳 痕跡墳

連

2 明気古墳群 占墳 12基 38 中ガ大谷古墳群 円墳 7基。 3号墳横穴式石宰

// 

3 甘 糟 遺 跡中恨r.師・陶器片 39 弁犬窟古墳 横穴式石‘全

~ 

4 巣 亜Ii><- 遺 跡、Y安末～鎌倉土器、石帝 40 神 山 城 跡台状地、堀切

（多気条里） /,, 

5 上ノ垣外遺跡 縄文～鎌倉上器、大珠 41 八の坪遺跡 t師器

~ 

6 新徳寺遺跡 縄文後期の竪穴住居・上器 42 射原垣内遺跡 縄文弥牛古墳竪穴、室町掘立 S 54度
，，， 押刑文，：器、石斧、古式 t師 発掘調介

7 鴻ノ木遺跡 縄文早期炉跡、竪穴。押型文 43 Iもだけ古墳群 円墳 7基。 5サ墳須忠器杯身

/,, 

8 朱 中 遺 跡奈良～平安 I:器・掘立・竪穴 44 岡 山 l jI - 墳円墳

，，， ， 朱 中 1j1 • 墳樽形肱片 45 J i <-、ケ<:． 遺 跡弥牛'.t. 器片、山茶椀片 S 54度

/,, 発掘調介

10 中野前遺跡 山茶椀、天目茶椀等細片 46 t. 寺 遺 跡弥生古項奈良竪穴住屈、ナイフ、 S 55度

（石津遺跡） ,,. 押朋文 発掘調介

11 廿 チ 遺 跡山茶椀、近世陶器等 47 鈍 グ人・ 遺 跡弥生奈良竪穴住居、押刑文t器 S 55度

（東牛込遺跡） ，，， 発掘調介

15 大 H 山古墳群 古墳 4陥 48 ド宮前A・B遺跡 石鏃・縄文 L器片・須恵器片・ I:
，，， 師器片

16 長庄野遺跡 ナイフ 49 校 庭 ）、且山． 跡台付壺等

17 宝塚古墳群 1号前方後円墳全長 95m。 50 九 1・九戸遺跡 サヌカイト片、山茶椀片

2号帆ヽ［貝式径 60m。

18 lこ 出 遺 跡方形周溝、方墳、家型埴輪 S 41度 51 柚木］じ遺跡 サヌカイト片、山茶椀片

ナイフ、石鏃、石匙 発掘調介

19 根 後 窯 址 1~3サ窯、 6~7C須恵器 52 中 ）j~lj 遺跡 サヌカイト片、須恵器片

20 草 山 遺 跡方形周溝墓、弥牛緊穴・掘立、 S57-S59度 53 祓ノド遺跡 サヌカイト片、須恵器片

奈良～中軋掘立 発掘調介

21 久 保 I片 墳径52.5、高 6m円墳 漢式鍼、車輪 54 l・タコリ遺跡 有舌尖頒器

什等出 L

22 権現山古項群 円墳 4基 55 I内j 、炉 遺 跡 {i鏃、須忠器片

23 坊山占墳群 円墳3甚。 1号墳径40m・ 神獣 lけS60度 56 、1.1.¥ HI山古墳群 古墳 15)$;、石鏃

鏡・円筒埴輪棺。 発掘調介

24 閲田古墳群 円墳3基。 2号墳径 27m・ 銅 57 、訂ノ谷占瑣群 円墳 2屈

鏡・石釧• fl]筒埴輪棺。

25 既田寺廃寺 軒丸・軒ヽド瓦 58 石山占瑣群 円埴 6基

26 分れ谷遺跡 縄文 t器片（中期後半～後期初頭）。 59 伍塚谷古墳 円墳。銀象眼鉄JJ H3度発掘

調介

27 分 れ 谷 窯窯競部露早． 60 介懸占墳群 円墳 2基 H4度

発掘調介

28 西野々広古墳群 前方後円墳 l基、円墳 11基 61 I且！：岡山遺跡群 円培 4駐。中l仕幕群。 H3度

発掘調介

29 大雷年廃寺 軒丸・軒ヽド此 62 lj I /, も 古墳群 円項 2)店

30 閑浄寺遺跡 大溝、古墳竪穴、奈良～平安掘立 S50度 63中 尼 窯 跡 須忠器窯 S 50度

発掘課11t 発掘調介

31 犬+:_山古墳群 円墳 10基 64牟 山 遺 跡 尖頭器、石斧、押刑文上器 S 38度発掘

円筒埴輪・人物埴輪。須忠器 調介

32 西谷古墳群 円墳3基 65 （伝）銅鐸出 t地 S 19介:・に：釦j鉗墨力ゞ /1¥Lしたという。

33 山添古墳群 S59度 66 狐谷古墳群 須恵器（杯盗身・肱等）のスケッ

発掘調介 チが残るのみ。

34山 添 遺 跡 伊勢朋鍋、井戸 S53度 67斎 、r,,., 跡 官術跡の他に）j形周溝墓等 国史跡

発掘調介

35 やつで古墳群 円墳 3基。 3号墳横穴式石室 68 金剛坂遺跡 縄文t器、 }j形尉溝墓、竪穴住Ji'} S44・59・60度

発掘調介

36 長 谷 [t1 • 墳 円墳、石室 69 寺坦内遺跡 パレス壺、方形）古］溝幕、竪穴住屈 S60・61度

発掘調介

第 5-1表遺跡一覧表
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No 遺跡名 主な遺構・遺物 備考 No 遺跡名 t な遺構・遺物 備考

70 神 殿 遺 跡 Jj形周溝墓、竪穴住居、独鈷石 S60・61度 103 矢 田 城 跡士累、台状地

発掘調介

71 川原[j 遺跡 竪穴住居、土器焼成坑 S61度 104 向 野 遺 跡舟底形石器

発掘調介

72 コドノ A・B遺跡 ナイフ、有舌・木葉尖頭器、石鏃 105 南山西窯跡群 須恵器窯 2基。飛鳥以降

73 神前山古墳群 lサ、帆立貝、画文帝神獣鏡 S47度 106 ナゴサ遺跡 柳葉形尖頭器、石斧、縄文中期t

特殊肱、埴輪、弥生t器 発掘調究 器

74 火 E山占墳群 6号前方後円墳。 19号径52m 107 ．．ツ山遺跡 木菜形尖頭器片、石剣片

円墳。

75 大塚古墳群 1号帆it貝式、埴輪 108 森荘川浦遺跡 石鏃、石斧、 t偶片、縄文後期t H几・6度

器 発掘調介

76 河田古墳群 総数 100基 S48 49 50 57 109 林 中 遺 跡須忠器片

現在までに 52基が発掘調在済 S60H2度発掘

77 高塚古墳群 1号帆立貝式、埴輪 110 長安寺窯跡群 須恵器窯跡 2基。飛鳥以降

78 上村池占墳群 横穴式石室も多い。 111 南ノ山窯跡

79 ユブミ古墳群 2号前方後円墳 112 北の山 B・C窯跡 須恵器

80 斎宮池古墳群 12り前方後円墳 113 北の山 A 窯跡 須恵器

81 朝久田古墳群 円墳・方墳計 24基 114 森出古墳群 7号方墳・木棺直葬・須恵長頸壺 S49度

等 7号発掘調介

82 権現山古墳群 方墳 2基。 2けから石製小型壺、 115 笠 木 館 跡多郭連続形式、 t累、窄堀 S50~S51 

埴輪 測址調介

83 女山占墳群 4号方墳、木棺直葬。須恵器 47度 116 中村ノ内窯跡

発掘調介

84 坂倉古墳群 円瑣 4基 117 ぽうず山古墳群 円墳 19基

85 k村池 B 遺跡 細石メJ 118山 神 城 跡堀切、 L累、 l屈．橋 H2度

発掘調介

86 : JI I 遺 跡ナイフ 119 泉 貞 窯 跡須忠器窯。 10C前半 H2度

発掘調介

87 マイラ遺跡 石棒 120原 窯 跡 群須忠器窯 11甚。飛烏以降 S38度10・ll

り•発掘調介

88 畑ノ田遺跡 有舌尖頭器 121 1li窃窯跡群 須忠器窯 3 基。 7c~~8c

89 束 裏 遺 跡掘立柱建物。須恵円面硯 S53度 122 ハム谷窯跡群

緑釉風字硯、「中臣」墨書t器 発掘調介

90 カウジデン遺跡 掘立柱建物、 t馬、斎串 S54度 123 池ノ谷窯跡群 須忠器窯 3屈。占瑣～奈良ごろ。

「中万」黒書t器 発掘調介

91多 気 遺 跡石鏃 124 コノハタ遺跡 木葉形尖頭器

92 坂 倉 遺 跡縄文吊期炉跡・七坑 S49度 125ナ ゴ 遺 跡石鏃、石匙、わ＾斧

押型文t器、尖頭器、耳飾 発掘調杏

93 長迫間 A・B遺跡 掘立柱建物。須恵器、土師器 S47度 126 牛バサマ A・B遺跡 押型文 t-.器、有孔石製品 H元度

発掘調介 発掘調介

94、y. 林 遺 跡ナイフ、木葉形尖頭器 127西 谷 遺 跡 軒丸、軒'f瓦
（ 栃 ヶ 池 比 窯 ）

95 川中廻り遺跡 縄文後期 t器 S52度 128 相鹿瀬廃、炉 軒丸・ 軒'f吐し

発掘調在

96 五佐奈遺跡 井戸、斎串 S52度 129 h桂池遺跡群 石鏃、石匙、石斧

発掘調在

97西 山 城 跡 t.塁、堀。伊勢型鍋 H6度 130 I・・慨占遺跡 ナイフ

発掘調在

98 片倉氏館跡 山茶椀等 H6度 131 11 向 遺 跡 ナイフ、木葉形尖頭器

試掘

99 ミゾコ遺跡 井戸、石組遺構、伊勢型鍋 S59度 132 佐奈水銀鉱山跡 9ヵ所の坑口。 S18年探鉱。 H元度2基の

発掘調在 坑[]測贔調介

100 四神田廃寺 軒丸、軒平瓦

101フ ケ 遺 跡 {i斧、縄文一早期t器

102 サソダ遺跡 ナイフ

第 5-2表遺跡一覧表
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町牧瓦窯跡群は、 8基の窯からなり、 8世紀の初頭

から中葉ごろにかけて操業していたと考えられる。

4・8号窯で焼かれた瓦と丹生寺廃寺・御麻生薗廃

寺で出土している瓦が同泡であり、生産地と供給先

の関係が明かとなっている。また、同様に、西谷遺

跡（栃ヶ池瓦窯） (127) と逢鹿瀬廃寺•四神田廃寺

の関係も考察されている。なお、瓦片が採集され、

現在四神田廃寺としている遺跡については、瓦窯跡

ではないかという見方もある。

ところで、櫛田川中流から下流にかけては、飯

野・多気両郡に施行された条里制の地割りがみられ

るところである。条は北から南に区画され、多気町

津田地区あたりは多気郡の第十六条となる。里は、

西から東へ数えられ、現在残る三疋田、四疋田とい

う地名は、里数を冠するものであることはよく知ら

れている。しかし、当地域の条里地割りは、地域全

体がひとつの碁盤目で区切られるのではなく、場所

によって地割りの方向性をやや異にするようであ

る。そのことが一つの特徴ともいえ、耕地が徐々に

整備された証しともいわれている。

9世紀の始め、この水田地域の一部は荘園として

京都東寺に寄進された。川合荘、大国荘と称され、

東寺にとっては重要な寺領であった。しかし、多

気・飯野の両郡は度会郡とともに古来より神三郡と

いわれ、伊勢神宮支配の土地でもあった。東寺と神

宮とのもめごとも少なからずあったようで、 10・

11世紀の記録に見られる。また、多気町内にあっ

た成願寺（はっきりした所在地は不明）と東寺の紛

争の記録も残る。当時の土地支配の複雑性を垣間見

ることができるといえよう。

また、古代における様相の一部は発掘調査からも

うかがえる。多気町河田の東裏遺跡 (89)やカウジ

デン遺跡 (90)、五佐奈遺跡 (96)では奈良～平安時

代ごろの土器や祭祀遺物（斎串・土馬）が出土し、

掘立柱建物が検出されている。中でも、緑釉の風字

硯や「中臣」と墨書された椀の出土には、この地域

では一般的でない何か特別な意味合いを感じる。中

央からの役人がいたのであろうか、荘園経営に関す

る“事務所”があったのであろうか？ また、カウ

ジデン遺跡から出土した皿や椀の「中万」という墨書

は、櫛田川を挟んだ松阪側の集落名である中万との
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関わり、同時に大国荘との関わりで典味深い。発掘

調査報告書によると、中万の人々による出作の可能

性も指摘されているようである。

＜鎌倉時代以降＞

武士が台頭した時代、北畠氏の支配下にあったこ

の地には、山城跡も所々にみられる。玉城町の田丸

城の支城として重要な位置をしめた神山城 (40)ま

た、多気町笠木の舌状台地には笠木館跡(115)が確

認されている。この館跡は東西500m・ 南北 400m

の規模をもち、土塁や堀で区画された郭を連ねる構

造のものである。この館の西南約1.5kmの山頂には矢

田城跡(103)が所在し、山城と館の有機的な関連が

うかがわれる。

神山城の北東の平地では、石積み井戸や掘立柱建

物を検出し天目茶椀や土師器鍋・羽釜を多数出土し

た山添遺跡(34)が調査されており、また、射原垣内

遺跡でも室町時代を主体とした集落跡が調壺により

明らかとなった。多気町側では、矢田城の南西の東

の平地で鎌倉～室町時代にかけての遺跡であるミゾ

コ遺跡(99)が発掘調査されている。これら発掘調査

された遺跡及びその固辺の水田・畑の他に、三疋田

や四疋田の水田地、荒蒔や兄国の自然堤防上など、

各所に鎌倉～室町期のものと思われる土師器細片が

散布している。現在の地表とほとんど変わらないと

ころで中世の人々も生活していたのであろう。集落

などは、現在のものと多分に重なっているのではな

いだろうか。

く水銀＞

ところで、勢和村丹生を中心として採取された水

銀については、少し付記しておかなければならない

であろう。 8世紀末成立の『続日本紀」には、文武

天皇二 (698)年や和銅六 (713)年に伊勢国からの朱

砂（辰砂） • 水銀の献上の記述が見られる。伊勢の

地に、丹生のほかにまとまった水銀鉱山が知られて

いない以上、これらの記述の水銀（辰砂）は丹生の

ものとみて差支えないと思われる。奈良時代中頃の

東大寺の慮舎那仏造営に際しては、大量の水銀が使

用されているが、これも丹生産のものであろうこと

が定説となっている。平安時代後期に成立した『今

昔物語集』にも伊勢国の水銀に関係する話がみられ

当時丹生の水銀鉱はよく知れわたったものであった



ようだ。中世には全国唯一の水銀座が組織されてい

たことが知られている。そして、丹生から櫛田川筋

に約 8km下流の射和の地には、水銀を原料として白

粉を生産する産業が興り、江戸時代を通しての射和

の繁栄につながる。

これら文献に現れるはるか以前にも、辰砂は赤

彩の原料として利用されている。縄文時代後期の松

〔註〕

① （参考文献 1)

② 「伝銅鐸出 L地」として、多気町の指定文化財となっている。

1944 (昭和19)年秋、流水文銅鐸が出 Lしたとのことである

が、写真・図等も残されていない。
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皿． 第 1次調査

1■ 基本層序

甚本的に 3層からなっている。第 1層：オリーブ

黄色砂 (5Y6/4・表土）、第 2層：明黄褐色砂質土

(2.5Y6/ 6)、第 3層：黒褐色土 (lOYR3/1)であ

る。ただし、第 2 層• 第3層については、単一の層

ではなく、場所によっては層の乱れがみられる。第

2層の上面で縄文時代後期と中世の遺構を検出した。

また、第 3層上面においても、縄文時代後期の遺構

を若干検出したが、上層ほど明確な遺構は少ない。

なお、第 2層上面で検出された遺構を上層遺構、第

3層上面で検出された遺構を下層遺構として報告す

る。

2■ 遺 構

遺構については、時代別に分けて、竪穴住居、土

坑、墓壊、埋設土器、溝の順とし、遺構番号順に報

告する。

く下層〉

縄文時代後期前半

土坑14基、溝l条と柱穴を検出した。埋土は、す

べて明黄褐色砂質土(2.5Y6/6)である。

土坑

SK 101 

長軸方向に0.6m、短軸方向に0.85m、深さ0.26m

である。調査区外に遺構が延びており、本来は円形

の土坑であることが想定できる。出土遺物がごく少

量であるために時期の判断が難しい。

SK 109 

長軸方向に1.05m、短軸方向に0.85m、深さ0.26

mの円形の土坑である。縄文土器片が20数点ほど出

土しているが、細片ばかりである。

SK 111 

最大幅2.3m、最小幅0.45m、深さ0.08mの不整形

な遺構である。縄文時代後期前半の土器片がごく少
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第5図 土層断面図 (1 : 100) 
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量出土している。

SK 112 

最大幅2.8m、最小幅0.45m、深さ0.12mの不整形

な遺構である。遺構中央底部から打ち欠き石錘6点

が集中して出土しており、埋納の可能性も考えられ

る。

溝

SD 110 

幅0.23mの溝状の遺構である。縄文土器片とサヌ

カイト片が若干出土している。

く上層〉

縄文時代後期前半の遺構

竪穴住居

SH 29 

平面形はほぼ円形で、東西2.78m、南北3.64mで

ある。遺構中央に向かって深くなっており、 0.16m 

の深さがある。石囲炉を住居中央から西寄りに確認

した。石についてはあまり熱を受けた様子がみられ

ない。炉のすぐ南に焼土ブロックが若干見られる。

埋土は褐色土 (lOYR4/4)で、炭化材、炭化種子や骨

片ではないかと考えられるものが出土した。また、

S K26、SK30、SK55、に切られている。遺物の

出土状況は、遺構上面での出土が多く、住居が廃絶

していく過程で投棄されたものか。遺物の量として

は、多くはない。北白川上層式 1期、北白川上層式

期に比定される土器が埋土から出土している。

SH 59 

東西2.6m、南北2.76m、深さ0.27mで平面形は円

形を呈し、遺構東端は若干不整形である。肩部から

底部にかけてほぽ垂直に掘り込む。住居のほぽ中央

部に焼土塊がみられ、床面まで焼けていた。地床炉

の痕跡であろうか。埋土は褐色 (7.5YR4/4)で、炭化

物の細片が混入していた。遺構上面に遺物が集中し

ており、住居の廃絶後に投棄されたものか。出土土

器については、後期前半に比定されるものが中心で、

北白川上層式 1期と考えられる。なお、竪穴住居周

辺については表土を掘削している時点でかなりの遺

物が集中しており、遺構の上面だけではなく、広い

範囲で遺物の散布がみられた。

土坑

SK 11 

東西1.21m、南北1.05m、深さ0.6mで平面形は、

楕円形を呈する。埋土は黒褐色土 (7.5YR3/2)。土坑

の北側が熱をうけて赤変している。遺物は、土器片
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と骨片が少量出土している。北白川上層式 1期の遺

構と考えられる。

SK 16 

東西2.7m、南北2.5mの不整形な土坑で、深さは、

0.05~0.24mである。埋土は黒褐色土。遺構の西と北

側には、熱を受け赤くなっている部分がみられた。

土器片が少量出土しているが、無文土器がほとんど

である。時期は、北白川上層式 1期か。

SK 17 

東西0.7m、南北4.lm、深さ0.1~0.2lmの楕円形

の土坑である。埋土は褐色土の 1層である。 SD15 

とSKl6に切られている。土器片が少量出土してい

るが、無文土器がほとんどである。

SK 18 

平面形は楕円形を呈し、長軸1.8m、短軸0.97m、

深さ0.2mである。埋土は黒色土の 1層で、土坑の北

側が熱をうけて赤変している。遺物は、土器片が少

量出土している。

SK 19 

東西1.17m、南北1.38m、深さ0.2mの不整形な土

坑である。土坑の南側に、拳大ほどの石が数個集中

して出土している。埋土は黒褐色土の 1層である。
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出土遺物については、広瀬土壊40段階、堀之内式系
③ 

土器が出土している。

SK 20 

東西1.03m、南北1.2mの不整形な土坑で、深さは

0.15mある。土坑の西側がテラス状になっている。埋

土は黒褐色土の 1層で、土中には炭化物細片が混じ

る。出土遺物は、縄文土器の小片が中心である。中

津式、広瀬土壊40段階に混じり、北白川上層式 2期

と考えられるものがみられる。サヌカイトの剥片が

少量出土している。

SK 25 

東西2.06m、南北3.28m、深さ0.08------0.79mで平面

形は楕円状を呈している。埋土は、褐色土 (lOYR

4/ 4)である。土器については、後期前半を中心に出

土しており、石錘、サヌカイトの剥片が若干出土し

ている。時期的には、北白川上層式 1期の遺構と考

えられる。なお、整理の段階で辰砂原石 1点を確認

した。辰砂原石の出土は、県下では 3例目である。

SK 30 

東西1.86m、南北1.65m、深さ0.66mの円形の土坑

である。 SH29に切られている。底部には浅鉢2点

がほぼ完形で出土している。出土遺物は、時期幅が

若干あるが北白川上層式2期が中心の時期であろう。

また、底部の広い範囲で焼土を確認した。焼土が何

らかの理由で遺構埋土に混入したものか。

B 
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①褐色土 10YR4/4 ⑥明黄褐色やや粘質土 2.5Y6/6 
②暗褐色土 10YR3/ 4 ⑦明黄褐色やや粘質±2.5Y7/6 
③黒褐色土 10YR3/2 ⑧明赤褐色砂質士 5YR 5/6 (焼t)
④暗灰黄色砂質：t 2.5Y4 /2 ⑨浅青色粘質.t.2.5Y7 /3 
⑤浅黄色やや粘質上 2.5Y7/4 ⑩褐灰色粘質UOYR4/l
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SK 34 

東西0.78m、南北I.Olmの楕円形の土坑で、深さは

0.25mある。埋土からは、後期前半の土器が出土し

ている。

SK 35 

東西0.72m、南北0.70m、深さ0.27mの土坑で、

平面形は円形である。埋土は褐色土である。出土遺

物については、後期前半の遺物が出土している。

SK 36 

長軸方向に0.95m、短軸方向に1.13m、深さ0.2m

の隅丸方形の土坑である。埋土は褐色土の 1層であ

る。有文土器が少ないが広瀬土壊40段階の時期と考

えられるものが出土している。

SK 37 

長軸方向に1.6m、短軸方向に0.57m、深さ0.09~

0.13mの楕円形の土坑である。埋土については褐色

土である。 SD33に切られている。出土遺物は少な

いものの後期前半の土器が若干出土している。

SK 39 

東西0.75m、南北1.74m、深さ 0.18~0.43mの土坑

である。平面プランは、楕円形を呈している。埋土

は黒褐色土の 1層である。遺物の出土量はそれほど

多くないものの、広瀬土壊 40段階の時期の良好な

資料が出土している。また、埋土中には小石が多く

含まれており、土器とともに投棄されたものと考え

られる。

F' 

23.011 

F' 

23.0● 
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SK 41 

長軸方向に4.23m、短軸方向に2.18m、深さ0.74

mでかなり大きな土坑である。平面形は楕円形を呈

している。埋土については黒褐色土の 1層である。

遺構の南西の一部分に焼土ブロックが見られたが、

この土坑の周辺で火を受けた土が入り込んだのであ

ろうか。出土遺物については、北白川上層式 1期の

時期が中心である。サヌカイト、 チャートの剥片、

骨細片も埋土中から出土している。

SK 42 

長軸方向に1.22m、短軸方向に1.22m、深さ 0.06

------0.14mのほぽ円形の土坑である。埋土は黒褐色の1

層である。遺構の中央北からに焼土塊がみられる。

後期前半の土器が若干出土している。

SK 43 

長軸方向に1.02m、短軸方向に0.68m、深さ 0.26

mの遺構である。平面形は、楕円形を呈しており、

埋土は褐色土である。遺物の出土量は少ないものの、

縄文時代後期前半のものと考えられる土器が出土し

ている。

SK 57 

東西に0.94m、南北に1.54m、深さ0.32mのほぽ

楕円形の土坑である。若干の縄文土器とサヌカイト

の剥片が出土した。

墓損

S X 10 

平面形は、隅の丸い二等辺三角形で、長軸方向に

2.17m、短軸方向に1.59m、深さ0.56mの墓城であ

る。埋土は黒褐色 (7.5YR3/2)の 1層である。遺構上

面では、土器細片が集中しており、それを取り除く

と、遺構中央よりやや南寄りの底部に近いところで

土器が一括出土した。故意に破砕して投棄されたも

のであろうか。出土した遺物は、北白川上層式 1期

の直前段階のものが中心である。遺構の時期につい

ては、縁帯文成立期と考えられる。埋土については、

自然科学分析を行い、墓城の可能性がある数値を得

ることができた。分析結果の詳細については、 VIに

譲りたい。

埋設土器

S Z 45 

土器の上半部分を欠失した状態で検出した。明確

-28-

な掘り形が確認できなかったことから、土器の大き

さと同じ穴を掘り、正位に土器を埋設したものと考

えられる。検出面より0.21m掘り込んでいる。粗製

土器を埋設しており、土器底部は穿孔されていた。

時期を判断するのは難しいが、後期前半であること

は間違いないだろう。

S Z 46 

土器上半部分を欠失した状態で検出した。検出時

に、埋設土器周辺に縄文土器片の集中がみられた。

S Z45同様明確な掘り形が確認できなかったこと

から、土器の大きさと同じ穴を掘り正位に土器を埋

設したものと考えられる。粗製土器を埋設しており、

土器の底部は穿孔されていた。土器内埋土には土器

片が入っていた。なお、埋設土器取り上げ後、 SH

59を検出した。検出状況から、 SH59が廃絶後埋

没し、その後土器を埋設したと考えられる。時期に

ついては、後期前半、北白川上層式 1期以降という

ことになろう。

S Z 47 

土器の上半部分を欠失した状態で検出した。掘り

形は確認できず、土器の大きさと同じ穴を掘り正位

に土器を埋設したものと考えられる。粗製土器を埋

設しており、土器の底部は穿孔されていた。

S Z 48 

土器の底部付近が辛うじて残っていたというよう

な状態で検出した。土器外面に縄文のみ施す半粗製

の土器を、正位に埋設したものであろう。 SZ48付

近から出土した土器とかなり接合したことからも、

後世の削平により、土器上部が破壊されたと理解で

きよう。

S Z 54 

東西1.62m、南北1.76m、深さ0.60m以上の円形

の土坑である。検出面より0.30m下、土坑の南端に、

埋設されたかのように縄文土器の有文深鉢の半分だ

けを確認し、さらに0.30m下から割れた残りの土器

半分が出土した。この土器は、福田 K2式第 1段階

に比定できるものと思われる。また、同じ土坑底部

の北端部分から室町時代の土師器皿片の出土を確認

した。遺構検出時には切り合いがみられないために

1つの遺構としたが、埋設土器と中世の遺構が重複

していた可能性が極めて高いと思われる。土層の観



察でもその重複関係を確認することはできなかった

が、ここでは埋設土器と判断した。

鎌倉時代

土坑

SK 26 

東西1.45m、南北1.14m、深さ0.22mの方形の土

坑である。縄文土器、土師器皿の出土が多くみられ

た。 SH29を切っている。鎌倉時代末期の遺構か。

SK 55 

長軸方向に0.67m、短軸方向に0.38m、深さが

0.22mの不整形な土坑である。出土遺物は、砕片ば

かりで縄文土器片、土師器片、山茶椀片、陶器片が

みられた。

墓壊

SX21-23 

S X21は、東西1.05m、南北1.26m、深さ 0.18m、

S X22は、東西 l.Om、南北1.04m、深さ0.23m、S

X23は、東西0.70m、南北1.02m、深さ0.17mの規

模がそれぞれあり、隅丸方形の平面形をしている。

3遺構はそれぞれ近接した位置にあり、出土状況に

ついても同じ様相がみられる。土師器皿が埋納され

ており、墓と考えられる。埋土の自然科学分析にお

いても、墓と考えられる数値を得ることができた。

詳細はVIに譲りたい。これらの遺構の時期について

は、鎌倉時代末期と考えられる。

室町時代

土坑

SK 27 

長軸方向に0.95m、短軸方向に0.56m、深さ 0.32

m、平面形は楕円形である。土師器皿が細片で多く

出土している。

SK 31 

直径2.5mの円形の土坑である。深さは検出面から

-29 -

2.5m以上ある。素掘りの井戸である可能性もある。

遺構廃絶後にSD15が掘られたものと考えられる。

土師器皿・鍋、陶器片などが少量出土している。

SK 40 

直径1.4mの円形の土坑で、深さは検出面より2.5

m以上ある。 SD15に切られており、素掘りの井戸

とも考えられる。土師器羽釜・鍋などが細片で出土

している。

SK 51 

東西1.92m、南北1.59m、深さI.Omの円形の土坑

である。出土遺物については、縄文土器片がほとん

どであるが、土師器鍋．甕、陶器片も含んでいた。

墓壌

S X 32 

東西1.19m、南北1.37m、平面形は隅丸方形で、

深さは0.36mである。土師器皿や縄文土器片、黒耀

石剥片が 1点埋土より出土している。

S X 53 

長軸方向に1.26m、短軸方向に0.97m、深さ0.19

m、平面形は隅丸方形である。埋土から土師器皿が

細片で多く出土した。

溝

SD 15 

調査区のほぽ中央に位置している。北西から南東

方向に流れていたと考えられ、旧相可川に合流する

断面形は、 V字状を呈しており、人工的な溝である

ことが想定できる。溝の上面から底部にかけてまん

べんなく遺物が出土した。底部に近いほど土師器鍋

・羽釜片、陶器片などが多く出土している。

SD 33 

調査区の東の端にあり、幅0.43~0.98m、深さ0.10

~0.25mの溝である。遺物の出土量は少ない。
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3■ 遺

新徳寺遺跡第 1次調査においては、 2万点を越え

る遺物が出土している。その内訳は、縄文土器、中

世土器、陶器、石器である。時期的には、縄文時代

後期を中心に室町時代のものまでがみられる。なお、

遺物の詳細な観察については、遺物観察表に譲るこ

ととする。

゜
I I I'I 

~cm 

第15図 下層遺構出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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物

縄文時代

〈下層〉

1は、沈線文が施されている。後期前半の土器と

考えられる。 SKlOl出土遺物である。 2は2本沈

線間に縄文が施されている。 3は底部である。後期

前半の土器といえよう。 SKl03からの出土である。

4は、波頂部下に刺突と沈線が施されている。後期

前半に比定できよう。 SK105からの出土である。

ニー~/

16 

¥ : 19 



5は沈線による同心円文と沈線間に縄文を施す。北

白川上層式 1期に比定できよう。 SKl09出土遺物

である。口縁部片が2点。 6は垂下する沈線を施す。

7は無文である。後期前半のものと考えられる。 S

Kll2からの出土である。

次に、包含層出土遺物について述べたい。 8は爪

形文が施された口縁部片。前期、北白川下層 IIb式

に比定できるものと思われる。 9は刺突による同心

円状の文様がみられ、刺突間に条痕を施す。前期初

頭のものか。 10は口縁部から屈曲部にかけて隆起線

状で、その上に爪形文を施した浅鉢。前畑式に比定

できよう。 11は頸部と胴部境界に横走2本の隆起線、

胴部に同心円の隆起線を施す深鉢。中期前半のもの

と考えられる。 12~19は後期土器である。 12は内側

ヘ肥厚する口縁部上に 2本沈線、波頂部より 3本沈

線が垂下する。 13は肥厚する口縁部に沈線と縄文を

施す。北白川上層式 1期に併行するものか。 14はロ

縁端部に刺突、波頂部下に垂下沈線と連絡する斜行

沈線、堀之内 I式期のものか。 15は沈線で囲むよう

な文様内に条線を施す。後期のものか。 16は2本沈

線間に磨消縄文を施し内外面ともきれいに磨かれて

いる。器種は不明である。福田 K2式併行か。 17は

口縁端部に刺突、胴部には横方向に条線を施す。鉢

か。 18は横方向に条線がみられ穿孔されている。 19

は口縁部がやや外反する無文土器である。

く上層〉

SH 29出土遺物

出土遺物の量は、遺構としては少ない方である。

20は口縁部突起部である。21~23は口縁部片で堀之

内 I式併行、 24は口縁部は平縁で内折し、横走する

1本沈線以下に全面に縄文を施す。 25は波状口縁の

外端面に縄文がみられる。北白川上層式 2期併行。

26は肥厚した口縁部に縄文を施し中央に剌突のある

x字状の浮線文を施す。このような浮線文は珍しく、

あまり類例がない。北白川上層式 1期に比定するも

のか。有文の体部片を一括して、 27~29は磨消縄文

系、 30・31は沈線文を施す。 31は頸部か。 32は肥厚

する口縁部外面に縄文を施す。 33~41は無文口縁部

である。 42は、口縁端部と胴部に縄文を施す。 43・

44は縄文地、 45は条線地、 46・47は条痕がみられる

体部片である。 48は平底の底部片である。
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SH 59出土遺物

無文の土器を中心に大量の土器が埋土中から一括

出土している。 49は入り組んだ2本沈線間に縄文を

施す。福田 K2式期第 1段階に比定されるものと考

えられる。 50は内側に肥厚した口縁端部に沈線と刻

みを施す。広瀬土城40段階併行と考えられる。肥厚

する口縁部外面に同心円文を施す51~53は北白川上

層式 1期に併行するといえよう。 54は肥厚した口縁

部に横走沈線、口縁部下に垂下沈線がみられ、 55は

磨滅等ではっきりしないが内側に肥厚した口縁部と

口縁部下に何本かの沈線がみえる。堀之内式系のも

のか。 56は肥厚する口縁部に大突起が2対ある。大

突起は肥厚する口縁部上に筒状突起、突起上部から

口縁端部を橋状把手で連絡する。蛇をイメージした

のか、橋状突手は蛇が巻きついたかのような表現が

されている。また、大突起口縁部下にはX字状の橋

状把手もみられ胴部と連結し、橋状把手連結部を基

点に胴部に弧状沈線を施している。西日本ではあま

りみられない土器である。在地系か。 57は頸部と胴

部境に 8の字浮文と 2本の横走沈線、 58~63は磨消

縄文で59・60は赤彩を施す。 64・65は胴部に多条化

した弧状沈線、 66は横走沈線と条線、 67は沈線間に

刺突を施す。概ね北白川上層式 1期のものと考えら

れる。 68は肥厚する口縁部に縄文を施す。 69~73は

縄文地の体部片である。 74・75は口縁部片で条線を

施す。 76~79は条線を施す体部片である。 80~88は

無文口縁部片で調整はナデである。 89は外面ナデ、

内面磨きの口縁部片である。 90~95は外面磨き無文

口縁部片、 96は内面に条痕を施す口縁部片である。

97は外面条痕、内面磨き、 98・99は内外面条痕を施

す体部片である。 100は鉢。口縁部から多条の垂下

沈線、頸部と胴部境に 2本の横走沈線、沈線間と胴

部は縄文を施す。 101は外反する口縁部をもつ鉢。

これらは北白川上層式 1期のものと考えられよう。

102は壺形土器か。 103~109は底部片。 109は網代

痕を残す。

SK 11出土遺物

110は内側に肥厚した口縁部に施文している。北

白川上層式 1期よりも若干古くなるものであろう。

111は沈線下に縄文を施す。 112は縄文、 113は外

面ナデの体部片である。後期前半のものか。
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第18図 SH 59出土遺物実測図 (1 : 3) 

-35 -



S Kl 6出土遺物

114は内側に屈曲する口縁部上に 2ヶ所の刺突を

沈線でつなぐ浮文を 2ヶ所施し、浮文を基点に沈線

と刻みを施す。広瀬土渡 40段階に併行するものか。

115は波頂部に刺突、垂下沈線と斜行沈線を波頂下

に施すもの、 116は内折した口縁部外面に沈線を施

すものか。堀之内式系と考えられる。 Jl7は内折す

る口縁部外面に 1本沈線を施す。 118は外反する口

縁部外側に沈線を、沈線下に短沈線を施す。後期前

半のものか。 119は磨消縄文、 120は外面沈線・内

面磨きを施す体部片である。 121は縄文、 122は条

線、 123~125は無文口縁部片である。 126は底部片

である。
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第 19図 S H59出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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S K17出土遺物

127は内側に屈曲した口縁部上に刺突のある 0字

状浮文を施す。 128は口縁端部に沈線、口縁部内面

に刺突と沈線、 129は口縁部下に刺突と沈線がみら

れる。 130は磨消縄文、 131・132は沈線文を施す

体部片である。 133は口縁部外側面に剌突を施す。

134は口縁部に横方向に条線がみられる。 135は条

線地の体部片である。後期前半に比定できよう。

S K18出土遺物

136は3本沈線が見られる。 137は磨消縄文系で

ある。後期前半のものか。

SK  19出土遺物

138は内側に屈曲する口縁部上に一方が開く筒状

突起、端部には刻みと沈線を施す。 139・140は頸部

と胴部の屈曲部、 3本沈線による文様構成か。同一

個体か。広瀬土城 40段階併行と考えられる。 141は

内折する口縁部外面に刺突、頸部無文で屈曲し、胴

部は縄文地に 2本沈線を垂下させ、沈線間に刺突を

施す文様がみられる。堀之内 I式中段階に比定され

るものか。 142は口縁端部に剌突、口縁部外面に刺

突を基点に横走沈線を施す。 143・144は磨消縄文を、

145は沈線を施した体部片である。 146は口縁断面

冒
I
 

万廿り‘’

10 cm 

、\—」二:,、;04
ぐ心澄I .',、 、̀ ： , , .、

ダ三羞＿―ここご。3 ¥_Jー＿：：：：：：／。5 、ヽ

,I 
'ヽ、‘

こごごご＿ー：／
芦J~z~·~
、，．・遠茫~-; ・ダ・・ぐ寄·ー~全・

＼ 
109 

第 20図 S H59出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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SK 11 : 11 0,..., 1 13 

SK16 : 114,...,126 

SK17 : 127,...,135 
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第 21図 SK11・16・17出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 

が三角形で口縁部下に縄文を施す。 147・148は口縁

端部に沈線、 149~152は無文口縁部片、 150は内面

が磨かれている。 153は縄文地、 154・155は条線地、

156~ 158は外面が条痕調整、 159は内外面とも磨き

の体部片である。 160は口縁部外反する小型の鉢で、

内外面磨きである。 161・162は平底の底部片である。

S K20出土遺物

163は口縁部下に 2本の沈線による磨消縄文帯が

みられる。中津II式に比定されよう。 164・165は肥

厚する口縁部上面に1本の沈線と刻みを施す。 166

・167は堀之内式系。内折する口縁部に 1条沈線を施

す。広瀬土壊 40段階と考えられる。 168は口縁部下

に2本沈線、 169は剥離していて良く分からないが、

横走する縄文帯と沈線が確認できる。 170は口縁部

下に 2本沈線と同心円文、 171は口縁部下に細い平

行沈線、 172は口縁端部に刻みを施し、内面磨き、

173は外面に蛇行沈線、内面磨き、 174・175は頸部

屈曲部、 174は2本の横走沈線を、 175は多重沈線

文を、 176は外面に多条の沈線文で内面磨き、 177

は外面 2本沈線間に磨消縄文、内面条痕を施す深鉢

体部片である。 178~180は条線地深鉢である。 180

はSK25出土遺物および包含層遺物と接合した。

181 ~ 185は無文の口縁部片である。 185は外面条痕

を施す。 186は鉢、肥厚した口縁端部上に 1本沈線

-38-
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を施し突起が延びる。 2単位になるものと考えられ

る。また、突起下から胴部に橋状把手が連結する。

胴部の連結部を囲むように多重沈線文が施される。

広瀬土城40段階に併行するものと考えられるもので、

山陰地方の布勢式によくみられるという指摘をうけ

ている。 187~189は平底の底部片である。

SK 25出土遺物

190・191は口縁部小片、判断の迷うところだが中

津II式に比定できるものか。 192は突起の基部、欠

損しているものの橋状把手がみられる。 広瀬土壊40

段階期のものと思われる。 193は肥厚する口縁上面

に2本沈線、沈線間に縄文を施す。 194~197は口縁

部に同心円文と弧状の沈線を、 198・199は肥厚した

口縁部に横走する3~4本の沈線を、 200・201は肥

原した口縁部に縄文を施している。北白川上層式 l

期に比定するものであろう。 202・203は堀之内式系

の口縁部片、 202は203より先行するものか。 204

は口縁部内面が段状になっている。後期前半に属す

るものか。 205~208は磨消縄文を、 209は短沈線、

210は多条沈線文、 211は横走する沈線下に弧状沈

線文を施す体部片である。後期前半に比定するもの

と思われる。 212は肥厚する口縁部に縄文を、 213
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第26図 SK 30出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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は口縁部に縄文、 214は口縁端部にまで条線、 215・

216は条線地の口縁部片、 217は外面磨き、 218~ 

231は無文の口縁部片である。時期は後期前半と考

えられる。 232・233は外面が磨き、内面が条痕、

234は外面が条痕、

縄文地、

235・236は外面が条線、 237は

238は内外面とも磨きの体部片である。

239~243は平底の底部片である。

S K30出土遺物

244は3本沈線と磨消縄文による帯状の文様帯が

みられる。福田 K2式第 2段階と考えられる。 245

は口縁部が肥厚し同心円文と区画文、

か。北白川上層式 1期に比定しよう。

246は区画文

247・248はロ

縁部内折、胴部文様は磨消縄文による三角文および

菱形文である。堀之内 II式に比定できよう。 249は
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第27図

317 

S K34・35出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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第28図 S K36・37出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 

は口縁部に短沈線、短沈線下に沈線を施す。後期前

半のものと考えられる。 251~256は有文深鉢体部片

である。多条沈線や磨消縄文による文様構成がみら

れる。後期前半のものと考えられる。 257について

は、口縁部断面が三角、胴部全面に条線を施す。北

SK36: 319~342 

SK37: 343~345 

白川上層式 2期のものと考えられる。 258は口縁部

から太めの条線、 259は櫛状工具による多条の条線

を蛇行させる口縁部片である。 260~262は条線地体

部片である。後期前半のものと考えられる。 263は

波状口縁、肥厚する口縁部には縄文を施す。 264は

-45-
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第 29図 SK 39出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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頸部である。 265~267は縄文地体部片である。 268

~271は外面条痕の口縁部片、 272は外面条痕の体部

片、 273は外面はナデ、内面は条痕である。 274~

277は内外面とも磨きの口縁部片、 278~281は無文

口縁部片である。 282は鉢、若干外反する口縁をも

ち条線がみられる。 283・284は杯状の浅鉢である。

284は全面に縄文が施されている。在地系のもので

あろうか。 285は口縁部が垂直に立ち上がり内側に

屈曲、口縁部と屈曲部に縄文を施す浅鉢である。

286~289は平底の底部片である。 290は上げ底の破

片である。

S K34出土遺物

遺物の出土量は少量である。 SK39出土の 346と

接合する破片が出土している。 291は波頂端部に刺

突、口縁部下に短沈線を施す。 292は条線地口縁部

片、 293~297は条線地体部片である。

10cm 

第30図 S K39出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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S K35出土遺物

298は波状口縁で、口縁部下に沈線、沈線下に縄

文を施す。 299は内折する口縁部、口縁部下に 8の

字浮文があり、胴部文様は三角文である。 248と同

一個体か。堀之内 II式併行。 300は磨消縄文が施さ

れた体部片。 301は2条の沈線がみられる。 302は

縄文地の体部片。 303は条線地、 304~307は無文口

縁部片、 308は外面ナデ、内面磨きの口縁部片、

309は内外面とも磨きの口縁部片である。 310~314

は無文の体部片である。 315は外面磨き、 316は内

外面とも磨きの体部片である。 317は丸底の鉢、ロ

縁部は外反、外面はナデである。頸部の一部分にエ

具痕がみられる。 318は底部片か。内外面ともきれ

いに磨き、接地面でない部分を肥厚させ、そこに縄

文を施している。

': 



S K36出土遺物

319は内折する口縁部に横走する1本沈線が巡り、

胴部には縄文地に 3本単位の斜行沈線がみられる。

堀之内 I式新段階に併行するものと考えられる。

320は口縁部外側に凹線、口縁部下に 3本沈線、広

瀬土城40段階か。 321は磨消縄文がみられる。 322

は磨消縄文と刺突文を施す体部片。 SK19出土の

141と接合はしないが同一個体である。堀之内式系。

323・324は条線がみられる口縁部片、 325-327は条

線地体部片である。 328-336は無文の口縁部片であ

る。 330は内面に条痕がみられ、 336は内外面磨き

である。 337・338は外面に条痕がみられる体部片。

339は内外面とも磨かれている。 340は縄文地の体

部片である。 341・342は平底の底部片。 342は縄文

地である。時期は後期前半と考えられる。

S K37出土遺物

遺物の出土量はそれほど多くない。 343は波状口

縁、内接した口縁部外側に 1本沈線がめぐり沈線下

に刻みを施し、頸部には短沈線を施す。堀之内 I式

古段階のものか。 344は外面縄文地に沈線を施し沈

線間に刺突、内面は磨きである。 345は縄文地に沈

線を施し、沈線間に刺突を施す。概ね広瀬土壊40段

階期のものと思われる。

S K39出土遺物

346は若干肥厚する口縁部の端部内外面に矢羽根

状の刻みを施し、頸部から胴部にかけての屈曲部に

3本の横走沈線が途切れ、 3本沈線による J字状文

が垂下し、 2本または 3本の斜行沈線がJ字文に連

絡する。 SK34出土遺物と接合した。口縁部の刻み

については、縁帯文の成立期には例がないことと北

陸気屋式からの間接的な影響があるのではという指

摘をうけた。堀之内 I式古段階に比定できよう。

347は筒状の大突起 2個と小突起が大きく肥厚した

口縁部上につく。頸部は屈曲し、 2本の横走沈線と

垂下沈線が確認できる。広瀬土壊40段階併行と考え

られる。 348は波状口縁、口縁部直下に 2本の横走

沈線、沈線間に縄文、縄文帯下に斜行沈線を施す。

内面は磨きである。福田 K2式併行のものか。 349

は内折する口縁部下に 2本沈線を施す。 350は縄文

地に沈線、 351・352は磨消縄文、 353・354は2本沈

線、 355・356は浅く沈線を施している体部片である。

357は垂下する条線がみられる口縁部片。 358は縄

文地の口縁部片。359-----361は条線地の体部片である。

361は内面が磨かれている。 362・363は無文口縁部

片、 364は外面磨きの体部片である。 365は口縁部

が逆「く」字状に屈曲し、幾何学文様を施す。若干

上げ底の浅鉢である。 366は外面磨消縄文、内面磨

きの精製土器。注口土器か。時期は広瀬土城40段階

期と考えられる。 367は底部片、 368は上げ底、 369

は底部内側が隆起する。 370は平底の底部片。

S K41出土遺物

371は2本沈線による帯状の磨消縄文がみられる。

福田 K2式第 2段階に比定することができよう。

372は肥厚した口縁部上に 1本沈線、口縁部下にも

1本沈線を施し、沈線間に刻みを施す。福田K2式

第3段階のものか。 373は肥厚する口縁部上面に沈

線を施す。 374は口縁部が屈曲し、口縁上面には突

起がある。突起は筒状になっておらずに 3方から穿

孔し、上端には沈線を施す。 375は屈曲した口縁部

上に突起があるものか。 376は肥厚した口縁部上に

突起が延びている。広瀬土城40段階期併行といえよ

う。 377は波状口縁、口縁部外側に刻み隆帯が二重
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第31図 S K41出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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に巡り、この 2つの文様帯を刻み隆帯で連絡してい

る。後期前半のものと考えられる。 378は内弯する

波状口縁、口縁部外面の縁帯部に縄文地に同心円文

と区画文、体部に条線が垂下。 379は口縁部外面に

鉤状沈線、 380は肥厚した口縁部に同心円と弧状文

を施す。 381は口縁部外面に 3本沈線による区画文

か。 382は肥厚した口縁部外面に短沈線と枠状文に

沈線、 383は内弯する波状口縁、縁帯部には縄文を

施し、波頂下に枠状文内に沈線を施したものと区画

文、頸部にかけては波頂下に 6本の垂下平行沈線、

384は口縁部内面に文様を施す。 385は内折した

口縁部外面の波頂下に 2ヶ所剌突し、以下に刻み隆

帯を施す。堀之内 I式新段階に比定するもの。 386

~ 389は口縁部外面に横走する 1本沈線を、 390は

沈線下に剌突文を施す。堀之内式系、堀之内 I式期

と考えられる。 391は口縁部文様帯を省略し、頸部

以下に 2本沈線と磨消縄文を組み合わせたもので、

大阪府芥川遺跡• 仏並遺跡から出土したものと酷以

している。 392は口縁部外面に沈線文、内面には横

位の短沈線を施す。 393は肥厚した口縁部外面に 2

本沈線間に刻みを施す。 394~402は外面に磨消縄

文を施す体部片である。 403は頸部に垂下する沈線

と横走する沈線がみられ、内面はナデである。 404

は外面に 8の字状の沈線を施し、内面は細密条痕か。

405は外面に沈線を主する文様、内面は条痕がみら

れる。 406-----409は主に沈線による文様構成の体部

片である。 410は8の字浮文を施す体部片である。

これらは、概ね北白川上層式 1期に比定されよう。

411-----418は肥厚あるいは内弯した口縁部に縄文を施

すもの。 412は肥厚する口縁部下に多条の斜行沈線

がみられるもの。 411・418・419については内面が磨

かれている。420-----422は頸部、沈線下に縄文を施す。

423・424は外面に縄文がみられる。 425・426は外面

には縄文、内面磨きの体部片である。 427-----430は条

線地の口縁部片である。 429は口縁端部まで条線が

みられ、内面磨き。 430も内面が磨かれている。

431-----436は条線地の土器体部片である。 433・436に

ついては内面磨きである。 437は内外面とも磨き、

口縁端部に縄文がみられる。 438は波状口縁、口縁端

部に刻みがみられる。 439-----464は無文土器を一括。

439-----442は内外面に条痕がみられる。 441・442は細

密条痕か。 443は外面条線、内面磨き。 444は外面

磨きの口縁部片。 445-----464は外面ナデである。 465

は口縁部が外反する丸底の鉢。 466は逆＜字状に屈

曲する口縁部で、口縁部上と屈曲する口縁部下に 3

本沈線と磨消縄文による帯状の文様が施されている
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鉢。福田 K2式期のものと考えられる。 467は口縁

端部に刻みを施す鉢である。 468-----475は平底の底部

片、 476・477は上げ底である。

S K42出土遺物

478は頸部に 1本沈線、 479・480は磨消縄文系の

体部片、 481-----483は無文の口縁部片である。 483は

内外面とも磨きである。時期は、後期前半のものと

考えられる。

S K43出土遺物

484は磨消縄文系、 485は条線地の体部片である。

後期前半のものか。

S K57出土遺物

486は口縁端部刻み、口縁部下に条線を施す口縁

部片である。 487・488は多条沈線がみられる体部片

である。 488は内面磨きである。 489は無文口縁部

片。後期前半のものか。

S Xl 0出土遺物

490は2本沈線間に条線を施すもの。中津 I式に

比定できよう。 491・492は2本沈線と磨消縄文によ

る縄文帯をもつものか。中津1I式に比定できよう。

公 '-11!.~)i.J氾可、＂＂泣心

493は波頂部下に列点文と 1本沈線がみられる。

494・495は突起。 496は肥厚し屈曲した口縁部に沈

線と刻みを、 497は口縁端部に沈線を施す。広瀬土

城 40段階期と考えられる。 498は内側に肥厚する口

縁端部に縄文と 2本沈線を、 499は口縁部が内側に

肥厚し 2本沈線を施すもの。 500は口縁部内面に縄

文地に 2本沈線を施す。 501は肥厚した口縁端部に

lヶ所の 8の字浮文と 4ヶ所の耳たぶ状突起、頸部

に2条の横走沈線とボタン状浮文、浮文から J字文

を縄文地に 5単位施し、 J字文を斜行沈線で連絡し、

文様帯下段を 1条の横走沈線で区画する。口縁部の

突起については広瀬土渡 40段階の特徴といえ、胴部

の文様については堀之内 I式の文様構成と類似して

いる。堀之内式系か。堀之内 I式の後半にさしかか

る時期という指摘をうけた。 502は器形はバケツ状、

4単位波状の口縁部をもち、胴部文様は沈線による

斜格子文を施す。 503は口縁部、外面に斜行沈線が

施され、内面は磨かれている。 504----508は磨消縄文

を施す体部片。 509-----515は沈線による施文の体部片。

516は沈線による逆 L字状の文様が崩れたものか。

10cm 

□; 70 ＼ニーニ：
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517は口縁端部にまで縄文を施す縄文地口縁部片、

518は縄文がみられる体部片である。 519~522は条

線地の口縁部片で、 522は口縁部からくびれ部まで

弧状条線、下半部は条痕調整の大型品である。 523~

526は条線地の体部片である。 527~537は無文口縁

部片、 538・539は条痕地の体部片、 540は口縁部が

外反する無文鉢、内外面とも磨きである。 541は渦

巻状の沈線を施す浅鉢体部片で、内外面ともきれい

に磨かれている。高知県松ノ木遺跡出土の土器に酷
(10) 

以している。松ノ木式に比定するものであろう。

542~546は底部片、 544は内外面磨き、 545は外面

磨き、 546は外面に沈線がみられる。全体的に広瀬

土城40段階に併行するものと考えられるが、芥川式

に近いものと判断したい。

S Z 45(547) 

口縁部を欠失する。胴部の一部は条痕がみられ、

焼成後の底部穿孔がみられる粗製深鉢である。時期

については、これだけの出土であるため判断は難し

いが、概ね北白川上層式期であろう。

S Z 46 (548) 

上半部分が欠失、内外面ともナデの粗製深鉢。焼

成後の底部穿孔である。 SH59廃絶後埋設されてお

り、北白川上層式 1期以降ということになろう。

S Z47 

549は口縁部、頸部欠失、内外面ともナデの粗製

深鉢で、焼成後の底部穿孔である。時期については、

粗製の土器であるため判断は難しいが、北白川上層

式期であろうか。埋土から全面磨き、口縁端部に 1

本沈線、頸部に 2本沈線を施す 550・551が出土して

いる。

S Z 48(552) 

口縁部欠失、頸部と胴部上半部に縄文を施す半粗

製深鉢である。時期については判断が難しいが概ね

北白川上層式期であろう。

S 254出土遺物

縄文時代後期前半埋設土器と中世の遺構が重複し

ていたことが考えられる。中世の遺物については細

片が多く図化できるものがなかったため割愛する。

553は埋設土器である。 2本沈線と磨消縄文による

縄文帯で複雑な文様を描いている。福田 K2式第 1

段階の深鉢と考えられる。 554~559は埋土から出土

である。

鎌倉時代

S K26出土遺物

土師器皿 560が出土している。鎌倉時代のものか。

S K55出土遺物

少量の遺物が出土している。土師器鍋口縁部片

561と山茶椀底部562である。概ね鎌倉時代と考え

られる。

S X21出土遺物

土師器皿563と土師器底部片564が出土しており、

これらの時期は鎌倉時代と考えられる。

4
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のか。

S K31出土遺物

土師器皿3点575・576・577が出上しており、概ね

室町時代に属するものであろう。

S K40出土遺物

出土遺物は、土師器鍋578と土師器羽釜579・580

である。室町時代のものと考えられる。

S K51出土遺物

581は肥厚した口縁部に 2本沈線と刻みによる文

様帯を施し、口唇部下にもう 1本沈線を施す深鉢。

583は口縁部に突起と刻み、口縁部下に 3本沈線を

施す深鉢。福田 K2式第 3段階に比定できよう。

582~585は口縁部肥厚し口縁部上面に沈線や刻みを

施すもの。広瀬土城40段階に比定できよう。 586は

北白川上層期のものか。 587は逆く字状に屈曲し、

3本沈線と磨消縄文による縄文帯がみられる浅鉢。

福田 K2式第 3段階に比定できよう。 588は土師器

鍋、時期は室町時代である。

S X53出土遺物

土師器皿589・590が出土している。室町時代のも

のか。

S 015出土遺物

591は緑釉陶器で時期が先行するものであろう。

土師器皿592・593、土師器底部片594、十能型土製

品把手595、土師器鍋596、土師器羽釜597、陶器

底部 598、陶器口縁部599、600は捏鉢か。これら

は概ね室町時代のものと考えられる。 601は口縁端

部の刻みと 3本沈線がみられる。広瀬土城40段階の

時期と考えられる。 602と603は堀之内式系、 604は

口縁部がT字状で、口縁上部に縄文地に 2本沈線を

位］
I / 554 

陥冑555

ヂ遠z
'I 

軍 a... 
第44図 S Z54出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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施す。北白川上層期に所属するものであろう。

S D33出土遺物

陶器底部片605が出土している。室町時代のもの

か。

柱穴出土遺物

606は]12地区Pit3, 607はLl2地区Pit2出土で

2本沈線と磨消縄文による縄文帯がみられる。中津

式期のものと考えられる。 608はLl3地区Pitl出土

で口縁端部に刻みと沈線を施すもの。広瀬土城40段

階の時期と考えられる。 609~613・615・616はLl3

地区 Pitlからの出土である。北白川上層式 1期の

ものと考えられる。 612はLlO地区PitlO出土で頸

部に 2条の横走沈線と磨消縄文を施す。 614はLlO

地区Pitl出土で 2条の横走沈線がみられる。後期前

半のものと考えられる。 617はLl1地区Pit2出土の

内外面磨きのボウル状の浅鉢である。縄文時代後期

前半のものであろう。 618はGll地区Pitl出土の有

溝土錘である。三重県下において初の出土となる。

縄文時代後期前半のものであろう。

包含層出土遺物

619~621は深鉢口縁部片、中津式期と考えられる。

622~626は深鉢口縁部片、福田K2式期と考えられ

る。 627は3本沈線と磨消縄文による帯状の文様が

みられる体部片である。 628~645は、肥厚する口縁

部上に沈線と刻みを施す口縁部片である。 646は単

純な3本沈線による文様がみられる体部片である。

広瀬土城40段階に属するものといえよう。 647はロ

縁端部にまで縄文を施す。 648~651は口縁部外端部

に沈線を施し、沈線下に沈線あるいは縄文がみられ

る。 652は口縁部に 8の字状浮文を施す。 653はロ

10cm 
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縁端部下に 8の字状浮文を施す。 654は口縁端部か

ら多条の沈線が垂下し、口縁外端部に 2本沈線と磨

消縄文による帯状の文様帯をもつ。 655は口縁部の

文様を省略、頸部より下に沈線を主体とした文様が

見られる。 656----659は、肥厚あるいは内弯する口縁

部に沈線による同心円文や弧状沈線がみられる。

660・661は肥厚する口縁部に縄文と沈線を施す。

662----664は口縁部内面に施文がみられる。 665は蛇

行する沈線文がみられる体部片、 666は2本沈線に

よる文様がみられる体部片、 667・668は2本沈線間

に刻みがみられる体部片である。これらは概ね、北

白川上層式 1期に含まれるであろう。 669は磨消縄

文がみられる体部片、 670は縄文地に 2本沈線間に

刻みを施したものか。後期前半のものか。 671・672

は縄文地の土器である。 672は波頂下の口縁端部に

剌突を施すもの。北白川上層式期のものと考えられ

る。 673~677は条線地の土器である。 677は口縁端

部に刻みを施している。これらは後期前半に属する

ものであろう。 678は口縁端部に刻みと沈線を施す。

679は口縁端部に沈線がみられる。 680は口縁部外

端面に刺突を施す。これらは後期前半のものか。

681・682は外面ナデ、 683は内外面とも磨き、 684

は、外面に条痕が見られる口縁部片である。後期前

半のものであろう。 685は口縁端部と胴部に縄文を

6
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È . ， ' ＼ 翌 そ 信 ゲ

え ・ 笈 〗 ．
； ？ 必 ― ' 6 7 S

. t … ' ぐ ＞

・ ;  

瀕 4 9 図 呻 吟 繭 圧 廿 迄 I 姦 忠 澗 産 図 ・ 西 螂 ( 1 :  3 )  

ー 6 6 ー

及 汽 邸 ， 門 叔 LN"-

`  6 7 5  

,,;
j 

＆
 ・:

'.
;;
;k
•-
-·
·'
•t

-~-＃ヽ
・
｝

..-
, •. 

.. 
<1・ 

~
-

』
．

、

、•,
•→

 
-

・
 

~-
'·'

' 夕 ・. 
~.....

 -・ 
••

'"
 

C
そ‘
み、 ---;,S,f.
. 
ゃ

,.T
,'.
-;:
;:.
; 
・
戸
ヤ
”

誓~
-"

·

；
ご
ニ
フ

゜

深
加

唸
貧

＼
蒻
鯰
伊

I
 

-
-
~

 
ご
~―=
 

~ 

．` 之
、 6 7

＇ 三
ニ
ニ
コ
：

；； 

器ー
エニ
ニニ
ュ

"' 



＼、こ直~、~.11.1'.ら”

恨，:＇

こ
こ

i
 

I
 

、
守

尺
~
:

邑

畠

こここ`
。八、、器

な
-

I~/羹
'co

、tiさ~'.
.
 

な
島
't':,

.., 
"-". 益

I
,. 

二塁叫
、

i,,
•• 

~ ~ 賓
'§5

久t
t・ぷtが，~

~
l 

-
-

j沿
•I,,

，．う"'~l1nさq
心;

:t. ●
 

噴
，

i
ミ·、•l
毀
り

~i•,

\fj~ 心と〗
i

/
?
 ・対
，

ふ`;;
冬

、ぶ

~ii!. 臼
i;
th: 

:
 

・1 
i
 ¥闊

1,;:
長

<i 
I: 岱

X
,
)
~
}

‘’‘ 含・・,.,
~ 
',,;-・ 

・: 
,,,. 

らtf
J
 f

tヽ
r, ，

 
.. こ
~
~
直

l. 
-
,
 

・

開巨
--
／
 

｀` 
~r 

11J ｀ 

"□1|

）／ 

‘、‘
L69 

1 

¥ 

-'，

 ̀̀
:＇ 

(N~lサ1969 • 

S69 

ー仁9ー

、

C~l)

こ｝ー~』
---~,,,,-—

_ _, 

〖~:、:-~
愚

塁・旦費黍懲廿丑腱佃⑲
〗誓

図osm



施す鉢、 686は胴部に羽状縄文がみられる鉢である。

後期前半のものと思われる。 687は深鉢か。中期の

前畑式に比定するものであろう。 688・689は口縁部

が逆＜字状に屈曲し、 3本沈線と磨消縄文による帯

状の文様が口縁部と屈曲部下にみられる。福田 K2

式期のものと考えられる。 690は磨消縄文による三

角文がみられ、 691は外面が磨きのボール状の浅鉢

である。後期前半のものといえよう。 692は壺形土

〔註〕
①網谷克彦「北白川下層式土器様式」（「縄文土器大観』 1小学館、

1989年）
②増十康真「第w章 考察編」（「クダリヤマ遺跡発掘調介報告~』

稲武町教育委員会、 1995年）

③千葉 豊「近畿北部・山陰束部の成立期縁帯文t器」（『小森岡

遺跡』竹野町教育委員会、 1990年）

④千葉 豊氏の御教示による。

⑤と同じ。

⑥橋本久和「芥川遺跡発掘調壺報告書」（高槻rti教育委員会、

1995年）

番号 概報 調査時 備考 番号 概報 調査時

SD 1 SD 1 SK20 SK20 

SD 2 SD 2 SX21 SK21 

SD 3 SD 3 SX22 SK22 

SD 4 SD 4 SX23 SK23 

SD 5 SD 5 SK24 SK24 

SD 6 SD 6 SK25 SK25 SK25 

7 SK 7 SK41に SK26 SK26 

SK 8 SK 8 SK27 SK27 

SK 9 SK 9 28 28 

SXlO SKlO SKlO SH29 SH29 

SKll SKll SKll SK30 SK30 

SK12 SK12 SK12 SK31 SK31 

SK13 SK13 SX32 SK32 

14 14 欠番 SK33 SK33 

SD15 SD15 SK34 SK34 SK34 

SK16 SK16 SK16 SK35 SK35 SK35 

SK17 SK17 SK36 SK36 

SK18 SK18 SK37 SK37 

SK19 SK19 SK19 SK38 SK38 

第 6表第 1次調査遺構番号対照表

備考 番号

SK39 

SK40 

SK41 

SK42 

SK43 

SK44 

SZ45 

SZ46 

欠番 SZ47 

SZ48 

49 

SK50 

SK51 

SK52 

SX53 

SZ54 

SK55 

SK56 

SK57 

-68-

器、 693は外面はきれいに磨かれ沈線による幾何学

的な文様がみられる。注口土器か。 694は双耳壺の

把手の部分。後期前半のものであろう。 695・696は

土製耳飾。鼓状の形状である。 695体内面には朱彩、
⑫ 

外面には赤彩がみられる。 697~699は上げ底の底

部片である。 699は網代底である。 700・701は平

底の底部片で、 701は網代底である。 （小潰学）

⑦料崎郎他「仏並遺跡発掘調企報告書」（〔財〕大阪府埋蔵文化

財発掘協会、 1986年）

⑧石井 寛「考察・堀之内 I式期七器群に関する問題」（『牛ヶ谷

華蔵台I幸j遺跡」〔財〕横浜市ふるさと歴史財団、 1993年）

⑨石井 寛氏の御教示による。

⑩出原忠：「松ノ木遺跡 I発掘調壺報告書」（本山町教育委員会、

1992年）

瓢と阿じ。

⑫成瀬正和氏の御教示による。

概報 調査時 備考 番号 概報 調査時 備考

SK39 SK39 SK 58 SK 58 

SK40 SH 59 SK59 SK 59 

SK41 

SK42 SKlOl SK101 

SK43 SK102 SK102 

SK44 SK103 SK103 

SX45 SX45 SK104 SK104 

SX46 SX46 SK105 SK105 

SX47 SX47 SK106 SK106 

SX48 SX48 SK107 SK107 

49 欠番 SK108 SK108 

SK50 SK109 SK109 

SK51 SK51 SDllO SDllO 

SK52 SKl 11 SKlll 

SK53 SK112 SK112 

SK54 SK54 SK113 SK113 

SK55 SK114 SK114 

SK56 SK115 SK115 

SK57 



番号 器種 出t.位置 法量(cm) 成形 調整 文様の様相 胎土 焼成 色 調 残存状況 備考 登録番号

I 縄Ill-文K土l6器b・深鉢 SKIOI 外面ナデ後、沈線文。内面ナデ。 亜 良
外外内内 灰暗黒黒褐褐黄褐褐77IO..55IYYYORYRR333R///S/23 1 2 

印部小片 26如

2 縄I-文K土3a器深鉢 SK103 内口縁面ミ部ガ肥キ厚。。外面2本沈線と磨消縄文の縄文帯、RL。 密 良
口縁小片 26ふ

3 縄b2文土器・底部 SK103 内外面ともナデ。 密 不良 灰白25Y8/I 1/9 26恥

4 縄ill-文K土ll器a・深鉢 SK105 外面波頂部下に刺突と磨消縄文RL。内面ナデ，う 密 並 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R7!/OY3R7/2 口縁小片 鴨
5 縄C-文2t. 器 SK109 

外面縄文LRを施した後沈線を施す。内面ナデ。 密 良 外内 黒にぶ褐い10橙Y7R.53Y/R26/4 
体部片 26枷

6 縄ill-文K土ll器a・深鉢 SKll2 
外面多条沈線文、内面ナデ。 密 良 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙JJOOYYRR77//32 口縁小片 26命

7 縄W-文F土器深鉢 SK112 
外面ミガキ、内面ナデ。 密 やや不良

外外内内 に褐橙黄ぶ灰灰7.い512Y0.黄5YRY橙R74/6!//O6Y1 l R6/3 

体部小片
26ーも，

8 縄Z-文1土器深鉢 L下1層2包含層
外面半載竹管による爪形文、内面ナデ。 密 良

口縁小片 29_~)3 

， 縄文t器・深鉢 L下I層Z包含層
外面横方向に剌突による同心円文以下は条線、内面ミガキ。 密 良 外内 黒にぶ褐い7.褐5Y7R.53Y/R25/4 

平勺部小片
唸4

10 縄C-文3t器深鉢 K下l層l包含層 現口径高269.8 .8 外がみ面ら口れ縁る部。か内ら面隆ミガ起キ線。状。[]縁部には半載竹管による瓜形文 密 良 外内 褐灰黄7.5褐Y1R04Y/R34/2 口1/縁4部 29畠l

II 縄文土器鉢 J下I層O包含層
外面隆起線状の同心円文がみられる。内面はミガキ，） 密 良 外内 に灰ぶ褐い7.橙5Y7R.54Y/R26/4 9月部小片 29贔

12 縄III-文K土IO器深鉢 F下J層2包含層 波沈状線口間縁に縄。外文面R口L。縁内端面部ナ2デ本。沈線、波頂部下3本垂ド沈線、 密 良 外内 黄にぶ灰い2.橙5Y74.5/YlR7/4 
口縁小片 30応

13 縄ill-文K土ll器a・深鉢 H下lO層包含層
外面口縁部が肥頃、口縁部上には縄文RL。内面ミガキ。 密 良

にぶい黄橙IOYR7/3 口縁小片 噂I

14 縄IV-文K土l2器c深鉢 H下I層O包含層

波外外外内内内内状面外面面面面面ナナ2ナ口沈9口●本デ緑デ緑デ線と沈も。。。端、にき波線よれ部頂りとい刺）磨部Jな突形消"ミ、に縄ガ口こ囲キ刺文絵ま，突R部器れL下，に種た外によ不文由る細様明亜縄い。、沈又多卜沈帝線条線が内のとみ9条こなら条線Hれ線iがる沈をみい線嫡らすれ，。るc

密 良 外内 褐灰赤灰25.Y5RY5R/6/l2 口縁小片 30伽

15 縄N-文Ktl5器・深鉢 F下I層Z包含層 密 良 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.5IOYYR7R/7/33 口縁小片 29出
16 縄文土器 G下i層l包含層 密 良 外内 灰灰褐褐77 55YYRR64//2 2 混t 29贔

17 縄1'11-文C土器鉢 HJ下層3包含層 密 良 外内 淡浅黄黄橙2.5JOYYR8R/8/34 口縁小片 29応

18 縄W-文C土器深鉢 H下J層O包含層
外面口縁部直下に条線、穿孔あり。内面ナデ。 やや粗 良 灰白75YR8/l 口縁小片 29贔

19 縄珊文-E土器・深鉢 F下¥層3包含層 現口径高：： 484.0 .2 口縁部外反。内外面ともナデ。 やや粗 良
灰白5Y7/l 戌戸 叫

20 縄文土器 SH29 
2か所の剌突と沈線がみられる。 密 良 外内 灰灰褐白27..55YY8R/5/22 諜部 07: 蒻

21 縄lll-文K土ll器a・深鉢 SH29 
内折する口縁部に1本沈線と刻み。内面ナデ。 やや密 良 外内 褐褐灰灰IO10YYRR56//ll 口縁小片 唸

22 縄IV-文K七ll器b2・深鉢 SH29 波内状面ナ口デ縁。。波頂部下に穿孔、内折する口縁部に1本沈線。 粗 並
浅黄橙IOYR8/4 口縁小片 10畠

23 縄IV-文K2t0器深鉢 SH29 波内状面ナ口デ縁。。外00[1縁部下地文縄文LRに3本沈線を施す。 やや粗 亜 外内 浅黄灰黄22 55¥¥86//3 1 ~'3~ 鴨
24 縄V-文K土23器a深鉢 SH29 現口径高：.616.2 .7 見口縁られ部る内。折。口縁部下に1本沈線、沈線下全面に縄文LRが 密 良 外内 に灰ぶ黄い褐黄IO橙YIRO5Y/R27 /2 隣部 鴨
25 縄V-文K土24器c・深鉢 SH29 口器径高.. 2182..0 8 波状IJ縁。外面口縁部に縄文LRを施す,,ll縁部下は無文。 亜 良 外内 黒浅褐黄2IO.5YYR73//32 1/3 讐 07山

26 縄N-文K土21器・深鉢 SH29 
波状口縁。口縁部肥ほし、波頂部にはX字状の浮文0縄文LR。 やや密 並 外内 灰にぶ白い2.褐5Y78.5/Y2R8/2 戌部 07~ 沿

27 縄N-文K土ll器b2・深鉢 SH29 
外面磨消縄文、LR。内面ナデ。 やや粗 良

灰黄褐IOYR4/2 体部片 10盆

28 縄1V文-K土ll器b2・深鉢 SH29 
外面地文縄文LRの上に多条沈線、内面ナデ。 やや粍 やや良 浅黄25Y8/3 体部片 JO贔

29 縄N-文K土20器深鉢 SH29 
外面沈線と磨消縄文、RL。内面細密条痕，） やや粗 良 外内 橙にぶ5YいR黄7/橙6!OYR7 /2 

体部片 10贔

30 縄III-文K土IO器深鉢 SH29 
外面沈線文、内面ナデ。 やや密 良

暗灰黄25¥4/2 体部片 10ぶ
31 縄111-文Kt!O器a・深鉢 SH29 

外面、沈線による施文。内面ナデ。
密 並 外内 浅浅黄黄橙2.57Y.58Y/83/4 体部片 10_¥。

32 縄IV-文24土b器・深鉢 SH29 
肥頃する口縁部に縄文LR、内面ナデ。 やや粗 'Iii 灰黄25Y7/2 戌部 10: ぶ

33 縄¥'IIl-文F土器・深鉢 SH29 
内外面ともナデ。 やや粗 不良 外内 浅浅黄黄棺橙77 55YYRR88//3 4 口縁部片

唸4

34 縄VIIl-文Ft器・深鉢 SH29 
内外面ともナデ。 密 不良 外内 褐にぶ灰い7.橙5Y5RY4R/6/14 口縁小片 10贔

35 縄珊-文Ft器深鉢 SH29 
口縁部内側に肥厚。内外面ともナデ。 密 並 外内 褐灰褐灰55YYRR54//2l 口縁小片 唸

36 縄VIII-文F土器深鉢 SH29 
内外面ともナデ。 やや粗 良 内外 灰灰黄白22..55YY86//2l fl縁小片 10贔

37 縄¥11!-文F土器深鉢 SH29 
内外面ともナデ。 密 不良 外内 橙にぶ5YいR橙7/7.56 YR5/3 口縁小片 JO贔

38 縄¥111-文Ft器・深鉢 SH29 
内外面ともナデ。 やや粗 亜 外内 灰にぶ褐い7.橙5YIROY4/R72/2 口縁小片 噂

39 縄珊-文F± 器・深鉢 SH29 
内外面ともナデ。 やや粗 良

にぶい黄橙IOYR7/2 口縁小片 JOふ
40 縄1111、文F土器深鉢 SH29 

内外面ともナデ。 やや粗 良
淡黄25Y8/3 口縁小片 鴨

41 縄VIII-文F土器深鉢 SH29 
外面ミガキ。内面ナデ。

やや粗 良 外内 淡褐灰黄2IO.5YYR86//4l ［］縁小片
IO'. ぶ

42 縄VI文-A土器深鉢 SH29 
口縁端部に縄文。外面口縁部以下無文、以下縄文RLo やや粗 並 外内 ににぶぶいい橙橙77. .55YYRR67 // 4 4 口縁部片 07如

43 縄VI-文A七器深鉢 SH29 
外面縄文、LR。内面ナデ。

粗 良 外内 灰黄灰JO2Y.5S¥/4I/1 

体嗜部小皿片

10ぶ
44 縄VI-文A土器 SH29 

外面縄文、LR。内面ナデ。
密 亜

外外内内 灰に明明ぶ褐褐赤い57褐Y.黄52RY.褐55RY/15R0/2Y58 /R58 /4 
JOーhg

45 縄ill-文C土器 SH29 
外面条線。内面ナデ。 密 亜

体部小片
JOぶl

46 縄VIII-文E上器深鉢 SH29 
外面条痕。内面ナデ。 やや密 良 外内 褐にぶ灰い7.黄5Y橙R!4O/YIR7 /3 体部小片 10詞

47 縄VIII-文Et. 器深鉢 SH29 
外面条線。内面ナデ。

粗 並
褐灰!OYR5/l 体部片

唸4

48 縄b-1文土器底部 SH29 
内外面ともナデ。底部未調整。

粗 良 外内 灰灰白白2IO.5Y¥R88//22 底部 10ぶ
49 縄ll-文K土6器・深鉢 SH59 口現径高：： 390.9 .0 口内縁面部ミガ肥キ淳。。外面2本沈線と沈線間に縄文LRを施す" 密 良

外に内ぶ言褐淡頁灰黄暦72..55IOYYYR8R/47/3/l 3 
口縁小片 叫

50 縄Ill-文KtIO.器a・深鉢 SH59 
口縁端部に沈線。内外面ともナデ。

密 良
口縁小片 25如

51 縄N-文K土l5器a深鉢 SH59 現口径高266.7 .0 口縁部内弯。外面口縁部に沈線文、以下ナデ。内面ナデ。
密 良 外内 褐にぶ灰いIO黄Y橙R4!/OYIR7 /3 

口縁部片 鴨
52 縄IV-文K土l5器b深鉢 SH59 外内面面肥ナデ原。する口縁部に沈線による円弧文、以ドはナデ。 密 良

浅黄75YR8/4 口縁部片 25贔l

53 縄N-文Ktl5器b深鉢 SH59 
口縁部穿孔。外面肥直する口縁部に沈線文、内面ナデく9

密 良
外外内内 に浅に灰ぶぶ黄白いい橙IO橙黄IYO橙7RY.58IR/YO8YR2/R73 /7 /4 3 

{]縁部片 25贔

54 縄N-文K士ll器b2・深鉢 SH59 
外面内折する口縁上に2本沈線、以 F沈線文、内面ナデ0

やや粗 亜
「］縁部片 24贔

55 縄IV-文K土l!器b2・深鉢 SH59 
外面内折する口縁上に1本沈線、以下沈線文、内面ミガキ。

密 亜 外内 灰黄5灰Y24.5/Yl6/l 口縁小片 24: ぶ
56 縄III-文K土!O器c深鉢 SH59 現口径高'.2258..83 発口縁達し上た端突に起縄部文とRXL状、以の橋Fミ状ガ把キ、手沈。線蛇文の。モチー7か。 密 良

暗青灰5PR3/l J/2 30ぶ

57 縄Ill-文K土IO器深鉢 S1-159 外内面面頸ミガ部キに。8字浮文と横走する2本沈線、以外はミガキ。 やや密 並 外内 浅黄灰黄22 SSYYS7//3 I 体部片 24ぶ

58 縄!V-文K士l8器a深鉢 SH59 
外面磨消縄文、RL。内面ミガキ。

やや密 良 外内 に褐ぶ灰い10黄Y橙R410/YlR7/3 体部片 24贔

59 縄N-文K土l8器a・深鉢 Sll59 
外面磨消縄文、RL。内面ナデ。

密 良
浅黄橙75YR8/3 体部小片 30贔
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60 縄IV-文Klt.8器a深鉢 Sll59 
外面磨消縄文、RL。内面ナデ。 密 良 外内 灰浅褐黄橙5YIRO5Y/R82/3 

体部小片 3o_i4 

61 縄IV-文Kt18器a深鉢 SH59 
外面磨消縄文、RL。内面ナデ。底部付近。 やや柑 並

外内 橙褐橙5灰7Y.5IRYO7YR/8R/66/4 l 
底部 24ぶ

62 縄IV-文Klt8器a・深鉢 Sll59 
外面磨消縄文、RL。内面ナデ。 やや粗 'Il' 浅黄 体部片 24贔

63 縄Ill-文Ktl6器b・深鉢 SH59 
外面磨消縄文、LR。内面ナデ。 密 良

にぶい橙75YR7/4 体部片 鴨
64 縄1Il-文Kl上6器b・深鉢 Sll59 

外面半重心円文、内面ナデ，； 粗 良
灰白5Y8/2 頸部小片 24贔

65 縄III-文Ktl.6器b深鉢 SH59 
外面弧状沈線文、内面ナデ。 やや粗 良

にぶい黄橙IOYR7/3 体部小片 24贔

66 縄文t器深鉢 S!159 
外面条線、内面ナデ。

密 良 外内 褐にぶ灰いIO黄Y橙R6I/OYlR7 /3 
体部小片 24贔

67 縄IV-文16上a器深鉢 SH59 
外面沈線文、沈線間に列点文。内面ナデ。 やや粗 良 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.5!OYYR7R/7/34 体部片 24贔

68 縄N-文K2t4.器b深鉢 SH59 
外面肥頃する口縁部上に縄文RL、以Fナデで内面ナデ。

密 良 外内 橙黄橙5YIRO7Y/R86/6 
IJ縁部片 23如

69 縄VJ-文At器深鉢 SH59 
外面縄文LR、内面ナデ。 密 良 外内 灰浅黄白22.. 55YY88//2 3 体部小片 24贔

70 縄VI-文At器深鉢 SH59 外面縄文LR、内面ナデ。 密 良 外内 灰灰白白25.¥58¥/7/21 体部小片 24ぶ
71 縄VI-文A土器深鉢 SH59 

外面縄文RL、内面ナデ。 やや密 良 外内 褐にぶ灰いIO橙YIROSY/R17/3 
体部片 24_i3 

72 縄VI-文At器深鉢 S1159 
外面縄文LR、内面ミガキ。 やや密 並 外内 に褐ぶ灰いIO橙Y7R.54/YRl7/4 

体部片 24応

73 縄YI-文At器深鉢 Sll59 
外面縄文RL、内面--Jデo やや粗 並 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R6I/OYlR7/3 体部片 24ふ

74 縄¥111-文Ct器・深鉢 SH59 現口径高..490.2.3 外面縦方向に多条条線。内面ミガキ。 密 良 外内 掲しふf~いIO黄Y橙R4I/OYlR7/3 『炉 鴨
75 縄VII-文Cj器深鉢 SH59 

外面縦方向に多条条線。内面ナデ。
やや粗 良 外内 褐にぶ灰いIO橙Y7R.55Y/Rl7/4 

口縁小片 24孟

76 縄W-文Ct器深鉢 SH59 
外面縦方向に多条条線，，内面ナデ。

やや粗 亜 外内 褐浅灰黄橙IO7Y.5RY5R/8l/4 
体部片 24贔

77 縄W-文Cf-. 器 Sll59 
外面縦方向に多条条線。内面ナデ，9 やや粗 牝 外内 褐灰灰褐710.5YYRR66//l2 

体部小片 24贔

78 縄VII-文Ct器 S1159 
外面縦方向に波状条線，う内面ナデ，9

密 良 外内 灰黄灰黄22 55YY56//2 1 体部小片 24加

79 縄VII-文C土器深鉢 SH59 
外面縦方向に条線、内面ミガキ。 密 良 外内 黄明灰褐灰2.57Y.S5Y/R17/2 

体部片 23ぶ

80 縄珊-文Ft. 器深鉢 SH59 現口径高.393.8.0 
内外面ともナデ。 密 良 外内 灰灰褐LJ77..55YYRR86//22 口縁部片 25詞

81 縄珊-文Ft器深鉢 SH59 現［］ 径高47 6. 8 . 0 外面ナデ、→部に黒斑あり。内面ナデ。
密 良 外内 浅黄黄灰橙2.5IYOY6/R8l/3 口縁部片 25よl

82 縄圃-文Ft器・深鉢 SH59 現口径高368.1 .0 口縁部肥！厚。内外面ともナデ。
密 良 外内 黄淡灰黄2255YY58//3 J IJ縁部片 25_枷

83 縄珊ギ文t器深鉢 SH59 
波状17縁。内外面ともナデ。 粗 亜

にぶい橙75YR7/4 口縁小片 24贔

84 縄Vlll-文F土器深鉢 Sll59 
fl縁部若 f肥原。外面ナデ、内面ナデ，＇

やや枡 良 外内 淡黄灰黄2255¥¥85//3 1 
口縁部片 24贔

85 縄珊ー文Ft器深鉢 Sll59 現口径高：283.6 .8 口内縁面ナ部デ若。干肥原、胴部張り出す。外OOナデ、胴部に黒斑あり，） 密 良 外内 褐浅灰黄52.Y5RY48//l3 
II縁部片 23ぶ

86 縄珊-文Ft-器深鉢 SH59 
口縁蔀肥原。内外面とも1デ，

やや密 良 外内 黄淡灰黄22 55¥¥68//3 1 
[l縁部片 24-7 01 

87 縄珊-文Ft. 器深鉢 Sll59 
口縁部若f肥原。内外面ともナデ。 粗 不良

浅黄橙IOYR8/3 LI縁小片 24: ぶ

88 縄VIII-文Ft器・深鉢 S1!59 
内外面ともナデ。

やや柑 良
浅黄橙IOYR8/3 [l縁小片 24-8 05 

89 縄珊-文FJ: 器深鉢 SH59 
外面T具によるナデ、内面ミガキ。

粗 良 外内 褐にぶ灰いIO褐Y7R.55Y/Rl6/3 
[I縁部片 24_『)] 

90 縄VllIギ文t.器深鉢 Sfl59 
波状「］縁。内外面ともナデc やや密 良 外内 淡黄灰黄22 55¥¥85//3 1 口縁部片 24ー002 

91 縄VIII-文Ft. 器深鉢 SH59 
波状口縁，，外面ミガキ、内面ナデり

密 良
黄灰25Y5/l [)縁部片 24贔

92 縄VIII-文Fr. 器・深鉢 SH59 
外面ミガキ、内面ナデ。

やや密 良 外内 黄黄灰灰22 55¥¥56//1 1 口縁部片 25贔

93 縄珊-文F土器深鉢 SH59 
内外面ともミガキ。

やや粗 良
灰黄褐IOYRS/2 [l縁部片 25悶3

94 縄¥111-文Ft器深鉢 SH59 
内外面ともミガキり

やや粗 やや良 外内 褐黄灰灰72 55Y¥R6/6/1 l [I縁小片 24贔

95 縄珊-文F、t器深鉢 SH59 現ロ径高3184..0 7 
内外面ともミガキ。黒斑あり，

やや密 良 外内 に灰ぶ褐い7.黄5Y橙RIO5/Y2R7/3 
[l縁部片 238 

-01 

96 縄珊-文Fr. 器深鉢 S!159 
外面ナデ、内面条痕。

やや粗 良 外内 灰黄灰黄22 55YY57 //2 1 
[1縁部片 24_i3 

97 縄珊-文Ft 器 SH59 
内外面ともミガキ。

密 良
にぶい橙5YR7/4 [I縁小片 Z4_7i3 

98 縄珊-文Et器・深鉢 SH59 
内外面とも条痕，9

密 良 外内 に灰ぶ白いJO黄Y橙R8I/OY2R7/2 体部片 25-3 01 

99 縄illl-文Ft器・深鉢 Sl!59 
内外面ともナデ，9

やや粗 柁ヽ
にぶい橙75YR6/4 体部/', zs_i1 

JOO 縄N-文Klt5器鉢 SH59 縄外面文R、［L］縁,内部面かミらガ垂キ。ド沈線、胴部 t半に横走する2本沈線以 F やや密 良
にぶい橙75YR6/4 体部片 24-2 01 

101 縄VIII-文Cbt器鉢 S1159 
11縁部外反。外面ミガキ、内面ナデ。

やや粗 良 外内 褐浅灰黄橙7.57Y.5RY5R/8/14 口縁部片 24贔

102 
縄文七器壷 SH59 

外1fiiナデ後・部に沈線、内面ナデ，9
やや粗 亜

灰白25Y8/2 プ口リ縁ッ部ジ片 24贔

103 縄b2文 I・.器底綿 Sll59 
内外面ともサデ。

密 良 外内 灰浅黄白橙10IYORY8R/82/3 底郎 25応

104 縄al文t器底部 SH59 
内外lflfともナデc

粗 亜
黄灰25Y6/l 底部

彎）］

IOS 縄bl文t.器底部 Sl!59 
内外面ともナデし

やや柑 良 外内 に灰ぶi'JいIO黄Y橙R8I/OY2R7/2 門 24贔

106 縄圃-文Ff: 器深鉢 SH59 現底径高：： 913.0 .2 
内外面ともミガキ，、

やや密 良
にぶい橙75YR7/4 嗜励 底部cl

噂2

107 縄珊-文Ft器深鉢 SH59 胴現径高..1180 6 6 内外面ともミガキ" ;if; 良
にぶい黄橙10YR6/3 底屈｀ 底部bl 28贔

部片

108 縄珊ギ文 I・.器底郎 Sll59 
内外面ともナデ。

密 良 外内 に浅ぶ黄い橙黄7.橙5YIRO8Y/R74 /3 底部 底部al 2s_i2 

109 縄VIIl-文FL器底部 Sll59 
内外面ともナデ。底面網代。

やや粗 良
黄灰25Y5/l 底部 底部al 24命

110 縄Ill-文K上l7器a・深鉢 SKII 
11縁部肥厚強い。外面ミガキ、内面沈線と縄文、LR"ミガキ。

密 良 外内 灰黄黄灰22 55YY7 fi//2 l Ll縁小片 唸8

Ill 
縄文 t器 SKI! 

外面磨消縄文、RL。内面ナデ，9

密 亜 外内 淡浅黄黄橙2.5IO¥Y8/R83/3 
[1縁小片 12贔

112 縄VI-文At器深鉢 SKI! 
外面縄文、RL。内面ナデ，）

柑 並
にぶい黄橙JOYR7/3 体部小片 12畠，

113 縄VIII-文F上器深鉢 SK 11 
内外面ともナデ。

やや柑 ,if; 灰褐5YR5/2 体部片 12晶

114 縄ill-文Ktll器a深鉢 SK!6 ら口れ縁る内。折内、外口面縁と外も端ナデ面。に沈線と刻み、2つの剌突の浮文が2カ所み やや粗 並 外内 灰灰NN54//00 
[l縁小片

I3_i5 

115 縄N-文Kt12器c深鉢 SKI6 肥斜限行す沈る線波文状。内口縁面ナ、i皮デ頂。端部には刺突。外面ナデ後垂 F沈線と 密 並 外内 に灰ぶ白い7.橙5Y7R.58Y/Rl7/3 口縁小片 13_i4 

116 縄IV-文KII !・. 器b2・深鉢 SK!6 
肥原する波状r1縁。外面[I縁部に沈線文、内面ナデ"

密 亜
にぶい黄柁IOYR7/4 口縁小片 13応

117 縄IV-文KlI:l器b2・底部 SK!6 1内1縁面内ナデ折。、口緑外端面に1本沈線と縄文、外面[1縁以下ナデ。 密 ,if; 浅黄橙75YR8/3 口縁小片
13})2 

118 縄IV-文K2t3器b鉢 SKJ6 
外面口縁Fに1本沈線、沈線以下に刺突，

密 叱 外内 に黒ぶ褐い2.5黄Y橙3/JOJYR6/3 fl縁小片 13_7)1 
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119 縄iV-文K土l5器深鉢 SK16 外面縄文LR施文後、沈線文。内面ナデ。
密 亜

外外内内 黒黒浅にぶ褐褐黄い橙IIOO黄1YY0橙RRY33IR//O8Y2/l R3 7 /2 

体部小片 13贔

120 縄IV-文K土15器深鉢 SK16 外面沈線文。内面ミガキ。
密 並

体部小片 13忍l

121 縄VJ-文A土器深鉢 SK16 口縁灌部に面をもつ。外面縄文RL。内面ナデ。
やや粗 やや不良 外内 黒にぶ褐いIO黄Y橙R3I/OYlR7/3 口縁小片 13知

122 縄W-文C土器・深鉢 SK16 口縁部肥原。外面斜めに条線。内面ナデ。
密 亜 外内 ににぶぶいい橙橙57.Y5RY7R/7/33 ［］縁小片 13如

123 縄澗-文F上器・深鉢 SK16 口縁部肥厚。外面ナデ、内面ナデ。
密 亜 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.5IOYYR77//43 口縁小片 叫

124 縄珊-文F土器・深鉢 SK16 内外面ともナデ。
密 並 外内 橙黄橙7.57Y.5RY7R/8/68 口縁部片 13ぶ

125 縄l'ID-文F土器深鉢 SK16 現口径尚：.454.7 .0 外面ナデ、黒斑あり。内面ナデ。
密 亜 外内 ににぶぶいい橙橙7755YYRR77//4 6 口縁部片 13ふ

126 縄bl文l:器底部 SKl6 内外面ともナデ。
密 並 外内 に灰ぶ白いJO黄Y褐R8J/OY2RS/3 底部 鴨

127 縄N-文K2七1器深鉢 SKl7 肥原するL1縁部に0字状の浮文。内外面ともミガキ。
やや密 並

にぶい橙5YR7/4 口縁小片
噂5

128 縄N-文K土ll器b2・深鉢 SK17 口内縁面端ナ刺デ部突。にを甚1本点沈に線沈。線外が面の刺び突るを。基点に沈線がのびる。 粗 やや不良
浅黄橙IOYR8/4 口縁小片 13_9u4 

129 縄IV-文Kt11 器b2・深鉢 SK17 外面 内面ナデで
粗 やや不良

暗灰黄25Y5/2 口縁小片
噂3

130 縄IV-文K土l8器 SK17 
外面磨消縄文、LR。内面ナデ，

密 良 外内 褐灰灰白5JOYYRR58//l2 体部小片 14贔

131 縄N-文K土IS器 SK!7 
外面沈線文。内面ナデ。

密 良
橙5YR6/6 体部小片 14如

132 縄IV-文K土l7器 SK17 外面沈線文。内面ナデ。
やや粗 亜 灰N4/0 体部小片 14畠

133 縄¥'lll-文F土器・深鉢 SK17 
口縁部肥原、外端面に刺突。内外面ともナデ。

粗 良
灰黄25Y7/2 口縁小片 13ぶ

134 縄W-文C土器 SKl7 
外面横方向に条線。内面ナデ。

密 並 外内 褐褐灰灰IIOOYYRR64//ll [I縁小片 13贔

135 縄VII-文C土器 SK17 外面条線。内面ナデ。
やや密 良 外内 灰浅7黄.52Y.54Y/7/1 3 

体部小片 14畠

136 縄N-文K土IS器 SKIS 外面沈線文。内面ナデ。
やや密 良

にぶい橙5YR7/4 体部小片 14贔

137 縄N-文KtIS器 SK18 外面沈線文。内面ナデ。
やや粗 並

明褐灰75YR7/2 体部小片 14贔

138 縄Ill-文K土!O器a深鉢 SK19 発達した突起、3カ所穿孔。 [J縁端部に沈線と刻み。
密 良

外内 ににに灰ぶぶぶ黄いいい褐黄黄黄IO橙橙褐YIOIIROO4YYY/RRR27 7 7 /3 
諜部 叫

139 縄Ill-文K土IO器深鉢 SK19 外面頸部に3本沈線による曲線的な文様。内面ナデ。
密 良 外内 // 3 2 頸部片 叫

140 縄Ill-文K土IO器深鉢 SK19 外面頸部に3本沈線による曲線的な文様。内面ナデ。
密 良 外内 に浅ぶ黄い橙黄IO橙YIROSY/R37/2 

頸部片 09贔

141 縄皿-文KJt.6器b・深鉢 SK19 現口径高.：2192..3 5 沈口縁線部間内に列折。点外文面、内口面縁ナ部デ刻。み、頸部以 F縄文LR後畢下沈線と やや密 良 外内 褐浅灰黄72 55YY8R/5/3 l 1/6 3個2体2と同―→ 32ぶ
142 縄Ill-文K土ll器a深鉢 SK19 波以状下ミ口ガ縁キ、。波内頂面端ミ部ガにキ。刺突。外面[]縁部に刺突と横走沈線、 やや密 良

浅黄橙!OYR8/3 口縁部片 09贔

143 縄III-文Ktl6器b深鉢 SKl9 
外面磨消縄文、RL。内面ナデ。

やや粗 良
浅黄25Y7/3 体部片 09如

144 縄ill-文K土l6器b・深鉢 SK19 
外面磨消縄文、LR。内面ナデ。

粗 良 外内 に浅ぶ黄い橙黄IO橙YIRO8Y/R37/4 
体部小片 09_枷

145 縄1Il-文Ktl6器b SK19 外面沈線文、内面ナデ。
粗 良 外内 に灰ぶIOいY褐R87/.5Y2R6/3 体部小片 鴨

146 縄VI-文At器深鉢 SK19 口縁部肥厚。外面口縁1:部無文、以下に縄文LR。内面ナデ。
やや粗 良

淡黄25¥8/3 口縁小片 09贔

147 縄珊-文F'土器・深鉢 SKI9 
口縁端部に沈線。内外面ナデ。

やや粗 良
灰黄褐IOYR6/2 [J縁小片

鴨
148 縄VIIl-文F土器・深鉢 SK19 内外面ナデ。

粗 良 外内 灰灰黄黄褐2.5I¥OY7/RS2/2 [1縁部片 09ふ
149 縄1111-文F-t. 器深鉢 SK19 

内外面ナデ。
やや密 良

淡黄25Y7/3 口縁小片 09ぶ
150 縄珊-文Ft器・深鉢 SK19 内外面ナデ。

やや密 良 外内 淡灰5黄Y24.5/Y15/1 口縁小片 09ぬ
151 縄Vlll-文F土器・深鉢 SK19 

内外面ナデ。
やや粗 良 外内 に灰ぶ黄い褐黄IO橙YIRO6Y/R27/1 口縁小片 09贔

152 縄¥lll-文F土辟深鉢 SK19 
内外面ミガキ。

やや密 良
外外内内 ににに浅ぶぶぶ黄いいい橙橙褐黄IO橙77Y..55IORYY8YRR/66R3//6/3 4 3 

［］縁小片 09如

153 縄VI-文At器・深鉢 SK19 外面縄文RL、内面ナデ。
密 良

体部片 唸2

154 絹VII-文C土器深鉢 SK19 
外面条線、内面ナデ，9

やや粗 亜 外内 に灰ぶ黄い2.黄5Y橙7/IO2YR7 /3 体部小片 09贔

155 縄W-文Dt. 器・深鉢~ SK19 外面横方向に条線、内面ナデ。
柑 良

灰白IOYR8/2 体部小片 叫）3

156 縄¥111-文Et器深鉢 SK19 
外面条痕、内面ナデ，）

やや密 良 外内 浅浅黄黄22 55YY78//3 3 体部小片
09ふ

157 縄珊-文Ei・. 器深鉢 SK19 外面条痕、内面ナデ，＇
やや粗 良

外外内内 に浅暗にぶぶ灰黄いい橙黄橙黄27..褐555YY¥IRR5O/6Y8//R23 44 /3 

体郎小片 09応
158 縄VI-文J¥t器 SKI9 

外面縄文RLを施文。内面ナデり
やや粗 良

体部小片 09ふ
159 縄¥111-文Ft器・深鉢 SK19 

外面ナデ、内面ミガキ。
密 良

にぷい黄橙10YR7/3 頸部小片 叫）6

160 縄VIII-文Gbt器・鉢 SK19 
内外面ミガキ。

やや密 良
灰黄25Y7/2 LI縁小片 09恥

161 縄bl文t器底部 SK!9 
内外面ともナデ。

やや粗 良 外内 浅浅黄黄橙2.57Y.58Y/R38/4 門 09ぶ
162 縄al文t器・底部 SK19 

内外面ともナデ。
やや粗 並

浅黄橙IOYR8/3
序；1 09贔

163 縄I-文K上3a器深鉢 SK20 
口縁部肥限。外面口縁下に2本沈線と磨消縄文、LR。内面ナデ。

やや粗 亜 外内 に浅ぶ黄い2.黄5¥橙7/IO3YR6/3 [I縁小片 14贔

164 縄II-文K土S器・深鉢 SK20 
外面内折するLl縁_I:_に沈線とキザミ。内面ナデ。

やや柑 泥 外内 灰褐灰黄褐IOIYORYSR/6/13 II縁小片 14贔

165 縄Ill-文Kt!O器a深鉢 SK20 
口縁部肥原。口縁端部に沈線とキザミ。内外面ともナデ。

やや粗 亜 外内 灰褐灰黄7褐.5IYOYR5R/6/22 戌9 14如

166 縄ill-文Ktll器a・深鉢 SK20 
波状口縁。外面は内折する口縁 J:-.に沈線と刻み。内面ナデ。

やや粗 牝 外内 に灰ぶ黄い2.5黄Y橙7/IO2 YR7/2 口縁小片 14'. 贔
167 縄Ill-文Kltl器a・深鉢 SK20 

波状口縁。外面は内折する口縁 tに沈線。内面ミガキ，9

やや粗 並 外内 褐1:J(灰黄2IO.5Y¥R64//2l 「］縁小片 14贔

168 縄N-文K土15器b・深鉢 SK20 
波状ll縁。外面は波頂Fに弧状の多条沈線文，）内面ナデ。

やや粗 亜 外内 ににぶぶいい橙褐77 55YYRR76//3 4 口縁小片
14:il6 

169 縄V-文K土22器a深鉢 SK20 
「］縁下に沈線と序消縄文RLによる文様帯。内面ミガキc

やや密 亜
浅黄25Y7/3 LI縁小片 14占I

170 縄ill-文Ktl5器b・深鉢 SK20 
波状口縁。外面は波頂下に弧状の多条沈線文。内面ナデ。

やや粗 弗．
にぶい黄橙IOYR6/3 口縁小片 14ふ

171 縄N-文Ktl8器深鉢 SK20 
外面ナデ後、口縁下に2本沈線。内面ナデ。

やや粗 やや不良 外内 淡浅黄黄22 55YY87//3 3 口縁小片 14如

172 縄Vlll-文F卜器深鉢 SK20 
口縁端部にキザミ。外面ナデ、内面ミガキ，〉

やや密 池 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R4IO/YlR7/2 
[J縁部片 14恥

173 縄IV-文K士J6器a・深鉢 SK20 
外面蛇行沈線文。内面ミガキ。

やや粗 亜 外内 に浅ぶ黄い橙黄IO橙YIOR8Y/R37/3 体部片 11贔

174 縄III-文K土IO器 SK20 
外面沈線文。内面ナデ，9

やや粗 並 外内 灰褐灰黄褐!OIYORY6R/6/!2 体部小片 14_1。
175 縄ill-文KlIO: 器 SK20 

外面多条沈線文。内面ミガキ。
やや密 cjf; 外内 に灰ぶ黄い褐黄IO橙YIRO6Y/R26/3 体部小片 14ふ

176 縄IV-文Ktl:l器b2・深鉢 SK20 
外面多条沈線文3 内面ミガキ。

やや粗 ;jfz 外互内 橙褐灰7.5IYOYR6R/4/6I 
体部片 14_¥。

177 縄N-文K土ll器b2・深鉢 SK20 
外面磨消縄文、RI、。内面条痕。

やや粗 亜 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R5I/OYlR7/3 体部小片 14'. ぶ
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178 縄VII-文C土器・深鉢 SK20 外面条線、内面ミガキ。 粗 並 外内 褐にぶ灰いIO黄Y橙RSI/OY1R7/2 
口縁小片 14'. ぶ

179 縄W-文Ct器深鉢 SK20 現口径高：320 6 2 I 
外面縦方向に多条条線。内面ナデ。

やや粗 亜 外内 橙橙55YYRR66//86 
ロロ碩比不蔀片

14ぶ
180 縄VII-文C土器深鉢 SK20 外遺物面縦と接横合に。多条条線。内面ミガキnSK25出土遺物と包含層出土 密 良 外内 灰浅黄黄22..55YY77//2 3 08如

181 縄珊-文Ft器深鉢 SK20 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 灰淡黄黄褐2.5IO¥Y8/RS3/2 口縁小片 14: 蒻

182 縄VIll-文Ft器深鉢 SK20 
内外面ともナデ。 密 良 外内 灰灰黄黄褐褐IIOOYYRRS6//22 Ll縁小片 14贔

183 縄珊-文Ft器深鉢 SK20 
外面ナデ、内面ミガキ。

粗 良 外内 浅にぶ黄い橙橙7.75.Y5YR8R/7/44 口縁小片 14ぶ
184 縄渭-文F土器・深鉢 SK20 口縁端部に面をとる。外面ナデ、内面ミガキ" やや粗 並

褐灰IOYR6/l 口縁小片 14如

185 縄¥111-文F土器深鉢 SK20 
内外面ともナデ。

密 並 外内 ににぶぶいい橙橙7755YYRR67//4 4 口縁小片 IIぶ
186 縄IJI-文K七l3器鉢 SK20 頸口縁部部屈肥曲頃部。下口に縁多端条部沈］線本文沈。線と縄文RL。2対の橋状把手。 やや粗 並 外内 に灰ぶ黄い褐黄IO橙Y!OR6Y/R27/4 戌部 17ぶ
187 縄al文t器底部 SK20 

内外面ともナデ。
やや粗 やや不良 外内 橙にぶ7.い5Y黄R橙7/IO6YR7/4 底部小片 14ぶ

188 縄bl文土器底部 SKZO 内外面ともナデ。 粗 やや不良 外内 浅にぶ黄い2.黄5¥橙7/103YR7/2 
底部小片 14如

189 縄al文土器・底部 SKZO 
内外面ともナデ。

やや粗 やや不良
にぶい黄橙IOYR7/2 底部小片 14ぶ

190 縄I-文K土3c器・深鉢 SK25 口縁部肥原。外面、口縁部下に沈線、内面ナデ，9
密 良

にぶい黄橙10YR7/4 口縁小片 14贔

191 縄I-文K土3c器深鉢 SK25 口縁部肥頃。外面、口縁部下に沈線、内面ナデ。
粗 不良

淡黄25Y8/4 口縁小片 14贔

192 縄III-文K土!O器b深鉢 SK25 口縁部肥原。口縁部下に突起とそれを連絡する橋状突起がある。
やや密 亜

にぶい黄橙IOYR7/3 l l縁部片 叫
193 縄III-文K上!O器a深鉢 SK25 に口平よ縁緑る部。縄口外文縁側帯部にがに肥み沈原ら線。れ肥にるよ厚。るし区た画口文縁。端以部下に2本沈線と磨消縄文LR やや密 良 外内 灰灰黄黄褐褐1IO0YYRR64//22 ［］縁部片 15応

194 縄IV-文Klt5器b深鉢 SK25 
緑。 は無文，，内面ナデ。

やや密 良
浅黄橙10YR8/3 口縁部片

噂5

195 縄IV-文K土l5器b深鉢 SK25 
内弯する[J縁部に沈線による区画文。［］縁部ドには垂下沈線か，．

やや粗 良
浅黄橙!OYRS/3 口縁部片 鴨

196 縄N-文K土!S器b・深鉢 SK25 
平緑。口縁部に沈線による区画文。内面ナデ。

やや粗 良
浅黄橙75YR8/4 口縁小片 15贔

197 縄N-文K土l5器a深鉢 SK25 波状口縁。外面沈線による円弧文、文様内に縄文RL、貝殻条痕。
やや密 良

にぶい黄橙IOYR7/3 口縁部片 15_ぶ
198 縄!V-文K土l5器b深鉢 SK25 

口縁部若 f-肥淳。外面に沈線による施文c
やや柑 良

淡黄25Y8/4 口縁小片
喝4

199 縄IV-文K土l5器b深鉢 SK25 
口縁部若干肥厚。外面に沈線による施文。

密 並
淡黄25Y8/3 口縁小片 14贔

200 縄I-文Kt3a器慄鉢 SK25 
口縁部下に1本沈線。以 F、縄文RLを施す。内面、ミガキ。

やや密 良 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.5IYOYR7R/7/4 3 口縁小片
喝l

201 縄N-文Ktl5器b・深鉢 SK25 が口縁みら部れ肥る原。。縄文RL施文後、肥直する口縁t端部下に1本沈線 やや粗 亜
にぶい褐75YR6/3 口縁小片 鴨

202 縄N-文K土ll器b2・深鉢 SK25 
波状口縁。波頂下に2カ所の刺突，9

やや密 亜
淡黄25Y8/3 口縁小片 疇

203 縄N-文K上22器a深鉢 SK25 
口縁部が内折。磨消縄文RLによる横位の文様構成0 三角文か。

やや密 良 外内 に褐ぶ灰い7.橙5Y7R.55Y/R47/4 口縁部片 15贔

204 縄¥111-文F七器 SK25 
内外面ともナデ。 r-1縁部内面に凹線。

やや粗 並 外内 褐浅灰黄橙IOIYORY5R/8/l3 口縁祁片 IS_紐

205 縄IV-文Ktll器b2 SK25 
外面磨消縄文RL。内面ナデ。

密 良
黄灰25Y6/I 体部小片 14贔

206 縄N-文K土ll器b2 SK25 
外面、地文縄文RLに沈線を施す，，内面ナデ。

やや粗 良 外内 浅浅黄黄橙2.5IYO7Y/R83/3 体部小片 15ふ
207 縄IV-文K土II 器b2 SK25 

外面磨消縄文、RL。内面ミガキ，）
粗 並 外内 2浅褐.5灰黄Y橙I8O/7Y.2 5RY5 R/8l / 4 

体部小片
噂5

208 縄N-文Kt.ll器b2・深鉢 SK25 
頸部付近。地文縄文RLに3本沈線がみられる 0

やや粗 牝
灰白 頸部片 豆応

209 縄N-文K土l5器a SK25 
外面、短沈線による施文。内面、ナデ。

粗 並
にぶい橙5YR7/4 体部小片 15晶

210 縄N-文K土l6器a深鉢 SK25 
外面多条沈線による文様。内面ナデ，

やや粗 良
外内 に褐暗にぶぶ灰褐いいIOIO黄黄YY橙橙RR36l IO/Yl R7/3 

体部片 15_贔

211 縄IV-文K十l．6器a深鉢 SK25 
外面多条沈線による弧状の文様c内面ナデQ

やや粗 並 外内 /O Y3 R 6 / 3 
頸部片

15_『)5

212 縄lV-文Kt2.4器b・深鉢 SK25 
口縁部に縄文RLを施す。内面ナデ。

やや粗 良
にぶい黄橙IOYR6/3 [I縁部片 15贔

213 縄IV-文K2t.~器b 深鉢 SK25 
口縁部に縄文を施すゥ

やや密 良
橙75YR7/6 ll縁部）ヤ

噂l

214 縄W-文C土器・深鉢 SK25 
外面、口縁端部まで条線。内面、ミガキ，9

密 良
にぶい橙75YR7/3 口緑部片 鴨

215 縄W-文C土器・深鉢 SK25 
口縁部肥淳。外面、口唇部下に横位に条線』勺面ナデ。

やや密 良
淡黄25Y8/3 口縁小片 15恥

216 縄W-文C七器深鉢 SK25 
外面条線、内面ナデ。

やや粗 良
淡黄25Y8/3 lJ縁部片 15贔

217 縄珊-文1'上器深鉢 SK25 
外面ミガキ、内面ナデ。

やや密 良
にぶい黄橙IOYR7/3 口縁筋片 15ふ

218 縄WI-文F上器深鉢 SK25 
内外面ともナデぃ

やや粗 並
灰黄褐IOYR6/2 ll縁小片 14ぶ

219 縄1111-文F上器深鉢 SK25 
内外面ともナデ。 やや粗 亜

淡黄25Y8/4 口縁小片 15畠

220 縄珊-文Ft 器 SK25 
内外面ともナデ。

やや密 良
にぶい黄橙IOYR7/3 口縁部片 15贔

221 縄珊-文Ft器・深鉢 SK25 
内外面ともナデ。

やや粗 良 外内 橙にぶ5YいR橙6/5Y6R6/3 (]縁部片 15贔

222 縄VIll-文F土器深鉢 SK25 
内外面ともナデ。

粍 良
灰黄25¥7 /2 口縁小片 14贔

223 縄珊-文F土諾深鉢 SK25 
内外面ともナデ。

やや粗 並 外内 褐にぶ灰いIO黄Y橙R6I/OYlR7/4 
口縁部片 15贔

224 縄¥111-文F土器深鉢 SK25 
内外面ともナデ。

やや密 良 外内 浅浅黄黄橙2.5I¥OY7/RS3/4 口縁部）i
,s_7J3 

225 縄珊-文Ff: 器・深鉢 SK25 
内外面ともナデ。

粗 並 外内 褐灰褐白7IO.5YYRR86//22 lJ縁小片 14贔

226 縄VIII-文F土器深鉢 SK25 
内外面ともナデe

やや粗 亜
灰黄25¥6/2 口縁小片

噂2

227 縄VIII-文F土器深鉢 SK25 
内外面ともナデ。

粗 良 外内 灰にぶ5¥い5黄/橙1IOYR7/3 
口縁小片 14羞，

228 縄¥111-文F土器深鉢 SK25 
［］縁部肥）展。内、外面ともナデ，9

やや密 良 外内 黄浅灰黄22 55¥¥67//3 1 口縁小片 15贔

229 縄VIIl-文Ft. 器・深鉢 SK25 
内外面とも、ナデ。

柑 やや不良
浅黄橙10YR8/3 ［］縁小片 15↓ 1 

230 縄珊-文Ft器・深.鉢 SK25 
内外面とも、ナデ，9

密 良
灰黄25Y7/2 口縁小片 15-1 05 

231 縄VIII-文F土器 SK25 
外面、ナデ，，内面、ミガキ，、

粗 亜 外内 灰浅褐黄橙7.5IYORY5R/8/23 1/9 15如

232 縄VIII-文Ft器・深鉢 SK25 
外面、ミガキ。内面、貝殻条痕。

密 良
にぶい黄橙JOYR7/3 体部片 叫

233 縄珊ギ文r.器深鉢 SK25 
外面、ミガキ。内面、貝殻条痕。

やや密 良 外内 灰にぶ黄い褐黄IO橙Y!OR6Y/R27/3 体部片 15ふ
234 縄VIII-文F土器 SK25 

外面、ミガキ。内面、ナデ。
密 良 外内 浅灰黄白橙JOJYORY8R/82/3 体部片 15贔

235 縄W-文Ct器深鉢 SK25 
外面、条線。内面、ナデ。

やや粗 良
外内外内 褐に灰灰ぶ灰白白い2IIOO.黄5YY¥橙RR786/I//O1Y2 l R7 /3 

体部片 15-4 05 

236 縄W-文C七器深鉢 SK25 
外面、条線，内面、ナデ。

やや密 良
体部片 15贔
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237 縄VI-文A土器 SK25 外面縄文LR。内面ナデ。 やや粗 並 外内 灰浅黄白橙IOIOYRY8R/82/4 体部片 15贔

238 縄11Il-文Ft器深鉢 SK25 
内外面ともミガキ。 密 良

外内 橙黄浅浅灰黄5黄Y橙橙2R.5171Y00/5YY6/RR88l // 3 

体部片 15如

239 縄cl文土器底部 SK25 内外面ともナデ，9 粗 亜 仇 3 序屍 15芯

240 縄bl文土器・底部 SK25 内外面ともナデ。底部未調整。 やや粗 並 浅黄橙75YR8/3 門 15恥

241 縄bl文土器我部 SK25 
内外面ともナデ。 やや粗 並 外内 ににぶぶいい橙橙7755YYRR77//3 4 鴨 15ぶ

242 縄al文土器底部 SK25 
内外面ともナデ。底部未調整。 やや粗 並 外内 灰浅黄白橙IOIOYRY8R/82/4 鴨 噂6

243 縄al文土器底部 SK25 
内外面ともナデ。 やや粗 並

橙75YR7/6 開 噂4

244 縄ll-文K土7器深鉢 SK30 外面3本沈線と磨消縄文、LR。内面ナデ。 並 良 外内 灰にぷ黄い褐黄IO橙YIRO4/YR26/3 
口縁部片 07贔

245 縄N-文K土l5器b深鉢 SK30 
平縁。口縁部若干内弯。口縁部に沈線による同心円文と区画文。 密 良

浅黄橙75YR8/4 口縁部片 16如

246 縄IV-文Ktl5器a深鉢 SK30 平縁。口縁部若 F内弯。口縁部に沈線による文様構成。 密 良 灰黄25Y7/2 口縁部片 噂2

247 縄V-文K土22器a深鉢 SK30 口縁部内折。外面磨消縄文一．角文、LR。内面粗いミガキ。 亜 亜 外内 淡灰黄黄22 55YY84//3 l 戌部 07贔

248 縄V-文K土22器a深鉢 SK30 
口縁部内折。外面磨消縄文による＝．角文、LR。内面ナデ。

並 並
浅黄橙IOYR8/3 隣部 2柘9]9-と個体 唸I

249 縄珊-文F土器深鉢 SK30 
口縁部内側に弯曲。口縁端蔀に剌突。以下沈線による文様構成。

やや密 並 外内 褐浅灰黄橙!OIOYRY6R/8/l3 口縁部片 唸
250 縄Vlll-文F土器・深鉢 SK30 

口縁部に縄文、縄文下に横位の1本沈線。内面ナデ。
密 亜 外内 浅黄橙黄橙IOIYORY8R/86/4 口縁小片 唸

251 縄N-文K土l6器a深鉢 SK30 多条沈線文、内面ナデ。 密 良 外内 浅灰黄白2橙.5JO¥8Y/R82/4 体部片 喝4

252 縄N-文K土l6器a深鉢 SK30 
頸部屈曲部分に、横走する2本沈線。

並 不良
外外内内 にに灰にぶぶぶ褐いいい7.褐橙黄5Y褐77R..S514YY0/YRR2SR7//4/3 4 3 

頸部片 鴨
253 縄IV-文K土l6器a・深鉢 SK30 

弧状の多条沈線文。沈線は細い。内面ナデ。 やや密 良
体部片 16_t] 

254 縄IV-文K土l!器b2・深鉢 SK30 
外面磨消縄文、LR。内面ナデ。

密 並 外内 に浅ぶ黄い橙黄IO橙YIOR8Y/R37/2 体部片 16ふ
255 縄N・文K土ll器b2・深鉢 SK30 

外面磨消縄文、RL。内面ナデ。
密 良 外内 灰にぶ黄い2.黄5¥橙6/IO2YR7 /3 体部片 16抽

256 縄N-文Ktll器bZ・深鉢 SK30 
外面磨消縄文、RL。内面ナデ。

並 良
外浅内黄橙橙にぶ5IOYいYR赤R68/褐/654 YR5/3 

口縁小片 16贔

257 縄V-文K七27器深鉢 SK30 現口径高335 0 8 6 口縁部肥原。外面頸部以下に条線、他はナデ。内面ナデc
並 並

1/6 07贔

258 縄VII-文C土器・深鉢 SK30 
外面間隔のある垂下条線。内面ミガキ。

密 並 外内 に暗ぶ灰い黄黄2.橙SYI4O/YR2 7 /3 口縁部片 嗅
259 縄W-文C土器 SK30 

外面弧状垂下条線。内面ナデ。
並 並

にぶい橙75YR7/4 口縁部片 07贔

260 縄V-文K土27器深鉢 SK30 
頸部以下に条線。内面ナデ。

密 良 外内 褐灰灰白25.Y5¥R58//2l 頸部片 16応

261 縄V-文K土27器深鉢 SK30 
外面、横位に条線。内面ナデ。

密 不良 外内 灰灰白白72 55YY8R/8/2 2 体部片 16ふ
262 縄V-文K上27器深鉢 SK30 

外面、縦に条線。内面ナデ。
密 良 外内 黄浅灰黄橙2.5IO¥Y4/R81/4 体部片 16贔

263 縄V-文Kt25器c深鉢 SK30 
波状口縁、口縁部肥原。口縁部に縄文LR。内面、ナデ。

密 良 外内 橙暗5赤Y灰R6IO/Y64/l 
口縁部片 16ぬ

264 縄V-文K七24器c深鉢 SK30 
外面に縄文施文、RL。内面ナデ。

密 やや不良 外内 灰灰黄白2褐.5IO¥8Y/R62/2 頸部片 16ふ
265 縄N-文K2土5器b SK30 

外面に縄文施文、LR。内面ナデ。
密 良 外内 灰にぶ5¥い6黄/橙1IOYR7/3 

体部片 16畠

266 縄N-文K土25器b SK30 外面縄文LR。内面ナデ" やや密 良 外内 に灰ぶ白い2.黄5Y橙8/IO2YR7/3 体部片 噂5

267 縄VI-文At器深鉢 SK30 
外面縄文LR。内面ナデ。 密 不良

灰白25Y8/2 体部片 16ぶ
268 縄VIII-文Et器深鉢 SK30 

外面条痕。内面ナデ。 やや粗 亜 外内 褐灰灰白7IO.5YYRR85//2l 口縁部片 嗅
269 縄Vlll-文E土器深鉢 SK30 

外面条痕。内面ナデD

密 不良 外内 灰灰白白72 55YY8R/8/2 l 口縁部片
喝8

270 縄Vlll-文Et器・深鉢 SK30 
外面条痕。内面ナデ。

やや密 亜 外内 に浅ぶ黄い橙橙IO5YYRRS7//44 口縁部片 叫
271 縄Vlll-文E土器深鉢 SK30 

外面条痕。内面ナデ。
やや密 並 外内 灰灰白白210.5YYR88//3Z 口縁部片 唸

272 縄珊-文E土器 SK30 
外面条痕。内面ナデ。

密 良
浅黄橙IOYR8/3 体部片 16如

273 縄珊-文Ft. 器・深鉢 SK30 
内外面ともナデ。 やや柑 やや不良 外内 灰褐灰白2I.O5YYR8S//21 口縁部片 16ぶl

274 縄¥'111-文Ft器・深鉢 SK30 
内外面ともミガキ。

密 やや不良 外内 灰灰黄白22..55YY87//22 口縁部片 16恥

275 縄VIII-文F土器深鉢 SK30 
内外面ともミガキ。

密 良
にぶい黄橙IOYR7/3 口縁部片 16_1。

276 縄VIII-文F土器深鉢 SK30 
内外面ともミガキ。

密 不良 外内 淡灰橙白5JOYYRR88//42 口縁小片 16ふ
277 縄圃-文F土器・深鉢 SK30 

内外面ともミガキ。
密 不良 外内 灰灰黄白褐IOIOYRY8R/52/4 [l縁部片 16ふ

278 縄珊-文F土器深鉢 SK30 
内外面ともナデ。 密 不良 外内 灰灰褐白7IO.5YYRR84//22 口縁部片 16贔

279 縄VIII-文F土器深鉢 SK30 
内外面ともナデ。

密 やや不良 外内 灰灰白白2IO.5YYR88//22 口縁部片 16贔

280 縄珊-文Ft器深鉢 SK30 
内外面ともナデ。外面木調整か。

密 やや不良
黄灰25¥5/1 口縁小片 16_11 

281 縄VIII-文Ft器・深鉢 SK30 
内外面ともナデ。

密 やや良 外内 灰灰褐褐I!OOYYRR54//ll 口縁小片
16:19 

282 縄¥111-文D上器鉢 SK30 
外面条線、内面ミガキ、9 ,JP. 良 外内 浅灰黄黄22 55¥¥77//3 2 口縁部片 07贔

283 縄珊~文H土器浅鉢 SK30 口器径高：717.4 .0 杯状。内外面ともナデ。
やや粗 並

浅黄橙IOYR8/4 2/3 讐 07ぶ
284 縄Vl-文B土器浅鉢 SK30 器口径高・：26 1 1 0 杯状。外面全面縄文、LR。内面ナデ。

やや粗 並
外外内内 灰浅浅灰黄黄白黄橙222...555JYYYO8Y87///R82 3 2 /3 

1/2 讐 07ふ
285 縄V-文Kt26器b浅鉢 SK30 口内縁由部ナデ直。如外面口縁部と屈曲部が肥原、そこに縄文LRを施す。 亜 亜

［］縁部片 07ぶ
286 縄b2文土器・底部 SK30 

内外面ともナデ。内面に黒斑あり。
密 良 外内 橙褐5灰YIRO7Y/R8 4/l 

底部 16贔

287 a縄l文土器底部 SK30 
内外面ともナデ。

密 並
淡黄25Y8/3 翌 噂4

288 縄al文土器底部 SK30 
内外面ともナデ。

やや粗 並 外内 浅浅黄黄橙橙77 55YYRR88//6 4 底部 噂4

289 縄b2文土器底部 SK30 
内外面ともナデ。

密 不良 外内 灰にぶ黄い2.黄5Y橙7/IO2YR7/2 序；1 唸3

290 縄a2文t器底部 SK30 
内外面ともナデ。内面に黒斑あり。

密 良 外内 浅黄灰黄橙2.5¥YOY6/R8l/4 底部 16-7>7 

291 縄皿-文K土!O器c深鉢 SK34 
波状口縁。波頂端部に刺突。外面には短沈線。内面はナデ。

やや密 不良 外内 に灰ぶ褐い7.黄5Y橙RI6O/YJR7/2 
口縁部片 唸

292 縄VII-文し t器深鉢 SK34 現口径衛：.399.7 .0 大型品。外面条線、内面ナデ。
密 良 外内 に灰ぶ白い7.橙5Y7R.58Y/R27/3 戌部 叫

293 縄¥TI-文Ct器深鉢 SK34 
外面条線、内面ナデ。

やや粗 良 外内 ／暗火褐白27..55¥Y8R/3/24 体部小片 唸3

294 縄Vll-文Cr. 器深鉢 SK34 
外面条線、内面ナデ，

やや柑 良 外内 に灰ぶ白い10橙Y7R.57Y/R27 /3 体部小片 16忍5

295 縄W-文C土器深鉢 SK34 
外面条線、内面ナデ。

密 良 外内 橙にぶ7.い5Y黄R橙7/IO6YR7/2 
体部片 唸2
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296 縄VII-文C土器深鉢 SK34 外面条線、内面ナデ。 やや密 不良 外内 に灰ぶ褐い7.黄5Y橙RI6O/Y2R7 /3 体部片 噂2

297 縄W-文C土器深鉢 SK34 外面条線、内面ナデ。 やや粗 良

外外内内 灰に明褐ぶ灰褐白い灰7IO.褐57YY.75RR.Y586/Y7//52/l l 4 

体部小片 唸4

298 縄V-文K土23器a深鉢 SK35 波LR状、内口面縁ナ部デ。外。面口縁上端部下に横走する1本沈線以下に縄文 密 並
口縁部片 08鳥，

299 縄V-文K土22器a・深鉢 SK35 口縁部内折。外面磨消による三角文、LRo内面ナデ。
密 並 外内 浅浅黄黄橙橙7IO.5YYRR88//33 口縁部片 2同4一8と個体 08ぶ

300 縄V-文K土22器a深鉢 SK35 外面磨消縄文か。摩滅激しい。内面ナデ。
密 良 外内 に浅ぶ黄い橙黄7.橙5Y1R0Y8/R73 /2 体部片 呼。

301 縄V-文K土22器a SK35 外面沈線文、内面ナデ。 密 並
にぶい黄橙IOYR7/3 体部小片 08贔

302 縄VI-文A土器深鉢 SK35 外面全面縄文か、LR。内面ナデ。 密 並 外内 に赤ぶ黒い2.橙5Y5RY2R/6/J4 体部片 08贔

303 縄VII-文C土器深鉢 SK35 外面条線、内面ナデ。 やや粗 やや不良 灰黄25¥7/2 口縁小片 08贔

304 縄VIII-文F土器深鉢 SK35 内外面ナデ。
やや粗 やや不良 外内 に暗ぶ灰い黄黄2.橙5¥I5O/YR26/3 口縁小片 08品

305 縄¥111-文F土器深鉢 SK35 内外面ナデ。
密 やや不良 外内 に浅ぶ黄い橙褐7.75.Y5YR8R/5/33 口縁部片 08応

306 縄VIII-文F・土器深鉢 SK35 内外面ナデ。
密 並

灰黄25Y7/2 口縁部片 08贔

307 縄¥111-文F土器深鉢 SK35 
内外面ナデ。

やや粗 やや不良 外内 浅にぶ黄い2.黄5¥橙7/IO3YR6/3 
口縁小片 08贔

308 縄VIII-文F土器・深鉢 SK35 内外面ナデ。 やや粗 やや不良 仇悶羹；悶杉｝ 口縁部片 08贔

309 縄珊-文F土器・深鉢 SK35 外面ミガキ、内面ナデ。
密 亜 外内 褐にぶ灰いIO黄Y橙R4IO/YlR7/2 

口縁部片 08贔

310 縄¥111-文F土器 SK35 内外面ナデ。
密 叱 外内 ににぶぶいい橙褐77 55YYRR57//3 3 体部小片 08贔

311 縄¥111-文F± 器 SK35 内外面ナデ。黒斑あり。
密 並 外内 に灰ぶ黄い褐黄IO橙YIRO6Y/R27/3 

体部片
唸7

312 縄VIII-文Ft器深鉢 SK35 
内外面ナデ。

やや粗 並 外内 浅浅黄黄2255¥¥88//3 4 体部片 09恥

313 縄VIII-文Ft器 SK35 内外面ナデ。
密 並 腐罰霊糾ぢ 体部片 08恥

314 縄珊-文F土器 SK35 内外面ナデ。
密 並 外内 赤浅灰黄橙2.57Y.5RY5R/8/I3 体部片 鴨

315 縄VIII-文F土器 SK35 
外面ミガキ、内面ナデ。

密 並 外内 赤褐灰灰!OJORYSR/S/I1 体部片 08贔

316 縄VIII-文Ft器深鉢 SK35 
内外面ミガキ。

密 並 外内 ににぶぶいい褐褐77 55YYRR56//3 3 休部片 08贔

317 縄珊-文G土b器深鉢 SK35 口器径高：.1160..0 3 内外面ナデ。黒斑あり。
密 並

浅黄橙IOYR8/4 3/4 讐 09贔

318 縄文上器・底部 SK35 外面ミガキ、底部に縄文LR。黒斑あり。内面ミガキ、黒斑あり。
密 亜 外内 ににぶぶいい橙黄橙5YJOR7Y/R73/3 1/6 09贔

319 縄111-文K上ll器bl・深鉢 SK36 現口径高：2168 . .4 8 胴口縁部部は地内文折に縄凹。器線文形。L口Rは、縁バXケ部状ッ下沈状に線。3文口本。縁汎J-. 端に横走する1本沈線。 粗 並 外内 灰灰黄白7褐.5IYOYR8R/6/22 ロ土冨 17↓ l 

320 縄111-文Kt!O器bl・深鉢 SK36 
口縁端部 線。 部 沈線。内面ナデ。

やや粗 並 外内 褐にぶ灰い7.黄5Y橙RI4O/YJR7 /2 口縁部片 17贔

321 縄ID-文Kt.il器b!・深鉢 SK36 
外面磨消縄文、RL。内面ナデ。

やや粗 やや不良 外内 浅灰黄白7橙.5IYO8Y/R8l/3 体部片 17如

322 縄lll-文K土i6器b深鉢 SK36 外11面1と磨同消一縄個文体R。L、i尤線間に列点文。内面ナデ。SK19出土遺物 やや密 並 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R4IO/YlR7/3 体部片 17贔

323 縄W-文C土器 SK36 
外面弧状条線、内面ナデ。

やや粗 並 外内 灰灰黄白2褐.5JYO8Y/R6l/2 口縁部片 17ふ
324 縄W-文C土器・深鉢 SK36 

外OO条線、内面ナデ。
やや粗 亜 外内 灰にぶ黄い褐黄IO橙YIOR4Y/R26/3 

口縁部片 17_恥

325 縄W-文C土器 SK36 
外面垂下する条線。内面ナデ。

やや粗 良
外内 浅褐に褐ぶ灰灰黄い橙IIOO橙IOYY7RRY.565RY//8R/II 7 3 

体部片 噂
326 縄w.文c七器・深鉢 SK36 

外面垂下する条線。内面ナデ。
やや密 泥 符 /3

体部小片 17_~)3 

327 縄W-文C上器 SK36 
外面垂下する条線。内面ミガキ。

やや粗 並 外内 ににぶぶいい橙褐7755YYRR76//3 4 体部片 噂
328 縄WI-文F土器深鉢 SK36 

内外面ともナデ。
やや粗 並 外内 褐淡灰黄72 S5Y¥8R/S/3 4 口縁部片 17贔

329 縄VIII-文F土器深鉢 SK36 
内外面ともナデ。

やや粗 並 外内 橙褐灰7.5IYOYR7R/4/6l 口縁部片 17ふ
330 縄渭-文F土器深鉢 SK36 口縁部若干内弯。外面ナデ、内面条痕。 やや粗 並 外内 灰灰N白4N/7/00 [l縁部片 17贔

331 縄WI-文F土器深鉢 SK36 
n縁部に面をとる。内外面ともナデ。

粗 並
褐灰75YR6/2 口縁小片 17贔

332 縄Vlll-文F土器・深鉢 SK36 
口縁部に面をとる。内外面ともナデ。

粗 良 外内 灰黄灰黄22 SSYYS7//I l 口縁小片 17畠

333 縄Vlll-文Ft. 器・深鉢 SK36 
口縁部に面をとる。外面ナデ、内面ミガキ。

やや密 良 外内 褐黄7灰.52Y.5RY45//3I 口縁部片 17_ぶ
334 縄ii-文F土器・深鉢 SK36 

内外面ともナデ。
やや粗 やや不良 外内 灰灰褐白27..55YY8R/4/22 fl縁小片 17ぶ

335 縄VIII-文F土器深鉢 SK36 
内外面ともナデ。

やや粗 並 外内 に灰ぶ黄い褐黄10橙Y10R4Y/R26/4 [l縁小片
鴨2

336 縄珊-文F土器深鉢 SK36 
口縁部内側に肥原。内外面ともナデ0

やや粗 -it 外内 ににぶぶいい褐黄橙7.5IOYRY6R/7/33 口縁部片 17ふ
337 縄WI-文F土器・深鉢 SK36 

外面ナデ、内面ユピオサエ後ナデ。
粗 やや不良

灰黄25Y7/2 嗜面 17_(61 

338 縄珊-文F土器 SK36 
外面条痕、内面ナデ。

粗 亜
灰白10YR8/2 体部小片 17証

339 縄渭-文F土器深鉢 SK36 
内外面ともミガキ。

やや粗 良 外内 に灰ぶ褐い7.橙5Y7R.55Y/R27/4 
体部片 噂6

340 縄VI-文A七器 SK36 
外面縄文LR、内面ナデ

並 良 外内 淡黄灰黄22 55YY58//3 l 体部小片 17_贔

341 縄bl文t器底部 SK36 
内外面ともナデ。底部内面隆起。

やや粗 亜 外内 灰灰黄白褐IOIOYRY8R/62/2 底部 17_~ 。

342 縄VI-文A上器深鉢 SK36 
外面縄文RL、内面ナデ。底部欠損。

密 良
褐灰IOYR6/J 閂片 訂部 鴨l

343 縄lll-文K土ll器a深鉢 SK37 口内縁面部ナデ内。折。外面[l縁上端に沈線とキザミ、以下に短沈線。 やや粗 並
橙75YR7/6 [l縁部片 22ふ

344 縄N-文K土ll器b2・深鉢 SK37 
外面縄文LR施文後、沈線間に刺突。内面ナデ。

やや粗 ,tic 外内 灰浅黄黄褐2.5IYOY7/R63/2 体部片 22贔

345 縄N-文K土ll器bZ・深鉢 SK37 
外面縄文LR施文後、沈線間に刺突e」内面ナデっ

やや粗 並 外内 灰浅黄黄褐2.5I¥OY7/R63 /2 体部片 22晶

346 縄Ill-文K土l6器c深鉢 SK39 現口径高'3221 4 I 線口縁によ内る外文端様面。にSK矢3羽4遺根物状との接刻合み。。頸部屈曲。頸蔀以下に3本沈 密 並 外内 ににぶぶいい橙黄橙5YIOR7Y/R64/4 『月部 呪
347 縄III-文K土!O器b深鉢 SK39 

口径'340 2内単面位ナのデ大。突起と小突起。外面頸部に横走する2本沈線、 粗 やや不良
灰白5Y8/2

『” 叫
348 縄II-文K土6器深鉢 SK39 

口縁内折。口縁}.端部下に2本沈線と沈線間に縄文LRを施す。
やや密 並 外内 に褐ぶ灰い7.黄5Y橙R106/YlR7/2 口縁部片 叫

349 縄III-文K土il器・深鉢 SK39 
口縁内折。口縁下に横走する2本沈線0

やや粗 並 外内 に褐ぶ灰い7.黄5Y橙RIO5/Y1R7/3 口縁部片 18ふ
350 縄ill-文Ktll器a SK39 

外面磨消縄文RL。内面ナデ。
やや密 ;jj; 外内 浅灰黄黄橙褐1IO0YYRR86//32 体部片 18_~)4 

351 縄ill-文K土ll器a・深鉢 SK39 
外面磨消縄文LR、沈線による文様。J字文，;

密 良
にぶい黄橙JOYR7/2 体部片 17盃3

352 縄旧・文K土!l器a・深鉢 SK39 
外面磨消縄文LR。内面ミガキ。

やや密 並 外内 黒褐灰褐7!O.5YYRR34//ll 体部片 唸，
353 縄lli-文K土l6器c・深鉢 SK39 

斜行沈線文。内面ナデ。
やや密 やや不良 外内 灰黒褐白IOIOYYRR83//2l 体部片 18贔

354 縄m-文K土I6器c深鉢 SK39 
斜行沈線文。内面ナデ。

やや柑 ']r. 外内 に灰ぶ白いJO黄Y橙R8IO/Y2R7/3 体部片 噂。
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355 縄III-文K七l6器c深鉢 SK39 外面沈線文。内面ナデ。 やや密 やや不良 外内 浅浅黄貞`・橙2.5IYOY8/R83/3 体部片 181 
-01 

356 縄III-文Klt6器c深鉢 SK39 外面沈線文。内面ナデ。 やや密 やや不良 淡黄25¥8/3 体部片 181 
-02 

357 縄W-文C土器深鉢 SK39 外面条線。内面ナデ。 やや密 牝 外内 に黒ぶ褐いIO黄Y橙R3JO/YIR7/3 
口縁小片 180 

-03 

358 縄VI-文A土器深鉢 SK39 外面縄文RL、内面ナデ。 密 良 外内 に浅ぶ黄い橙橙7.75.Y5YR8R/7/33 口縁小片 27贔

359 縄ill-文C土器深鉢 SK39 外面、波状の条線。内面ナデ。 やや粗 並 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙IOIOYYRR77//23 体部片 178 
-04 

360 縄VII-文C土器・深鉢 SK39 外面、波状の条線。内面ナデ。 密 良 外内 浅にぶ黄い橙黄IO橙YIRO8Y/R37/4 体部片 178 
-01 

361 縄VII-文C土器深鉢 SK39 
外面条線。内面ミガキ。 やや密 並 外内 灰にぶ黄い褐橙IO2Y.5RY4R/72/4 体部片 180 

-12 

362 縄¥111-文Ft器深鉢 SK39 口縁部外反、内外面ともナデ。 やや密 並 外内 ににぶぶいい橙橙77 55YYRR76//4 4 口縁小片 180 
-02 

363 縄VIll-文Ft器深鉢 SK39 口縁端部に面とり、内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 灰褐灰白7IO.5YYRR85//2l 口縁部片 17_『)2
364 縄¥111-文FL器・深鉢 SK39 

内外面ともナデ。 やや柑 良 外内 灰褐灰黄褐JOIYORY6R/5/l2 体部片 178 
-05 

365 縄Ill-文K土l4器b深鉢 SK39 器口径高.29.1.02 様口縁。内部外逆面＜字とも状磨にか屈れ曲て。い沈る線。と磨消縄文RLによる幾何学的な文 密 良 外内 に褐ぶ灰い7.褐5Y7R.56Y/Rl6/3 『/縁1部6 讐 179 
-03 

366 縄文t注器口土器 SK39 外内面面磨ミガ消キ縄。文LR。磨消部分はきれいに磨かれているく、 やや密 良 外内 に褐ぶ灰いJO黄Y橙R4I/OYJR7/3 体部片 177 
-04 

367 縄al文t器・底部 SK39 内外面ともナデ。 やや粗 やや不良 外内 橙褐5灰YIRO7Y/R65/l 底部 18如

368 縄a2文土器底部 SK39 
内外面ともナデ。底部外面未調整。 Lげ底。 やや密 良 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.5IYOYR7R/7/33 閃 179 

-01 

369 縄bl文土器底部 SK39 
内外面ともナデ。内面中央隆起している。 やや粗 良

淡黄25Y8/3 門 178 
-06 

370 縄bl文土器底部 SK39 
内外面ともナデ。平底。

やや密 良
淡黄25Y8/3 琵 179 

-02 

371 縄Il-文K七6器深鉢 SK41 
口縁部肥厚。 2本沈線と磨消縄文RLによる縄文帯がみられる。

密 良 外内 灰黄灰tl22 55YY86//2 l 口縁部片 200 
-06 

372 縄Il-文Kt8器・深鉢 SK41 外内面面はミガ肥キ厚。する口縁L端部の上Fに沈線、沈線間にキザミ。 やや粗 並 外内 に褐ぶ灰い7.黄5Y橙RI5O/YlR7/3 口縁小片 207 
-II 

373 縄111-文K土!O器b・深鉢 SK41 
口縁端部に1本沈線。内外面ともナデ。

密 良 外内 ににぶぶいい橙褐7755YYRR57//3 3 口縁小片 205 
-02 

374 縄III-文K土!O器b・深鉢 SK41 
巻き込むような「{/)」の字状の突起。3方から突起に穿孔，＇

密 亜 外内 褐灰灰黄褐IOIYORY5R/4/I2 諜部
191 
-04 

375 縄III-文K土!O器b深鉢 SK41 
口縁部上に、突起とそれを連絡する橋状把手，］

密 良 外内 にぶい褐黄橙7.5IOY6R/6/3 3 口突縁起部 198 
にぶい YR -03 

376 縄ill-文KtIZ器深鉢 SK41 
小さい波状口縁。内外面ともナデ。

密 良
浅黄橙IOYR8/3

諜部
206 
-02 

377 縄IV-文K土20器深鉢 SK41 口縁部肥厚。刻み隆帯による文様。
密 良 外内 灰浅N黄S橙/IIOYR8/3 

口縁部片 200 
-07 

378 縄IV-文K土lS器a深鉢 SK41 以口縁下部無肥文原。内。外面面ナデ［］，縁9 部に縄文LR施文後沈線による円弧文。 密 良 外内 浅にぶ黄い橙橙7.75.Y5YR8R/7/44 口縁部片 07ぶ
379 縄N-文Kt.J5器b・深鉢 SK41 

外面［］縁部に沈線文、内面ナデ。
密 良 外内 に黒ぶ褐いIO橙Y7R.53Y/Rl6/4 

口縁部片 194 
-02 

380 縄N-文K土l5器b深鉢 SK41 
口縁部肥厚。 [J縁部上端に沈線による同心円文。内面ミガキ。

やや粗 良 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R6IO/YlR7/3 口縁部片 203 
-OJ 

381 縄IV-文K土15器b深鉢 SK41 
口縁部肥庫。沈線文。内面ナデ。 やや粗 やや不良 外内 橙黄橙7.57Y.5RY6R/76/8 

口縁小片 189 
-06 

382 縄N-文K土l5器b深鉢 SK41 口縁部肥厚。垂F沈線と区画沈線文、以 F無文。内面ナデ。 やや粗 亜 外内 黄にぶ灰い2.黄5Y25.5/YI6/3 ll縁部片 嘔
383 縄IV-文Ktl5器a深鉢 SK41 

口縁部肥厚。外面ナデ、内面2本沈線と縄文LRを施し、以下ナデ。
密 並 外内 灰黄灰白2255YY76//l l 口縁部片 196 

-01 

384 縄N-文K土l7器bl・深鉢 SK41 
外面ナデ、内面縄文RL施文後2本沈線を施す，｝

やや密 並 外内 灰褐灰黄褐IOIYORY5R/4/l2 口縁部片 208 
-04 

385 縄IV-文K土l6器a・深鉢 SK41 波帯状、内口面縁ミ、ガ口キ縁。部内折、外面波頂下に2カ所剌突し以下に刻み隆 並 良 外内 灰褐褐灰75.Y5RY4R/4/l2 口稼部片 193 
-01 

386 縄N-文K土ll器c深鉢 SK41 
口縁部肥厚。口縁部外面に横走する1本沈線，，内面ミガキ。

やや粗 亜 外内 灰灰白白IJOOYYRR88//2l 口縁部片 202 
-02 

387 縄N-文K土ll器c深鉢 SK41 
外面口縁部に横走する1本沈線。内面ナデ，9

密 良 外内 褐浅灰黄橙IOIYORYSR/8/14 口縁部片 193 
-04 

388 縄N-文K土ll器c・深鉢 SK41 
口縁部肥／厚。口縁部外面に横走する1本沈線。内面ナデ。

密 良
浅黄橙75YR8/4 口縁部片 192 

-OS 

389 縄N-文K上ll器c深鉢 SK41 
口縁端部に1本沈線。内外面ともナデ。

粗 やや不良
にぶい黄橙IOYR7/3 ［］縁部片 200 

-01 

390 縄IV-文K土ll器e深鉢 SK41 
口縁部肥淳。 [J縁部に1本沈線、沈線卜に横位の列点文。

やや粗 やや不良
浅黄橙IOYR8/4 口縁小片 201 

-01 

391 縄N-文K土l8器a深鉢 SK41 現口径島.2105..58 外内面面ナ口デ縁。部文様省略頸陥以ドに逆L字［メ'.Jilli文（，磨消縄文RL" 密 良 外内 に灰ぶ褐い7.橙5Y7R.55Y/R26/4 戌部 183 
-OJ 

392 縄N-文K土l7器b3深鉢 SK41 
口縁部外面沈線による区画文。口縁部内端面剌突文0

密 不良
灰白5YR8/1 口縁部片 192 

-01 

393 縄N-文K上l2器c深鉢 SK41 口内縁面部ミガやキや。肥頃。口縁部 Fに2本沈線間刻みと縄文RLo やや粗 亜
褐/:AJOYR6/l 口縁部片 201 

-05 

394 縄N-文K土l6器a深鉢 SK41 
外面磨消縄文RL。内面ミガキ。

密 良 外内 に明ぶ褐い灰橙7.75.Y5YR7R/7/23 体部片 197 
-01 

395 縄N-文K土l5器a・深鉢 SK41 
外面垂下沈線と磨消縄文RL。内面ナデ。

やや粗 亜 外内 に褐ぷ灰いIO褐Y7R.55Y/Rl6/3 体部片 189 
-07 

396 縄N-文K士ll器b2・深鉢 SK41 
外面磨消縄文LR。内面ナデ。

やや粗 並 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R4I/OYIR6/4 体部片 190 
-03 

397 縄N-文K土l6器a・深鉢 SK41 
外面半重心円文と磨消縄文LR。内面ミガキ。

やや密 並 外内 褐灰灰黄褐IOIYORYSR/6/12 体部片 189 
-08 

398 縄N-文K土ll器bZ深鉢 SK41 
外面磨消縄文LR。内面ナデ。

やや粗 良
にぶい黄橙IOYR7/3 体部片 199 

-05 

399 縄N-文Ktl器lb2 SK41 
外面磨消縄文LR。内面ミガキ。

密 良 外内 褐灰灰黄褐7.5IYOYR5R/6/l2 体部片 209 
-04 

400 縄N-文K土ll器b2底部 SK41 
外面磨消縄文LR。内面ナデ。

密 不良 外内 灰浅褐黄橙7.5JYOYR6R/8/23 体部片 204 
-04 

401 縄IV-文Ktll器b2 SK41 
外面磨消縄文RL。内面ナデc

密 不良 外内 ににぶぶいい橙橙75.Y5RY7/R7/44 体部片 204 
-02 

402 縄IV-文K土ll器b2深鉢 SK41 
外面地文縄文RLに沈線。内面ナデ。

やや粗 並 外内 橙にぶ7.い5Y黄R橙7/IO6YR7/3 体部片 199 
-12 

403 縄IV-文K土IS器深鉢 SK41 
頸部に横走する1本沈線。沈線の I:下で垂下する多条沈線。

やや粗 良
外外内内 灰灰に灰ぶ黄黄黄い褐褐褐黄IOIIOO橙YYYIORRRS66Y///R22 2 7/3 

体部片 190 
-02 

404 縄IV-文K土l6器a・深鉢 SK41 
沈線による渦巻。内面条痕，）

やや粗 並
体部片 189 

-09 

405 縄IV-文K土16器a・深鉢 SK41 頸内部面に貝横殻走条す痕る。2本沈線。沈線の上下で垂 Fする多条沈線。 密 亜 外内 褐明褐灰灰7.S7Y.5RYSR/7/12 体部片 204 
-05 

406 縄IV-文K土l5器a・深鉢 SK41 
外面ミガキ後、沈線を施す。

密 良 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙IOIOYYRR77//34 体部片 鴨
407 縄IV-文K土lS器a深鉢 SK41 

沈線文。内面ミガキ。
密 良

にぶい黄橙IOYR7/2 体部片 197 
-02 

408 縄IV-文K土lS器a深鉢 SK41 
外面ナデ後沈線。内面ナデ。

密 やや不良 外内 灰灰N白45/¥80/1 体部片 195 
ー01

409 縄N-文K土l5器a SK41 
外面ナデ後沈線。内面ナデ。

並 良
にぶい橙75YR7/4 体部片 196 

ー04

410 縄N-文K土l6器a SK41 
外面8字浮文がみられる。内面ナデ。

密 牝 外内 に明ぶ褐い灰橙7.75.Y5YR7R/7/24 体部片 194 
-01 

411 縄N-文K土24器b深鉢 SK41 
口縁部肥厚。外面口縁部に縄文LR、以卜無文。内面ミガキ。

密 良
にぶい橙75YR7/3 口縁部片 184 

-01 

412 縄N-文K2土4器a・深鉢 SK41 
口縁部内弯。外面口縁部に縄文LR、以下垂ド沈線，、内面ナデ。

密 良 外内 に灰ぶ黄い褐褐IO7Y.5RYSR/62/3 n縁部片 196 
-02 

413 縄N-文K土24器b深鉢 SK41 
口縁部肥原。外面口縁部に縄文LR。内面ナデ。

密 良 外内 に灰ぶ7.5いY黄4橙/I1OYR7 /3 
口縁小片 199 

-06 
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414 縄IV-文K2t4器b・深鉢 SK41 
口縁部肥，，，。外面口縁部に縄文LR。内面ナデ。 密 良 外内 に灰ぶ黄い褐褐!O7Y.5RY6R/5/23 r1縁部片 鴨

415 縄N-文K上24器b・深鉢 SK41 口縁部肥淳。外面縄文LR。内面ナデ0 やや粗 亜 にぶい黄橙IOYR6/3 口縁部片 20如

416 縄N-文Kt24器b深鉢 SK41 
口縁部肥厚。口縁部に縄文RL。内面ナデ。 粗 良 外内 褐淡灰黄橙IOIYORY6R/8/I3 

「］縁小片 叫
417 縄IV-文Kt24器b深鉢 SK41 u縁部肥原。外面縄文LR。内面ナデ，9 やや密 亜 外内 黄暗灰灰2黄.52Y.54Y/5/I2 

[)縁小片 20よ4

418 縄IV-文K2t.4器b深鉢 SK41 
［］縁部肥限。外面縄文LR。内面ナデ，う 密 良

にぶい黄橙IOYR7/3 LI縁部片 19ふ
419 縄IV-文K2t4器b・深鉢 SK41 

外面肥原する口縁部に縄文RL、以下ミガキ.,rt.1面ミガキ，9 やや粗 亜 外内 褐灰灰褐77 55YYRR55//2 J 口縁小片
20_『）8

420 縄IV-文K2t4器b深鉢 SK41 
外面横走する1本沈線、以ド縄文LR。内面ミガキ。

密 不良 浅橙5YR8/3 体部片 翌8

421 縄IV-文K土24器b・深鉢 SK41 外内面面頸条痕部く調び整れ。部に横走する1本沈線、以ド縄文R。 やや粗 亜 外内 灰褐灰褐7IO.5YYRRS5//12 面部片
18_7)2 

422 縄IV-文K2L4器b深鉢 SK41 
外面頸部くびれ部に横走する1本沈線、以ド縄文LR。内面ナデ。 密 やや不良 外内 黄明橙黄褐IOIYORY8R/76/6 体部片 19畠

423 縄VI-文A土器深鉢 SK41 
外面縄文RL、内面ナデ。 やや密 亜

にぶい橙75YR7/4 体部片 唸l

424 縄VI-文At器深鉢 SK41 
外面縄文RL、煤付着。内面ナデ。 密 不良 外内 に浅ぶ黄い橙褐IO7Y.5RY8R/5/34 体部片 唸4

425 縄VI-文At器深鉢 SK41 
外面縄文LR。内面条痕。 密 良

赤黒IOYRZ/1 体部片
唸3

426 縄VI-文At器・深鉢 SK41 外面縄文LR。内面ミガキ。 やや密 亜 外内 灰黄灰l'!22..55Y¥87//2 2 体部片 20贔

427 縄VII-文C土器・深鉢 SK41 
[)縁部内折。外面条線。内面ナデ，9 密 不良 外内 灰灰(白J2N.57/Y70/1 口縁部片 19応

428 縄w.文c土器深鉢 SK41 
外面条線。内面ナデ0 やや密 良

淡黄25¥8/3 口縁小片 20畠

429 縄W-文Cf-. 器・深鉢 SK41 
口縁端部まで条線。外面条線。内面ナデ，） やや密 牝

にぶい橙75YR7/4 ［］縁小片
20_『)9

430 縄W-文Ct器深鉢 SK41 
外面条線。内面ミガキ。 やや粗 亜 外内 灰褐／白火2I.O5Y¥R7S//11 ll縁部片

20: 『)4

431 縄W-文Cl: 器深鉢 SK41 
外面条線。内面ナデ。 密 不良 外内 灰黄浅白橙IOIOYRY8R/82/.1 体郎）i 19_伽

432 縄W-文C土器 SK41 
外面条線。内面ナデ 密 良 外内 に明ぶ褐い灰橙7.57.Y5YR7R/7/2 3 体部片 20_1i3 

433 縄VII-文Ct器深鉢 SK41 
外面条線。内面ミガキ。 やや粗 並 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R5JO/YlR7/3 体部片

呵）1

434 縄W-文Ct器深鉢 SK41 
外面条線。内面ナデ。 密 不良

灰白 10YR8/2 印部片 20贔

435 縄VII-文Ct器・深鉢 SK41 
外面条線。内面→デ。

密 不良 外内 灰黄灰黄22 55¥¥66//2 1 体部片 叫
436 縄W-文しL器深鉢 SK41 

外面垂ドする条線』人1面ミガキ，9

密 良 外内 に浅ぶ橙い5Y橙R78.5/Y4R7/3 体部）i
18.112 

437 縄¥111-文Ft. 器深鉢 SK41 
口縁端部に縄文0 内外面ともナデ。 やや粗 不良 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙RSI/OY1R6/3 u縁部片 207 

-10 

438 縄¥111-文F1-_器・深鉢 SK41 
低い波状口縁。［］縁端部に刻みを施す。内外由ともナデ，9

良 亜 外内 に灰ぶ赤い2.橙5Y7R.54Y/R25/3 
口縁部片 唸2

439 縄珊-文E土器深鉢 SK41 
外面、貝殻条痕文。内面、ミガキ。

粗 ;jj; にぷい黄橙IOYR7/3 11縁部片 zo_i5 

440 縄1111-文E土器深鉢 SK41 
内外面とも、貝殻条痕文。 やや粗 良 外内 褐黄灰浅橙7.5IOYRY6R/8/l3 II縁部片 20-2 01 

441 縄珊-文Et器深鉢 SK41 内外面とも細密条痕。 やや粗 亜 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R4J/OY1R7/4 
11縁部片 18贔

HZ 縄渭-文EI. 器深鉢 SK41 
内外面とも、貝殻条痕文。

密 良 外内 黒浅褐黄橙7.5IOYYR2R/8/21 体部片 18_~)1 

443 縄W-文CL器深鉢 SK41 
外面、条線。内面、ミガキ。

やや粗 良 外内 褐浅灰黄橙JOIYORY6R/8/I3 r1縁部片
叫）8

444 縄珊-文Ft器深鉢 SK41 
外面ミガキ、内面ナデ。

密 ,r; 良 外内 灰明掲日灰IO7Y.5RY8/R72 /2 ll縁部）i 20贔

445 縄i111-文Ft. 器深鉢 SK41 
［］縁部肥厚，，内外面ともナデ" やや密 亜 橙75YR7/6 cl縁部）i

呵）］

446 縄VIIl-文Ft器・深鉢 SK41 
[]縁部肥Iり。内外面ともナデ。 やや粗 亜

浅黄橙IOYR8/4 ll縁郎片 18_~)2 

447 縄VIII-文Fi. 器深鉢 SK41 
[l縁部肥原。内外面ともナデ。

密 良
にぶい橙75YR7 /3 II縁郎）i 2o_i, 

448 縄¥111-文F、上器深鉢 SK41 
11縁綿肥庫。内外面ともナデ，9 やや粗 亜 外内 褐戊灰黄橙IO7Y.5RY6/R8l/3 

口縁郎片 20_~,2 

449 縄珊-文Ft器深鉢 SK41 
「1縁部肥原。内外面ともナデ0

やや密 並 外内 に黄ぶ1火い2.5黄Y橙6/10lYR7/3 
ll縁部片 zo_ぶ

450 縄圃-文Ft-. 器深鉢 SK41 
内外面ともナデ。 やや密 やや不良 外内 に浅ぶ黄い2.黄5Y橙7/IO3YR6/3 

11縁小片
20_『)3 

451 縄VIII-文F卜器・深鉢 SK41 
内外面ともナデ。

密 良
浅黄25Y7 /3 II縁小片 19_1)7 

452 縄珊-文F土器深鉢 SK41 
内外面ともナデ。

やや粗 祐ヽ 外内 ににぶぶいい橙褐77 55YYRR67//3 4 ll縁部片 唸4

453 縄珊-文Ft器深鉢 SK41 
内外面ともナデ。

やや密 良 外内 褐灰灰5Y74.5/YlR6/l [J縁小片 zo_i3 

454 縄VIII-文Ff-. 器深鉢 SK41 
[)縁祁肥f'J.o内外面とも-jデ"

密 やや,j,良 外内 褐にぶ灰い7.黄5Y橙RI6O/YlR7/2 
11縁部片

20: 『)6

455 縄VIII-文Ff: 器深鉢 SK41 
内外面ともナデ。 やや密 並

褐灰IOYR4/l [I縁部片
is_b3 

456 縄珊-文Ft器深鉢 SK41 
11縁部肥f'J.o内外面ともナデ（ヽ

密 不良 外内 に灰ぶ白いIO黄Y橙R8I/OY2R7 /2 口縁部片
20_『)3

457 縄¥lll-文Ft器深鉢 SK41 
口縁部内弯気味。内外面ともナデ" やや粗 やや不良 外内 に黄ぶ灰い2.黄5Y橙5/IOYIR6/3 頸部小片 20贔

458 縄VIII-文Ft: 器深鉢 SK41 
口縁部肥収。内外面ともナデc

やや密 亜 外内 に浅ぶ黄い橙黄IO2Y.5RY86//43 ll縁部片 18_~)] 

459 縄VIII-文FJ:-. 器深鉢 SK41 
[J縁部肥原。内外面ともナデ。

やや粗 並 外内 褐浅灰黄橙IO7Y.5RY4R/8I/4 r1縁小片 19瓜，

.460 縄珊-文It器浅鉢 SK41 
内外面ともナデ，9

密 やや不良 外内 褐灰灰褐7IO.5YYRR45//l2 n縁部片
20_『)4

461 縄珊-文1t. 器・浅鉢 SK41 
穿孔あり。内外面ともナデ。

密 不良 外内 灰灰白白210.5Y¥R78//1l 口縁部片 20贔

462 縄珊-文Ft器深鉢 SK41 現口径高'.2183 8 8 胴部膨らむ。内外面ともナデ" やや粗 亜 外内 灰にぶ黄い褐黄IO橙YIRO4Y/R27/4 戌部 18盃l

463 縄VIII-文Ft: 器深鉢 SK41 
内外面ともナデ。 ;jj; 良 外内 に褐ぶ灰い7.橙5Y7R.54Y/Rl7 /3 体部片 唸6

464 縄珊-文Ft器深鉢 SK41 
内外面ともナデ。

やや密 ,]E 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙IOIOYYRR66//34 体部片
噂l

465 縄1111-文Gtb器鉢 SK41 口器径高.'816.8.6 n縁部外反。頸部くびれ胴部若干ふくらむ，内外［面ともミガキr
密 不良 外内 浅灰黄白7橙.5lYORY8R/8/23 1/3 底喜 18_危1

466 縄Il-文K9ta器鉢 SK41 口文縁RL部に内よ側る縄に文屈帯曲。する。 n縁部上端の tドに3本沈線と磨消縄 密 良 外内 灰褐灰黄褐7.5IYOYR5R/6/I2 口縁蔀片
205)3 

467 縄llll-文Ht器浅鉢 SK41 器口径高：27.1.5 8 
[]縁端部に刻み。杯状。外面ミガキ、内面ナデく9

密 亜 外内 灰淡黄白2IO.5YYR88//32 贋部 嗜 18: 詞

168 縄al文t器底部 SK41 
外面沈線文、内面ナデ，．

密 不良 外内 灰浅黄白橙IOIYORYSR/62/I 底部 鴨
469 縄al文 t器底部 SK41 

平底。外面ミガキ、内面ナデで 蔀ミガキJ

やや密 良 外内 褐褐灰灰7IO.5YYRR45//l2 底部 19よl

470 縄cl文 t器・底部 SK41 
内外面ともナデ。平底。

密 やや不良 外内 に灰ぶ白いIO橙Y7R.58/YR27/3 底2/部3 鴨
471 縄cl文r器底部 SK41 

内外面ともミガキ。平底。 、花 杓ヽ 外内 に灰ぶ白いIO黄Y橙R8JO/Y2R7/2 知3/¢J 
18応

472 a縄l文t器底部 SK41 
内外面ともナデ。平底。 廿； 良 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙IIOOYYRR76//33 彗 18})3 
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番号 器種 出 t.位置 法昌(cm) 成形 調整 文様の様相 胎土 焼成 色 調 残存状況 備考 登録番号

473 縄cl文t.器底部 SK41 内外面ともナデ。平咲。 密 、花 外内 に灰ぶ白い7.橙5Y7R.58Y/R27/3 底3/部4 叫
474 縄cl文上器底部 SK41 

外面ミガキ。内面ナデい杓民 密 良 外内 ににぶぶいい橙赤渇5YSRY7R/S/44 門 唸8

475 縄al文t器底部 SK41 
外面ミガキ。内面ナデ。平底。 密 並 外内 掲k,阪ふい10黄Y2R.56Y/6l/3 門 18贔

476 縄c2文土器底部 SK4! 内外面ともナデ。底部中央ややtがる。 やや粗 やや不良 黄浅橙IOYR8/4 底部 20出

477 縄b2文土器底部 SK41 内外面ともナデ。 密 不良 外内 黄灰灰白72/.5Y06/I 底部 唸5

478 縄Ill-文K上!8器b・深鉢 SK42 外内面面ナ口デ縁。部文様省略、？し1部以下にキ＊に沈線による文様か。 やや密 並 外内 に黄ぶ灰い2.黄5Y橙5/IOlYR7/3 
ll縁部片 叫

479 縄Ill-文Kl上6器a深鉢 SK42 
外面磨消縄文LR、I勺面ナデ。 やや密 良 外内， に褐ぶ灰いIO黄Y橙R4I/OY1R7 /3 頸部片 21~ 応

480 縄N-文K土ll器bZ SK42 
外面磨消縄文LR、内面ナデ。 密 良 外内 灰にぶ黄い褐橙IO7Y.5RY6R/72/3 体部小片 21ぶ

481 縄VIII-文Ft器深鉢 SK42 
内外面ともナデ。 やや粗 、花 外内 灰貨浅白橙IOYIORYSR/S2/4 口縁部片 21贔

482 縄珊-文F上器深鉢 SK42 
外面ミガキ、内面ナデ。 密 良 外内 し図ふ阪いIO橙Y7R.56Y/Rl7/4 

11縁小片 叫贔
483 縄珊-文F上器・深鉢 SK42 

外面ナデ、内面ミガキ。 粗 牝 外内 淡黄灰黄22 55YY86//3 l 「］縁小片 21贔

484 縄III-文K七l6器a深鉢 SK43 
外面磨消縄文LR、内面ナデ。 やや密 亜 外内 灰暗灰白5NY38//02 体部片 21ぶ

485 縄VII-文Ct. 器・深鉢 SK43 
外面条線、内面ナデ。 やや粗 兼

灰白25Y8/2 体部片 叫
486 縄W-文Ct器深鉢 SK57 

[J縁端部キザミ。外面条線、内面ナデ。 やや粗 亜 外内 に褐ぶ灰い7.褐5Y7R.54Y/Rl5/3 [ J縁部片 22贔

487 縄IV-文K±I. S器a深鉢 SK57 
外面沈線文、内面ナデ。 やや粗 qt; 褐75YR4/3 体部片 22_1)1 

488 縄N-文K土!S器a深鉢 SK57 
外面沈線文、内面ミガキ。 やや密 良

黄浅橙!OYR8/3 体部片 22畠

489 縄珊-文F土器・深鉢 SK57 
外面ミガキ、内面ナデ。 やや密 良 外内 淡黄灰黄22..55¥¥85//31 [J縁部片

彎）2

490 縄I-文K3tb器深鉢 SXIO 口縁部肥原。外面沈線間に条線で内面ミガキ。 密 不良 外内 灰灰白白5IO¥Y8/R82/2 [j縁部片 06如

491 縄I-文K3t.a 器深鉢 SXIO 外面磨消縄文か、RL。内面ナデ" 密 qt; 外内 灰灰白白7IO.5YYRR88//22 ll縁小片 II応
492 縄I-文K上3a器深鉢 SXIO 波状[I縁。外面2本沈線と縄文RL,う内面サデ， 密 亜

外内 ににぶぶいい褐褐黄黄橙橙77..551IYYO0 YR5R/7/3 3 
口縁部片 II畠

493 縄ill文-Kt.l l器a深鉢 SX!O 
波状［］縁。外面波頂 f3カ所刺突。内面ナデ。

密 亜 外内 ににぶぶいい YR6R/7/3 3 口縁部片
I 15)3 

494 縄III-文Klt2器a・深鉢 SXIO 
波状[]縁、端部に刻み。外面波頂下に刺突，，内面ナデ，、

密 良 外内 に灰ぶ黄い2.黄5Y橙7/!O2YR7/2 霜郎 06_?)3 

495 縄文 t器深鉢 SXIO 先端部分に縄文、LR"剌突が巡る，） 密 良 外内 灰褐灰黄褐!OlYORY4R/S/l2 嘉部 唸6

496 縄ill-文K上!O器a深鉢 SXlO 口縁端部に1本沈線と刻み0 内外面ともナデ。 密 不良 外内 淡浅黄黄2255¥¥87//3 3 口縁小片
06: 『)7

497 縄Ill-文Kt!O器b深鉢 SXIO 
［］縁端部に1本沈線。内外面ともナデ。 、花 良 外内 に褐ぶ灰い7.橙5Y7R.54Y/Rl6/4 口縁綿片 叫

498 縄Ill-文K七!O器a深鉢 SXIO 
[l縁端部にl本沈線と縄文LRを施す。内外面ともナデ。

密 良 外内 に浅ぶ黄い2.黄5Y橙7/!O3 YR7/2 
[]縁部片 06贔

499 縄Ill-文KlI7器a深鉢 SXIO 
口縁部の肥原強い。外面ナデ、内面2本沈線と縄文LRを施す｛｝

密 、柏 外内 灰浅黄白7橙.57Y.5RY8R/82/3 ll縁部片 叫
500 縄1Il-文K士l7器a深鉢 SXIO 

[ J縁部の肥限強い。外面ナデ、内面2本沈線と縄文LRを施す0

密 良 外内 灰にぶ褐い7.黄5Y橙RI5O/Y2R7/2 
口縁部片 o6_iz 

501 縄lll-文K十l6．器d・深鉢 SXlO [器I径高' 22 1.1.5 4 線4［］単縁以位部f-波J'f'.、5状単1文位1縁との斜。小バ行突ケ沈起ッ線形。。外。外面面地、縄村文LR、序雌部に横走する2本沈 並 並 外内 に灰ぶ黄い2.橙5¥57Y/R27/4 2/3 予 05ぶ
502 縄III-文Klt.2器b・深鉢 SX!O 口器径島・117.:l1.0 

格f-tl状の沈線。内面ナデ0

良 ,jj; 外内 灰黒褐黄褐10IYORY3R/S/l2 はぼ完形 嘉部 05羞l

503 縄Ill-文Klt2器b深鉢 SXIO 
少し外傾するr1縁部下に斜行沈線。内面ミガキ。

やや密 柁ヽ 外内 ににぶぶいい褐赤褐7.55YYRR65//33 11縁部片 JI'. 『)3
504 縄III-文Kl上6器d深鉢 SXIO 

外面縄文、R。内面ナデ。
密 イ；良 外内 浅黒褐黄橙!OIOYRY3R/8/l3 体部片 06贔

505 縄III-文Klf6器d深鉢 SXIO 
外面磨梢縄文、LR。内面ナデ。

密 並 外内 に浅ぶ黄い2.5黄Y橙7/10~ YR7/2 体部片
l l-7lS 

506 縄Ill-文Klf:6器d深鉢 SX!O 
外面磨消縄文、RL。内面ナデ。

密 良
にぶい橙SYR7/4 体邪片

06_『)4
507 縄lll文-K±-.l6器d深鉢 SXlO 

外面暦消縄文、RL。内面ナデ，；
密 、柑 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙IIOOYYRR77//32 体部片 II畠

508 縄III-文K上l6器d深鉢 sx 10 外面ナデの後条線、RL。内面ナデ，9

やや粗 やや不良 外内 灰褐7褐.57Y.5RY4R/S3/2 体部）i 112 
ー06

509 縄III-文Kll:6器d深鉢 SXIO 
外面ミガキの後横走沈線、内面ミガキ。 やや密 牝 外内 に浅ぶ黄い橙黄IO橙YIOR8Y/R37/4 

体部）i
11_1。

510 縄ID-文Klt.6器d・深鉢 SXJO 
外面沈線文、内面ナデ。

やや柑 並 外内 灰にぶ黄い褐黄IO褐Y!RO5Y/R2S/3 体部片 11_q2 

511 縄Ill-文K土l6器d深鉢 SXIO 
外面沈線文、内面ナデ。

密 亜 外内 ににぶぶいい橙橙55YYRR67//34 体部片 II加

512 縄ill-文K上l6器d深鉢 SX!O 
外面沈線文、内面ナデ。

やや柑 、iE 黄f:1(25Y5/l ll縁小片
11: 『)4

513 縄Ill-文Klt:6器d深鉢 SXlO 
外面多条沈線文，，内面ナデ，9

密 並
にぶい黄橙IOYR7/2 体部Ii

l l-~l7 

514 縄III-文Klt6器d深鉢 SXIO 
外面沈線文、内面ナデ。

密 消； 内外 に浅ぶ黄い2.橙5Y57Y/R37/3 体部片 11贔

515 縄1Il-文K土l6器d深鉢 SXIO 
外面沈線文、内面ナデ。

やや粗 柁ヽ 外内 ににぷぶいい黄黄橙褐!IOOYYRR57//3 3 体部片 110 
-11 

516 縄lli-文K土lO器深鉢 SXIO 
外面沈線による＜ずれた逆L字状文がみられる"内riii-/デ。

密 良 外内 淡褐橙灰5IOYYRR8/5/4I や；1 06})1 

517 縄VI-文At器・深鉢 SXIO 現ll 径高31 4 8 7 2 外面全体に縄文、17縁端部まで縄文LRを施す。内面ナデ。
密 良 外内 に褐ぷ灰いIO黄Y橙R4IO/YlR6/3 ロ1/縁b部 呵ll

518 縄VI-文At器深鉢 SX!O 
外面縄文、RLo内面ナデ。

密 、炉 外内 に浅ぶ黄い橙橙107Y.5RY8R/7/44 体部片 II贔

519 縄VI-文A上器深鉢 SXIO 
外面に波状沈線以下縄文RL。内面ナデ，9

やや粗 ,if; 橙75YR7/6 ll縁小片
I 1-~)3 

520 縄VII-文Ct器深鉢 SXIO 
外面ミガキ後条線。内面ミガキ。

密 亜 外内 ににぶぶいい褐黄橙7.5IYOYR5R/6/33 口縁部片 06ふ
521 縄W-文Ct器深鉢 SXIO 

外面条線、内面ナデ。
密 亜

にぶい橙75YR7/4 11縁部片 II贔

522 縄VII-文Ct器深鉢 SXIO 現口径高430 8 2 7 口縁部外傾。外面に弧状条線、内面ナデ。
亜 良 外内 ににぶぶいい黄黄橙褐I!OOYYRR56//34 戌部 II贔

523 縄w.文c1器深鉢 SXIO 
外面条線、内面ナデく9

粗 亜
灰「125Y8/2 体部片 11如

524 縄W-文C上器深鉢 SX!O 
外面条線、内面ナデ。

やや粗 亜 外内 に灰ぶ褐い7.黄5Y橙RIO4/Y2R7/3 体部片 I i_bz 

525 縄W-文Ct. 器深鉢 SXIO 
外面条線、内面ナデ。

密 良 外内 に灰ぶ白い7.黄5Y橙RI8O/Y2R7/3 体部片 II贔

526 縄VII-文CL器深鉢 SXIO 
外面条線、内面ナデ，9

粗 ,j1' 外内 に浅ぶ黄い橙黄IO橙YIOR8Y/R37/3 
体部片 11恥

527 縄珊-文Ft器深鉢 SXIO 現口径高''3107..00 「1縁部外側に外傾。内外面ともナデC

密 並 外内 に黒ぶ褐い7.橙5Y7R.52Y/R27/4 戌部 11ふ
528 縄珊ギ文t器深鉢 SXIO 現口径高.293.3.4 内外面ともナデ。

密 良

外内 に灰灰に淡灰ぷぶ黄黄黄白いい5褐褐2ふY●●IOIO8Y橙褐/BYY10/10RR165< rn Y//R' ' 5/'1 

門

｀ 
529 縄珊-文Ft器深鉢 SXIO 

外面ナデ、内面ミガキ。
やや粗 亜 仇 /3

口縁部片 11畠

530 縄Vlll-文Ft器深鉢 SXlO 
n縁部内側に肥厚。内外面ともナデ。

密 ,jj; 外内 黄白52 Ll緑部片
"in 

531 縄珊-文F土器深鉢 SXIO 
内外面ともナデ，9

密 弗． 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙IIOOYYRR66//43 LI縁小片 II: ぶ
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532 縄Vlll-文F土器・深鉢 SXIO 
外面ナデ、内面ミガキ。 密 良 外内 に灰ぶ褐い7.褐5Y7R.54Y/R25/4 

口縁部片 061 
-04 

533 縄珊-文F土器深鉢 SXIO 内外面ともナデ。 やや密 並 外内 灰灰褐黄褐7.5IYOYR5R/6/22 口縁部片 110 
-05 

534 縄珊-文Ft器深鉢 SXJO 
外面ナデ、内面ミガキ。 密 並 外内 にぶい褐褐75YR56//3 3 口縁部片 110 

にぶい 75YR -06 

535 縄1111-文F土器深鉢 SXIO 
内外面ともナデ。 粗 並 外内 に灰ぶ白いIO褐Y7R.58Y/R25/3 口縁部片 II贔

536 縄圃-文F土器・深鉢 SXIO 現口径高：1378.0 .6 外面粗いミガキ、内面ナデ。 やや密 良 外内 に黒ぶ褐いIO黄Y橙R3IO/YlR7/3 戌部 057 
-01 

537 縄珊-文Ft器深鉢 SXIO 
外面ミガキ、内面ナデ。 粗 並 外内 灰灰白白!OYRB/／2 口縁部片 110 

10YR8 1 -07 

538 縄¥111-文E土器深鉢 SXIO 
外面貝殻条痕、内面ナデ。 密 並 外内 にIf(ぶ黄い褐橙107Y.5RY4R/6/24 体部片 112 

-04 

539 縄Vlll-文E土器深鉢 SXIO 
外面貝殻条痕、内面ナデ。 密 並 外内 ににぶぶいい褐黄7褐.51Y0YR5R/5/3 4 体部片 113 

-06 

540 縄Vlll-文G土b器鉢 SXIO 
外面ナデ、内面ミガキ。 密 良 外内 ににぶぶいい橙橙7755YYRR76//4 4 ロ佑冨 061 

-03 

541 縄縄皿文文K土土l4器器a ・浅鉢 SX!O 
外面沈線による渦巻文。きれいに磨かれている。内面ミガキ。 密 良 外内 灰黒黄!O褐YRIOl.Y7R/51/2 体部片 061 

-02 

542 縄al 器底部 SXIO 
内外面ナデ。底面にエ具痕。 密 良 外内 灰灰黄黄褐2.5!YOY6/R62/2 門 063 

-02 

543 縄al文土器底部 SX!O 
内外面ミガキ。 密 良

にぶい褐7.5YR6/3
序；1 064 

-02 

544 縄圃-文F土器・深鉢 SXIO 
内外面ミガキ。底面にエ具痕。 密 良 外内 褐黒灰褐75.Y5RY2R/5/ll 底部完形 予 063 

-03 

545 縄Vlll-文F土器・深鉢 SXIO 
内外面ナデ。 密 不良 灰白5Y8/2 底部完形 底部 叫al 

546 縄VIIl-文f土器深鉢 SXIO 
外面ナデ、沈線文か。内面ナデ。 密 亜

外外内内 にに橙黒ぶぶ7褐.いい55YY橙黄RR橙762./5/10Y6l YR7R/7/4 4 

1/4 底部 114 
al -02 

547 縄W-文C土器・深鉢 SZ45 胴現径高.：327 9 5 2 外面胴部上半に多条条線、内面ナデ。底部穿孔。 やや粗 やや不良
ほぼ完形

岱部
213 
-01 

548 縄VIII-文F土器深鉢 SZ46 胴現径高.3221 3 3 
内外面ともナデ。底部穿孔。 密 良 外内 橙褐灰7.57Y.5RY7R/56/I 2/3 嘉部

214 
-01 

549 縄¥111-文F土器・深鉢 SZ47 現口径高・"3101..86 内外面ともナデ。底部穿孔。 密 不良 外内 オ灰リ白←2プ.5黒¥85/¥32/1 ほ口ぼ縁完部形欠 岱部 211 
-01 

550 縄Ill-文K土lO器b深鉢 SZ47 
肥直する口縁端部に沈線。外面沈線文，，内面ミガキ，9 密 不良 外内 褐灰1白天I2O.5YYR47//lI 口縁部片 210 

-02 

551 
縄縄VlIll--文文KA土t!O器器b 深鉢

SZ47 
肥厚する[J縁端部に沈線。外面沈線文。内面ミガキ。 密 不良

褐灰!OYR4/l 口縁部片 210 
-01 

552 ・深鉢 SZ48 胴現径高2209..7 3 外面は口縁部から頸部にかけて縄文RL、以下ナデ。内面はナデ。 密 不良 外内 に灰ぷ5Yい4黄/橙l10Yl<7/3 口1/縁3部欠 屈部 212 
-01 

553 縄Il-文K土6器深鉢 SZ54 器口径高・34g8 6 4 口内縁面部ナデ肥。原。外面2本沈線と磨消縄文LRによる曲線的な文様。 並 良 外内 にぶいヽ橙赤褐5Y5RY7R/5/4 ほぼ完形 底部 081 
にぶし 4 al -02 

554 縄N-文K士15器b深鉢 SZ54 外面沈線文、内面ナデ，＇ やや密 良
浅黄橙7.5YR8/6 口縁小片 227 

-03 

555 縄IV-文K七l6器a深鉢 S254 
外面ナデ、刻み隆帯あり。内面ナデ。 やや柑 良

浅黄橙75YR8/6 口縁小片 227 
-02 

556 縄N-文K土l5器a・深鉢 S254 
外面磨消縄文LR。内面ナデ。 密 良

黄灰25Y5/l 体部片 227 
-01 

557 縄VIIl-文F土器・深鉢 S254 現口径高：： 816.0 .0 外面ミガキ、内面ヨコナデ。 やや密 良
にぶい黄橙!OYR7/3 口縁部片 228 

-01 

558 縄¥111-文F土器深鉢 szs4- 外面ヨコナデ。内面ヨコナデ。一部条痕あり。 やや柑 良
浅黄橙IOYR8/3 口縁部片 227 

-04 

559 縄VIIl-文1七器・浅鉢 S254 現口径高419.4 .0 ポウル状。内外面ともミガキ。 やや密 並
黒褐JOYR3/I 口縁部片 228 

-02 

560 土師器皿 SK26 
内側に若干内弯する。内外面ともヨコナデ。

密 不良
灰白25¥8/2 口縁小片 167 

-05 

561 土師器鍋 SK55 口径：11.0 内外面ともヨコナデ。 やや密 良 外内 灰灰黄白褐101Y0RY8R/62/2 口縁小片 224 
-02 

562 山茶椀 SK55 
内外面ともロクロナデ。

密 良
灰白5Y7/I 底部 224 

-03 

563 士師器・皿 SX21 口器径裔212.2 .0 口縁部内弯。内外面ともヨコナデ。 密 良
灰白IOYR8/I 戌部 106 

-05 

564 山茶椀 SXZI 
内面ロクロナデ。貼付裔台。

密 良
淡黄25Y8/3 底部 106 

-02 

565 土師器皿 sxzz 塁且口径・ふrn3o 
口縁部内弯。内外面ともヨコナデ。

密 良
浅黄橙IOYR8/3 口縁小片 106 

-06 

566 土師器1II1 SX23 乳゚
内外面ともヨコナデ。 密 良

浅黄橙75Y8/3 1/4 099 
-10 

567 
土師器・皿

SX23 :i2g2 
内外面ともヨコナデ。 密 良

浅黄橙75Y8/3 1/4 099 
-08 

568 土師器皿 SX23 器口径高：.92..8 6 内外面ともヨコナデ。
密 良

淡黄25¥8/4 ほぼ完形 099 
-05 

569 土師器・皿 SX23 口器径高.：211.3 .0 内外面ともヨコナデ。 密 良
浅黄橙10YR8/3 1/6 099 

-II 

570 土師器・皿 SX23 器口径尚：210.0 .4 内外面ともヨコナデ。 密 良
にぶい黄橙IOYR7/3 ほぼ完形 099 

-06 

571 土師器・皿 SX23 昇器口径高.211..3 0 
内外面ヨコナデ。

並 良 外内 灰淡黄白22..55¥¥88//23 1/3 099 
-09 

572 土師器皿 SX23 J4:i0 
内外面ヨコナデ。底部未調整。

密 良
浅黄橙75YR8/3 l/2 099 

-07 

573 土師器皿 SK27 
口縁部少し内弯U 内外面ともヨコナデ。

密 並
灰白25Y8/2 

『/縁I部I 
167 
-07 

574 七師器・皿 SK27 口麟翡径：： 71..0 0 
浅い小皿。口縁部が外に開く。外面未調整、内面ヨコナデ。

密 良
浅黄橙IOYR8/3 1/4 167 

-09 

575 
土師器・皿 SK3! f含 浅い小皿。口縁部が外に開く。外面未調整、内面ヨコナデ。

密 亜
灰白JOYR8/2

『只9 167 
-12 

576 土師器皿 SK31 口器径高：： 70..8 8 浅い小皿。口縁部が外に開く。外面未調整、内面ヨコナデ。
密 やや不良 灰「JIOYR8/2 戌9 167 

-10 

577 
土師器皿 SK31 口器径高"21.13.3 口縁部少し内弯。内外面ともヨコナデ，）

密 並
灰白25YR8/2 

ド/縁4部
167 
-II 

578 土師器鍋 SK40 口現径高：： 327.1 .0 内外面ともヨコナデ。 密 良
浅黄橙IOYR8/4

『/縁1部2 
223 
-01 

579 
土師器・羽釜

SK40 饂翡口｛苓：33 4. 2 . 0 
内外面ともヨコナデ。

密 良 外内 に灰ぶ黄い褐黄IO橙Y2R.56Y/62/3 ？/縁1部2 
223 
-02 

580 
土師器・羽釜 SK40 翌 外面ナデ、胴部ハケメ。内面ヨコナデ。

密 良
淡黄25Y8/4 況部

223 
-03 

581 縄Il-文K土9a器・深鉢 SK51 縄外面文R口L縁。上内端面のナデ上。と下に横走沈線、沈線間にキザミ。以下磨消 密 良 外内 に褐ぶ灰い7.橙5Y7R.55Y/Rl7/4 口縁部片 215 
-02 

582 縄ill-文K土ll器a深鉢 SK51 波内状面□ナデ緑。。外面肥淳する波頂下に刺突、口縁部に沈線とキザミ、 密 亜 外内 橙にぶ5YいR橙7/7.56YR7/4 
口縁部片 217 

-05 

583 縄Il-文K土8器・深鉢 SKSI 様突起帯。部内分面に粗穿い孔ミ。ガ外キ面。口縁上部に短沈線、以下3本沈線による文 やや密 良 外内 灰にぶ褐い5Y橙R55Y/R26/4 ロ佑扁 327 
-01 

584 縄ill-文K土!O器b深鉢 SKSI 現口径高：.294.9 .4 以口縁下端は口ナ縁部デ。1本外。内沈面面線肥ナ。厚外デす。面る頸口部に横走2本沈線と縄文LR。 密 良
褐灰75YR4/l 

『'部
232 
-01 

585 縄III-文K土il器e・深鉢 SKS! 
波状 。外面 縁｝舟部にキザミ、内面ナデ。

密 並
淡橙5YR8/3 口縁部片 217 

-04 

586 縄N-文K土!S器b深鉢 SKSI 外内面面肥ナデ厚。する口縁部に縄文RLを施行後、弧状沈線を施す。 密 良 外内 ににぶぶいい橙橙57Y5RY6R/6/4 4 口縁部片 229 
-01 

587 縄11-文K土9a器深鉢 SK51 逆られ＜字る。状内の面口ミ縁カoキ口。縁上端の上下に3本沈線と磨消縄文LRがみ 密 良
にぶい黄橙IOYR7/3 口縁部片 080 

-01 

588 
土師器鍋 SK51 

内外面ともヨコナデ。煤付着。
密 良 外内 に淡ぶ橙い5Y橙R58Y/R36/3 口縁部片 215 

-05 

589 
土師器皿 SX53 口器径高.：210..2 0 

口縁部内弯。内外面ともヨコナデ。煤付着。
密 並

灰白25Y8/2 口1/縁1部0 220 
-04 

590 
土師器・1Ill

I SX53 器口径高：： 80..0 6 外面未調整、内面ヨコナデC

密 I亜
にぶい橙7SYR7/4 I 1/4 220 

-03 
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591 緑釉陶器 SD15 口縁部外反。 密 良
オリープ灰10¥4/2 Cl縁小片 12贔

592 土師器皿 SDIS 口器昇径高：7I 3 5 
外面指オサ工。内面ヨコナデ。 密 良

淡橙・SYR8/4 完形 12贔

593 土師器皿 S015 :: 11.1 0.8 外面未調整。内面ヨコナデ。 密 良 外内 灰にぷ黄い褐黄IO橙YIRO6Y/R27/4 ほぽ完形 12ぶ
594 山茶椀 SDl5 内外面ともロクロナデ。 密 良

灰白25Y8/l 門 嗚
595 土製師品器十能形土 SD15 

内外面ともナデ。
密 良

浅黄橙75YR8/3 把手 叫
596 七師器鍋 SD15 現口径高.383.2.0 外面口縁部ナデ、頸部以下ハケメ。内面、ヨコナデ。

密 並 外内 浅浅黄黄橙橙IOIOYYRR88//34 戌部 13ぶ
597 土師器羽釜 S015 現口径高：.396.8 .8 外面［］縁部ナデ、胴部ハケメ。内面ヨコナデ。

やや密 並 外内 黒黒褐褐IIOOYYRR33//2l 戌部 噂2

598 陶器 SDJ5 底径：80 外面ロクロナデ、灰釉を施釉。内面ロクロナデ。
密 良

浅黄25Y8/3 
序；1 13畠

599 陶器・甕 SD15 現口径高：42.4 0.0 外内面面ロ口ク縁ロ部ナ大デき。く屈曲。ロクロナデ後、灰釉を施釉。 密 良
にぶい橙5YR7/4 戌部 鴨

600 陶器鉢 SD15 現口径高.3100 8 4 内外面ともヨコナデ。 やや粗 良
橙5YR7/6

ほ口ぽ縁煕元形 12_ぶ
601 縄111-文K土lO器c深鉢 S015 

LI縁部刻み。外面3本沈線による文様構成。内面ミガキ。
密 良 外内 灰褐褐7.57Y.5RY4R/43/2 口縁部片 06ふ

602 縄Ill-文Ktll器a深鉢 SDIS 
波状口縁、波頂下に穿孔。外面沈線文、内面ミガキ。

密 良 外内 灰褐灰白I!OOYYRR86//2J 口縁部片 07畠

603 縄IV-文K土ll器b2・深鉢 S015 
外波L「内Rl縁状外面褐"部ナ面文兄縁内ととも部外沈内ロに、線ク面口肥ロ。ミ縁ナ内厚カ部デ面キ。l漏、勺L且ミ貼ガ折部付キ。に外。高縄面台文口'R緑脆文"後こ横2本走沈す艤る9本沈線以下に

密 良 外内 褐灰灰白2IO.5Y¥R85//2l 口縁部片 08贔

604 縄N-文K七l5器c・深鉢 SDl5 
を施す。

密 良 外内 ににぷぶいい橙橙7755YYRR77//34 口縁部片 06贔

605 陶器 SD33 外面も 貼付 密 並
淡黄25Y8/3 底部 22盈6

606 縄I-文K3土a器深鉢 JI_2p3 
口縁部肥原。外面2本沈線間に縄文RL、内面ナデ。

密 良 外内 灰にぶ黄い褐黄IO橙YIRO4Y/R26/3 
口縁部片 26贔

607 縄I-文K3上a器・深鉢 L1わ 口縁部肥「見。外面2本沈線間に縄文LR、内面ミガキ。
密 良 外内 に灰ぶ黄い褐橙IO7Y.5RY6R/72/3 口縁部片 25贔

608 縄Ill-文K土JO器a深鉢 噂1
口縁端部に沈線と刻み。外面剌突文、内面ナデ。

密 不良 腐闊瓢翌将砂2
口縁小片 25贔

609 縄N-文K土!S器b深鉢 LI出 波沈状線。口内縁面。外ナデ面。肥頃する［］縁部に沈線による円弧文、以下垂 F 密 並 外内 灰にぶ5¥い4黄/橙1IOYR7/3 
口縁部片 25ふ

610 縄N-文K土ll器b2・深鉢 噂l
外面沈線文、内面ナデ。

密 並 外内 に褐ぶ灰いIO黄Y橙R4I/OYIR7/3 
口縁部片 25贔

611 縄IV-文K土l6器a・深鉢 LI出 現口径高：： 398.0 .4 外面肥隕する口縁部に横走沈線、以下ミガキ』；内面ミガキ。
密 良

にぶい黄橙IOYR7/3 [l緑部片 叫
612 縄N-文K土l5器a深鉢 LI出。 波状口縁。口縁部内弯。外面口縁部に円弧文、内面ナデ。

密 不良 外内 に灰ぶ褐い7.黄5Y橙RIO5/Y2R7/3 口縁小片 叫
613 縄N-文K土ll器b2・深鉢 LI出 外線面。内口面縁ミ部ガにキ縄。文RL施文後、沈線。以 F無文で序几部に横走沈 密 不良 外内 灰黄5灰Y24.5/Yl5/l 口縁部片 2s: ぶ
614 縄N-文K土l6器a深鉢 LI出 口縁部内折。外面口縁部に縄文RI.、以下ミガキ。内面ミガキ。

密 やや不良
外外内内 灰に灰黄ぷ褐橙白い27J.. O橙5SY¥Y5R8RY7/SR//173 /1 4 

口縁部片 25贔

615 縄IV-文K土l6器a深鉢 LIぶ 外面磨消縄文、LR。内面ナデ。
密 不良

頸部片 25盆

616 縄N-文K土l6器a深鉢 LI出 外面沈線文、内面ナデ。
密 亜 外内 に黄ぶ灰い2.黄5¥橙5/IO1YR7/3 

頸部片 25ふ
617 縄VII-文Ktl器深鉢 LIゎ 口現径高514.6 .9 ボウル状。内外面ミガキ。

密 良 外内 に橙ぶ5YいR橙65/Y6R7/4 → 戌 部 鴨
618 t錘 呵l

長径部の中央に溝1条。 密 良
にぶい赤褐5YR4/4 完形 08ふ

619 縄I-文K土3a器深鉢 L包9含層
波状口縁。外面2本沈線間に縄文RL。内面は1デ。

密 やや不良
灰白5Y7/l 口縁部片 26ぶ

620 縄l-文K土3a器深鉢 HI包含!層
外面口縁下に沈線と縄文RL、内面ミガキ0

密 不良 外内 灰にぶ褐い7.黄5Y橙R140/Y2R7 /3 口縁部片 30贔

621 縄II-文K土6器深鉢 H包l含2層
外面2本沈線間に縄文RL、内面ナデぐ

並 良
にぶい黄橙IOYR7/3 口縁部片 26贔

622 縄Il-文K6土器・深鉢 1包9含層
口縁部肥原。外面2本沈線による曲線的な文様。内面ミガキ。

密 良 外内 に灰ぶ褐い7.橙5Y7R.55Y/R27/4 
口縁部片 27_i] 

623 縄Il文-K土6器深鉢 1包13含層
外面2本沈線間に縄文RL、内面ナデ。

亜 良
にぶい黄橙IOYR7/3 口縁部片 26贔

624 縄Il-文K土6器・深鉢 L包9含層
外面口縁部に3本沈線、沈線間に縄文RL。内面ナデ0

やや密 並 外内 褐灰灰白5IOYY7/R4l/l 口縁部片 29山

625 縄□-文K6土?器深鉢 G祉l含2層 内［］縁面部ミガ肥キ原。。外面に3本沈線と磨消縄文RLが見られる3 やや密 良 外内 に灰ぶ黄い2.褐5Y76.5/Yl6/3 
口縁部片 08贔

626 縄ll-文K土9a器深鉢？ ]包1含2層
角状の突起。外面沈線と沈線間に縄文RL、内面ミガキ。

密 不良
灰黄褐!OYR5/2 諜部 叫

627 縄IJ-文K上7器・深鉢
晶層

外面3本沈線と磨消縄文RLによる文様、他はミガキ。内面ミガキ。
密 不良 外内 灰灰黄黄褐褐IIOOYYRR56//22 

［」縁部片 27_1)4 

628 縄III-文K土!O器b深鉢 G包l含2層 波内状面ナ口デ縁。、i皮頂上に刺突。外面ナデ後垂ド沈線，9 密 良
外内 に褐灰灰ぶ灰黄白い5褐IOY褐1Y707/RY.55RlY/5R/ l 5/3 

翡部 30'. 『）1

629 縄III-文K土!O器d 晶層
筒状の突起。内外面ナデ。

密 不良 外内 2 諜部 27贔

5:;o 縄ill-文K土ll器a・深鉢 ]位1含3層
波頂部。外面沈線が途切れる、沈線以下に縄文LR。内面ナデ。

やや粗 良 外内 橙橙55YYRR67//66 口縁部片 z1_1i3 

631 縄Ill-文K上ll器a・深鉢 )包1含2層
口縁部内折。外面波頂部下に刺突と刻みと沈線｛，内面ナデ。

密 良 外内 橙にぶ5YいR橙6/5Y6R6/4 口縁部片 27贔

632 縄ill-文K土ll器a・深鉢 L包I含O層
外面沈線文、外面ナデ。

密 不良 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.5IYOYR7R/7/3 3 口縁部片 鴨
633 縄III-文K土!O器a深鉢 K絋i含l層 内口縁面端ミガ部キに0沈線と縄文。外面別1部以下に磨消縄文LR、 密 良 外内 に褐ぶ灰いIO褐Y7R.5SY/R16/3 

口縁部片 30ふ4

634 縄Ill-文K土!O器c・深鉢 K包I含O層 口縁端部に刻み。外面3本沈線による文様。内面ミガキ。
密 良 外内 灰にぶ褐い7.橙5Y7R.55Y/R27/4 

口縁部片 08畠

635 縄Ill-文K土ll器a深鉢 L包9含層
外面口縁上部に沈線と刻み以下ナデ。内面ナデ。

やや密 亜
褐灰IOYR6/l 口縁部片 29如

636 縄ID-文K土lO器b深鉢 K包8含層 口内縁面端ミガ部キと，9口縁部に沈線と沈線間に縄文LR、外面磨消縄文、 やや密 良 外内 灰にぶ黄い褐黄10橙Y10R5Y/R26/3 口縁部片 29ふ
637 縄ill-文K土lO器a・鉢 K包B含層

口縁端部に縄文RL、波頂部に剌突。外面垂 F沈線、内面ミガキ。
やや粗 並 外内 灰灰褐黄褐7.5IYOYR5R/5/22 口縁部片 28恥

638 縄III-文K土!O器a深鉢 M包含l2層
口縁端部に沈線と刻み。外面未調整、内面ナデ。

密 やや良
淡黄25Y8/3 口縁小片 26ふ

639 縄旧-文K土!O器c・深鉢 LI包含O層
波状口縁。外面垂下条線。内面ナデ。

密 並
灰黄25Y7/2 口縁小片 29ふ

640 縄III-文K土lO器a深鉢 晶層
口縁端部に沈線と刻み。外面沈線文、内面ナデ。

密 良
外外内内 灰に灰にぶぶ褐黄いい5褐Y橙褐JOR574Y.Y5/RRY626R//52 /4 3 

口縁部片 27畠

641 縄ill-文K土lO器b深鉢 K包i含l層 現口径~：:317 40 I 内口縁面端ナデ部。に凹線。外面頸部まで無文、頸部以ド磨消縄文、LR。 粗 やや不良
1/6 鴨

642 縄旧・文Kt!O器a・深鉢 K位9含層
口縁部内折。口縁端部に沈線と刻み。内外面ともナデ。

やや粗 亜 外内 に浅ぶ黄い橙黄IO橙Y!ROSY/R47/4 口縁部片 29如

643 縄ill-文K土ll器a深鉢 K包IO含層 波内頂面ミ部ガにキ刺。突、口縁部内折。外面口縁 I:端に沈線と刻み。 やや密 不良 外内 I黄火灰白22..55¥¥86//21 口縁部片 08贔

644 縄ill-文K土ll器a深鉢 K包8含層 内口縁面部ナ端デ部内。折に沈，，外線面と波頂下に穿孔、口縁上部に沈線と刻み。 やや密 亜 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.5IOYYR6R/7/43 口縁部片 29出

645 縄III-文Ktll器a・深鉢 1包9含層
11縁端 刻み、外面沈線文、内面ナデ。

密 良 外内 褐灰灰黄褐IOIYORY5R/6/12 口縁部片 27如

646 縄ill-文K土IO器深鉢 LI位含O層
外面沈線文、内面ナデ。

密 不良 外内 に灰ぶ黄い2.黄5Y橙6/JO2YR7/3 
体部片 29贔

647 縄IV-文K土!S器b・深鉢 G包i含l層 口縁端部に縄文と沈線，，外面横走沈線以下縄文LR、内面ミガキ。
密 並

にぶい橙75YR7/3 口縁部片 30ふ
648 縄N-文K土llc器深鉢 1包1含1層

外面内折する口縁部に1本沈線、内面ミガキっ
良 良

にぶい橙75YR6/3 口縁部片 26贔

649 縄Ill-文K土ll器a深鉢 J包!含O層
口縁部内折、外面口縁上部に沈線と刻みぃ内面ナデ。

密 良
にぶい橙75YR6/4 口縁部片 27贔
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650 縄N-文K士ll器b2・深鉢
GE包包2l含含2試層層掘

外面lJ縁部に横走沈線以F縄文LRを施す。内面ナデ。 密 不良 灰白IOYR8/2 口縁部片 鴨
651 縄N-文K上l!器b2深鉢

外面口縁部に横走沈線以下縄文LRを施す。内面ナデ。 やや粗 良
浅黄橙10YR8/4 口縁部片 29ぶ

652 縄IV-文K土2J器深鉢 ]包1含3層
口縁部に8字状の浮文。外面縄文RLを施す。内面ナデ。 密 良 外内 に灰ぶ褐い7.橙5Y7R.54Y/R26/4 翡部 27: 伯

653 縄IV-文K土21器・深鉢 包F'l含3層 外内面面ナ口デ縁。部に8字浮文を施し、浮文ドに穿孔、他はナデ。 密 良 腐隠彫讃昌 口縁部片 30ぶ
654 縄IV-文K土l5器b深鉢 K包8含層 現口径尚.370.0.0 外内面面ナrJデ縁。t部に2本沈線と沈線間に縄文RLと垂 F沈線。 やや密 並 外内 ににぶぶいい黄黄橙褐IIOOYYRR56//33 Ll縁部片 zs_b1 

655 縄N-文K土l8器b深鉢 H包l含2層 現口径高：： 116 1 4 5 口縁部文様を省略。外面頸部以ドに沈線文、内面ナデ。 並 良 灰白5Y7/2 1/4 26贔

656 縄N-文Kt!S器b深鉢 G剋i含l層 外内面面肥ミガ原キす。る[I縁上部に沈線文、沈線間に縄文LR以下ミガキ。 密 やや良 外内 に淡ぶ黄い2.黄5¥橙8/IO3YR6/3 口縁部片 08贔

657 縄IV-文K土15器b・深鉢 E包l含2層 外内面面肥ミガ原キす。るlJ縁部に沈線による渦巻文、以下ミガキ。 密 良
浅黄橙10YR8/3 口縁部片 08贔

658 縄IV-文K土15辟b深鉢 L包9含層
外面肥原するn縁 r.に沈線と沈線間に縄文LR、内面ミガキ，＇ やや粗 亜 外内 浅浅黄黄橙橙7IO.5YYRR88//34 11縁部片 29贔

659 縄IV-文K上l5器a・深鉢 J包I含!層
口縁部内弯、外面沈線による円弧文、内面ナデ。 密 良 灰白75Y7/l 口縁部片 27証

660 縄IV-文Ktl5器b・深鉢 K包8含層
外面肥ワする口縁部に縄文RL施文後2本沈線、内面ナデ。 やや粗 やや不良 外内 灰淡白黄22..55YY88//23 口縁小片 28贔

661 縄IV-文K土lS器c・深鉢 ]包13含層 キ口縁。内部面内ミ外ガキに肥。。原。外Im[J縁 tに2本沈線と縄文LR、以下ミガ 密 良
淡黄25¥8/3 口縁部片 叫

662 縄lll-文Ktl7器a深鉢 G己IO含層
外面条痕、内面沈線と縄文LR。 密 並 外内 明灰褐白灰JO7Y.5RY8/R72/2 口縁部片 30贔

663 縄111-文K七l7器bl深鉢 F包l含5層 外面横走沈線、内面縄文LR。 密 良 外内 灰褐褐灰77 55YYRR44//2 l 口縁部片 30贔

664 縄III-文Ktl7器bl・深鉢 K包I含O層
外面横走沈線、内面縄文LR。 粗 亜

外外内内 に灰灰黄ぶ灰黄白い2褐2..褐55IYYO78Y6.5//RY62l R/6/2 3 

口縁部片 27贔

665 縄N-文K1七6器a深鉢 G包2含試層掘 外面縄文RL後、蛇行沈線。内面ミガキ。 密 不良
体部片 30如

666 縄Ill-文Ktl6器b・深鉢 G包l含2層
外面ナデ後、沈線文。内面ナデ。 密 不良 浅黄橙IOYR8/4 体部片 30ぶ

667 縄Ill-文Klt6器b深鉢 K包B含層
外面ミガキ後沈線間に刻み、内面ナデ。 並 良

浅黄25¥7/3 体邪片 28'. ぶ
668 縄IV-文K土l6器a深鉢 K位B含層

外面に沈線間に剌突と縄文LR、内面ミガキ。 やや粗 、花 にぶい黄橙IOYR7/3 体部片 28命

669 縄N-文Ktl6器a K包8含層
外面沈線間に縄文RL、内面ナデ。 やや密 良 外内 褐褐灰灰1I0OYYRR65//1l 体部片 28ふ

670 縄N-文Kt16器a K包8含層
外面沈線間に刻みと縄文RL、内面ナデ。 やや粗 亜 外内 浅灰黄黄2褐.5IOYY7/R53/2 体部片 叫）3

671 縄IV-文K2土4器b深鉢 K位S含層
外面肥厚する口縁部上に縄文LR、以f-tデ，，内面ナデ。

やや枡 並 外内 浅黄灰黄2255YY76//3 l 口縁部片 29命

672 縄VI-文At器深鉢 1包9含層 現口径高.・3158..07 波状口縁。波頂部下に穿孔。外面全面縄文RL、内面ナデ。
密 良 外内 淡褐灰黄72 55YYR8/4/4 1 滉部 叫

673 縄W-文Ct. 器深鉢 ]包1含2層
外面格F-状条線、内面ナデ。 密 やや不良 外内 に灰ぶ白い7.橙5Y7R.58Y/R27/4 口縁小片 噂2

674 縄VII-文Ct器深鉢 J包I含I層
外面格子状条線、内面ナデ。 密 亜

外外内内 に暗浅黄ぶ紫灰黄い灰22.5.黄55YYP橙573!///O3Yl I R7/3 

口縁部片 27試

675 縄W-文Ct器深鉢 K包8含層 現口径高'・3242..01 外面ミガキ後格子状条線、内面調整不明。
並 良 滉部 28ぶ

676 縄W-文C土器深鉢 ]位1含2層
外面条線、内面ナデ。

密 やや不良 外内 に灰ぶ白いIO橙Y7R.58Y/R27/3 口縁部片 27贔

677 縄VII-文Ct. 器・深鉢 K包i含l層
口縁端部刻み。外面条線、内面ミガキ0

密 やや良 外内 に灰ぶ黄い褐黄IO橙Y!RO6Y/R27/2 
口縁部片 08贔

678 縄VIll-文Ft. 器深鉢 K包l含2層
口縁端部に沈線と刻み。内外面ともナデ。

やや粗 q£ 外内 明褐灰黄褐IOIYORY4R/6/l6 口縁部片 鴨
679 縄lllf-文F'上器深鉢 G包2含試層掘 波状［」縁。 r1縁部に無節の縄文か,,[]縁綿ドは無文。

やや粗 良
にぶい黄橙IOYR7/3 []縁部片 叫

680 縄VIII-文Ft器・深鉢 L包1含3層 現ロf高や240. 2 . 8 外面口縁 1-部に刺突が巡り、以下ナデc内面ナデ。 やや密 やや不良 外内 灰黄灰白22..55YY76//ll 口縁部片 29_f)4 

681 縄圃-文Ft. 器深鉢 K包8含層 現口径高・3261..00 内外面ともナデ。
曲 良

にぶい黄橙IOYR7/2 『炉 28ぶ
682 縄VIII-文Ft器深鉢 K包B含層 現口径高'421.1.09 内外面ともナデ，9

並 良 外内 暗淡赤黄灰2.55¥R84//3l i叩 鴨
683 縄珊-文F土器深鉢 K包8含層

外面ナデ、内面ミガキ，9

やや粗 並 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙IIOOYYRR77//34 口縁部片 27恥

684 縄珊-文Et器深鉢 1包12含層
外面条痕、内面ミガキ。 忙ヽ 良

灰白25¥8/2 口縁部片 26応

685 縄IV-文Kt25器b・鉢 G包i含l層 口現径高'25.1.04 口縁瑞部に縄文。外面頸部以下に縄文L、内面ミガキn
密 良 外内 に灰ぶ褐い7.橙5Y7R.56Y/R26/4 i]/縁7部 30_19 

686 縄IV-文K2t5器c鉢
晶層

頸部。外面羽状縄文、内面ナデ。
密 良 外内 暗にぶ灰い黄黄2.褐5¥!4O/YR25/3 

体部片 27加

687 縄C-文3t器浅鉢 K位il含層
外面半載竹管による隆起線状、内面ナデ，9

やや粗 並 外内 ににぶぶいい橙橙7755YYRR76//4 4 [l縁部片 27贔

688 縄IT-文K土9a器鉢 1包14含層 逆内「内］縁＜面面字部ミミ状ガガ逆キキの＜。。口字縁状。，，外面口縁郎 Lドに3本沈線と序消縄文、RL。 密 良
浅黄25¥7/3 口縁部片 08贔，

689 縄ll-文K9ta器鉢 J位1含2層
外面[l縁部 1-.ドに3本沈線と沈線間に縄文RL、 、花 不良 外内 灰灰75.Y56Y/4/JI 口縁部片

27-~)3 

690 縄V-文K2t2器b浅鉢 K位l含2層
外面磨消縄文LRによる：．角文。内面ミガキ，9

粗 亜 外内 に灰ぶ褐い7.褐5Y7R.54Y/R25/4 口縁部片 27贔

691 縄¥111-文It器・浅鉢 J臨g含層 現［） 径高21 61.. 0 9 外面、ミガキがみられる。内面ナデ0
密 良 外内 に灰ぶ白い2.5黄Y橙7/IOlYR7/3 滉部 26贔

692 縄a2文t器壷 L鉱8含層 胴現径高'81.1.35 外面、磨消縄文RL。内面ナデ。
密 良

にぶい橙75YR7/4 底部完形 29ぶ
693 縄汗J文l上t器器 G包1含2層

外面ナデ後幾何学的な沈線文、内面ナデ。
密 良 外内 灰褐S灰Y7S.5/Y1R5/l 口縁部片 30畠

694 縄文上器双耳壷 H包I含O層
把手部分に穿孔。胴部には沈線文c

並 良 外内 橙浅5黄Y橙RI6O/Y6R8/3 把手 26ふ
695 t製耳飾 G包6含試層掘 鼓状。内側に朱が若干残る。

密 良
にぶい黄橙IOYR7/3 1/3 08ぶ

696 
土製耳飾 J凸I含!層 鼓状。内側に朱、外側に赤彩。

密 良
にぶい黄橙IOYR7/3 1/2 08ふ

697 縄b2文t.器底部 M包8含層
内外面ともナデ。底面未調整。

密 良
外内 に淡浅褐ぶ灰黄黄い橙27.. 橙55IY¥O78YR.5/R6Y/83R/ 3 7/4 閃 鴨

698 縄a2文f器底部 K包9含層
内外面ナデ。卜げ底気味。

やや密 亜 腐 4 底3/部4 
282 
-04 

699 縄a2文土器底部 K位il含層
内外面ナデ。 tげ底気味。底面網代。

密 並 外内 に灰ぶ褐い7.黄5Y橙RIO4/Y2R7/4 序真 28応

700 a縄l文 t-.器底部
晶層

内外面ナデ" 密 良 外内 淡黄灰黄22..55YY85//3l 序；1 27_~)8 

701 縄al文t.器・底部 K包l含2層
内外面ナデ。底面網代。

密 良 外内 ににぶぶいい橙橙77 55YYRR77//3 4 序；1 鴨

第 7-12表遺物観察表
（※試掘がつくものは試掘坑番号）
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N. 第 2次調査

1 • 基本層序

ヽ
13 14 I 15 調査区の現況は宅地であり、周囲にも宅地が広が

っている。宅地以前は現況の表土よりも lmほど小 7 j:i:. 

高くなった耕作地であったらしい。耕作地や宅地な J 

¥//_ . \~.. ~JJJ. :t :J J 
~ 

どに使用され、度重なる削平を受けたと考えられる。

そのためか、調査区内には攪乱部分が多く見受けら

れた。基本的な層序は、第 1層褐灰色土(lOYR5/l・

表土）で厚さが 20~30cm、第2層黒褐色土 (lOYR3/

1)で上面が遺構検出面である。なお、調査終了後

に下層確認調査を行うため第51図のスクリーントー

ン部分にトレンチを設定した。その結果、遺構・遺

物等を確認できなかったので下層遺構はないものと
G 

判断した。

2. 遺 構

第2次調査では遺構番号を200番台とし、第 1次・

調査との混同を避けた。記述方法については第 1次

調査に準じる。

縄文時代後期

竪穴住居

S H207 

調査区の北東端に位置している。直径 5mのほぼ円

--/ 形を呈しており、深さは0.2mである。埋土は、中央

部が暗褐色シルト、周辺部は上層褐色シルト、下層

浅黄色シルトの 2層であった。床面は全体が平坦で

周壁は緩やかな傾斜となっている。住居のほぼ中央

部分に地床炉の痕跡と考えられる焼土塊がみられた。

プランの外周に 8ヶ所の支柱穴を確認した。これら

はほぽ外周を 8等分に配置されており、直径0.2~

0.4mの円または楕円形を呈し、深さ0.2m程度を残 13 14 15 

していた。各々の支柱穴を断ち割ってみた結果、断

面は竪穴住居の中心に向い、 73~80度の傾斜角を持 下層確認謂査範囲

っていることが判明した。出土遺物は埋土上面から

゜
10m 

出土がほとんどであった。北白川上層式 1期に比定 第 51図遺構実測図 (1: 200) 
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できる土器が大量に出土した。また、石製品も若干

出土している。他に埋土から堅果類の炭化したもの

が11.5g程ではあるが出土した。炭化物の同定につ

いてはVIに詳細な記述があるので参照されたい。掘

削後SH236を検出した。

S H220 

直径3.8m程度、深さ0.2mの円形の竪穴住居である。

埋土は褐色土の 1層。周壁は緩やかな傾斜となって

いる。周溝．柱穴は確認出来なかった。出土遺物は

少量であり、時期の判断は難しいが後期前半で間違

いないだろう。

S H232 

一部が調査区外へ延びているために全容は不明で

ある。調査結果から直径3.4mの円形を呈するもので、

深さ0.3mであった。埋土は砂を少量含んだ灰オリー

ブ粘質土の 1層である。出土遺物は少量であった。

中期の遺物が混じり、時期の判断が難しいが後期前

半と考えられる。また、埋土から堅果類の炭化した

ものが3.05g程ではあるが出土した。

S H236 

S H207に切られている。直径4m、深さ0.2mの

円形の住居跡である。埋土は褐色シルトの 1層で、

炭化物が少量混入していた。床面中央で、長径0.5m、

短径0.4mの楕円形をした地床炉を確認した。床面を

若干掘り込んでいたのか中央が窪んでいた。固く焼

け締まっており、焼土はO.lmの深さまで達していた。

柱穴、周溝などは確認できなかった。出土遺物は破

片が多くて時期の判断がむずかしいが、広瀬土壊40

段階に併行するものと考えられる。また、土製耳飾、

石製垂飾が出土している。埋土からは、炭化した堅

果類が2.5g程ではあるが出土した。

土坑

S K201 

遺構が調査区外へ延びているために、全容は明ら

かでないが、検出できた規模は南北2m、東西1.3m、

深さは0.4mであった。遺構の南側で埋土に炭化物を

含んだ焼土がみられた。埋土に混入したのであろう

か。埋土は 2層で第 1層褐灰色シルト、第 2層黒褐

色シルトであった。出土土器については福田 K2式

第2段階に併行するものであろう。また、埋土から

は炭化した堅果類が出土した。

S K202 

遺構の一部は南の調査区外へ延びている。直径

2.3mの円形を呈しているものと思われ、深さは0.6m

であった。埋土は 1層で暗褐色シルトで、埋土には

炭化した堅果類、骨片などが混入していた。出土土

器は時期幅があり、中期末が少量入り、福田 K2式

期のものが多く、北白川上層式 1期併行のものもみ

A
-

①褐灰色上 10YR5/l(表上）

②暗灰黄色シルト 2.5Y7/6
③黒褐色シルト 10YR3/1・褐色シルト 10YR4/4

青灰色シル 5B5/1が混じる

④暗褐色シルト 2. 5Y7/6・ 炭化物混人

⑤黒褐色シルト 10YR3/1
⑥黒褐色シルト 10YR3/2
⑦黒褐色シルト 10YR3/2・ 炭化物混人

⑧黒褐色シルト 10YR3/2・ 炭化物と白い粒上状物混人

⑨灰白色シルト 2.5Y9/1・全体的に炭化物と r'lい粒状的混人

⑯灰色シルト 5Y5/1・炭化物混人

⑪黒褐色シルト 7.5YR3/l
⑫黒褐色シルト 7.5YR3/l・炭化物と白い粒状物混人

⑬灰羨褐色シルト 10YR4/2・ 炭化物と白い粒状物少姑混人

⑭黒褐色シルト 10YR3/2・炭化物と白い粒状物少批混人

⑯黒褐色シルト 10YR3/2・炭化物と白い粒状物少祉混人

⑯黒褐色シルト 10YR3/2・ 炭化物と焼t少址混人

B 

—ー＿―-一
23.611 

ー上

~ 
<:::$=" 

li 

D 

23.6冒

三］

⑰褐灰色シルト 10YR4/1・炭化物混人

⑱黒褐色シルト 10YR3/2・ 炭化物と焼土混入

⑲明黄褐色シルト 2.5Y7/6 (遺構検出面）

⑳黒褐色土 7.5YR3/l

o. 
2m 

第 52図土層断面図 (1 : 50) 
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られる。

S K210 

長軸 3.0m、短軸2.5mの楕円形の平面形で、深さ

0.75mであった。埋土は上層黒褐色シルトで炭化物

を多く含み、下層にぶい黄褐色シルトとなっている。

遺構の中心よりやや北から、一辺が0.4mの方形で厚

さ0.3mの礫がまるで墓標のように置かれ、その直下

には口縁部から胴部上半まで残存する無文深鉢が逆

位の状態で出土した。墓城の可能性もある。出土土

器については、福田 K2式第 3段階が中心で、中期

のものが 1点混じる。また、埋土中から炭化物や骨

片が出土している。骨片、埋土についても土器内外
⑤ 

に分けて自然科学分析を行った。

(j) 
吋

QPl 

A - -

S K211 

長軸lm、短軸0.4mの長方形を呈し、深さ0.3mで

あった。埋土は 1層で褐色土である。土器片が微量

出ている。後期前半の遺構と考えられる。

S K213 

長軸1.6m、短軸1.3m、深さ0.2mの不整形な三角形

の遺構である。埋土は 1層で砂を少し含んだ褐色粘

質土である。埋土からは炭化した堅果類が出土して

いる。出土土器については体部小片が多く、時期の

判断は難しいが後期前半に属するものと考えられる。

S K214 

SK215に切られている。長軸3.0m、短軸1.7m、

深さ0.8mの不整形な土坑である。埋土は褐色土の 1

•z.cz 

•8 

◎ ~-A.:_ 

SH 207 
0731 

ぶ 巴゚
(] 

5
 

p
 

0OOl A A' 

23 .2m 

叶

嘉弩紫•!· ゞ，；~i;\·ぷ~:Yぶ 焼土

2m 

第 53図 S H207実測図 (1 : 50) 
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層である。多数の土器片に混じり、握り拳大から人

頭大の礫が数点出土した。土器については時期幅が

あり、中津式併行から広瀬土壊40段階併行のものが

出土している。

S K215 

調査区外へと遺構が延びている。検出できた規模

は長径3.5m、短径2.0m、深さ0.25mであった。長楕

円形の土坑であろう。土器については、中期末から

広瀬土城40段階併行までの時期幅が確認できた。埋

土は 1層で灰オリーブ色シルトである。埋土からは

炭化した堅果類が出土している。

S K221 

S H220を切っている。長軸1.7m、短軸1.2m、深

さ0.65mの楕円形の遺構である。埋土は 2層で上層

にぶい黄褐色シルト、下層黒褐色シルトである。出

(i)~ 

。^
SH236 

土土器については、広瀬土城40段階から北白川上層

式1期併行のものがみられる。埋土からは、炭化し

た堅果類が微量ではあるが出土した。

S K223 

長軸2.5m、短軸2.4mの不整形な方形を呈しており、

深さ0.25mである。土器については、中津式期の土

器が含まれるが、北白川上層式 1期に比定されるも

のが中心と考えられる。埋土は、 1層で灰黄褐色シ

ルトであった。

S K225 

SK233を切っている。長径1.3m、短径0.8mの楕

円形を呈しており、深さ0.2mであった。出土土器は、

体部片ばかりで時期の判断については難しいが、北

白川上層式 1期併行と考えられる。埋土は褐色シル

トの 1層である。

a, 

SH207 

聾鬱焼土

o. 
2m 

•o.C~ 

8
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oio ＼ ゞ ./4へ ヘ r. ¥ ¥ .,"L"' I / c・ 

A SH220 

0 c・ C 

A
 

A' 

23.6111 

SH232 

B
 

B' 
23.611 

贔

。一

(j) 

o・ 

。一
D' 

23.2● 

゜
2m 

第 55図 SH 220•232 、 S K 201・202・234・235実測図 (1 : 50) 
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@ 

土 A' 

A A' 

23.211 

①黒褐色シルト 10YR3/2

②にぶい黄褐色シルト 10YR5/3

_!_ -且
23.0● 

｀ ィ
~ 

c・ 

。一c・ 
23.2 m 

o・ 
23.2● 

｀ 2 m 

E
-

E
-

E' 

E' 

23.211 

ヽ G' 

F' 

G
-

G' 

23.2■ 

F' 

23.2● 

50 cm 

第 56図 SK210・213・214・221・223・231 (1: 50)、SZ 222 (1 : 20) 実測図
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S K231 

直径1.3m、深さ0.7mの円形の土坑である。埋土

は 3 層で、上から第 1 層褐色シルト• 第2層橙色土

（焼土） • 第3層黒褐色土となっている。第 2層の

焼土は固く焼き締まってはおらず、周辺で火を受け

た土が混入したものであろうか。焼土中には炭化物・

骨片が少量混入していた。第 1・2層の埋土は 0.3

~0.4 m大の礫が入っていた。出土土器については、

中津式併行から北白川上層 1期併行のものがみられ

る。また、炭化した堅果類も出土している。

S K234 

S K220を切っている。長径1.3m、短径I.Omの

楕円形を呈しており深さは0.55mであった。埋土は

1層で暗褐混じりの明赤褐色シルトである。最初は

炉跡かと思われたが、焼土の範囲が大きく遺構全体

に疎らにみられ、また土自体も焼き締まっておらず、

暗褐色土も所々に混入していた。以上のことから、

2次的な焼土の堆積と考えたい。他に埋土から堅果

類の炭化したものが少量出土した。

S K235 

SK220とSK234と重複しているが、切り合い

は不明である。長軸1.5m、短軸I.Omの不整形な

〔註〕
①泉 拓良「3.近畿地方の土器」 （「縄文文化の研究』 4 縄

文土器II 雄山閣、 1981年）

②VIを参照されたい。（株）パリノ・サーヴェイの分析結果による。

③千菓 豊「緑帯文土器群の成立と展開」（「史林』第 72巻6サ、

1989年）
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方形を呈しており、深さは0.25mであった。土器の出

土が少量であるために時期の判断が難しいが、後期

前半に比定されよう。埋土は暗褐色土の 1層である。

遺物に混じり握り拳大の礫が出土した。他に埋土か

ら炭化した堅果類が少量ではあるが出土した。

埋設土器

S 2222 

屋外に無文深鉢を埋めたもので、埋設状態は底部

が打ち欠かれ正位の状態で出土した。平面及び断ち

割りの断面において、掘り形のラインをはっきりと

確認することはできなかった。また、土器内に握り

拳大の礫 l点が入っていた。

室町時代

S K208 

遺構の一部を検出したのみで、残りは調査区外に

あるために全容は不明である。深さは3.2mあった。

底部は平面ではなく凸凹で、土坑が底まで完全に掘

りきらないで未完成のまま放棄されたのであろうか。

埋土は黒褐色シルト・褐色シルト・青灰色シルトの

3種類が混じり合い単ーではない。上部から底部ま

で同一の埋土になっているところから、短期間に埋

没したものと思われる。 （松本美先）

④千葉 戦「近畿北部・山陰束綿の成立期緑帝文土器」（『小森岡

遺跡」竹野町教有委員会、 1990年）

麟と同じ。

⑥ J~IH 芳英「中津• 福IHKIIl.器様式」（「縄文上器大観」 4 小

学館、 1989年）



3. 遺 物

S H207出土遺物 784~789は無文の丸底鉢。 784は頸部に横走沈線、

702は波状口縁。波頂下に沈線による渦巻文か。外 789は縄文が施されている。 790・791はボウル状の

面には縄文が施される。中津II式に比定されるもの 浅鉢。 792----794は口縁部が直立する浅鉢。 795----801

と思われる。 703は肥厚する口縁部外面に 2本沈線 は底部。これらは北白川上層式 1期に併行するもの

と磨消縄文による縄文帯がみられる。福田 K2式第 と考えられる。

1段階②に併行するものといえよう。 704は筒状突起部、 S H236出土遺物

端部に 1本沈線がみられる。橋状把手が一方から口 802は口縁部が肥厚し、磨消縄文がみられる。中

縁端部と突起を結んでいる。 705は突起が発達し、口 津II式併行か。 803は口縁部に 1本沈線が横走する。

縁端部から延びた橋状把手と突起部分が連結する。 804は肥厚する口縁端部に沈線を施す。 805は突起

突起部分は上からみると U字状になっており、外面 部は筒状を呈す。突起部前面に貰孔を施し、右側に

には縄文が施されている。口縁端部には沈線、肥厚 も孔がみられる。口縁端部には沈線を施す。 806~

する口縁外端面には縄文が施され、以下無文である。 810は磨消縄文を施す体部片。 811は沈線文。 812

刻み隆帯や垂下する条線がみられる。 706は肥厚す は条線が垂下する。 813は体部外面全体に縄文を施

る口縁外端部に横走する 3本沈線がみられ、以下に す。 814-----820・822・823は無文の深鉢片。 823は外面

垂下する沈線がみられる。広瀬土城40段階に比定で に細密条痕か。 821は鼓状の土製耳飾で端部と貰孔

きるものと考えられる。 707,.,____714は、肥厚あるいは 部分に朱が付着する。これらは、広瀬土壊 40段階に

内折する口縁端部に刻みと沈線を施すもの。広瀬土 併行するものと考えられる。

城40段階に併行するものと考えられる。 715は口縁 S H220出土遺物

端部に刻みを施す。鉢の可能性がある。 716・717は 824・826は沈線と磨消縄文がみられる。中津 I式

口縁部内面に施文するもの。 718・719は肥厚する口 に併行するものか。 825は2本沈線間に条線を施す

縁部に円弧文を施す。 720は内弯する波状口縁部の もの。 827・828は磨消縄文を施す。中津II式に併行

波頂下に縄文施文後沈線による円弧文がみられそこ するものと思われる。 829は肥厚する口縁部上下に

を起点に区画文を施す。頸部無文で、胴部には縄文 横走沈線、沈線間に刻み、 830は口縁部が逆＜字状

地に多重沈線文を施している。北白川上層式 1期 に屈曲し以下に磨消縄文帯がみられる。福田 K2式

に併行するものであろう。 721・722は内折する口縁 第3段階と思われる。 831は口縁部下に 3本沈線に

部に沈線を巡らす。 723は口縁端部に沈線を施す。 よる磨消縄文帯がみられる。福田 K2式の範疇にな

724は波状口縁で波頂部に円弧文を施し刻み隆帯を るものか。 832は、口縁部上下に沈線を巡らし沈線

垂下させ、縁帯部には縄文を施す。 725は刻み隆帯 間に刻みを施す。 833は肥厚する口縁部に沈線文を

がみられる。 726は波状口縁で磨消縄文による文様 施す。 834は磨消縄文系。 835は磨消縄文がみられ

がみられる。 727・733~741は沈線による文様構成 朱が施されている。 836は口縁部から条線を垂下す

である。堀之内式系か。 728-----732は磨消縄文による る。 837は斜行条線を配する。 838-----841は無文の

文様構成、 732は注口土器か。 742は胴部が張る。 口縁部。 842は上げ底気味の底部であり、後期前半

743も742と同様の器形と文様構成か。 744は横走 に属するものと考えられる。

沈線以下に条線がみられる。 745は縁帯部に縄文、 S H232出土遺物

頸部に横走沈線以下に条線を施す。 746は縁帯部と 843は、口縁部には弧状沈線間に縄文がみられる。

胴部に縄文を施す。 747は口縁部から沈線が垂下し、 北白川 C式に併行するものか。 844は口縁端部に刻

横走沈線以下に縄文を施す。 748・749は縄文を施す。 みがみられる。 845~847は磨消縄文を施す。 848は

750-----755は条線を施す。 756-----783は無文である。 頸部の浮文部分か。 844・845は朱彩と思われる。

-88-
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849は無文深鉢の口縁部片、 850は無文の体部片、

851は上げ底の底部片である。いずれも後期前半に

属するものであろうか。

SK201出土遺物

852は口縁部に沈線と磨消縄文が施されたもの

か。 853・854は口縁部に 3本沈線と磨消縄文を施す。

福田 K2式第 2段階に比定できよう。 855は大小の

波頂部がある波状口縁、 2単位として図示している

が3単位の可能性もある。 2本沈線と磨消縄文によ

る文様帯がみられ、無文部で J字文を構成する。称

万，
1
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第 60図 S H207出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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名寺式系と指摘を受けた。称名寺 II式、石井編年の
⑨ 

第6~7段階に比定できるものと考えられる。 856

~858は主に沈線文を施す口縁部小片。 859は外面に

条線を施すもの。 860は内外面ともナデの無文の

小片である。

S K202出土遺物

861は弧状沈線間に縄文がみられる。北白川 C式

に比定されるものか。 862-----864は2本沈線と磨消縄

）
 
793 

IOc"' 

こニーニ:~ ..'-- ヒ~、ヽ

795 

第 63図 S H207出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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縁端部に刺突、口縁部以下に縄文を施す。 875・876

は沈線間に縄文を施す体部片。 877は波頂下の凸部

に刺突を丸く施し、以下に垂下沈線か。 878----880は

沈線文を施すもの。 881は口縁部に 2本沈線、沈線

間には縄文か。磨滅が激しく撚りの方向はわからな

い。 882は口縁部内面に沈線、 883は内折する口縁

部上に沈線を施すもの。北白川上層式 1期に比定す

るものか。 884は縄文地、 885----887は条線が施され

る。 888は無文の口縁片である。 889は上げ底底部

片。 890は無文浅鉢である。

S K210出土遺物

891・892は口縁部下に 2本沈線と磨消縄文の文様

帯がみられる。中津 II式と考えられる。 893・894は

10cm 

第 65図 S H236出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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波状口縁である。口縁端部と口縁部外面に沈線を巡

らし、以下では磨消縄文帯がみられる。福田 K2式

第3段階に比定されるものであろう。 895は3本沈

線による鉤手状の文様か。 896は外面全部に縄文を

施した後蛇行沈線を施す。中期末に属するものか。
, }0) 

京都府桑飼下遺跡出土土器に類以している。 897は

無文深鉢で口縁部と肩部に補修孔が4ヶ所確認でき

る。 898については、条線地の土器の体部小片であ

る。

S K211出土遺物

899は口縁部が肥厚し、 2本沈線間に条線が入る。

中津 I式併行か。 900は口縁端部に沈線を施す。広

瀬土渡40段階に併行しよう。 901は平底底部片であ
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る。

S K212出土遺物

902・903は口縁部外面に沈線を巡らす。 904は磨

消縄文を施す体部片。 905・906は格子状に条線を施

す。 907は無文深鉢口縁部片。後期前半のものと考

えられよう。

S K214出土遺物

908-----912は口縁部外面に2本沈線と磨消縄文によ

る文様帯がみられる。中津 II式に併行しよう。 913

は肥厚する口縁部には 3本沈線と磨消縄文の文様帯

がみられる。福田 K2式第 2段階。 914は口縁部に

沈線と刻みを巡らす。福田 K2式第 3段階に比定し

よう。 915は突起部分。穿孔と端部には刻みが施さ

れている。 916は口縁端部に刻み、 917は頸部以下

に沈線文を施す。広瀬土渡40段階併行と考えられる。

918は肥厚する口縁部に擬縄文を施す。 919は磨消

縄文がみられる。 920は肥厚する口縁部片。 921は

口縁端部に縄文を施す口縁部片。 922は外面条線を

施すもの。 9-23は格子状の 2条沈線を一部施す深鉢。

924は条線が胴部上半まで垂下する。 925・926は無

文深鉢口縁片である。 927は平底底部片。概ね後期

前半の時期と考えられる。

S K215出土遺物

928は縄文地に不連続な多条沈線を施すもの。北

白川 C式併行と考えられる。 929は、口縁部に 2本

沈線と磨消縄文による文様帯がみられる。 930はロ

縁部に沈線と刻みを施す。福田 K2式第 3段階に比

定できるものか。 931は波状口縁。沈線文がみられ

る。 932は口縁端部に沈線と刻みを巡らす。広瀬土

壊40段階併行。 933は縄文地に刺突文施す。 934は

綴惑ゃ芯涎恩さ．
蔦窯―

‘‘ 

丞
第 68図 SK202出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 

-100-

波頂下に 2本沈線を垂下させ、その間に列点文を施

す。関東系の土器か。 935は渦巻沈線文を施す。

936-----938は磨消縄文系。 939は頸部で 8字浮文と横

走する沈線を施すもの。堀之内式系。 940・941は沈

線による文様構成である。 942は無文深鉢の口縁部

片、 943は上げ底、 944は平底の底部片である。こ

れらは後期前半に属するものであろう。

S K221出土遺物

945は口縁部に沈線と刻みを施す。 946は肥厚す

る口縁外端部に沈線と刻みを巡らす。 947は口縁外

面に沈線と刺突を巡らす。広瀬土壊40段階併行と考

えられる。 948は口縁端部上にねじれた橋状把手が

付く鉢か。体部には渦巻沈線文がみられる。大阪府

芥川遺跡で類以する土器が出土している。広瀬土壊

40段階併行と考えられる。 949・950は口縁部外面に

沈線を巡らす。 951は口縁部内面に沈線を施す。

952は口縁部内面に沈線を 2本巡らす。 953は胴部

に縄文を施す。 954-----956は無文深鉢の口縁部片であ

る。後期前半に属するものであろう。

S K223出土遺物

957は沈線と磨消縄文による文様帯がみられる。

958~962は磨消縄文を施す体部片である。 963・964

は沈線文を施す。 965は8字状浮文がみられる。 966

は口縁端部に刻みを施す。 967は口縁部下に横走沈

線がみられる。 968は肥厚する口縁部に縄文。 969

は条線を横に施す。 970は縦に条線を配す。 971は

縄文施文の体部片。 972は無文深鉢の口縁部片であ

る。 973・974は平底底部片。これらは後期前半に属

するものといえよう。

10cm 
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第 70図 S K214出土遺物実測図・拓影(, : 3) 

S K228出土遺物

975~977は縄文地に沈線を施す。堀之内式系。北

白川上層式 1期か。

S K231出土遺物

978~981は口縁部に沈線と磨消縄文の文様帯がみ

られる。中津 I式併行と考えられる。 982・984はロ

縁部に沈線あるいは刻みを施す。広瀬土壊40段階併

行と考えられる。 983・985~987は磨消縄文がみられ

る体部片である。 988は擬縄文か。 989は体部に弧

状条線を施す。 990は口縁端部に刻みを施すもの。

991 -----994は無文深鉢の口縁部片。 995は平底の底

部片。

-102 -
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第 71図 SK215•221 出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 

S K234出土遺物

996は口縁部が肥厚し、沈線と磨消縄文による文

様帯がみられる。中津II式併行か。 997は条線が垂

下する体部片。

S K235出土遺物

998は口縁部外面に 3本沈線を巡らす。福田 K2

式に併行するものか。 999は内折する波状口縁であ

る。波頂下に剌突とそれを起点にして短沈線による

刻みがみられる。 1000は横走する 2本沈線間に刻み

-103 -



10cm 

第 72図 S K 223·228• 231出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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を施す。 1001は条線がみられる体部片。 1002は上げ

底気味の底部片。

S 2222埋設土器

1003は胴部上半が欠失、底部も打ち欠かれてい

る。内外面ともナデである。無文土器であるので時

期の判断は難しいが、後期前半に属するものと考え

られる。

柱穴出土遺物

1004は口縁部が内弯し内面が段状を呈している。

外面は 2本沈線と磨消縄文による文様がみられる。

浅鉢か。 1005は口縁部が内弯し、外面に 2本沈線を

施し沈線間に刺突を施す。 1006は内弯気味の口縁部

に沈線を巡らし磨消縄文を施す。中津II式併行と考

えられる。 1007・1008は内折する口縁部が外面に 2

本沈線と磨消縄文による文様がみられる。文様帯は

途切れている。福田 K2式第 1段階に比定できよう。

1009は口縁端部に沈線を施す。 1010は内折する口縁

部の波頂部に沈線を垂下させ、そこから羽状に沈線

を施す。以下に縄文を施す。 1011・1012は突起部分。

広瀬土城40段階に併行するものと考えられる。 1013

は波状口縁、波頂下に穿孔がみられる。 1014は口縁

部外面に沈線文がみられる。 1015は口縁端部に刻み

を施す。 1016は口縁部無文で、頸部に沈線がみられ

る。 1017は波状口縁か。沈線による文様を施す。

1020・1025は沈線文を施す体部片。 1018・1019・1021

---1024は磨消縄文を施す体部片。 1026は口縁端部に

沈線、以下に磨消縄文がみられる。鉢か。北白川上層

式 1期に併行しよう。 1027は条線が施された口縁

SK234 : 995.....,997 

SK235 : 998....., 1002 

SZ222 : 1003 

／ー
1

^
 ．．
 

第73図 S K234・235、SZ222出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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部片。 1028は条線が施された体部片。 1029~1040は

無文深鉢の口縁部。 1041は双耳壺の把手部分のよう

にもみえるがよくわからない。 1042は凹底。

包含層出土遺物

1043は円筒状の突起部分で外面は縄文地に沈線を

施す。 1044は段状に肥厚する口縁部に、沈線による

逆U字状の枠状文を施し枠内に沈線を施す。北白川

C式併行と考えられる。 1045は肥厚する口縁部に縄

文、以下に逆U状の枠状文を配し中に条線を羽状に
1111 

施す。山ノ神式に併行するものか。 1046ぱ波状口縁。

波頂下に沈線文がみられる。中期末に比定できよう。

1047・1048は、波頂下に磨消縄文による渦巻文を施

す。中期末のものであろう。 1049は口縁部肥厚、2本

沈線間に条線を施す。 1050は口縁部肥厚し 2本沈

線と磨消縄文による文様帯がみられる。 1051は口縁

部が内弯し、内面が段状になる。 2本沈線と磨消縄

文の文様である。浅鉢か。中津 I式併行と思われる。

1052は波頂下に刺突、そこを起点に沈線を2本施し

沈線間に列点文と条線を入れる。 1053は発達した突

起部分の内面にJ字状の浮文がみられる。 1054は波

第 75図 包含層出土遺物拓影 (1 : 3) 
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状口縁突起部に渦巻き文を施す。これらは称名寺式

系か。 1055は沈線間に列点文が施された体部片。

1056は沈線間に条線がみられる。 J字文か。中津式

期と考えられる。 1057は肥厚する口縁部に 2本沈線

と磨消縄文による文様がみられる。福田 K2式第 1

段階併行であろう。 1058は2本沈線と磨消縄文によ

る紡錘文がみられるが、沈線が途切れ入り組み鉤状

となる。福田 K2式第 1段階と考えられる。 1059は

肥厚する口縁部の上下に沈線と磨消縄文の文様帯が

みられる。 1060は口縁部に3本沈線と磨消縄文がみ

られる。 1061はボウル状の浅鉢。 3本沈線と磨消縄

文の文様帯がみられる。 1062は口縁端部に沈線を巡

らし、口縁部で 3本沈線と磨消縄文による文様がみ

られる。福田K2式第 2段階併行と考えられる。

1063は肥厚する口縁部の上下に沈線を巡らし、沈線

間に縄文を施す。 1064は肥厚する口縁部の上下に沈

線を巡らし、沈線間に縄文と刻みを施す。福田K2

式第 3段階と思われる。 1065・1066は隆帯上に刺突

による列点を施すもの。 1067は口縁端部に沈線と縄

文を巡らす。1068は口縁端部に沈線を施す。1069は、

10 cm 



口縁端部に 2条の沈線と刻みを施す。 1070は波状口

縁、口縁端部に沈線と刻みを、波頂下に沈線文を施

す。 107.1は波状口縁、波頂下に列点文、そこを起点

に沈線を施す。 1072は口縁部に刻み、口縁部外面に

沈線文。 1073は内折する口縁部に刺突と区画沈線文

二 “ 

,: 疇 一

第 76図 包含層出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 
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を施す。 1074は口縁部に刻みと沈線を巡らす。 1075

は口縁部下に多条沈線を巡らす。 1076は内折する口

縁部外面に沈線、頸部以下に多条沈線を施す。 1077

は肥厚し外反する口縁部の上下に沈線を巡らす。福

田K2式第 3段階か。 1078は波頂下に刺突、口縁部

10 cm 
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に縄文と沈線を施す。 1079は内折する口縁部外面に

刻みを巡らす。 1080は沈線による渦巻文がみられる。

1081は口縁端部に沈線、口縁部外面に円弧文、頸部

に垂下する条線がみられる。 1082は波状口縁で、縁

帯部に短沈線を施す。 1083は波状口縁で波頂下に円

弧文を施す。 1084は口縁部外面の波頂下に縄文施文

後刺突を円形に施す。刺突部分の下に沈線を垂下さ

せている。 1085・1086は肥厚する口縁部に縄文施文

後沈線を施す。 1086は口縁部内面にも縄文を施す。

1087は段状に肥厚する口縁部に細い沈線を施す。
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第 78図 包含層出土遺物実測図・拓影 (1 : 3) 

-110 -



-111 -

(£: L)須サ＃・固随牽~..干用圏琴回図6L語

1111 --------r~ 

woo1 

£111 , 

〗誓



1088は口縁部下に沈線を巡らす。 1089は条線と斜行

沈線がみられる。これらは、北白川上層式 1期に比

定できよう。 1090は波状口縁で端部に刻みを施し、

波頂下内外面に刺突がみられる。 1091は、波頂下の

内外面に刺突を施す。 1092は、肥厚する口縁部下に

沈線を巡らし、以下に縄文を施す。 1093は口縁部下

に沈線を巡らし縄文を施す。 1094は2本沈線による

文様帯がみられる。 1095は波頂下に 2ヵ所の穿孔、

内折する口縁部外面の短沈線は端部までのび、孔の

下に粘土貼付けの隆帯が2本頸部まで伸びる。 1096

は、波頂下に 1ヵ所穿孔し、孔を囲うように沈線を

施す。孔の下には刻み隆帯がみられる。 1097は口縁

〔註〕
①玉田芳英 I中津•福田 K II土器様式」（「縄文t:器大観j4 小

学館、 1989年）

②千葉 豊「近畿北部・山陰東部の成立期縁帯文上器」（「小森岡

遺跡j竹野町教育委員会、 1990年）
③千葉 豊「縁帯文上器群の成立と展開」（『史林」第 72巻6り・、

1989年）

④泉 拓良「3. 近畿地方の土器」（「縄文文化の研究J4 縄文

士器1I 雄山閤、 1981年）

急に同じ

⑥泉 拓良「中期末縄文土器の分析」（「京都大学埋蔵文化財発掘

調査報告J皿 京都大学埋蔵文化財研究センター、 1985年）

番号 概報 調査時 備考 番号 概報 調査時

SK201 SK201 SK201 SK211 SK211 

SK202 SK202 SK202 SK212 SK212 

203 SK203 SK203 SK212に SK213 SK213 SK213 

SK204 SK204 SK204 SK214 SK214 SK214 

SD205 SD205 SK205 SK215 SK215 SK215 

SK206 SK206 SK206 SD216 SD216 

SH207 SH207 SK207 SD217 SD217 

SK208 SK208 SK218 SK218 

SK209 SK209 SK219 SK219 

SK210 SK210 SK210 SH220 SH220 SK220 

第 8表第2次調査遺構番号対照表

備考 番号

SK221 

SZ222 

SK223 

SK224 

SK225 

226 

SK227 

SK228 

SK229 

SK230 

-112-

部に1本沈線を巡らす。 1098は多条沈線による連続

混弧状文を施す。これらは概ね堀之内 I 式新段〖白と考

えられる。 1099は沈線間に剌突がみられる。鉢か。

1100は条線地土器の口縁部片。 1101は波状口縁で条

線を施す。 1102は格子状に条線を施す体部片。 1103

は擬縄文を施す。 1104は縄文を施す口縁部片。 1105

-1107は無文深鉢の口縁部片。 1108は、肥厚する口

縁端部に沈線を施す。 1109は杯状の浅鉢底部。 1110・

1111は無文の浅鉢。ボウル状になる。 1112は双耳

壺把手部分か。 1113は注口土器の注口基部片。堀之

内式系か。

（松本美先・小潰学）

⑦ i: 肥孝氏の御教ぷによる。

⑧大塚達朗氏、千葉 豊氏の御教iドによる。

⑨石井 襄「称名、炉式_l-_器の分類と変遷」（「調介研究集録」第 9

冊〔財〕横浜市ふるさと歴史財団、 1992年）

⑩渡辺 誠他「第 3章縄文時代の遺構と遺物」（「桑飼下遺跡発

掘調介報告』平安博物館、 1975年）

⑪増子康真「束海地方西部の中期未土器型式」（「古代人」 38、

1981年）

⑫石井 党「考察・堀之内 I式期t器群に関する問題」（「牛ヶ

谷・華1磁台南遺跡」〔財〕横浜市ふるさと歴史財団、 1993年）

概報 調査時 備考 番号 概報 調査時 備考

SK221 SK221 SK231 SK231 SK231 

S2222 SZ222 SH232 SH232 SK232 

SK223 SK223 SK233 SK233 

SK224 SK234 SK234 SK234 

SK225 SK225 SK235 SK235 SK235 

226 欠番 SH236 SH236 SK236 

SK227 SK227 SK237 SK237 SK237 

SK228 SK228 

SK229 SK229 

SK230 SK230 



番サ 器種 出土位置 法観(cm) 成形 調整 文様の様相 胎上 焼威 色 調 残＃状況 備考 登録番サ

702 縄I-文Kt3a器深鉢 SH207 波状［］縁。外面磨消縄文RL、内面ナデ。 やや粗 良 橙75YR6/6 口縁小片 41恥

703 縄Il-文K士6器深鉢 SH207 
外面2本沈線に磨消縄文LR、内面ミガキ。 やや密 良 外内 灰黄灰褐27 55YYRR84//2 3 口縁小片 41_贔

704 縄111-文K士IO器b深鉢 SH207 
突起部に橋状把手が連結。内外面ともミガキがみられる。 やや粗 良 外内 灰浅黄褐橙橙77 55YYRR85//4 2 突口縁起部 42畠

705 縄ID-文K土lO器b深鉢 SH207 口径21 突内起面部ミガにキ橋c状把手が連結。外面口縁突起部に縄文LR、 密 良 外内 灰灰褐白7IO.5YYRR85//l2 霜部 45ぶ

706 縄ID-文K土lO器b・深鉢 SH207 
外面沈線を施す。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 紫にぶ黒い5黄PR橙2!/OYlR6/4 

口縁小片 43ぶ

707 縄ill-文Ktll器a深鉢 SH207 口内縁面内ミガ折キ。。波状口縁。外面口縁部に沈線と刻みを施す。 やや密 良 外内 灰褐灰褐77 55YYRR44//2 l 口縁小片 414 
-04 

708 縄ill-文K土!O器a深鉢 SH207 
外面l1縁端部に沈線と刻み、内面ナデ。 やや粗 良 外内 灰浅黄黄橙褐1100YYRR86//23 口縁小片 41贔

709 縄111-文K土!O器b深鉢 SH207 内口縁面内ミガ側キ肥。原。外面「l縁端部に沈線と刺突を施す。 やや粗 良
にぶい黄橙75YR6/4 口縁小片 40贔

710 縄ill-文K七!O器a深鉢 SH207 
外面口縁端部に沈線と刻みを施し、以下ミガキ。内面ナデ。 やや粗 良 外内 淡褐灰黄27..55YY8R/6/3l 口縁小片 41b 

-I 

711 縄111-文KtlO器b・深鉢 SH207 波状口縁。内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 灰にぶ5いY黄6/橙l!OYR7/3 
Ll縁小片 41_i3 

712 縄IV-文Ktll器b2・深鉢 SH207 
IJ縁端部に1本沈線。内外面ともナデ。

密 良 外内 灰にぶ白いIO黄Y橙R!SO/YR27/2 口緑小片 40土1

713 縄IV-文K±:ll器b2深鉢 SH207 
外面肥原する口縁外端面に沈線、以下ナデ。内面ナデ。 やや粗 並 外内 橙浅7黄.5橙Y7R.57Y/R68/6 

口縁小片 40贔

714 縄ill-文K土ll器a深鉢 Sll207 波状口縁。内外面ともナデ。 密 良 外内 灰灰白白llOOYYRRSS//21 口縁小片 40恥

715 縄111-文K土l!器a・深鉢 SH207 外面口縁部に横走する沈線、内面ナデ。 やや粗 良 外内 に浅ぶ黄い橙橙77.5.5YYRR87//3 3 日縁小片 414 
-01 

716 縄N-文K土l7器b2深鉢 SH207 
外面ミガキ、内面に凹線。 やや粗 良

外暗青灰5PB4/J 口縁小片 437 
-05 

717 縄IV-文K土l7器b2深鉢 SH207 
外面ナデ。内面に沈線文以下ナデ。 やや粗 良 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙10!OYYRR7/7/24 口縁小片 412 

-02 

718 縄IV-文K土l5器a・深鉢 SH207 11緑部内弯。波状口縁。外面円弧文、内面ナデ。 やや粗 良 外内 黄浅橙黄橙107Y.5RY7R/84/6 
口縁小片 41_06 

719 縄N-文K土!5器b深鉢 SH207 口縁部肥厚。外面円弧文、内面ナデ。 粗 良 外内 灰浅5黄Y24.5/Yl7/3 
口縁小片 401 

-02 

720 縄IV-文K土l5器a深鉢 SH207 口径：38 内口縁面部ミガ内キ弯。。外面縄文RLを施文後沈線による円弧文。 並 良 外内 橙淡黄7.52Y.5RY78//63 口縁小片 42ぶ

721 縄N-文Ktll器b2深鉢 SH207 波状口縁。 L1縁部外面に1本沈線。内外面とも十デ。 やや粗 並 外内 灰黒黄褐褐IO!YORY3R/52/2 口縁小片 40贔

722 縄IV-文K十l．l器b2・深鉢 SH207 口縁部外面に1本沈線。内外面とも十デ。 .JI; 良 暗紫灰5P3/l lJ縁小片 43: 贔

723 縄IV-文K土ll器b2・深鉢 SH207 波状口縁。外面ミガキ後沈線を施す。内面ナデ。 やや粗 良 外内 褐淡灰黄2IO.5YYRR56//tt 口縁小片 41贔

724 縄IV-文K土l6器a深鉢 SH207 波帝状。内口面縁段。外状面、ミ［ガ］縁キ。に縄文LR、i皮頂下に円弧文と刻み隆 ;IP. 良 外内 灰浅黄褐橙7.57Y.5RY6R/8/2 4 日緑小片 叫
725 縄IV-文K士lG器a深鉢 SH207 外面刻み隆帯、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 褐浅灰黄橙!OIYORY5R/8/24 ~J縁小片

4'-1)3 

726 縄N-文K士ll器b2・深鉢 SH207 外面縄文LRを施文後沈線を施す。内面ミガキ。 やや密 良 外内 灰褐褐灰77 55YYRR55//2 l 口縁小片 41↓3 

727 縄IV-文K土l6器a深鉢 SH207 外面横走沈線 Fに、重心roJ文。内面ナデ。 並 良 外内 暗にぶ紫い灰黄5橙PBJO3Y/RJ7/3 
体部小片 噂2

728 縄IV-文K土l6器a深鉢 SH207 外面縄文LRを施文後、多璽沈線。 I人lilDナデc .JI; 良 外内 ににぶぶいい橙褐77 55YYRR57// 4 4 体部小片 43瓜I

729 縄IV-文K土l6器a深鉢 SH207 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 やや粗 良 外内 灰褐灰褐7755YYRR45//2 l 体部小片 40恥

730 縄IV-文K土l6器a・深鉢 SH201 外面磨消縄文LR、内面ミガキ。 やや 良 外内 浅褐黄灰橙IOIYORY6R/S/14 体部小片 42贔

731 縄IV-文K士l6器a深鉢 SH207 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 やや粗 良 外内 灰褐灰黄褐IOIYORY6R/6/l2 体部小片 432 
-01 

732 縄注文口土士器器 SH207 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 密 良 黄橙10YR8/6 体部小片 40_紐

733 縄!V-文K土l5器・深鉢 SH207 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 やや密 良 外内 ににぶぶいい褐黄橙7.5IOYYR6R/7/33 体部小片 40贔

734 縄IV-文K土l5器深鉢 S11207 外面磨消縄文RL、内面ミガキ。 やや密 良 外内 灰にぶ褐い7褐.57Y.5RY5R/52/3 体部小片 叫
735 縄IV-文K土l5器・深鉢 SH207 外面沈線文、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 褐褐灰灰IIOOYYRR45//ll 体部小片 412 

-07 

736 縄IV-文K土i5器・深鉢 SH207 外面沈線文、内面ミガキ。 密 良 外内 黄褐灰灰72 55YYRR45//l l 体部小片 40贔

737 縄IV-文K士!5器・深鉢 SH207 外面条痕、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 灰灰褐黄2755YYRR57//2 2 体部小片 412 
-03 

738 縄N-文K土l5器深鉢 Sl-!207 外面沈線文、内面ナデ。 やや粗 良 黄灰25YR6/l 体部小片 41如

739 縄IV-文K土l5器深鉢 SH207 外面沈線文、内面ナデ。 並 良 外内 に暗ぶ赤い灰橙57R.54Y/Rl7/4 
体部小片 43_盆

740 縄IV-文K土l5器深鉢 SH207 外面沈線文、内面ミガキ。 やや粗 良 浅黄橙10YR8/3 体部小片 40贔

741 縄N-文K土l6器a深鉢 SH207 外内面面横ミガ走キ沈。線ドに、弧状沈線と垂ド沈線の組合わせ。 密 良 外内 灰浅黄白2IO.5YYRRS8//23 体部 ・40_i:! 

742 縄IV文-K土l8器b・深鉢 SH207 口径'18 外面沈線文、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 灰黒褐褐77..55YYRR43//2l 体部 431 
-01 

743 縄V!Il-文F士器深鉢 SH207 外面沈線文、内面ナデ。 やや粗 ,jE 灰褐75YR4/l [J縁小片 42-7ll 

744 縄W文-C土器・深鉢 SH207 外面横走沈線ドに沈線垂下、内面ナデ。 やや粗 良 外内 灰にぶ褐い7赤.5褐YR5Y5R/52/3 体部
41: 『)5

745 縄N-文K土24器d深鉢 SH207 外内面面ナ口デ縁。部に縄文LR、頸部以Fに横走沈線と垂下条線。 やや粗 良 外内 褐黄灰灰27 55YYR7/4/3 l 体部 42」)1
746 縄IV文-K土24器b深鉢 SH207 lJ径.328 外面口縁部と頸部以ドにに縄文LR。内面ナデ。 やや密 良 外内 褐褐灰灰5IOYYRR6/4/ll 体部 43贔

747 縄IV-文K土24器b・深鉢 SH207 外面沈線垂卜＼頸部に横走沈線以卜に縄文RL。内面ナデ。 やや密 良 外内 灰褐灰褐77 55YYRR44//2 l 体部 40ぶ
748 縄VI文-A土器深鉢 SH207 外面縄文LI{、内面ナデ。 やや密 良 外内 灰灰黄黄褐2.51Y0Y7/R62/2 体部 42畠

749 縄VI-文A土器深鉢 SH207 外面縄文LR、内面ミガキ。 亜 良 外内 黒にぶ紫い5黄P2橙/!OlYR7/4 
体部 42_7)] 

750 縄Vll文-C土器深鉢 SH207 外面条線垂F、内面ナデ。 並 良 外内 黒にぶ褐い7黄.57Y.5RY2R/72/4 
U縁 4:Jぷ3

751 縄VU-文Ci: 器深鉢 SH207 外面条線、内面ナデ。 並 良 外内 橙橙57.Y5RY6R/7/66 
口縁 叫

752 縄VB-文C土器・深鉢 SH207 外面条線、内面ナデ。 やや粗 良 外内 ににぶぶいい褐黄橙7.5JYOYRR5/6/4 4 口緑片 42加

753 縄VII-文C土器深鉢 Sl-!207 外面条線、内面ナデ。 やや密 良 外内 褐にぶ灰いI褐OY7.R5Y6/R5l/3 口縁片 4 lfi 
-01 
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754 縄VB-文C土器深鉢 SH207 外面条線、内面ナデ。 やや粗 良 外内 灰浅黄白7橙.5IYORY8R/8/23 口縁片 43畠

755 縄W-文C土器深鉢 S11207 外面条線、内面ナデ。 やや粗 良 外内 灰にぶ黄い褐黄IO橙YIORYSR/6/23 体部片 41贔

756 縄珊-文E土器・深鉢 S1-1207 内外面とも条痕調整。 やや密 良 外内 褐浅／黄火橙lO7Y.5l-(Y4R/81/ 4 口縁小片 41贔

757 縄珊文-F土器深鉢 SH207 波状口縁。外面ナデ。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 ににぶぶいい橙褐77 55YYRR65//4 3 口縁部 40贔

758 縄珊-文F土器深鉢 SH207 
内外面ともナデ。 やや密 良 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙IIOOYYRR67//43 口縁小片 41ふ

759 縄Vlll-文E土器深鉢 SH207 内外面とも条痕調整。 やや粗 良 外内 橙にぶ7.い5Y橙R7.75/YR67/4 
体部片 41贔

760 縄珊-文F土器深鉢 SH207 口径302 内外面ともナデ。 やや粗 やや不良 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.5IOYYR7R/7/43 口縁小片 43ぶ
761 縄珊-文E土器・深鉢 SH207 内外面とも条痕調整。 やや粗 良 外内 橙にぶ7.い5Y橙R7.75/YR67/4 

体部片 41贔

762 縄VIII-文F土器深鉢 SH207 口径302 内外面ともナデ。 やや粗 やや不良 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.51Y0YR7R/7/4 3 口縁小片 43ぶ
763 縄圃文ギ土器深鉢 SH207 内外面ともナデ。 やや粗 良 橙75YR7/6 口縁小片 422 

-01 

764 縄VIII-文F士器・深鉢 SH207 外面ナデ、内面条痕か。 やや粗 良 外内 褐にぶ灰いI黄OY橙RI4O/YRl7/3 口縁小片 40贔

765 縄珊文-F土器・深鉢 SH207 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 灰にぶ黄い褐黄1橙0YIORY6R/7/23 口縁小片 41_妬

766 縄珊-文F土器深鉢 SH207 内外面ともナデ。 やや粗 良 浅黄橙75YR8/2 口縁小片 40贔

767 縄圃-文E土器深鉢 SH207 内外面とも条痕調整。 やや粗 良 外内 灰浅黄褐橙7.5lYOYRR4/S/23 口縁小片 40ぶ
768 縄Wl-文F七器・深鉢 SH207 口径：21.2 外面ミガキ、内面ナデ。 やや粗 良 外内 褐浅灰黄210.5YYRR67//I3 

口縁小片 41ぶ
769 縄珊-文F士器・深鉢 SH207 口径'326 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 褐にぶ灰いI褐OY7.R54Y/R6l/3 

口縁小片 41ふ
770 縄VIII-文F土器・深鉢 SH207 内外面ともミガキ。 やや粗 良 灰黄褐10YR6/2 ［］縁小片 40贔

771 縄珊-文F土器深鉢 SH207 外面ナデ、内面条痕。 やや粗 良 外内 に浅ぶ黄い橙橙77.5.5YYRR87//44 口縁小片 41ぶ
772 縄VIII-文F土器深鉢 SH207 内外面ともミガキ。 やや粗 良 外内 灰にぶ褐い7黄.5橙YRIO5Y/R27/4 

口縁小片 41応

773 縄Vlll-文E士器深鉢 SH207 口径194 内外面とも条痕調整のちナデ。 やや密 良 外内 褐淡灰黄27 55YYRR48//3 ! 口縁小片 41贔

774 縄VIII文-F土器深鉢 SH207 外面ナデ、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 橙浅黄5Y橙RI7O/Y8R8/4 口縁小片 4t_1z 

775 縄珊-文F土器深鉢 SH207 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 浅にぶ黄い橙黄IO橙Y!RO8Y/R47/3 
口縁小片 41晶

776 縄圃-文F土器深鉢 SH207 外面ナデ、内面ミガキ。 やや粗 良 浅黄橙75YR8/4 口縁小片 41ぶ
777 縄珊文-F土器・深鉢 SH207 外面ナデ、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 褐浅灰黄橙IO7Y.5RY6/R8l/4 

口縁小片 40贔

778 縄VIII-文F土器・深鉢 SH207 外面ナデ、内面条痕調整。 やや粗 良 外内 に浅ぶ黄い橙橙107Y.5RY8R/74/~ 口縁小片 42加

779 縄珊-文F士器・深鉢 SH207 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 黄にぶ灰い2黄.5橙YRIO6Y/RI7/3 口縁小片 43贔

780 縄珊-文F土器深鉢 SH207 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 灰にぷ黄い褐黄I橙OY!ORY6R/7/23 口縁小片 41_悩

781 縄¥'111文-F'土器・深鉢 SH207 外面ミガキ、内面ナデ。 やや粗 良 外内 ににぶぶいい橙橙77 55YYRR67//4 4 口縁小片 40贔

782 縄VIII文-F土器深鉢 SH207 
口径'326 内外面ともナデ。 密 良 外内 浅淡橙黄橙5Y7R.58Y/R48/4 口縁小片 鴨

783 縄珊ギ文土器深鉢 SH207 波状口縁。外面ナデ、内面ミガキ。 ;jF_ 良 にぶい黄橙10YR6/3 口縁小片 42贔

784 縄珊-文G土a器深鉢 SH207 口径12.0 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 灰灰白白!1O0YYRR87//2I 口縁部
底嘉 4~ 贔

785 縄珊ぶ文土b器鉢 SH207 器口径高・187.6 7 外面ミガキ、内面粗いミガキ。 粗 良 浅黄橙75YR8/4 口縁小片 底嘉 43贔

786 縄VIII-文G土b器鉢 SH207 器口径高.1170..62 外面ナデ、内面ミガキ。 密 良 淡黄25Y8/3 口緑小片 嗜 404 
-01 

787 縄珊文ぶ士b器鉢 SH207 
胴径・22.0 外面ミガキ、内面ナデ。 密 良 外内 浅浅黄黄橙橙7!.O5YYRRS8//34 体部片

底嘉 41贔

788 縄珊-文G土b器鉢 SH207 内外面ともナデ。 並 良 外内 に紫ぶ黒い5橙P27/.5YlR8/4 
体部片 42贔

789 縄VI-文B土器・鉢 SH207 底径・120 外面縄文LRを施す。内面ナデ。 やや粗 良 外内 褐浅灰黄橙IOIYORY5R/8/l3 底部片 底嘉 43贔

790 縄間1文-1t器浅鉢 SH207 内外面ともナデ。 密 良 外内 灰浅黄5Y24.5/YlR7/3 
口縁小片 40如

791 縄圃-文I士器浅鉢 SH207 外面条痕調整．内面ナデ。 密 良 外内 褐黒灰褐7I.O5YYRR34//ll 
口縁小片 402 

-01 

792 縄N-文K士26器a浅鉢 SH207 口縁部直立。外面口縁部に縄文LRを施す。内面ナデ。 やや密 良 にぶい橙7SYR7/3 体部片 41贔

793 縄N-文K土26器c浅鉢 SH207 口径.340 沈口縁線部間直に刻立み。外。内面面口ミ縁ガ部キ外。面と屈曲部に平行沈線を施し、 やや密 良 外内 に褐ぶ灰い1橙0Y7.R5Y4/R7l/4 口縁小片 40ぶ
794 縄IV-文K土26器a浅鉢 SH207 口径376 口内縁面部ナデ直。立。外面屈曲部から底部にかけて縄文LRを施す。 やや密 良 外内 褐褐灰灰I!OOYYRR45//2! 口縁小片 鴨
795 縄d文土器底部 SH207 

底径・102 内外面ともナデ。 密 良 外内 褐浅灰黄橙IO7Y.5RY5R/8!/4 
底部片 鴨

796 縄cl文土器底部 SH207 
底径・108 内外面ともナデ。 亜 良 にぶい黄橙10YR4/l

底巴ぷ 43_1)1 

797 縄cl文土器・深鉢 SH207 底径.86 内外面ともナデ。 粗 良 にぶい褐75YR6/3 底部片 41贔

798 縄珊-文F土器深鉢 SH207 底径：82 内外面ともナデ。 並 良 黒紫5P2/l 呼力 底胃 42加

799 縄bl文t器深鉢 SH207 底径105 外面ナデ、内面条痕調整。 やや粗 良 浅黄橙75YR8/4 底部片 42畠

800 縄間1-文F'土器・深鉢 SH207 底径140 内外面ともナデ。 並 良 外内 に暗ぶ紫い灰黄5橙P310/Y1R6/1 
口縁小片 424 

-01 

801 縄b2文土器鉢 SH207 
底径・45 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 褐浅灰黄2JO.5YYR74//3J 1/6 407 

-05 

802 縄l文-K土3器深鉢 SH236 外面磨消縄文RL、内面ナデ。 密 良 外内 ににぶぶいい橙黄橙7.5IYOYR7R/7/32 口縁小片 44如

803 縄ill-文Ktll器b2深鉢 SH236 外面口縁部に沈線、内面ナデ。 密 良 外内 灰暗灰白2N.35/Y8l/2 
口縁小片 44贔

804 縄ill-文K土IO器b深鉢 SH236 外面口縁端部に沈線、内面ナデ。 密 良 にぶい黄橙10YR7/2 口縁小片 44贔

805 縄ill-文K士!O器b・深鉢 SH236 筒内状外突面起とも、ミ3ガHキ・1:r。孔。［］縁端部に1本沈線。 並 良 外内 灰紫黒褐57R.5PY2R/4/l2 突口縁起小片 44如
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806 縄ill-文K土l6器b深鉢 SH236 外面磨消縄文LR、内面ナデ。頸部付近。 密 良 外内 ににぶぶいい黄橙橙510YRY7R/7/44 体部片 44ぶ

807 縄ill-文K土l6器b・深鉢 SH236 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 密 良 外内 灰灰白白2!O.5YYR88//2l 口緑小片 44ふ
808 縄ill-文K土l6器b深鉢 SH236 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 密 良 外内 灰にぶ褐い5Y橙R55Y/R26/3 

体部片 44ぶ

809 縄lli-文K土l6器b・深鉢 SH236 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 密 やや良 外内 黒褐灰7.52Y.5RY77//42 体部片 44_ぶ2

810 縄lll-文K土l6器b深鉢 SH236 
外面磨消縄文LR、内面ミガキ。 密 良 外内 に橙ぶ5いYR橙67/.5Y6R7/4 体部片 44ぶ

811 縄ID-文K1:l6器b・深鉢 SH236 外面沈線文、内面ナデ。 密 良 外内 褐灰灰黄2!O.5YYR75//2l 体部片 44贔

812 縄W-文C土器・深鉢 SH236 外面条線、内面ナデ。 密 良 外内 褐にぶ灰い!黄OY橙RI6O/YRI7/2 体部片 44ふ
813 縄VI文-A土器深鉢 SH236 外面全面に縄文LRを施す。内面 t半ミガキで下半ナデ。 並 良 外内 肖灰黒褐57P.5BY2R/4/J2 

体部片 44如

814 縄珊-文F士器深鉢 SH236 内外面ともナデ。 密 良 外内 浅浅黄黄橙橙710.5YYRR88//34 口縁小片 44恥

815 縄VIII文-F士器深鉢 SH236 内外面ともナデ。 密 良 外内 灰浅褐黄橙5Y76.5/YlR4/2 
口縁小片 44ぶ

816 縄珊-文Ft器・深鉢 SH236 外面ナデ、内面条痕。 密 良 外内 灰黄灰白2IO.5YYR68//l2 口縁小片 44贔

817 縄VIII-文F七器深鉢 SH236 内外面ともナデ。 密 良 外内 褐浅灰黄橙107Y.5RY6R/8l/4 
口縁小片 44ぶ

818 縄WI-文F土器・深鉢 SH236 内外面ともナデ。 並 良
暗紫灰5P3/l 口縁小片 44ふ

819 縄珊-文F土器深鉢 SH236 内外面ともナデ。 密 良 外内 ににぶぶいい黄黄橙橙IIOOYYRR77//43 体部片 44ぶ
820 縄Vlll-文F七器・深鉢 SH236 口径'298 内外面ともミガキ。 並 良

褐75YR4/4 部口縁1/～9体 叫
821 土製耳飾 SH236 最大径23 内外面ともミガキ。内面のみ朱彩。 密 良 外内 に浅ぶ黄い橙黄7橙.5IYORY8R/7/43 完形 44贔

822 縄珊-文F土器・深鉢 SH236 胴径.384 内外面ともミガキ。 並 良 外内 紫浅黒黄25P.52Y/7/l3 
体部片 44ふ

823 縄珊-文E土器深鉢 SH236 外面細密条痕、内面ナデ。 並 良 外内 暗暗紫青灰灰55RB34//l1 体部片 唸
824 縄I-文K土la器・深鉢 SH220 波状口縁。外面磨消縄文LR、内面ナデ。 密 良 にぶい黄橙10YR7/4 口縁小片 47贔

825 縄I-文K土3b器・深鉢 SH220 外面2本沈線間に斜条線、内面ナデ。 やや密 良 外内 淡褐灰黄2!O.5YYR85//3J 口縁小片 47贔

826 縄1-文K土lb器・深鉢 SH220 外面2本沈線間に斜条線、内面ナデ。 やや密 良 外内 に褐ぶ灰い1黄0褐YRIO8Y/R5l/3 口縁片 47妬

827 縄l-文K3ta器・深鉢 SH220 外面磨消縄文RL、内面ミガキ。 やや密 良 外内 褐淡灰黄2!O.5YYR88//33 口縁小片 47~ 贔

828 縄I-文K土3a器深鉢 SH220 外面磨消縄文RL、朱彩。内面ミガキ。 やや密 良 外内 褐褐灰灰!!OOYYRR45//ll 口縁小片 47贔

829 縄ll文-K士8器深鉢 SH220 外面口縁部上下に沈線、沈線間に刻み。丙面ミガキ。 やや密 良 外内 に浅ぶ黄い橙黄7橙.5IOYYRR87//44 口縁小片 47贔

830 縄Il-文K土9a器深鉢 SH220 口縁部＜字状に屈曲。外面磨消縄文RL、屎彩。内面ミガキ。 やや密 良 外内 褐褐灰灰710.5YYRR45//ll 口縁小片 47贔

831 縄U-文Kt7器深鉢 SH220 外面3本沈線による磨消縄文RL、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 灰浅黄白橙101Y0RY8R/82/3 
口縁小片 47贔

832 縄V文-K土22器a深鉢 SH220 外面口緑部に横走沈線と刻み、内面ミガキ。 やや密 良 浅黄橙10YR8/3 口縁小片 47ぶ
833 縄IV-文K土ll器b2・深鉢 SH220 外面沈線文、内面ナデ。 やや粗 良 浅黄25Y8/3 口縁小片 47命

834 縄N-文K士l6器a深鉢 SH220 外面磨消縄文RL、内面ナデ。 やや密 良 外内 に褐ぶ灰いI黄O橙YRIO6Y/R7l/3 体部片 47_14 

835 縄IV-文K土l6器a深鉢 SH220 外面沈線間に縄文RL、朱彩。内面ミガキ。 やや密 良 外内 灰褐灰黄褐101Y0RY4R/6/l2 体部小片 47ぶ
836 縄VD-文C土器深鉢 SH220 外面条線垂下、内面ナデ。 やや密 良 外内 灰にぶ褐い7橙.57Y.5RY5R/7/24 口縁小片 鴨
837 縄W-文C上器・深鉢 S11220 外面斜行条線、内面ナデ。 やや粗~ 良 外内 灰褐灰褐77 55YYRR55//2 l 体部小片 47贔

838 縄圃-文F土器・深鉢 SH220 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 黄褐灰灰27 55YYR5/4/3 l 口縁小片 47贔

839 縄珊-文F土器深鉢 SH220 外面ナデ、内面ミガキ。 やや密 良 外内 灰褐灰褐77 55YYRR45//2 l 口縁小片 47如

840 縄V!Il文-F士器・深鉢 SH220 外面ナデ、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 褐褐灰灰I1O0YYRR46//ll 口縁小片 47加

841 縄VIII-文Ft器深鉢 SI-I220 外面ミガキ、内面ナデ。 密 良 灰白IOYRS/2 口縁小片 47ぶ
842 縄a2文土器・底部 SH220 底径.90 内外面ともナデ。 I-.げ底気味。 やや粗 良 外内 灰浅黄黄橙2.57Y.57Y/R38/3 底部片 47ぶ
843 縄C-文2土器・深鉢 S1!232 外面沈線間に縄文RL、内面ミガキ。 亜 良 外内 灰にぶ褐い7黄.5橙YRIO5Y/R27/3 口縁小片 49ぷl

844 縄ill文-K七!O器c深鉢 SH232 口縁端部にキザミ。外面ナデ、朱彩。内面ミガキ。 密 良 外内 黒黄灰2.52Y.52Y/4/ll 
口縁小片 49晶

845 縄N-文16土a器深鉢 SH232 外面磨消縄文RL、朱彩。内面ミガキ。 密 不良 外内 灰灰褐褐77 55YYRR45//2 2 体部片 49贔

846 縄N-文16土a器・深鉢 SH232 外面磨消縄文RL、内面ミガキ。 密 不良 外内 灰明褐白灰IO7Y.5RY8/R72 /2 体部片 49ぷ4

847 縄!V-文16土a器深鉢 SH232 外面磨消縄文RL、朱彩。内面ミガキ。 密 不良 外内 黒褐灰褐I!OOYYRR35//ll 体部片 49贔

848 縄IV文-21土器深鉢 SH232 頸部の浮文部分。内外面ともナデ。 密 不良 外内 灰浅黄白橙101Y0RY8R/82/3 体部片 491 
-10 

849 縄珊-文F士器深鉢 SH232 内外面ともミガキ。 密 良 外内 橙にぶ7.い5橙YR7.75/YR67/4 口緑小片 49占3

850 縄珊-文F土器深鉢 SH232 外面ミガキ後、朱彩。内面ミガキ。 密 不良 外内 灰褐灰褐77..55YYRR44//2l 体部片 49ぷ，

851 縄間1文-F土器・深鉢 SK201 内外面ともミガキ。 密 良 外内 にぶい褐ヽ橙75.5YYRR66//33 底部片 底名 49証
にぶし

852 縄II-文K土3器深鉢 SK201 外面3本沈線と磨消縄文か。内面ナデc やや粗 良 灰白IOYR8/2 口縁小片 46_『)3

853 縄Il-文K土7器・深鉢 SK201 外面3本沈線と磨消縄文LR、内面ナデ。 やや密 良 灰白JOYR8/2 口縁小片 叫
854 縄11-文K士7器深鉢 SK201 外面口縁部に3本沈線と磨消縄文LRを施す。内面ナデ。 やや密 良 黄灰25Y5/l 口縁小片 46加

855 縄Il-文K七4器・深鉢 SK201 口径・.350 大内小面のミガ波キ頂。部。外面2本沈線間に磨消縄文LR、 やや粗 良 褐灰10YR5/2 口縁片 46_ぶ
856 縄文t器深鉢 SK201 外面口縁部に沈線を施す。内面ナデ。 やや粗 亜 にぶい橙75YR7/4 口縁小片 46贔

857 縄文土器・深鉢 SK201 外面口縁部に沈線を施す。内面ナデ。 やや粗 良 橙5YR7/6 口縁小片 46贔
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858 
縄文t器・深鉢 SK201 外面口緑部に沈線を施す。内面ナデ。 粗 良 外内 灰褐褐7.57Y.5RY4R/4.'l/2 口縁小片 40_tt 

859 縄Vll-文C土器深鉢 SK201 外面格子状に条線を施す。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 橙浅黄5Y橙R170/Y6R8/3 体部小片 46恥

860 縄VIII-文F土器深鉢 SK201 
内外面ともナデ。 密 良 外内 橙にぶ10いY黄R橙6/106YR6/3 体部小片 55ぶ

861 縄C-文2土器深鉢 SK202 
外面沈線間に縄文RLを施す。内面ミガキ。 並 良 外内 浅褐灰黄橙101Y0RY6R/83/3 体部小片 464 

-03 

862 縄l-文Kt3a器深鉢 SK202 
外面2本沈線と磨消縄文RL、内面ナデ。 並 良 外内 褐黒灰褐55YYRR34//ll 口縁小片 46贔

863 縄l-文K土3a器・深鉢 SK202 外面2本沈線と磨消縄文LR、内面ナデ。 並 良
橙75YR6/8 口縁小片 45贔

864 縄I-文K土3a器・深鉢 SK202 波状口縁。外面2本沈線と磨消縄文LR、内面ナデ。 並 良
黄橙25YR5/l 口縁小片 45ぶ

865 縄Il-文K土6器深鉢 SK202 
外面幅の狭い2本沈線と磨消縄文RL、内面ミガキ。 並 良

黒褐5YR2/l [J縁小片 45贔

866 縄Il文-K士6器深鉢 SK202 外面幅の狭い2本沈線と磨消縄文LRを施す。内面ナデ。 牝 良
赤灰25YR4/l 口緑小片 45恥

867 縄Il-文K6t. 器深鉢 SK202 外面幅の狭い2本沈線と磨消縄文LR、内面ミガキ。 並 良
褐灰75YR4/l 口縁小片 46ぶ

868 縄ll-文Kt7器深鉢 SK202 突起部分。外面3本沈線と磨消縄文LR、内面ナデ。 並 良
暗赤灰25YR3/l 口縁片 叫

869 縄ll-文K土7器深鉢 SK202 突内面起部ミガ分キ。。外面口縁部に沈線文、i皮頂部に刺突を施す。 並 良
褐灰75YR2/2 口縁小片 46b 

-3 

870 縄II-文K士S器深鉢 SK202 波文状LR口、縁内面。外ミガ面キ口。縁端部と直下に沈線を施し、沈線間に縄 並 良 外内 に暗ぶ褐い7.褐5Y7.R5Y3/R53/3 口縁小片 45贔

871 縄Il文-K土8器深鉢 SK202 外ミガ面キ口。縁端部と直下に沈線を施し、沈線間に縄文RL、内面 並 良 外内 灰浅黄白橙101Y0RY8R/82/3 口縁小片 鴨
872 縄Il-文K8t. 器・深鉢 SK202 外文R面L口、縁内部面とミガ直キ下。に沈線を施す。朱彩。沈線間にキザミと縄 亜 良

褐!OYR4/4 口縁片 46畠

873 縄IV-文Klt1 器b2深鉢 SK202 外面肥厚する口縁部に刻み、内面ナデ。 ~ 良 外内 灰暗赤白灰IO2Y.5RY8/R42/l 口縁小片 46贔

874 縄IV-文Ktll器b2・深鉢 SK202 [I縁端部に刺突。外面[l縁部に縄文LR、内面ミガキ。 並 良 外内 灰にぶ黄い褐橙170.5YYRR66//24 口縁小片 46贔

875 縄N-文K土l6器a深鉢 SK202 外面沈線間に縄文RL、内面ミガキ。 並 良 外内 灰赤褐褐灰7.57Y.5RY5R/7/2l 体部小片 46贔

876 縄N-文K土l6器a深鉢 SK202 
外面沈線間に縄文RL、内面ミガキ。 並 良 外内 赤赤灰灰22 55YYRR45//l l 体部小片 46贔

877 縄N-文Ktl5器b深鉢 SK202 波に刺状突口を縁施、外す面。内肥面厚ミすガるキ口。縁部上に縄文LR施文後、円形 並 良 外内 灰褐灰白7IO.5YYRR84//ll [l縁小片 46贔

878 縄IV-文K士l6器a深鉢 SK202 外面沈線文、内面ミガキ。 並 良 外内 褐褐灰灰1IO0YYRR45//ll 体部小片 叫
879 縄N-文Ktl5器深鉢 SK202 外面沈線文、内面ナデ。 やや粗 良 外内 褐浅灰黄橙7.5IYOYR5R/8/l3 体部小片 46贔

880 縄N-文K土l5器深鉢 SK202 外面沈線文、内面ミガキ。 並 良 外内 灰暗黄赤褐灰710.5YYRR62//2l 体部小片 46贔

881 縄N-文K土l5器b深鉢 SK202 外は不面明口。縁内部面にミ2ガ本キ沈。線を巡らし、沈線間に縄文。撚りの方向 並 良
にぶい黄橙10YR7/2 口縁小片 45贔

882 縄IV-文KtJ7器b2・深鉢 SK202 外面口縁部内面に沈線文、内面ナデ。 並 良 外内 暗浅赤黄橙灰27 55YYRR38//3 l 口縁小片 45晶

883 縄IV文-Kt11 器b2・深鉢 SK202 波状口緑。外面内折する口縁部に沈線を施す。内面ミガキ。 亜 良 外内 赤暗灰赤灰7.57R.55Y/Rl4/l 口縁小片 46翫

884 縄VI-文At器深鉢 SK202 外面縄文RLを施す。内面ミガキ。 やや密 良 外内 浅褐灰黄2IO.5YYRR48//23 
体部小片 46ふ

885 縄W-文C上器深鉢 SK202 外面条線を施す。内面ナデ。 並 良 外内 浅にぶ黄い橙黄I橙OY!ORYSR/7/44 口縁小片 46贔

886 縄Vll-文C士器深鉢 SK202 外面条線を施す。内面ナデ。 並 良 外内 に浅ぶ黄い橙褐I7O.5YYRR85//44 口縁小片 46贔

887 縄VII-文C士器深鉢 SK202 外面条線を施す。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 褐にぶ灰いIO黄Y橙RI4O/YRl7 /3 
体部小片 46晶

888 縄VIII-文Ft. 器・深鉢 SK202 内外面ともミガキ。 並 良 外内 にぶい褐褐75YY R57//3 2 口縁小片 46贔
にぶい 7 5 R 

889 縄珊文-F土器・深鉢 SK202 底径87 内外面ともナデ。 並 良 外内 灰黄灰黄22 55YY86//3 1 底部 讐 叫
890 縄WI-文II土器浅鉢 SK202 器口径高613.4 .4 杯状。内外面ともミガキ。 並 良 外内 灰にぶ黄い褐黄I橙OYIORY6R/7/22 ロ佑嘉 戸 46贔

891 縄I-文K士3a器深鉢 SK210 外面口縁部に2本沈線と磨消縄文LRを施す。内面ナデ。 並 良 外内 灰黄橙白IIOOYYRR88//6l 鴨
892 縄I-文Kt3a器深鉢 SK210 外面口縁部に2本沈線と磨消縄文LR、内面ミガキ。 並 良

にぶい黄橙10YR7/2 口縁小片 450 
-03 

893 縄Il-文K8t器・深鉢 SK210 U径.290 波状口縁。外面3本沈線と磨消縄文RL、内面ミガキ。 並 良
灰白IOYR8/i 体部小片 45_蒻

894 縄II文-KlS: 器・深鉢 SK210 波状口縁。外面3本沈線と磨消縄文RL、内面ナデ。 並 良
浅黄橙10YR8/3 体部小片 45如

895 縄II-文K土8器深鉢 SK210 外面3本沈線による鉤手状の文様、内面ナデ。 並 良
にぶい黄橙IOYR6/4 45占l

896 縄C-文2土器深鉢 SK210 波状口縁。外面全面縄文LR、内面ナデ。 並 良
褐灰10YR5/l 体部小片 45贔

897 縄珊-文F± 器深鉢 SK210 口径262 内外面ともナデ。補修礼4カ所あり。 ,jf; 良
暗紫灰5P4/!

口各冨 45ふ

898 縄VII-文Ct: 器・深鉢 SK210 外面条線、内面ナデ。 密 良
にぶい黄褐10YR5/3 体部小片 555 

-02 

899 縄1-文K土lb器深鉢 SK211 外面2本沈線を施し、沈線間に条線を施す。内面ミガキ。 並 良
灰白IOYR8/2 口縁小片 46恥

900 縄ill-文K土!O器b深鉢 SK211 外面口縁端部に沈線を巡らす。内面ナデ。 粗 良 にぶい褐75YR8/3 口縁小片 46贔

901 縄cl文t器・底部 SK211 底径9.0 内外面ともナデ。平底。 粗 良
浅黄橙IOYR8/4 底部片 46贔

902 縄旧-文Kt!O器c深鉢 SK212 
外面口縁部に沈線を施す。内面ナデ。 やや粗 良 外内 灰浅黄白橙IO7Y.5RY8/R82/4 口縁小片 47ふ

903 縄文t器深鉢 SK212 外面口縁部に沈線を施す。内面ナデ。 密 良 外内 灰褐灰褐7755YYRR54//2 l 口縁小片 47畠

904 縄文 t:器深鉢 SK212 外面磨消縄文RLを施す。内面ミガキ。 密 良 外内 灰にぶ白いIO黄Y橙RIO7/YRl7/2 
体部小片 472 

-06 

905 縄Vll-文Ct器深鉢 SK212 外面格子状条線を施す。内面ナデ。 並 良 外内 褐にぶ灰い1褐0Y7R56Y/R5l /3 
体部小片

47ー危，

906 縄VII-文C土器深鉢 SK212 外面条線を施す。内面ナデ。 やや粗 良 外内 灰褐灰白2I.O5YYR8B//22 口縁小片 472 
-03 

907 縄VIII-文Ft. 器深鉢 SK212 内外面ともナデ。 亜 良 外内 に浅ぶ黄い橙褐77.5.5YYRR85//33 口縁小片 47ふ

908 縄l文-K3ta. 器深鉢 SK214 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 並 良
黄灰25Y6/i 口縁小片 45})5 

909 縄I-文K土3a器深鉢 SK214 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 並 良 灰黄25Y7/2 口縁小片 451, 
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910 縄I-文K土3a器・深鉢 SK214 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 並 良
黒褐75YR3/l 口縁小片 45贔

911 縄I文-K土3a器深鉢 SK214 外面2本沈線と磨消縄文LRによる文様帯、内面ナデ。 並 良
黒褐25Y3/l 口縁小片 45如

912 縄I-文Kt3a器深鉢 SK214 外面2本沈線と磨消縄文LRによる文様帝、内面ナデ。 並 良
黄灰25Y6/l 口縁小片 45晶

913 縄ll-文K上7器・深鉢 SK214 外面3本沈線と磨消縄文LRによる文様帝、内面ミガキ。 並 良
赤褐5YR4/6 口縁小片 45ふ

914 縄Il文-K土8器深鉢 SK214 外内面面肥ナデ限。する［］縁部の上ドに平行沈線、沈線間にキザミ。 亜 良 外内 ににぶぶいい赤黄褐橙510YYRR4/7/33 口縁小片 45贔

915 縄111-文K土IO器a・深鉢 SK214 穿孔された突起部分。口縁端部にキザミ。内面ナデ。 並 良
浅黄25Y.7/3 口縁小片 45贔

916 縄ffi-文K士ll器a・深鉢 SK214 外面口縁部刻み、以下沈線による文様、内面ミガキ。 並 良 外内 に明ぶ赤い褐赤5褐Y5RY5R/4/64 ［］縁小片 45贔

917 縄ill文-KtIO器深鉢 SK214 外面頸部に横走する沈線、以F沈線文。内面ナデ。 並 良
黒75YR2/l 体部小片 45贔

918 縄文土器・深鉢 SK214 外面擬縄文、内面ナデ。 亜 良 外内 黒灰褐5Y26.5/Yl3/l 
口縁小片 45贔

919 縄文土器深鉢 SK214 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 * 良
浅黄25Y3/l 体部小片 45_周，

920 縄VIII文-F士器深鉢 SK214 肥厚する口縁部。外面ナデ、内面ミガキ。 並 良
暗赤灰25YR3/l 口緑小片 45畠

921 縄VI-文A土器深鉢 SK214 外面口縁端部から口縁部にかけて縄文LR、内向ナデ。 並 良
灰褐75YR4/2 口縁小片 456 

-04 

922 縄Vll-文C士器深鉢 SK214 外面条線、内面ナデ。 並 良 外内 暗にぶ赤い灰黄I橙ORlO3Y/Rl7/2 体部小片 45贔

923 縄珊-文Ft器・深鉢 SK214 口径.354 内外面ともナデ。 並 良 外内 に青ぶ黒い5黄PB橙l.7IOY/Rl7 /3 ロ応詞 45ぶ

924 縄VII-文Ct器深鉢 SK214 外面垂下する条線、内面ミガキ。 rI縁部欠損。 密 良 外内 明にぶ褐い灰褐77.5.5YYRR76//3 2 体部 底部bl 45ぶ
925 縄珊-文F上器深鉢 SK214 内外面ともミガキ。 ~ 良 外内 に明ぶ赤い褐赤S褐YSRYSR/4/64 口縁小片 45贔

926 縄1'111文-F士器・深鉢 SK214 内外面ともナデ。 並 良 外内 褐黒灰褐77 55YYRR36//l l 口縁片 45恥

927 縄al文土器・底部 SK214 底径100 外面未調整、内面ナデ。 並 良
浅黄25Y7/3 底部小片 45贔

928 縄C-文2t器深鉢 SK215 
外面縄文RLを施し、沈線を施す。内面はミガキ。 密 良 外内 褐明灰褐灰107Y.5RY6R/7l/2 体部小片 47贔

929 縄I-文K土3a器深鉢 SK215 外内面面、、ミ口ガ縁キ部。外面に2本沈線と磨消縄文LRを施す。 密 良 外内 に浅ぶ黄い橙黄I橙OYIORY8R/7/32 
口縁小片 47ふ

930 縄II-文K土8器・深鉢 SK215 外内面面ミ口ガ縁キ部。に横走沈線、沈線間にキザミを施す。 密 良 外内 ににぶぶいい赤橙褐55YYRR64//33 47わ

931 縄Ill-文K土il器深鉢 SK215 波状口縁。外面、沈線文。内面ミガキ。 密 良 外内 灰灰褐白7IO.5YYRR76//l2 47ぶ

932 縄川-文K土ll器a・深鉢 SK215 口縁端部に沈線とキザミを施す。外面ナデ、内面ミガキ。 並 良 外内 灰にぶ褐い7.橙5Y5RY4R/7/24 47_ts 

933 縄IV文-K2t4器b深鉢 SK215 外面縄文LR施文後、刺突。内面ナデ。 並 良 外内 ににぶぶいい赤橙褐55YYRR64//33 47ぶ
934 縄ill-文KtlI 器・深鉢 SK215 外内面面ミ波ガ頂キ下。に2本沈線垂Fさせ、沈線間に列点を施す。 密 良 外内 ににぶぶいい橙橙7755YYRR67//4 3 47贔

935 縄ID-文K上il器・深鉢 SK215 外面沈線による渦巻文、内面ミガキ。 密 良 外内 灰灰褐褐55YYRR56//22 47贔

936 縄ill文-K土l6器b深鉢 SK215 外面磨消縄文RL、内面十デ。 密 良 外内 灰灰褐白7IO.5YYRR85//l2 47贔

937 縄III文-Ktl6器b深鉢 SK215 外面磨消縄文RL、内面ナデ。 密 良 外内 灰灰褐白27..55YY8R/4/l2 47ぶ
938 縄III-文K土l6器b・深鉢 SK215 外面磨消縄文RL、内面ナデ。 密 やや不良 外内 灰灰黄白褐IOIYORY7R/6/l2 47ぶ
939 縄III-文K土IO器深鉢 SK215 外面頸部に8字状浮文と横走沈線、内面ミガキ。 密 良 外内 灰にぶ褐い7橙.57Y.5RY5R/72/3 

体部小片 47贔

940 縄IIl-文K土lO器b・深鉢 SK215 外面沈線文、内面ナデ。 密 良 外内 ににぶぶいい橙橙55YYRR66//32 口縁小片 47ふ
941 縄Ill-文K土lO器b・深鉢 SK215 外面沈線文、内面ミガキ。 密 良 外内 ににぶぶいい橙橙75.5YYRR77//43 体部片 47命

942 縄渭1-文F土器深鉢 SK215 内外面ともミガキ。 密 良 外内 ににぶぶいい赤赤褐褐55YYRR45//34 口縁小片 47ふ
943 縄a2文t:器底部 SK215 

底径・g0 内外面ともナデ。 密 不良 外内 灰灰白白2IO.5YYR77//ll や；1片
475 
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944 縄a2文t.器・底部 SK215 底径149 内外面ともナデ。 'IV 良 外内 ににぶぶいい褐黄7橙.5IOYRY7R/7/32 門片 47贔

945 縄II-文K土6器深鉢 SK221 外面口縁部に沈線と刻みを施す。内面ミガキ。 やや粗 良
灰白75YR8/l 口縁小片 47贔

946 縄ill-文K土lO器a・深鉢 SK221 外面肥厚する口縁外端部に沈線と刻みを施す。内面ミガキ。 粗 良
にぶい橙75YR7/4 口縁小片 鴨

947 縄III-文Ktll器a・深鉢 SK221 外面口縁部外面に沈線と刺突を施す。内面ナデ。 粗 良
にぶい橙5YR6/6 口縁小片 47贔

948 縄IV-文Ktl9器深鉢 SK221 口内縁面端ミガ部キ上。に捻転する橋状把手。外面沈線による渦巻文。 やや粗 良 黄橙JOYR8/6 口縁小片 481 
-01 

949 縄文七器深鉢 SK221 外面口縁部に沈線を巡らす、内面ナデ。 粗 不良 灰褐75YR4/2 口縁小片 47贔

950 縄文土器・深鉢 SK221 外面沈線文、内面ミガキ。 やや粗 良
灰褐!QYR7/2 口縁小片 48贔

951 縄ill文-Kt!O器c・深鉢 SK221 外面ミガキ、内面口縁部内面に沈線文。 粗 良
にぶい黄橙IOYR7/4 [)縁小片 48恥

952 縄IIl文-K土lO器c・深鉢 SK221 外面ナデ、内面口縁部に2本沈線を施す。 粗 良 外内 黄黄灰灰2255YY46//2 l 口縁小片 48畠

953 縄N-文K土25器a深鉢 SK221 外面縄文RLを施す。内面ミガキ。 やや密 良 外内 灰浅黄黄橙褐7IO.5YYRR68//24 体部小片 47贔

954 縄圃-文F上器・深鉢 SK221 外面ミガキ、内面ナデ。 やや粗 良
灰黄褐!OYR6/2 口縁小片 47贔

955 縄珊-文F十器深鉢 SK221 外面ミガキ、内面ナデ。 やや粗 良 にぶい黄橙10YR7/2 口縁小片 47贔

956 縄珊-文F士器・深鉢 SK221 外面ミガキ、内面ナデ。 粗 良 外内 灰浅黄黄橙褐IIOOYYRR84//23 口縁小片 48贔

957 縄Il-文K8t器深鉢 SK223 外面u縁部に磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 やや粗 良 浅黄橙75YR8/4 口縁小片 48ぶ
958 縄N-文Klt:5 器深鉢 SK223 外面磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 やや粗 良 黄灰25Y5/l 口縁小片 48贔

959 縄IV-文K土15器・深鉢 SK223 外面磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 灰淡黄黄22 55YY86/ /4 2 体部小片 48ぶ
960 縄IV-文K土ll器b2・深鉢 SK223 外面磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 に褐ぶ灰い1黄0Y褐R140/YRl4/3 体部小片 484 
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961 縄IV-文K十l．l器b2深鉢 SK223 外面磨消縄文RLを施す。内面ミガキ。 やや粗 良 黒褐25Y3/2 体部小片 484 
-02 
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962 縄N-文K土ll器b2深鉢 SK223 外面磨消縄文RLを施す。内面ミガキ。 粗 良
にぶい橙75YR6/4 体部小片 48ぶ

963 縄IV文-K士l5器深鉢 SK223 外面4本単位の沈線が垂下する。内面ミガキ。 粗 良 外内 灰浅褐黄橙7.57Y.5RY5R/82/4 体部小片 48応

964 縄IV文-Kltl器b2・深鉢 SK223 外面口縁部に沈線を施し、体郎沈線垂下する。内面ミガキ。 粗 良
橙75YR7/4 口縁小片 48ふ

965 縄IV文-Kt21器深鉢 SK223 外面口縁部に8字状浮文を施す。内面ミガキ。 やや粗 良
淡黄25Y8/4 口緑小片 48恥

966 縄珊-文F土器深鉢 SK223 
外面口縁端部に刻みを施す。内面ナデ。

粗 良
橙75YR7/6 口縁小片 48ぶ

967 縄N文-K土l8器b深鉢 SK223 外面口縁部に横走沈線を施す。内面ナデ。 やや粗 良
にぶい黄橙10YR7/3 口縁小片 48贔

968 縄IV文-K土24器b深鉢 SK223 外面口縁部に縄文LRを施す。内面ミガキ。 粗 良
淡黄25Y8/4 口縁小片 48贔

969 縄W-文Cf: 器深鉢 SK223 外面条線、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 黄浅黄橙橙IOIYORY8R/8/64 口縁小片 48贔

970 縄W-文C土器・深鉢 SK223 外面条線が垂下する。内面ミガキ。 やや粗 良
灰白75Y8/4 口縁小片 48贔

971 縄IV-文A土器深鉢 SK223 外面縄文LRを沈線を施す。内面ナデ。 粗 良
黄灰25Y4/l 体部小片 48塩

972 縄珊-文E土器深鉢 SK223 内外面とも条痕を施す。 粗 良
黄褐25Y5/l 口縁小片 48ぶ

973 縄al文土器・底部 SK223 底径.60 内外面ともナデ。 粗 良 外内 灰淡黄黄22 55YY87 //3 2 底部片 48畠

974 縄bl文士器底部 SK223 底径・so 外面ナデ、内面ミガキ。 やや粗 良 褐灰75YR7/4 底部 48ふ
975 縄IV-文K土ll器b2・深鉢 SK223 外面縄文LR施文後、沈線を施す。内面ミガキ。 粗 良 外内 橙黒褐5Y7R.56Y/R63/2 体部小片 487 
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976 縄IV文-K土lI 器b2・深鉢 SK223 外面縄文LR施文後、沈線を施す。内面ミガキ。
やや粗 良 橙5YR6/6 体部小片 48贔

977 縄IV-文K土ll器b2深鉢 SK228 外面縄文LR施文後、沈線を施す。内面ナデ。 やや粗 良 にぶい赤褐75YR5/4 体部片 鴨
978 縄I-文K土la器深鉢 SK228 外面口縁部に磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 密 良 外内 橙褐灰7.57Y.5RY7R/4/6l 口縁小片 48贔

979 縄1-文K上la器深鉢 SK228 外面口縁部に磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 密 良 外内 褐黄灰橙7iO.5YYRR58//!! 口縁小片 鴨
980 縄I-文K土ia器深鉢 SK231 外面口縁部に磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 密 良 外内 灰にぶ5¥い4橙/51YR7/4 

口縁小片 48恥

981 縄1-文Ki器深鉢 SK231 外面磨消縄文LRを施す。内面ナデ。 密 良 外内 褐浅黄10橙YR104Y/R48/3 体部小片 49贔
la 

982 縄N-文Ktll器b2・深鉢 SK231 外面口縁部に沈線を施す。内面ミガキ。 密 良 外内 ににぶぶいい黄褐橙7.75.Y5YRR67//33 口縁小片 48贔

983 縄1Il-文K士l6器b深鉢 SK231 外面磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 密 良 外内 橙明赤5Y褐R56Y/R85/6 
口縁小片 48贔

984 縄ID文-K七!O器a・鉢 SK231 外面口縁部に沈線と刺突を施す。内面ミガキ。 密 良 外内 に褐ぶ灰い1黄0Y橙RJO7/YR34/1 口縁片 鴨
985 縄ill-文Kt!O.器c深鉢 SK231 外面磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 密 良 外内 灰褐灰褐71.05YYRR55//l2 体部小片 48贔

986 縄IV-文K上l5器・深鉢 SK231 外面磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 密 良 外内 褐黄灰灰27 55YYR5/4/3 l 体部小片 49贔

987 縄N-文K土l5器深鉢 SK231 外面磨消縄文RL、内面ミガキ。 密 良 外内 に浅ぶ黄い橙黄1褐0Y10RY8R/5/3l 体部小片 49贔

988 縄N-文K士l5器深鉢 SK231 外面擬縄文、内面ナデ。 密 良 外内 に褐ぶ灰い7橙.57Y.5RY5R/7/l3 
体部小片 49贔

989 縄Vll文-Ci: 器深鉢 SK231 外面条線を施す、内面ミガキ。 密 不良 外内 浅にぶ黄い2黄.5橙Y7J/OY3R7/3 
体部小片 49趾

990 縄渭1-文FJ: 器・深鉢 SK231 外面口縁端部刻みを施す。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 褐にぶ灰いJ黄OY橙R!4O/YRJ7/3 口縁小片 48'. 忍3

991 縄珊-文Ft器・深鉢 SK231 外面ナデ、内面ミガキ。 密 良 外内 淡浅黄黄橙2.5IYO8Y/R83/3 
口縁小片 48贔

992 縄珊文-F土器・深鉢 SK231 内外面ともナデ。 密 良 外内 灰浅黄白橙101Y0RY8R/82/3 
口縁小片 48ぶ

993 縄圃-文F土器深鉢 SK231 外面ミガキ、内面ナデ。 密 良 外内 褐浅灰黄橙5Y1R04Y/R7l/3 
口縁小片 48贔

994 縄珊-文F土器深鉢 SK231 内外面ともナデ。 密 良 外内 灰黄灰白210.5YYR58//l2 口縁小片 叫
995 縄al文土器底部 SK231 内外面ともナデ。 密 良 外内 橙浅7黄.5橙Y1R07Y/R68/ 4 

底部片 48晶

996 縄I-文K3ta器底部 SK234 外面沈線と磨消縄文LRを施す。内面ミガキ。 密 良 外内 灰にぶ褐い7褐.57Y.5RY5R/62/3 口縁小片 49畠

997 縄VIJ.文C土器深鉢 SK234 外面条線が垂Fする。内面ナデ。 密 不良 外内 灰褐灰褐77 55YYRR56//2 l 体部小片 49応

998 縄Il-文K7t器・深鉢 SK235 外面口縁部に3本沈線を施す。内面ナデ。 密 良 外内 ににぶぶいい橙橙55YYRR67//44 口縁小片 49命

999 縄文t器深鉢 SK235 沈波線状に口よ縁る。文外様面。口内縁面部ミにガキ刺。突と短沈線を施し、以下は3本 密 良 外内 褐にぶ灰い5Y橙R55Y/Rl6/3 口縁小片 49命

1000 縄IV-文16十a．器深鉢 SK235 外面横走する2本沈線間にキザミを施す。内面ナデ。 密 良 外内 灰にぶ黄い褐黄1褐0YIORY6R/7/22 口縁小片 49孟

1001 縄VD文-C七器・深鉢 SK235 外面条線、内面ミガキ。 密 良 にぶい赤褐5YR5/4 lJ緑小片 49畠

1002 縄a2文土器底部 SK235 内外面ナデ。上げ底気味。 密 不良 外内 灰にぶ白い2橙.5Y75RY8R/7/2 4 底部片 49贔

1003 縄VIII-文F土器深鉢 SZ222 内外面ともナデ。 並 良 外内 黒明褐赤7褐.52Y.5RY3R/5/l8 体部2/3 44贔

!004 縄l-文KZt: 器・深鉢 闘4 外内面面口[J縁縁部部段が状内弯、器し面、器は面ミガにキは。2本沈線と府梢縄文LR。 並 良 黒褐10YR3/2 体部小片 鴨
1005 縄I-文K31:b器深鉢 間 す口縁。内部面がナ内デ弯。。外面に2本沈線を施し、沈線間に刺突を施 牝 良 褐灰75YR5/l 口縁小片 49贔

1006 縄I-文Kt3c器深鉢 紐 外内面面磨ナデ消。縄文を施す、磨耗が激しく撚りの方向は不明。 並 不良 灰白75YR8/2 口縁小片 49応

1007 縄Il-文K土6器深鉢 罰 口縁部内折。外面2本沈線と磨消縄文RL、内面ミガキ。 密 良 外内 に褐ぶ灰い!黄OY橙RI5O/YRl7 /3 口縁小片 49ぶ
1008 縄Il-文K士6器深鉢 詞5 口緑部内折。外面2本沈線と磨消縄文LR、内血ミガキ。 並 良 外内 に黒ぶ褐いI黄O橙YR7.25Y/R22/2 

口縁片 49贔

1009 縄ill-文KtlO器b・深鉢 闘5 外面口縁部に沈線を施す。内面摩滅が激しくイ＜明。 、花 良 明赤褐5YR5/6 口縁小片 49贔

1010 縄III-文Kl！：l器a・深鉢 肯 外文L面R波。頂内面下にナ沈デ線。垂下させ、羽状に沈線を施す。以ドに縄 やや粗 良 浅黄橙IOYR8/3 [J縁小片 49_1g 

1011 縄ill-文Kltl器a深鉢 腐4 外面波頂下に2カ所の刺突を施す。内面ナデ。 並 良 外内 暗明赤褐褐7.55YYRR53//82 口縁小片 49贔

1012 縄IIl-文K七ll器a深鉢 罰 口縁部肥厚。内外面ともナデ。 亜 良 暗赤灰25YR3/l 口縁小片 49贔

1013 縄III-文K七ll器a深鉢 倅 波頂下に穿孔。外面ナデ、内面ミガキ。 並 良 外内 黒褐灰褐77 55YYRR35//l i 口縁片 49畠
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1014 
縄文七器深鉢 罪 口縁部若干肥厚。外面沈線文、内面ナデ。 やや粗 良 外内 褐淡灰黄75.Y5RY8R/5/3l 口縁小片 49恥

1015 縄VIII文-F土器深鉢 腐5 口縁端部に刻み。内外面ともナデ。 並 良 外内 に黄ぶ灰い2黄.5橙Y6IO/YlR7/2 口縁小片 49贔

1016 縄IV-文K土l8器b深鉢 糾 外面口縁部ナデ、頸部以下沈線文。内面ミガキ。 並 良
暗赤灰75YR4/l 口縁小片 49恥

1017 縄IV-文K土ll器b2・深鉢 間 波内状面ナ口ブ縁。。口縁部若干肥厚。外面沈線文を施す。 並 良 外内 暗にぶ赤い灰橙2.55YYRR63//4 4 口縁片 49贔

1018 縄ID文-K士l6器a・深鉢 闘 外面弧状沈線を巡らし縄文LRを施す。内面ナデ。
並 良

灰白IOYR8/2 体部小片
唸2

1019 縄ill-文K土l6器a・深鉢 罰 外面磨消縄文RL、内面ナデ。 並 良 外内 黒浅褐黄橙5Y7R.53Y/R28/3 
体部小片 49ふ

1020 縄ill-文K土l6器a深鉢 閤 外面沈線文、内面ナデ。 並 良 外内 橙明赤5Y褐R27./5Y6R3/4 体部小片 49ぶ
1021 縄ill-文K土l6器a深鉢 詞5 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 やや密 良 外内 に褐ぶ灰い7橙.57Y.5RY6R/7/l4 体部小片 49ぶ
1022 縄ID-文K土l6器a深鉢 附 外面磨消縄文RL、内面ナデ。 並 良 外内 褐明灰褐灰7.57Y.5RY6R/7/l2 体部小片 叫
1023 縄旧-文K土l6器a・深鉢 悶 外面磨消縄文LR、内面ミガキ。 密 良

褐灰75YR4/l 体部小片 49ふ
1024 縄ill文-K土l6器a深鉢 即 外面磨消縄文LR、内面ナデ。

密 良
褐灰75YR5/l 体部小片

49_t)5 

1025 縄ill-文K土!6器a・深鉢 罰 外面沈線文、内面ミガキ。 密 良 外内 暗褐赤7.5灰Y2R.54Y/R33/2 体部小片 49恥

1026 縄N-文K土25器b深鉢 即 外面磨消縄文LR、内面ナデ。 密 良
淡黄25YR8/3 口緑小片 49如

1027 縄VB-文C土器・深鉢 El4 外面縦に条線、内面ナデ。 並 良 外内 にぶい橙黄橙7.5IYOYR6R/7/3 口縁小片 498 
P2 にぶい 2 -01 

1028 縄VIl-文C土器深鉢 罰 外面縦に条線、内面ナデ。 並 良 外内 灰暗赤白灰102Y.5RY8/R32/l 体部小片 叫
1029 縄VIII-文E土器深鉢 闘3 内外面とも条痕調整。 並 良 外内 灰にぶ5YいR黄4橙/IOlYR7 /2 

体部小片 49畠

1030 縄VIII-文E土器深鉢 詞4 外面条痕、内面ナデ。 密 良
にぶい黄橙JOYR7/3 口縁小片 49ふ

1031 縄圃文-F士器・深鉢 罰 内外面ともナデ。 並 良
黒褐10YR3/l 口縁小片 494 

-06 

1032 縄VIII-文F士器深鉢 B14 内外面ともナデ。 並 良 外内 黒にぶ褐い5橙YR7.35/YRl7/3 
口縁小片 49贔

Pl 1 

1033 縄VIII文-F土器・深鉢 防 内外面ともミガキ。
密 良 外内 褐明灰褐灰5Y7R.55Y/RJ7 /2 

口縁小片 49ぶ
1034 縄珊-文F土器・深鉢 詞5 内外面ともナデ。 やや粗 良 外内 褐にぶ灰い7褐.57Y.5RY4R/6/l3 口縁小片 49贔

1035 縄珊-文F土器・深鉢 籾 内外面ともナデ。 並 良 外内 灰灰N黄42/.5Yl7/2 
口縁小片 49贔

1036 縄珊-文F士器・深鉢 翫 外面ナデ、内面ミガキ。 並 良 外内 褐灰灰5Y75.5/YlR4/l 口縁小片 49贔

1037 縄珊-文F土器深鉢 腐5 内外面ともナデ。 並 良 外内 灰灰褐褐7755YYRR56//2 2 口縁小片 49ぶ
1038 縄珊-文F士器深鉢 固 内外面ともナデ。 やや密 良 褐灰75YR5/l 口縁小片 49如

1039 縄VIII-文F土器深鉢 闘 内外面ともナデ。 やや密 良 外内 褐灰灰白27..55YYRR85//ll 口縁小片 49ぶ
1040 縄Vlll-文F土器深鉢 因 内外面ともナデ。 並 良 外内 に黄ぶ灰い2黄.5橙Y610/YlR7/2 口縁小片 49贔

1041 縄文土器双耳壷 詞1 外面把手部分の周囲に沈線を施す。内面ナデ。 やや粗 やや不良 にぶい赤褐5YR5/3 体部片 49贔

1042 縄文土器底部 附 底径40 内外面ともナデ。 粗 やや不良 外内 淡褐灰黄210.5YYR85//4l 底部片 49贔
e 

1043 縄C-文2a土器深鉢 包Gl含3層 筒条突起。外面縄文LR施文後、沈線を施す。内面ナデ。 並 良 外内 灰にぶ黄い褐黄I橙OIOYRY6R/7/23 口縁部 54ふ
1044 縄C-文1上器・深鉢 F包l含5層 施口縁す部。内段面上ナにデ肥。厚。外面沈線による枠状文、枠内に沈線を 並 良

にぶい黄橙IOYR7/3 口緑片 54贔

1045 縄C-文1土器深鉢 E包l含4層 枠外面内に口は縁羽部状にの縄条文線LR。、内以面下ミにガ逆キU。字状の枠状文を施し、 やや密 良 外内 灰にぶ白いI黄OY橙R!8O/YRl7/3 口緑小片 叫
1046 縄C文土器・深鉢 包Gl含2層 波内状面ナ口デ縁。。口縁端部に沈線を施す。外面波頂下に沈線文、 やや粗 良 外内 橙黒褐7.5IYOYRR7/3/6l 口縁小片 54ふ
1047 縄C-文2b土器深鉢 包Hl含3層

波状口縁。外面縄文LR施文後、渦巻文を施す。内面ナデ。 やや粗 良 外内 灰淡黄5Y25.5/Y28/4 
口縁小片 叫

1048 縄C文土器・深鉢 包Gl含4層 波状口縁。外面縄文RL施文後、渦巻文を施す。内面ナデ。 並 良
灰白10YR8/l 口縁小片 53贔

1049 縄I-文K土lb器深鉢 包Gl含4層 波内状面ミ口ガ縁キ。。外面2本沈線を配し、沈線間に条線を施す。 並 良 外内 灰褐灰白I1O0YYRR86//ll 口縁小片 50贔

1050 縄I-文K土ia器・深鉢 包Gl含3層 肥厚する波状口縁。外面磨消縄文RLを施す。内面ミガキ。 並 良 灰白10YR8/l 口縁小片
53'. 忍3

1051 縄I-文K土2器・浅鉢 F包l含4層 るロ。縁ミ部カキ内。弯。外面2本沈線と磨消縄文RL、内面段状にな やや粗 良 外内 灰淡黄5Y25.5/Y28/ 4 
口縁小片 53ぶ

1052 縄ll-文K土4器・深鉢 E包l含4層 外列面点波文頂。内下面にミ刺ガ突キ、。その下に2本沈線を施す。沈線間には 密 不良 外内 灰灰黄白22..55YY87//2 2 口縁小片
噂2

1053 縄Il-文K土5器深鉢 F包l含4層 発達した突起部分の内面にはJ字状の浮文。 並 良
灰白5Y8/2 口縁小片

噂4

1054 縄Il-文K土5器・深鉢 E包l含4層 外面ミガキ、突起側面に渦巻文を施す。内面ミガキ。 密 良 にぶい橙75YR7/3 口緑小片 53贔

1055 縄11-文K土5器・深鉢 E包l含4層 外面沈線間に列点を施す。内面ミガキ。 やや密 良 外内 灰褐灰白7IO.5YYRR85//l3 口縁小片 53ふ
1056 縄I文-K土lb器深鉢 D包1含5層 外面沈線間に条線を施す。内面ミガキ。 密 良 外内 褐浅灰黄橙IOIYORY5R/8/l4 体部片 53恥

1057 縄Il-文K土6器・深鉢 G包l含3層 外面2本沈線と磨消縄文RLによる文様。内面ミガキ。 やや密 良 外内 灰褐灰黄褐7.51Y0YR4R/5/22 口縁小片 叫
1058 縄11-文K土6器・深鉢 G包l含2層 外内面面2ミ本ガキ沈。線と磨消縄文RLによる人り組み鉤状の紡錘文。 やや粗 良 外内 灰灰黄黄褐褐1100YYRR46//2l 口縁小片 54贔

1059 縄Il-文K士9b器・鉢 B包1含6層 口径'34.0 外面口縁部の上Fに磨消縄文LR文様を施す。内面ミガキ。 並 良 外内 褐灰灰印7O.5YYRR85//ll 口縁片 50贔

1060 縄ll-文K上7器・深鉢 B包1含4層 外面2本沈線と磨消縄文LRの文様を施す。内面ミガキ。 密 良 外内 褐黒灰褐7I.O5YYRR34//ll 口縁小片 49恥

1061 縄ll-文K土7器深鉢 包Hl含4層
口径295 ボ内ウ面ルミ状ガキc外。面3本沈線と磨消縄文RLによる文様帝。 密 良 外内 褐黒灰褐1100YYRR25//2l 戌 54忍2

1062 縄II文-K土7器・深鉢 G包J含5層 す口縁。内端面部ナにブj尤。線。外面3本沈線と磨消縄文RLの文様を施 やや粗 良 外内 褐浅灰黄橙IO7Y.5RY4R/8l/4 
口縁小片

54ー：66 

1063 縄II-文K土B器・深鉢 B包l含4層 外施す面。口内縁面端ミ部ガとキそ。の直下に横走沈線、沈線間に縄文LRを 並 良 外内 浅浅黄黄橙橙1100YYRR88//43 口縁小片 鴨
1064 縄II-文K土8器深鉢 0包1含5層 外によ面る1文1縁様端帯部。に内刻面みミガ。キ口縁。部には3本沈線と磨消縄文RL やや密 良 外内 褐灰灰褐7755YYRR55//2 l 口縁小片 53畠

1065 縄IV-文K土20器深鉢
包含層

外面ミガキ後、隆帯上に刺突文を施す。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 褐にぶ灰いI橙OY7.R5Y6/R7l/2 
U縁小片 53贔
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1066 縄IV文-K土20器深鉢 El包4含層 外面ミガキ後、隆帯上に刺突を施す。内面はナデ。 並 良 外内 に褐ぶ灰い10橙Y5RY5R/6l/3 口縁小片 53恥

1067 縄III-文K土lO器a深鉢 Gl包5含層 外内面面ミ口ガ縁キ端。部に縄文RLを施文後、沈線を施す。 並 良 外内 褐にぷ灰い1橙0Y7.R54Y/R7/l4 
口縁小片 54贔

1068 縄ill-文K土!O器b深鉢 F1包4含層 波状口縁。外面口縁端部に沈線を施す。内面ミガキ。 並 良 にぶい黄橙IOYR7/3 口縁小片 53ぶ
1069 縄ill-文Kt!O器a深鉢 Fl包4含層 口内縁外端面部ともにナ2デ本。沈線と刻みを施す。沈線を施す。 並 良 赤黒75YR2/l 口緑小片 53_i2 

1070 縄ID-文K士lO器b深鉢 Cl包5含層 波沈線状文口縁、内。面口ミ縁ガ端キ部。に沈線と刻みを施す。外面波頂下に やや粗 やや不良 外内 浅褐灰黄橙7.57Y.5RY5R/8/ll 口縁小片 53ぶ
1071 縄IV-文K土l5器深鉢 El包4含層 波間状に列口点縁文。外を面施、す波。頂内面Fかミガらキ沈。線がハ字状に広がり、沈線 やや粗 良 外内 橙黒褐7.5IYOYRR7/3/6l 口縁小片 53ぶ
1072 縄ill-文K土lO器c深鉢 Cl包5含層 口縁端部に刻みを施す。外面沈線を施す。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 褐にぶ灰い7黄.5橙YRIO4Y/RJ7/2 口縁小片 50畠

1073 縄皿-文K土!O器a深鉢 Il3 包含層
外面内折する口縁部に刺突と沈線を施す。内面ミガキ。 密 良 橙75YR7/6 口縁片 叫

1074 縄皿文-K土!O器c深鉢 C!包3含層 外面口縁部に刻みと沈線を施す。内面ミガキ。 並 良 外内 ににぶぶいい橙橙7755YYRR77//4 3 口縁小片 49贔

1075 縄IV文-K土ll器b2・深鉢 11包3含層 外面口縁部に多条沈線を施す。内面ミガキ。 密 良 外内 褐淡灰黄7255YY8R/5/4 l 口縁小片 54如

1076 縄N文-K土ll器b2・深鉢 B1包4含層 外す。面内内面折ミすガるキ口。縁部に沈線、頸部以下に多条沈線文を施 並 良 外内 に褐ぶ灰い7橙.5Y10RY5R/7/l2 口縁小片 49ぶ
1077 縄Il-文K土8器深鉢 Fl包4含層

口径：24 2 外線文面外を施反す、肥。厚内面すミるガすキる。口縁部に沈線、頸部以 Fに多条沈 並 良 暗赤灰75YR3/l 口縁片 53_13 

1078 縄ill-文K土ll器a深鉢 El包5含層 波内頂面下ミガにキ刺。突。外面口縁部に縄文RLと沈線を施す。 やや粗 やや不良 外内 灰褐灰白IIOOYYRR85//II 口縁小片 53恥

1079 縄皿-文K七IO器c・深鉢 Gl包4含層 外面内折する口縁部に刻みを施す。内面ナデ。 やや粗 良 外内 ににぶぶいい黄橙橙7.5IOYYRR67//44 口縁小片 543 
-05 

1080 縄N-文Ktl5器a深鉢 01包4含層 外面渦巻沈線文を施す。内面ミガキ。 粗 良 外内 黄褐灰灰2IO.5YYR55//ll 体部片 53贔

1081 縄IV-文K七15器a深鉢 ]1包4含層 線口縁を施端す部。に内沈面線ミ。ガ外キ面。口縁部に円弧文、頸部に華 Fする条 密 不良 外内 淡浅黄黄橙2.51Y08Y/R84 /3 口縁片 鴨
1082 縄IV-文K土l5器b深鉢 G6包試含掘層 波状口縁。外面波頂下に沈線文を施す。内面ミガキ。 やや粗 良 外内 ににぶぶいい橙赤7褐.55YYRR54//43 口縁小片 55枷

1083 縄IV-文Kt.l5器a深鉢 G6包試含掘層 波状口縁。外面波頂下に円弧文を施す。内面ミガキ。 粗 やや不良 外内 灰浅黄白橙107Y.5RY8/R8l/6 口縁小片 551 
-01 

1084 縄N-文K土l5器a深鉢 Cl包S含層 外内面面ミ口ガ縁キ部。に縄文LR後刺突、以下垂下する沈線を施す。 粗 不良 灰白75YR8/2 口縁小片 50贔

1085 縄IV-文K土15器a深鉢 Fl包4含層 外面口縁部に縄文LR施文後沈線を施す。内面ナデ。 並 良 褐灰75YR4/l 口縁小片 53贔

1086 縄N-文K土l5器a深鉢 G!包4含層 外口縁面端口縁部部や内に縄面文にまLでR施縄文文後を施沈す線。を施す。内面ナデ。 やや粗 良 外内 に浅ぶ黄い橙黄1橙0YIORY8R/7 /4 3 口縁小片 54ふ
1087 縄IV-文K土l5器b深鉢 Hl包3含層

外面段状に肥厚する口縁に細い沈線を施す。内面ミガキ。 密 良 外内 に浅ぶ黄い2黄.5橙Y7IO/Y3R7 /1 口縁小片 54贔

1088 縄IV-文K土l5器b深鉢 Gl包5含層 外面口縁部に沈線文、内面ミガキ。 並 良 にぶい橙75YR7/4 口縁小片 53ぶ
1089 縄IV-文K土l5器深鉢 Fl包3含層 外面沈線と条線、内面ナデ。 並 良 灰赤25YR4/2 体部小片 53盃5

1090 縄IB文-K土l2器a深鉢 Fl包5含層 波内外状面口縁とも。ナ口デ縁。端部に刻み。波頂下の内外面には刺突。 並 不良 灰白25Y8/2 口縁小片 53贔

1091 縄ill-文K土l2器b深鉢 Fl包4含層 波頂下の内外面に刺突。外面ミガキ、内面ナデ。 並 良 外内 灰褐灰白1100YYRR88//2l 口縁小片 53晶

1092 縄IJI-文K士ll器a深鉢 Fl包4含層 外面口縁部に沈線、以下縄文RLを施す。内面ミガキ。 -iE 良 外内 灰褐灰白7IO.5YYRR85//2l 口縁小片 53贔

1093 縄皿-文K土ll器a深鉢 Fl包5含層 外面口縁部に沈線、以下縄文RLを施す。内面ナデ。 -iY. 良 灰褐5YR4/l 口縁小片 53ぶ
1094 縄IIl-文K土IO器c深鉢 El包5含層 外面沈線文、内面ミガキ。 やや密 良 外内 褐褐灰灰7I.O5YYRR55//ll 口縁片 53贔

1095 縄IV-文Kl:l6器a・深鉢 Il3 包含層
口径：29 6 波波頂頂 Fドにに2はカ隆所帯穿。孔内。面外ミ面ガキ内。折する口緑部に知沈線を施し、 密 良 橙5YR6/6 ｛叫 叫

1096 縄IV-文K土l6器a深鉢 G6包試含掘層 波下頂に隆下帯にが1カ延所び穿る孔。内。外面面ミガ孔キを。囲うように沈線を施し、孔の ,IE 良 外内 灰にぶ褐い7褐.57Y.5RY4R/62/2 口縁片 55ぶ
1097 縄IV-文K士l6器a深 鉢 G6包試含掘層 外面口縁部に沈線を施す。内面ミガキ。 やや密 良 外内 褐黄灰灰27 55YYR5/5/l l 口縁片 55命

1098 縄IV-文K土l6器a・深鉢 G6包試含掘層 胴径：41 1 外面多条沈線による連続弧状文を施す。内面条痕調整。 密 良 外内 灰にぶ白いI橙OY7R.58Y/R7l/4 幌片 54贔

1099 縄文七器・鉢 Gi包4含層 外面沈線と刺突を施す。内面粗いミガキ。 やや密 良 外内 褐にぶ灰い7黄.5橙YR104Y/Rl6/3 口縁部片 54ぶ
1100 縄W-文C上器・深鉢 El包5含層 外面条線、内面ミガキ。 密 良 外内 灰灰褐黄褐7.5IYOYR5R/6/22 口緑小片 53贔

1101 縄VII-文C土器・深鉢 Fl包5含層 波状口縁。外面条線垂 Fする。内面ミガキ。 並 良 明赤褐5YR3/6 口縁小片 53ふ
1102 縄VII-文C土器深鉢 El包5含層 外面格子状条線、内面ミガキ。 並 良 外内 灰淡黄黄褐2.51Y0Y8/R63/2 体部片 53ぶ
1103 縄VI文-A士器深鉢 Hl包3含層 外面擬縄文、内面ナデ。 密 良 外内 に褐ぶ灰い7黄.5橙YIRO4Y/R7/l3 口縁片 54如

1104 縄VI-文At器深鉢 G6包試含掘層 外面縄文RL、内面ミガキ。 密 良 外内 黒褐灰褐710.5YYRR35//ll 体部片 鴨
1105 縄珊-文E土器・深鉢 Hl包4含層

口径.21I 内外面とも条痕調整。 やや密 良 外内 赤淡灰黄22 55YYR8/4/l l 戌片 54_ぶ
1106 縄VIII-文F土器深鉢 B1包4含層 口縁内折。外面粗いミガキ、内面ミガキ。 並 良 外内 ににぶぶいい黄橙橙7I.5OYYRR77//33 [J縁小片 49贔

1107 縄珊-文Ft器深鉢 G6包試含掘層 口径380 内外面ともミガキ。 やや粗 良 外内 浅浅黄黄橙橙IIOOYYRR88//34 口縁片 53ぶ
1108 縄珊-文F土器深鉢 G6包試含掘層 口縁端部に沈線を施す。外面ナデ、内面ミガキ。 やや粗 良 外内 ににぶぶいい橙褐77 S5YYRR7S//4 3 口縁小片 55ぶ3

1109 縄珊-文Gtb器・鉢 G6包試含掘層 外面・一部条痕を施す。内面ミガキ。 並 良 外内 浅浅黄黄橙橙7IO.5YYRR88//34 体～底部 讐 55恥

1110 縄珊-文I七器・浅鉢 ll3 包含層
内外面ミガキ。 粗 良 外内 に浅ぶ黄い橙褐77.5.5YYRR86//63 ロ？釦 讐 54贔

1111 縄珊-文It: 器・浅鉢 G6包試含掘層 口径.200 内外面ミガキ。 並 良 外内 灰明褐黄灰褐71.05YYRR67//22 1/3 胃部 55ふ
1112 縄文双上耳壷器 Gl包3含層 外面沈線文、内面ミガキ。 * 良 外内 灰暗赤白2灰.57Y.58Y/Rl3/l 把手部分 54贔

1113 縄文注土口上器器 J1包4含層 外内面面全ミガ面キミ。ガキ、サ悌縄文LRを施す。注口基部には隆帯。 密 良 外内 に褐ぶ灰い1橙0Y7R.54Y/R7l /3 部注片口基 55贔

第 9-8表遺物観察表
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V. 石器・石製品

,. 概要

石器は総計1,619点で、土器と同様に内容・点数

共に豊富な資料が出土している。遺構と土器に関し

ては、 1・2次を分けて記述したが、石器は一括して

記述する。

器種別の点数内訳は、石鏃55点、打製石斧 l点、

台石3点、石皿17点、敲石34点、磨石24点、打欠き

石錘80点、切目石錘83点、同未成品l点、石錘素材

4点、磨製石斧4点、石匙 1点、削器16点、石錐 10

点、楔形石器4点、礫器5点、二次加工有る剥片 3

点、使用痕有る剥片 2点、剥片・砕片1,269点、石

核4点である。とりわけ、石錘の安定した存在は特

筆される。

2. 分布

遺物全体の出土状況は、第ID・N章にそれぞれ述

べられているが、ここでは石器について器種ごとに

詳しく見てみたい。各遺物の出土位置は、第11表の

出土地区・層位の欄を参照されたい。また、遺構別

の出土点数は、第10表に示した。

石鏃は、未成品を含めて55点とまとまった点数が

出土しているが、住居址では SH59から 4点、 SH

236から 4点とやや多く出土しており、他の遺構か

らは 2点出土した例が最高である。

石錘は、打欠き石錘と切目石錘の両者があるが、

分布上の差はみられない。ただ、分布に粗密がみら

れ、特に J・K・Lの10-12グリッド付近には、 20

点以上が分布しており、同範囲内での遺構出土例も

多い。

台石・石皿・敲石・磨石は、その用途と重量から

移動が少ない器種と考えられる。

他の器種は、点数が少なく分布傾向を窺うには不

十分だが、全体では遺構出土例がやや多い。

次に遺構別の出土点数をみてみよう。これらはす

1 . 石器
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でに各遺構の記述の中で触れられているが、ここで

は、住居址例を中心に主な遺構について記述してい

きたい。

住居址は、遺構の項ですでに述べられているよう

に、 1次調査では 2基、 2次調査では重複するもの

も含めて 4基の合計 6基が検出されている。このう

ち、 1次調査の 2基と 2次調査の SH207・236に

ついては、埋土の水洗選別を実施している。

住居址出土遺物の性格については、ここでは採り

上げず、小結で検討することとしたい。以下、各遺

構についてみていこう。

S H29では、定型石器は石鏃と打欠き石錘が各

1点と少ないが、水洗選別の結果、剥片・砕片が合

わせて105点出土している。 SH59では、石鏃4点、

打欠き石錘 1点、切目石錘2点、石皿 1点、敲石 1

点、磨石 2点、石錐2点、礫器 l点、使用痕有る剥

片 1点、剥片・砕片が合わせて176点も出土してい

る。特に石皿は SK30出土の破片と接合しており、

注意される。 SH207では、石鏃2点、打欠き石錘

3点、切目石錘 1点、石皿4点、敲石．磨石各 l点、

石匙 l点、削器 1点、礫器 1点、剥片・砕片が合わ

せて40点ある。 SH220では、石鏃・打欠き石錘．

切目石錘・削器各 1点と剥片・砕片 9点が出土し

た。 SH232では、石鏃 l点と剥片・砕片 2点の総

計 3点で極めて少ない。 SH236は、石鏃が4点と

やや多く出土し、他に打欠き石錘 2点、敲石 1点、

磨製石斧 l点と剥片・砕片12点がある。他に特筆

されることとしては、磨製環状石製品とした資料が

ここから出土していることが挙げられる。

次に SK出土例では、 SK25とSK30から、多様

な器種が出土している。 SK25からは石鏃 l点、打

欠き石錘3点、切目石錘 7点、石錐 l点、剥片・砕

片38点の総計50点が出土している。 SK30からは、

石鏃 1点、打欠き石錘 1点、切目石錘4点、石皿 1



器種
フレ

打欠き 切目 打製 磨製 楔形
磨製 片岩 有孔 ーク 分割礫

石鎌 石皿 台石 敲石 磨石 石匙 石錐 削器 礫器 RF UF 石核 環状 石棒 製 縁刻礫 （総重 計 （総重

石 錘 石錘 石斧 石斧 石器 石製品 馴片 石製品 量g) 量g)
遺構

SH29 I I I 
(195I.l9l ) 

114 

SH59 
4 I 2 1 I 2 2 I 1 176 191 

(151 I) 

SH207 2 3 I 4 I I 

゜
I I I 40 55 

(123.5) 

SH220 
I I 1 I ， 13 

(22.1) 

SH232 
1 

(4 52 ) 
3 

SH236 4 2 1 I I 12 21 
(32 2) 

SH合計
13 8 4 5 

゜
4 3 

゜
1 

゜
3 2 

゜
2 

゜
I 

゜
I 

゜゜゜゜
350 397 

゜(529.3) 

SK12 
1 

(l O2 ) 
3 

(68,3I ) 

SKl3 (] 1.53 ) 
3 

SK14 
1 1 

SK16 I I 
(I I 48 ) 

IO 
11048.0I 1 

SK19 2 1 
(6.63 ) 

6 
(! 124 24 1 

SK20 
1 1 

(] 76.94 ) 
6 

(325 01 ) 

SK25 1 2 8 I 
(2353.58 ) 

50 
(2321.167 ) 

SK26 1 
(5.11 ) 

2 

SK30 
1 I 4 1 1 2 I 1 l II 24 2 

<I45.6) (209.6) 

SK31 l I 

SK34 
I I I 3 

SK35 
1 

(5.7I ) 
2 

SK36 
I 

(7.93 ) 4 (744.93 ) 

SK38 
I 1 l I 1 5 

(17.71 

SK39 
2 1 l 4 

SK41 3 2 7 12 
(22.5) 

SK42 (1 41 ) 
I 

SK51 
2 I I 

(88 28 ) 
1i 

SK55 
l 

(6.7I ) 
2 

SK57 (I 4I ) 
I 

SK112 
8 8 

SK20I (37 43 ) 
3 

SK202 
I 2 

(21.53 ) 
6 

SK203 
I 1 1 3 

SK206 (6.74 ) 
4 

SK208 /j9,21 ) 
I 

SK210 
I 1 I 3 

SK213 1 l 

SK214 
2 I 2 

(13.95 ) 
10 

SK215 
2 1 2 I 1 

(24.35 1 
12 

SK221 t I 
W.61 1 

3 

SK223 1 3 I 
17 65 ) 

10 

SK227 (8,3l ) 
I 

SK230 
I 

(2 II ) 
2 

SK231 I 2 1 
(IO 63 ) 

7 

SK233 
I 

(l Ol ) 
2 

SK234 2 1 3 

SK238 
I I 

SK合計
IO 23 28 8 3 11 10 

゜
2 1 2 l 

゜
I 

゜
1 3 

゜
I 

゜
1 

゜
126 232 29 

(898 3) '5841.61 

5D6 (4 8I ) 
I 

SDIS 2 4 2 2 3 2 I 2 I I 20 40 I 
(235 21 (131 7) 

S033 
I 

(3.93 ) 
1 

S0216 
I I 

<I 6) 

SD合計
2 4 3 

゜゜゜
2 

゜゜゜゜
3 2 

゜゜゜
I 

゜
2 l 

゜
I 

12452.55 ) 
46 I 

(131 71 

SXIO 
I 

180.287 ) 
28 

(480.46 ) 

SX22 (I 3I ) 
I 

SX23 (10.21 ) 
I 

138.6I ) 

SX32 
2 

(5.55 ) 
7 

(2'.5I ) 

SX53 
I I 

SX合計
2 2 34 38 8 

(97.8) (544.Sl 

SZ4 
2 2 

(O,Jl 

5213 C0.95 ) 
5 

SZ54 (21 2， ) ， 
sz合計

16 16 
(22 2' 

総合計
27 37 35 13 3 15 15 

゜
3 I 5 6 2 3 

゜
2 4 l 3 1 I I 551 729 38 

(1793.1 I 16517.81 

第10表 石器・石製品遺構別出土表
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点、敲石 2点、磨石 1点、磨製石斧 1点、削器 1点

と剥片・砕片11点が出土している。他に特徴的な

出土状態を示すものとしては、 SKll2からは、打

欠き石錘8点が集中して出土しており、うち 4点は

その中のpit7からまとまって見つかっている。また、

S K223からは、敲石の完形品 3点と破損品 l点の

計 4点が出土している。

SD出土例では、 5条の溝から石器が検出されて

おり、特に SDl5が際立って豊富な遺物をもつ。同

溝からの打欠き石錘4点は、本来の使用時のまとま

りを示すものとも考えられる。

以上、主要な遺構について概観した。

3. 石材

器種別の石材は、一覧表に示した。以下に器種別

の内容を概観しよう。

石鏃は 5点のチャート製品を除いて、サヌカイト

製である。白色チャートを用いた第 79図 1118は、

その特異な形態と共に特別な石材選択の意図が考慮

される。

打製石斧は、 1点のみで片岩を用いている。

台石•石皿は、砂岩の安定した扁平大型礫が特に

選択的に利用されており、他に緑泥片岩・石英片岩

（花尚片岩）がみられる。敲石・磨石も、砂岩が圧

倒的に多く利用されており、ほぼ全点を占める。

打欠き石錘は、砂岩ないし砂岩片岩が最も多く、

次いで粘板岩・花尚岩・チャートなどがみられる。

切目石錘は、粘板岩が半数近くを占め、次いで砂

岩・玄武岩、結晶片岩をはじめとする片岩系石材が

みられる。

削器は、サヌカイト製が13点と多く、チャート製

は3点のみである。これに対して、二次加工有る剥

片・使用痕有る剥片は、全てチャート製である。

石核は、サヌカイト・チャートの両者がみられ、

両者を用いた剥片剥離活動が行なわれていたこと

が知られる。但し、安定した剥片剥離の痕跡が残る

石核は少ない。

石材全般では、下呂石が 1点もみられないことも

注意される。
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4. 形態記述

石鏃（第80図） 55点が出土し、うち41点を図示

した。長幅比と側縁・基部の形態から以下の 5類に

分類した。未成品もここで合わせて記述する。

I類ー長幅比がほぼ5: 3となる。側縁の形態は、

先端部からゆるやかに器幅を増し、下半は

いわゆる“踏張る”脚部を為すもの。以下

の2類に細分した。

a類～側縁が鋸歯状を為すもの (1114------1117)。

b類～長幅比が3: 1と著しい幅狭長身の平面

形をもち、細かい鋸歯状を呈するもの。

1点のみを本類とした (1118)。

II類一平面形は I類にほぽ同様だが、先端部に至

って急速に尖り、身部が五角形状を為すも

の (1120------1123・1126)。

III類ー長幅比は II類とほぽ同様だが、側縁が直線

状を為すもの (1124・1125)。

w類ー長幅比がほぽ4: 3となり、やや幅広の形

態をもつ。

a類～基部端をまるくおさめるもの

(1127------1139)。

b類～基部端を尖らせるもの (1140------1143)。

v類一凹基で不定型のもの。 3点ある

(1144------1146)。

VI類一凹基で基部が浅い弧状を為すもの

(1147------1150)。

VII類一平基のもの (1151・1152)。

VIII類一円基のもの。 1点のみ出土 (1153)。

IX類ー尖基のもの。 1点のみ出土 (1154)。

I類....___III類は、いずれも縦長の二等辺三角形を呈

する身部をもち、側縁の形状によって区別される。

I類のうち、 a類として細分したものは最も多く存

在し、本遺跡の石鏃の主体的形態である。 b類は、

1点のみを本類とした。 1118は、白色のチャート

を素材とし、側縁の一部を新しく欠損する。細かい

鋸歯状を為すが、著しく細身の形態をもっため Ib 

類とは別分類とした。その入念な調整は、出土した

他の石鏃には見られない石材の希少性と合わせて、

この石鏃が、何らかの特殊な意味をもっていたとも

考えられる。 1119は、 I類の先端部破片である。

II類は I・III類と共に主体的な形態である。



皿類は、一般的な二等辺三角形の平面形をもつも

のである。側縁のわずかな差によるもので I類とほ

ぽ同様のものと理解される。

w類は、 I類 ・ID類と共に多い点数がみられるも

ので、基部端の違いは、機能的にはあまり差をもた

ないと考えられる。

v類は、凹基のうち、脚部の一方が短いものなど

を含めた。 1144・1146は未成品であろう。

VI類は、凹基と平基の中間的なもので、 1147・

1148は完成品と理解されるが、 1149・1150は

I-N類の未成品とも考えられる。

VH類は、平基を為すもので、加工の粗い大型品が

多いことから、一部は未成品を含むと考えられる。

VI11類は、石錐との境界が難しい。図示したものは

甚部周辺に加工がほとんどみられないことから未成

品の可能性も考えられる。

IX類は、 Vlil類と同じく石錐との区分が難しいが、

先端部の形成と器体の薄さから判断した。

打欠き石錘（第81-----83図） 80点が出土した。

そのうち、 63点を図示した。なお、石錘は両器種と

も、紙数の都合で片面のみを図示した。そのため、

一覧表の分類の項に、打欠きと切目のあり方を以下

のように示した。

1両・両＝両面・両端に形成

2一両・一片＝一端両面・一端片面

3 一片・一反片＝一端片面• もう一端は反対面

4一両・一敲＝一端両面・一端敲打

他は、個々の表示から判断願いたい。

完形品は69点あり、その平均重量は57.0gであ

る。重量では、 20gから80gのものが主体となり、
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約60gの差が見られるが、複数を同時に組み合わ

せて用いるという使用法から、この程度の重量差は

余り意識されていなかった可能性がある。

第81図は、 1169---1172は長幅のほぽ等しいもの

を示したが、重量・出土地点共にバラバラであるこ

とから意図的な選択が為された結果ではないようで

ある。 1173以降は重量の軽いものから重いものヘ

形態にこだわらず機械的に配列した。最も軽い1173

は、下部をわずかに欠き、現存では17.3gを測る。

完形でも20gに満たないものであろう。以下、 1177 

までが20g代である。 1178---1180は30g代のもの

である。 1179は広い範囲に及ぶ剥離が為されてい

るが、凹部の形成は浅い。 1181---1185は、 40g代

のものである。 1185は凹部形成が弱く、一見する

と切目石錘に見える。 1186---1191が50g代である。

1192---1195が60g代、 1196・1197が 70g代であ

る。 1198は80.lgを測る。

第82図はやや縦長のものと大型品を図示した。

1199---1208は、 30g代のものである。 1209---1211 

は40g代後半から50g弱のものである。以下は、

80gを越える大型品である。 1211・1213は80g代

後半のもの。 1214---1217は 100g代前半のもので

ある。 1216は、打欠きではなく敲打によって凹部

を形成している。 1218は211.lgを測り、最重量

グループのうちの 1点である。 1219---1224は、長

幅比が3対1以上の縦長品をまとめた。特に 1219・

1220・1223の3点は、 SH207から出土しており、

意図的に一括して選択・使用された可能性がある。

第83図 1225は、 231.7gを測る大型品である。

1226も同様のものの半欠品であろう。 1227~1230 

は、約 3分の 2を残す欠損品である。 1231は、今

回出土した本器種のうち、唯一短軸方向に打欠きを

施すものである。

切目石錘（第84~85図） 83点が出土し、打欠

き石錘と合わせて組成の主体を占める。 69点を図

示した。

第84図1248は、長幅のほぼ等しいものである。

1249~1256は長幅比がほぽ 2対 lの整った形態

をもつものである。 1254の図上端の切目は 2ヵ所

にみられるが、一方は凹部を形成していない。 1257

もそうしたものの欠損品である。 1158~1283は、

概ね重量順に小型品から大型品を配列してある。

1261の図下端は2ヵ所の切目をもつ。 1283は84.1

gを測り、今回出土した本器種のなかで最も重いも

のである。

第85図は、長幅比が概ね 3対2となる縦長品と

その他の破損品を集めた。 1284は8.9gを測り、今回

出土した本器種のなかで最も軽量品である。 1284

~ 1293は30gまでの小型品である。 1294~1296 

は特に狭長な一群である。なかでも1296は特異な

c
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形態をもつことが注意される。まず、切目は扁平な

両面側から、言い換えれば断面の短軸方向に施され

るものが一般的だが、本資料は方向を90度違えて

施している。さらに、両側縁には研磨による平坦面

が形成されている。こうした切目石錘はまず類例が

みられず、他器種であるとも考えられる。 1288・

1297・1301は一部を欠くが、他はいずれも安定し

た形態をもつ好資料で、重量は80g前後までである。

また、 1286・1287・1291・1294・1295・1302・1304は

近接したグリッドから出土しており、一括して使用

されていたものが同時に廃棄された可能性も考えら

れる。 1311は、前図1283に近い79.6gを測り、他

に図示していないが81.6gを測るものが 1点ある。

1313・1315・1316は縦長品の、 1314は幅広のもの

の欠損品であろう。

打製石斧（第86図） 1点のみ出土した。黒色

片岩の自然礫 用いる。摩滅して明瞭ではないが、

周縁のみを加工している。長軸の両端に加撃痕をも

つことから、大型の楔あるいは打欠き石錘とも考え

られるが、全体の性状から本器種と理解した。

台石（第87図） 3点出土した。安定した機能

面をもつ石皿に対して、敲打痕が観察されるもの・

磨面が不明瞭なものを本器種とした。

1337は、片方の平坦面のほぼ中央に敲打痕の集

中部が残される。 1338は、片面に不明瞭な機能面

こ

゜

1336 

10cm 

第86図打製石斧実測図 (1 : 2) 

がみられる。

石皿（第87~89図） 17点ある。このうち明瞭

な凹部や磨面の形成されるものは 7点で、他は弱い

ながらも使用によって形成された磨面をもつと判断

したものである。主として砂岩製の自然礫の平坦面

をそのまま機能面としている。凹部を作出した、

いわゆる有縁石皿はみられない。

第87図1339は緑泥片岩製で、砂岩以外の石材を

用いる稀な例である。 2点が接合しており、約 2分

の 1を残す大きいほうの破片がSH59 (K9区）から、

もう一方は Kll区から出土しており、一定の距離を

置いて接合している。両面に磨面が残るが、特に片

面中央には、安定した凹みが形成されていることか

ら、こちらが機能面であり、裏面はいわゆる「床擦

れ」であると考えられる。 1340・1341は、いずれ

も小片である。 1341は、扁平な素材の片面の中央

に磨面が形成される。周囲にみられる凹みは、堅果

類の外殻除去に用いられたものであろう。

第88図の2点は、いずれも厚手の砂岩を素材とす

る。共に両面を機能面とする。第89図もほぽ同様

の例である。特に1345は、広く安定した機能面を両

面にもつ。

敲石（第90・91図） 34点ある。周囲のみに敲打

痕をもつ I類と平坦面にも敲打痕をもつ II類に大別

した。 I類は、 6点が含まれる。敲打痕が散漫に残る

ものと帯状に形成されるものがある。第90図 1357

~1362は、周縁の一部のみに敲打痕を有するもの

である。素材の形状には若干のバラッキがみられる。

いずれも平坦面の片面もしくは両面に磨面を形成す

る。但し、 1359は磨面をもたず、素材の形態も不

整形であることや、敲打痕が長軸の一端のみに残る

といっだ性状から、石器製作用の槌石である可能性

も考慮される。 1358は一部を欠損する。他は、概

ね長径 10~15cmの楕円礫を選択して素材としてい

る。

1363~ 1368は、第II類とした平坦面にも敲打痕

を残すものである。 1363は、小型品でやや粗い敲

打痕をもつことから、 1359と同様に槌石の可能性

を有するものである。 1366は、欠損面にさらに象IJ

離を加えており、礫器として転用された例である。

1369も一部を欠く。
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第91図も第 II類を示した。 1369は、不整形な素

材の両面に敲打痕を残す。 1370-1375は、整った楕

円礫を素材とし、局縁にも敲打痕がみられる。 1376

は円形に近い平面形をもつ素材を用い、両面中央の

広い面積にわたって敲打痕の形成がみられる。

ロ

1369 

1371 

1373 

磨石（第92図） 24点がみられた。うち完形品

を中心に16点を図示した。いずれも厚みをもった長

径10~15cm前後の短楕円形の自然礫を素材とする。

石材は、前述のように大半が砂岩もしくはそれに

近似したものを用いている。 1390~1397は完形品、

ロ 1370 

□¥ ＼） 

口 1372 

□ 1374 

□□ 1375 1376 

゜
20cm 

第91図敲石実測図 (1: 4) 
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1398-1405は一部に磨面をもつ欠損品である。い

ずれも平坦面の両面もしくは片面に広い磨面が形成

される。特に1395は、光沢をもつほどによく使い

込まれている。 1400は、破損面の一部に二次的な

剥離が形成され、礫器としての転用が考えられる。

石匙（第93図1414) つまみ部をもち、周縁に

刃部を形成する石器で 1点のみ出土した。背面に礫

表もつ縦長剥片を素材とし、打点側につまみ部を

作出する。二次加工は周縁のみに留まり、刃部は背

腹両面からの剥離によって両刃の凹刃に形成され

ている。縦長に図化しているが、本来は刃部を水平

に置くと横長の形態をもち、つまみ部を斜め上に

付すタイプである。

削器（第93図1415~1421・ 第94図 1422~1426) 

16点ある。石材は、サヌカイト製が13点と多く、

チャート製のものは、第94図1421と第94図 1424、

いl))口□ ((/1 
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図示していない l点の計3点のみである。刃部の形

成は必ずしも規則性をもたず、任意の縁辺の一部に

連続した剥離によって安定した刃部を形成するもの

が多い。

第93図では1415-1420は、サヌカイト製の資料

でいずれも両刃の刃部を形成する。刃縁の平面形は、

1417と1419が直刃、 1415と1420が凸刃、 1416と

1418が凹刃となっている。いずれも素材剥片の形

状をほとんど変更せず、その最も長く安定した縁辺

を選んで調整加工を施して刃部としている。 1415

は、礫面を打面とする横長剥片を素材とする。周

縁には発掘時の欠損が多く見られる。 1416・1417

も横長剥片を素材とする。 1418は一面が自然面で

ある横長剥片を素材とする。表面の転磨が著しい。

石材はサヌカイトとしたが、頁岩に近い印象を受け

る。また、他がすべて一側縁のみに刃部を形成して

いるのに対して、本例は二側縁を刃部としてる。剥

片下縁は両刃の刃部を形成し、打面部側にも片刃の

刃部をもつ。より古い時期の混入品か。 1419は、

他と異なり両面のほぼ全体に及ぶ二次加工を施して

いる。 1420も、礫面を打面とする横長剥片を用いて

ロニ〗 1450 

□□ 1452 

いる。 1421は、黒色チャート製のやや厚手の縦長

剥片を素材とする。一方の側縁に背面側から二次加

工を加えて片刃で凸刃の刃部を形成するが、剥離は

弱く一部途切れる部分もある。第94図1422は、厚手

の剥片を縦位に用い、その一部に両刃・直刃の刃

部を形成し、他の縁辺にも散漫な剥離が見られる。

1423は横長剥片の下縁に弱い剥離を施し、刃部と

している。打面部はやはり礫面である。 1424・1425

は共に小型で、両刃・凸刃である。 1426はサヌカ

イト製の簿手剥片を素材とし、その一側縁に弱い

ながらも連続した剥離を施し、両刃．凸刃の刃部を

形成する。

石錐（第94図1431-----1436) 10点が出土し、

うち 6点を図示した。 1431-----1436は、つまみ部を

もたない棒状ないし木葉形のものである。 1431は

整った形態をもつが、両端をわずかに欠失する。

1432も両面に加工の及ぶ整った形態をもつ。 1433

は両端を欠失する小型品である。 1434は木葉形で、

加工が周縁のみに留まる。 1435は上端をやや突出

させて作出する。先端部の加工は弱い。一方の側縁

は折断面となっており、楔形石器の砕片を素材とす

心

1451 

1453 

o. 
10cm □ 

第95図磨製石斧実測図 (1 : 2) 
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るものと思われる。 1436は礫面を打面とするチャ

ート製の剥片を用いる。周縁のみに加工を施し、円

形のつまみ部と短い錐部を作出する。

楔形石器（第 94図 1441・1442) 4点出土

し、うち 2点を図示した。共にサヌカイト製である。

1441は、一部に礫表を残す厚手の象lj片を素材とす

る。縦長に図示しているが、本来は横長の形態をも

ち、その上下縁に本器種特有の階段状剥離が弱いな

がらも残す。一方の側縁（図では上面）に折断面を

残す。 1442は、やはり一部に自然面が見られる砕片

である。図右面に上下縁からの歓断面がみられる。

二次加工有る剥片（第94図1445~1447) 3点

出土し、全てを図示した。 3点共にチャート製であ

る。 1445は厚手の縦長剥片を素材とし、その下縁

に散漫な剥離が見られる。 1446は、小型の剥片の

一部に調整加工が残る。 1447は、縦長剥片の周縁

に表裏から二次加工が施されるが、安定した刃部と

ならないため、削器とはしなかった。

この他に図示していないが使用痕有る剥片が2点

ある。

磨製石斧（第95図） 4点出土している。うち

完形品は 1点のみである。 1450~1452は、器幅 4

cm以下の小型定角石斧である。 1450は、滑石片岩

を用いている。淡い緑白色と灰色の美しい縞模様を

呈することから、“至斧”と呼び得るものだが、

1451・1452とほぽ同じ大きさをもつことや下半を

折損することから実用品であろう。表面には研磨

痕が明瞭に残る。 1451は、幅狭な基部端から弧を

描いて広がり、刃部に到る平面形をもつ。下縁中央

には、刃縁がわずかに残る。器表には製作時の研磨

痕が全面に観察される。 1457は、礫岩を素材とす

るためか、器表の一部に凹凸が見られる。上下縁か

ら器体中央に向かう剥離痕がみられ、楔に転用され

ていた可能性が考えられる。 1453は、幅 5cmを越

える大型品の刃部片である。肌理の細かい砂岩を素

材としている。淡く赤色を帯び、一部黒変部もみら

れることから受熱していると推定される。

礫器（第96図） 5点が出土した。うち 3点を図

示した。 1454は、円礫を素材とし、片刃の刃部を作

出する。約 2分の 1を欠く。 1455は、敲石を転用し

たもので、その一端に片刃の刃部を形成する。 1456

は、やや厚手で不整形の自然礫を素材とし、両刃の

刃部を作出している。また、 1455・1456は刃部と対

向する縁辺に敲打痕の集中部が残っており、本器種

の使用と何らかの関係をもつものと考えられる。

石核（第97図） 4点ある。石材は、サヌカイ

トとチャートが各 2点ずつである。このうち、サヌ

カイト製の 2点 (1459・1462) は、共に SK41か

ら出土している。

1459は、ほぽ全面が作業面として利用されてい

る。そこから得られた剥片は、概ね横長で幅 3~5

cmのものが多く、石鏃など小型石器の素材となった

と理解される。 1460や1461は、やはり小型の剥片

を獲得している。 1462は、明確な作業面は残って

いないが、全体の性状から石核と判断した。敢えて

いえば、残核というべきか。

口

1456 

゜
20cm 

第 96図礫器実測図 (1 : 4) 
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第97図石核実測図 (2: 3) 

1461 

石製品とした資料には、磨製環状石製品 l点、磨

製石製品 1点、線刻礫 1点、有孔石製品 l点、石棒

3点がある。他に、片岩製剥片 l点を合わせて記述

する。

磨製環状石製品（第98図1463) 1点出土し

た。円盤の中央に大きな孔をもつ環状の形態を呈す

る。細粒砂岩を素材とし、全体をよく研磨している。

類例を見かけない資料であり、後世の遺物である可

能性も考えられるが、出土層位や出土時の状況から

は、明らかに縄文時代に伴う遺物である。

磨製石製品（同図1464) 湾曲する平面形を示

し、断面は扁平となる。両面は、よく研磨され、擦

痕が残る。本来の全形は知り得ない。

線刻礫（同図1465) 扁平な楕円礫の両面に不

定方向の刻線が4~5本みられる。片面の一端には、

剥離も残る。表裏の条線は、意図的な刻線か使用時

の傷か判断できないが、ここでは線刻礫として提示

した。

有孔石製品（同図1466) 長軸の一端に偏って、

一孔がみられる。仔細に観察すると人為的な穿孔で

はなく、素材となった礫本来の孔であることがわか

る。遺跡内にはなんらかの意図で持ち込まれたと理

1459 

口

1460 

o. 

1462 

5cm 

2 . 石製品

解され、その用途としては、有孔石錘と垂飾とが推

定されるが、前者は他の石錘が多く出土しているに

も関わらず、 1点もみられないことから、後者の可

能性を考え、ここで記述した。

石棒（同図1468----1470) 3点出土している。

1468は、約3分の2を欠き、全長は20cm前後を測る

と推定される。砂岩を素材とする。やや反りをもつ

ように見えるのは、整形が不十分のために断面の形

状と太さが不揃いで、素材となった礫の本来の形状

をそのまま残すためであろう。片面には、幅 2----3 

mmほどの斜め方向の平行する粗い条線が観察される

が、一般的な研磨によるものであろうか。残存する

端部には、端面を打面として全周に剥離面が形成さ

れている。 1469・1470は、自然の片岩製棒状礫をそ

のまま使用している。こうした片岩礫は、周辺の遺

跡では時代を問わずよく出土するが、本資料はそれら

に比べて表面が著しく平滑であることと、特に1470

は1468と共に SDl5から出土していることも合わ

せて、加工品である可能性を考え、ここに示した。ま

た、両端には加撃によると思われる剥落をもつこと

から、石器製作用の槌石と理解すべき資料かもしれ

ない。
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片岩製剥片（同図1467) 石製品ではないが、 ここに図示した。他器種の一部である可能性をもつ。

3 . 小結

ここでは、今回の調査で出土した石器群と石製品

の性格について、以上の個別記載を踏まえて、

問題点を検討していきたい。

本遺跡は、前記のように相可川の付け替えと水門

の建設によって、すでにその中央の一部を破壊され

ていることから、今回の調査はその残余を対象とす

るものとなっている。しかし、既破壊部分は中央部

に位置するものの今回の調査面積は、既破壊部分を

凌ぐと推定され、遺跡の性格は調査資料によってほ

ぼ理解されると考えられる。

なお、この工事の際に前述のように中西オ次郎氏

によって多量の縄文土器・石器が採集・保管され、

氏のご好意によって、その一部を今回再検討する機

会を得た。

◎ -~ 
1463 

□:::: ヱコ

゜
5cm 

1466 

史

ーーーエニニニニ〉

こ□）

こ二）
1469 

1468 

゜

1467 
1470 

゜
10cm 

゜第98図石製品実測図 (1 : 2) 1463 = 2 : 3 
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1. 石鏃の形態について

I類およびn類としたものは、鋸歯状の側縁を特

徴とするものである。こうした明瞭な鋸歯状の側縁

をもち、脚部に全長の 4分の 1ほどの深い扶りを形

成する石鏃は、皿類と共に今回出土した石鏃の主体

となっている。また、中西氏採集資料には、 50点

以上の石鏃があるが、その主体となる形態もやはり

本報告で I-----皿類としたものである。とりわけ I類

とした鋸歯状を呈する側縁をもつものが主体を為し

ている。これらは、同じ櫛田川流域の他遺跡でも安

定してみられ、後期前半に特徴的に存在する形態と

理解したい。

次に、 1114・1116の2点は身部と脚部の境界付近

の側縁をやや突出させる意図がみられる。こうした

形態は、藤原清尚氏によって播磨地方で後期初頭に

特徴的にみられることが指摘され〔藤原 1988〕、筆

者は、さらに近畿北部一円に分布することを示した

〔大下 1988〕。今回の調査によって、三重県中部で

もこうした形態をもつものが、ほぽ同様の時期に存

在することが、確認されたと理解される。

最後に、 Ib類とした第79図1118は、細かい鋸

歯状を為し、著しく細身の形態のため別分類とした

が、その入念な調整は、出土した他の石鏃には見ら

れない石材の希少性と合わせて、この石鏃が、何ら

かの特殊な意味をもっていたとも考えられる。

狩猟活動については、上記のような多様な形態を

もった石鏃の存在から、その安定したあり方が窺わ

れる。さらに、本遺跡では、断片的ではあるがイノ

シシやニホンジカの骨が出土しており、狩猟具と狩

猟対象をセットで知ることができる。出土した動物

遺存体の中で、特に注意されるものとして SK210 

の倒立土器内から出土したニホンジカの焼骨があ

る。シカが単なる食用や骨角の利用のみではなく、

精神活動にも用いられていたことの一端を示す例と

して典味深い。なお、 SK210から出土した石器に

は、石鏃はなく、切目石錘・敲石・石錐各 1点があ

るが、いずれも混入であろう。但し、土器付近の集

石状の部分に含まれており、その構成礫として転用

されている可能性も考えられる。
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2. 打欠き石錘と切目石錘の在り方について

本遺跡から出土した石錘には、打欠き石錘と切目

石錘の二者がある。これらは、その質量共に、屈指

の好内容を有するといえる。このうち前者は、漁網

錘ではなく、編物の錘具とする説が提出され〔渡辺

1975〕、河川漁の考察にあたって、打欠き石錘を

その対象としないものもみられる。しかし、打欠き

石錘が組成的に遺跡ごとに偏在性があることや立地

との相関性がみられることから、現在では、一般に

打欠き石錘も漁網錘の一部を担うと理解されている

〔家根 1988〕。筆者も基本的には、打欠き石錘の大

半が漁網錘であるとする立場にあるが、本遺跡の場

合にはどう理解すべきかを、両者を区分する紐掛け

部形成技術以外の切目石錘と打欠き石錘の諸属性の

比較を通じて考えてみたい。

まず、素材となる石材はすでに述べたが、その選

択には打欠き石錘が砂岩（砂岩片岩）、切目石錘で

は粘板岩がそれぞれやや多くみられるものの、極端

な相違はみられない。次に、グラフを示していない

が長幅と重量の分布をみてみると、いずれも近似し

た数値と分布傾向を示しており、打欠き石錘が一回

り大きいものが多いといった程度で、重なり合う部

分が多く、ここにも相違は見られない。このことか

ら、石錘の諸属性のうち、紐掛け部の形成技術以外

には、両器種に大きな相違が存在しないといえる。

とりわけ、錘具として最も重要な属性である重量が、

両器種でほとんど差がみられないことから、本遺跡

では打欠き石錘は、やはり大半が漁網錘として使用

されたと理解される。

次に出土状況をみてみよう。 1つの集積のなかに

両者の石錘が混在して出土した例としては、西日本

では他に小森岡遺跡（兵庫県）と帝釈峡遺跡群久代

束山岩陰遺跡（広島県）の 2遺跡を挙げることがで

きる。本遺跡でも、 SK25から打欠き石錘3点・切

目石錘 7点、 SK30から打欠き石錘 l点・切目石錘

4点が出土しており、他に SK112 (P7含む）から打

欠き石錘が8点が出土している。これらは、混在の

可能性を全く否定するものではないが、何らかの一

括性を示すと考えられよう。このことも両者の用途

が近似していたことを示す証左となるといえよう。

最後に周辺遺跡の石錘の在り方と比較してみよ



う。本遺跡のすぐ近位に立地し、時期的に補完し合

うと考えられる上ノ垣外遺跡でも、打欠き石錘 15

点、切目石錘5点とまとまった資料数の石錘が出土

している。これらの完形品の平均重量を示すと、打

欠き石錘は12点で44.2g、切目石錘は3点で 38.4g 

と本遺跡に近い。また、井尻遺跡（勢和村）でも一定

数が出土しており、同様の様相を示すと理解される。

これらの2遺跡は、次に検討するように本遺跡と共

に河川中流域の遺跡の様相をよく示すものである。

3. 石器組成からみた遺跡の性格について

本遺跡は、前述のように工事により一部破壊され

ているが、複数の住居址や埋設土器、墓と推定され

る土壊の存在から、集落の中心部はまだかなりの部

分を残していたことが理解される。既破壊部分は遺

跡の総面積の中心部を占めるものの今回の調査資料

からその内容は十分に理解できると判断される。

本遺跡は、繰り返し述べられているように櫛田川

とその支流である相可川の合流点に立地し、河川中

流域の段丘上に営まれた集落としての性格をもつ。

遺構の内容を見てみると、住居址は 2次の調査で

合わせて6基検出されている。うちSH207とSH

236の2基は重複しており、切合い関係をもつ。住

居址ごとの石器組成は第10表に示したとおりであ

る。前述したように埋土の水洗選別を実施している

ことから、本来の組成をほぽ完全に回復していると

いえる。但し、住居址埋土の石器群がどういう意味

をもつのかは、単純に本来の世帯単位での「道具立

て」を完全に反映しているとは限らないといえる。

住居址出土の遺物は、一般にその一括性が特別の意

味をもつものとして理解され、石器組成の分析など

に用いられることも多い。しかし、その内容をみる

と、全てが床面に接するものではなく、本遺跡でも

検出面より以下の埋土のものを含んでいるため、住

居廃絶後にある程度の時間を経て、土器など他の遺

物と共に投棄されたものも含んでいると理解される。

ここでは、特別な意義付けをせずに、一遺構内から

の出土という意味での単位として捉えておきたい。

比較対象として、三重県下を中心とする後期前半

の遺跡は、前述の上ノ垣外遺跡、井尻遺跡の他に、

従来から知られている石ヶ原遺跡・大西遺跡（共に
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大宮町）、王子広遺跡（松阪市）などがあり、奥義

次氏によって、各自治体史の中で的確な検討が為さ

れている［奥 1986・87・92]。これらは多くが表採資

料のみによってその内容が知られる遺跡だが、その

資料は石器群全体の傾向を反映しているのと理解さ

れる。全体の器種構成を見ると、縄文時代後期遺跡

に一般的な器種が揃っていると理解され、特にいず

れの遺跡においても、石鏃と共に切目石錘が主体と

なる点は、河川に沿う立地をもつものが増加する事

を反映しているといえる。本遺跡でも石錘の安定し

た存在が、遺跡を挟む河川生態系への積極的対応を

示すことはいうまでもない。次に漁榜活動を中心と

した生業活動のあり方についてみてみよう。

筆者は、かつて兵庫県北部の但馬地方とその周辺

地域を対象とした、石器組成からみた遺跡ごとの生

業活動の類型化を試みたことがある〔大下 1990〕。

その際には、石器組成と遺跡立地の対応関係に注目

し、海岸部の汽水域から河川の上流域まで、大まか

に次のような 3つの類型に分類した。

第 1類：海岸に近い沖積低地部に占地する集落で、

多様な森林生態系をその活動域に含むが、

打製石斧の使用が顕著ではなく、打欠き石

錘・切目石錘と骨角製刺突具（ヤス）を利

用し、ヤマトシジミを主体とする貝塚を形

成を形成する類型

第2類：汽水域生態系を遺跡近位に含まず、森林生

態系と河川生態系を主たる適応の対象とす

る。自然堤防の発達した河川中流域に位置

し、打製石斧を多用した地下茎・根菜類の

採集を特徴とする「桑飼下型経済類型」を

1つの典型とする類型。

第3類：河川の上流域に位置し、活動域の大半を森

林生態系が占め、河川に面する台地や段

丘・尾根上に占地することによって河川生

態系も近位にもつ集落。石鏃の安定した存

在から、河川漁よりも狩猟活動を主体とし、

堅果類を中心とした植物質食糧の安定した

利用が為されたと考えられる類型。

これらの類型と本遺跡との比較にあたり、河川を

対象とする漁拷活動の検討に際して、特に対象魚種

については、吉野川（紀ノ川）水系をもとに設定され



た河川の魚類の生息域の分類を使用した［津田・

御勢 1954]。それに当てはめるならば、本遺跡の

場合には櫛田川とその支流相可川の底質が現在と

ほぽ同様であったと仮定するならば、「オイカワ域」

にほぽ相当すると理解される。

前述したように、本遺跡における石錘の安定し

た存在は、河川中流域に営まれた集落に普遍的な

傾向として捉えることができよう。筆者が第 2類

型とした中流域に立地する遺跡の一つの典型とし

て、渡辺誠氏によって設定された「桑飼下型経済

類型」がこれに相当するといえる。その石器組成

の最大の特徴は、打製石斧の大量出土がある。そ

れに対して、本遺跡では打製石斧はわずか 1点し

か出土していないが、打製石斧を使用する活動は、

当然その対象域である集落（遺跡）周囲で根茎類

の採集地となる自然堤防の発達の在り方とも関係

すると推定される。本遺跡は、打製石斧の在り方

からみるならば、「桑飼下型経済類型」とは大きく

異なってるが、その他の植物質食糧の調理加工具

は安定して出土しており、石錘の在り方や河川と

の関係などその他の要素から判断すると、第 2類

型に相当する遺跡と理解しても大過ないであろう。

今後は、櫛田川流域の同時期の遺跡や三重県下

の各時期の遺跡などとの比較を行ない、生業活動

について、さらに分析を深める機会をもちたい。

4. 小型石棒について

第98図1468は、断面が楕円形を為すが、その一
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を探る」資料宮川村教育委員会

大下明 1997 「第 2章縄文時代の遺構と遺物第 3節 遺 物

石器および石製品」「見蔵岡遺跡 その 2」竹野町教

育委員会

奥義次 1986 「第 2編通史第 1章原始」「飯高町郷t史』

飯高町

奥 義次 1987 「第 1編原始社会」「大宮町史歴史編j大宮町

奥義 次 1992 「第 2章縄 文 時 代 2 新徳寺遺跡」「多気町

史」多気町
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端がやや狭まる卵形となることから、石刀とみる

こともできる。しかし、土器から判断される所属

時期が、一般に石刀の出現以前と考えられている

後期前半であることから、素材自体の断面の歪み

と判断し、小型石棒とするのが妥当と理解した。

本例は、一端のみの破片で本来頭部を有するもの

か否かは、確定できない。後期前半には、後半に

みられるような頭部を形成した小型石棒は一般的

ではなかったと考えられる〔大下 1995・97〕。

5. 磨製環状石製品について

類例をみない資料である。形態から単純に想起す

るものとしては、決状耳飾りの未成品という可能

性も考えられるが、時期的には同耳飾りの少ない

時期であり、異なる器種であると理解される。今

回は、形態をそのまま器種名とした。今後の類例

の増加を待ちたい。

6. 線刻礫について

この資料も類例をみない。後期中葉に時期が下

がる例として、県下嬉野町の天白遺跡で岩偶とし

た資料を含め、まとまった点数が出土している。

それらに比べると本資料は、線刻が散漫で、偶発

的なものである可能性が高い。

（大下明）

河瀬正利 1995 「久代束山宕陰遺跡」「広島大学帝釈峡遺跡群発掘
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会• 財圏法人占代學協會

渡辺 誠 1975 「縄文時代の漁業j雄山閣



遺物番号 実測番号 器種 分類 地区 層位 遺構 石材 遺存状態 長さ(cm) 幅 (cm) 原さ (cm) 重さ(g) 備 考

1114 031-01 石鏃 凹基無茎 KlO SK26 サヌカイト 先端部欠 (1.6) 1.5 0.3 (4.3) 

1115 049-01 石鏃 凹碁無茎 SH59 サヌカイト 完形 (2.2) 1.5 0.3 (0.6) 

1116 011-07 石鏃 凹甚無茎 LIO 但含層 サヌカイト 完形 2.3 1.5 0.3 0.6 

1117 023-03 石鏃 凹基無茎 IlO SD15 サヌカイト 完形 2.4 1.5 0.3 0.6 

1118 Oll-02 石鏃 凹基無茎 JlO 包含層 チャート 脚部欠 (2.7) (1.0) 0.3 (0.5) 

1119 322-01 石鏃 K・L8 SH59 サヌカイト
先端部欠

(1.5) (0.8) (0.3) (0.3) 
甚部欠

1120 011-06 石鏃 凹基無茎 LS 包含層 サヌカイト
先端部欠

(1.6) (LO) 0.3 (0.4) 
脚部欠

1121 011-04 石鏃 凹基無茎 Kll 但含層 サヌカイト 完形 2.5 1.5 0.3 0.8 

1122 524-04 石鏃 凹基無茎 I!Hl4 包含層 サヌカイト 脚部 -h欠 (2.9) (1.3) 0.3 (0.8) 

1123 524-01 石鏃 凹基無茎 IID14 SK221 サヌカイト 完形 2.7 1,6 0.4 1.0 

1124 323-01 石鏃 凹基無茎 Jll 包含層 サヌカイト 胴部欠 (2.6) 1.6 0.4 (0.9) 

1125 Oll-01 石鏃 凹基無茎 J 9 包含層 サヌカイト 脚部欠 (3.0) (1.6) 0.4 (1.5) 

1126 541-02 石鏃 IID13 SH232 サヌカイト 基品 (IJll]部？）欠 (2.8) (1.4) (0.4) (1.0) 

1127 524-02 石鏃 凹基無茎 II 114 SH236 サヌカイト 完形 1.2 1.1 0.2 0.2 

1128 322-02 石鏃 凹基無茎 K・L8 SH59 サヌカイト 先端部欠 (1.2) 1.2 0.3 (0.4) 

1129 322-03 石鏃 凹基無茎 K・L8 SH59 サヌカイト
先端部欠

(1.6) 1.3 0,3 0.5 
脚部一方欠

1130 527-01 石鏃 凹基無茎 IIF15 SK215 サヌカイト 先端部欠 (1.3) 1.5 0.2 (0.5) 

1131 012-02 石鏃 凹基無茎 110 包含層 サヌカイト 脚部一方欠 (1.7) (1.7) 0.4 (0.9) 

1132 012-01 石鏃 凹基無茎 L9 包含層 サヌカイト 完形 1.8 1.6 0.3 0.6 

1133 037-01 石鏃 凹基無茎 Kll SK30 サヌカイト 完形 2.3 1.6 0.4 1.5 

1134 541-01 石鏃 凹基無茎 II El3 SK231 サヌカイト 脚部欠 (1.6) (1.1) 0.3 (0.4) 

1135 524-03 石鏃 凹基無茎 II Il4 SH236 サヌカイト 完形 1.6 1.3 0.3 0.4 

1136 037-03 石鏃 凹基無茎 L12 SX32 サヌカイト 先端部欠 (1.9) 1.4 0.3 (0.6) 

1137 011-05 石鏃 凹基無茎 Kl3 包含層 サヌカイト 基部欠 1.9 1.4 (0.2) (0.6) 

1138 012-03 石鏃 凹基無茎 Ll2 但含層 サヌカイト
先端部欠

(1.8) (1.3) (0.4) (0.7) 
脚部欠

1139 542-03 石鏃 凹基無茎 II El5 F層 位含層 サヌカイト 完形 1.9 1.4 0.3 0.6 
1140 031-03 石鏃 凹基無茎 KlO SH29 サヌカイト 脚部—·Ji欠 (2.2) 1.1 0.2 (0.3) 

1141 323-02 石鏃 凹基無茎 ]12 包含層 サヌカイト 先端部欠 (2.1〉 (1.3) 0.3 (0.5) 

1142 542-01 石鏃 凹基無茎 IID15 鉱含層 チャート
先端部欠

(1.6) (1.2) (0.3) (0.4) 
脚部—•方欠

1143 542-02 石鏃 凹基無茎 II 114 包含層 サヌカイト 先端部欠 (1.4) 1.7 (0.3) (0.6) 

1144 023-02 石鏃 凹基無茎 Hl3 SD15 サヌカイト
先端部欠

(2.1) (2.2) 0.5 (1.6) 
脚部一方欠

1145 323-04 石鏃 凹基無茎 Kl2 包含層 サヌカイト 完形 2.2 1.6 0.4 0.9 
1146 012-05 石鏃 凹基無茎 ]12 包含層 サヌカイト 完形 1.8 2.1 0.4 1.5 

1147 030-03 石鏃 凹基無茎 Kll SK25 サヌカイト 基部欠 (1.9) 1.3 0.5 (1.2) 

1148 050-04 石鏃 凹基無茎 Lll P4 サヌカイト 脚部--・方欠 (2.7) (1.7) 0.3 (0.9) 

1149 012-06 石鏃 K13 包含層 サヌカイト
先端部欠

(3.0) 2.0 0.6 (3.0) 
側辺部欠

t-150 323-03 石鏃 平基無茎 KB 包含層 サヌカイト 先端部欠 (2.5) 2.1 0.5 (1.5) 

1151 027-02 石鏃 平基無茎 ]12 SK20 チャート 先端部欠 (2.4) 2.2 0.7 (2.7) 

1152 541-03 石鏃 平基無茎 IIB13 P2 サヌカイト 完形 2.9 1.9 0.5 2.9 

1153 0}1-03 石鏃 平基無茎 Jll 包含層 サヌカイト 完形 2.9 1.4 0.5 2.2 

1154 037-04 石鏃 尖基 L12 SX32 サヌカイト 一部欠 2.8 1.1 0.3 (1.1) 

1155 石鏃 平基無茎 II II 4 SH207 サヌカイト 完形 2.1 1.7 0.4 1.3 

1156 石鏃 II Il4 SH207 サヌカイト 完形 2.0 1.5 0.5 1.6 未成品

1157 石鏃 II Fl5 SK215 チャート 甚部欠 (1.6) (0.9) (0.5) (0.6) 

1158 石鏃 凹基無茎 II Dl4 SH220 チャート 甚部欠 (2.7) (1.3) (0.4) (0.8) 

1159 石鏃 平基無茎 II D14 SK234 サヌカイト 基部一部欠 (2.6) (1.6) (0.6) (2.0) 

1160 石鏃 凹甚無茎 II Dl4 SK234 サヌカイト 脚部一方欠 1.8 1.6 0.4 (0.4) 風化強

1161 石鏃 凹基無茎 II I14 SH236 サヌカイト 完形 2.4 0.9 0.4 0.7 

1162 石鏃 凹基無茎 II !14 SH236 サヌカイト
先端部欠

(1.5) (1.3) 0.3 (0.4) 
脚部欠

1163 石鏃 凹基無茎 I 12 包含層 サヌカイト
先端部欠

(1.3) (1.0) 0.3 (0.2) 
脚部欠

1164 石鏃 J12 包含層 サヌカイト 完形 1.7 0.9 0.2 0.4 

1165 石鏃 凹基無茎 KlO 包含層 サヌカイト 完形 2.5 1.9 0.4 1.4 

1166 石鏃 K12 包含層 サヌカイト 基部欠 (1.0) (0.7) (0.2) (0.1) 

1167 石鏃 凹基無茎 Mll 包含層 サヌカイト 脚部一方次 (1.6) (1.4) 0.3 (0.5) 

1168 石鏃 平基無茎 J12 包含層 サヌカイト 完形 1.5 1.1 0.2 0.4 

1169 310-03 打欠き石錘 一両・一片 表採 表採 邑含層 砂岩 完形 4.2 3.6 1.3 26.5 

1170 034-01 打欠き石勇 両両 111 SK30 粘板岩 完形 4.5 3.9 1.5 36.6 
1171 039-02 打欠き石錘 一片逆 Ll2 SK38 粘板岩 完形 4.8 4.1 1.4 42.9 

1172 054-01 打欠き石錘 両・片 Gl3 下層 P5 砂宕 部欠 5.3 4.6 1.8 61.7 

1173 503-02 打欠き石簑 （一端片面） II El3 SK231 ホルンフェルス 下端欠 (4.3) 2.5 1.2 (17.3) 

1174 003-01 打欠き石錘 両端両面 Fl3 位含層 絹雲母fi英片岩 完形 5.5 3.3 0.7 20.0 

1175 055-02 打欠き石錘 両端両面 ]12 位含層 粘板岩 完形 4.8 3.1 1.2 26.1 

1176 016-01 打欠き石錘 一両・一片 Gl 1 SXIO 粘板岩 完形 5.2 3.0 1.1 26.6 

1177 003-02 打欠き石錘 両端両面 Gl2 盈含層 砂岩片岩 完形 4.7 3.4 1.2 27.5 

1178 504-02 打欠き石錘
両端両面

II Gl5 P3 緑泥片岩 完形 6.1 3.4 0.9 30.6 
（裏面弱）

1179 053-03 打欠き石鐙 両・片 HlO SK112 花尚岩 完形 4.9 3.9 1.6 34.6 風化著しい

1180 502-01 打欠き石錘 両端両面 II Fl4 SK214 
流紋宕質

完形 5.2 3.6 1.3 37.7 
溶結凝灰岩

1181 050-02 打欠き石錘 一両・ ―片 Gll P2 砂岩 完形 4.9 3.4 1.7 42.0 

1182 308-03 打欠き石錘 （一端片面） HlO ート層 鉱含層 花尚岩 完形 5.0 3.1 2.0 44.4 

1183 503-01 打欠き石錘 一端片面のみ II DE13 SK231 砂岩 完形 5.0 3.6 1.9 44.5 

1184 003-04 打欠き石錘 両端両面 Gl3 包含層 砂岩片岩 完形 6.5 3.7 1.0 46.9 

1185 502-02 打欠き石錘 両端両面（弱） II Fl5 SK215 砂岩片岩（細粒） 完形 7.3 3.7 1.2 47.5 

第11-1表石器・石製品観察表
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遺物番号 実測番号 器種 分類 地区 層位 遺構 石材 遺{{状態 長さ(cm) 幅(cm) 原さ(cm) 重さ(g) 備 考

1186 031-02 打欠き石錘 両・両 Kll SH29 砂府 完形 5.4 3.4 1.9 50.8 

1187 048-03 打欠き石鐙 一片逆・両敲 K・LS SH59 わ英片計 完形 5.9 3.7 1.7 52.4 

1188 528-03 打欠き石錘 一両・一片 II B13 他含層 石英片岩 完形 6.1 4.0 1.5 53.5 
1189 030-02 打欠き石錘 Kll SK25 砂府 完形 5.6 3.7 1.9 55.4 

1190 013-05 打欠き石錘 両面両端 KS 他含層 砂宕 完形 5.3 3.8 2.0 55.8 

1191 503-03 打欠き石錘 II 114 SH236 片麻宕 完形 5.1 3.6 2.0 59.8 

1192 310-02 打欠き石錘 両両 L8 F層 他含層 化尚宕 完形 7.0 4.1 1.7 62.1 

1193 013-06 打欠き石錘 両面・両端 LS 也含柑 砂府 完形 6.4 4.0 1.7 61.9 

1194 013-03 打欠き石錘
両端両面

KS 位含層 砂府 完形 5.6 4.1 2.1 64.6 
（裏弱）

1195 003-06 打欠き石鐙 片面両藩のみ KIO 鉱含屠 砂府 完形 7.1 3.9 1.3 65.2 

1196 003-03 打欠き石簑
一端両面

Gl2 包含層 砂宕 完形 6.5 3.4 2.1 70.2 
一端片面

1197 003-05 打欠き石錘 両端両面 !13 但含層 砂府 •部欠 6.1 4.0 2.2 72.8 

1198 529-03 打欠き石鐘 両・ 片 II D14 位含層 砂宕 完形 5.9 4.1 2.4 81.2 

1199 055-03 打欠き石錘
両端両面

J12 他含層 砂宕片岩 完形 6.3 2.4 1.2 28.4 
（裏弱）

1200 003-07 打欠き石鐘 片面両婿のみ Kl3 蝕含層 チャート（黒） 完形 5.4 2.4 1.7 31.4 
1201 308-01 打欠き石錘 一片逆 Hl4 SD15 {1英片岩 約 1/6欠 6.5 3.1 (1.4) (32.5) 

1202 047-02 打欠き石錘 両・片 ]12 SX53 ホルンフェルス 完形 6.7 2.7 1.4 32.9 
1203 042-01 打欠き石錘 両・ 両 I9 SK39 粘板岩 完形 6.1 2.4 1.4 33.1 

1204 052-01 打欠き石錘 両・片 HlO F層
SK112内

わ英）いむ 完形 7.0 2.7 1.6 35.6 
P7 

1205 052-02 打欠き石錘 一片逆 HlO ド層
SK112内

粘板岩 完形 7.6 2.3 1.3 35.6 
P7 

1206 017-03 打欠き石鐘 両・ 片 Il 1 SD15 砂宕 完形 6.0 3.3 1.2 36.7 

1207 013-04 打欠き石籍
片面両端

KS 位含層 砂宕 完形 5.8 2.7 1.3 38.0 
片面一端

1208 052-03 打欠き石錘 両・片 HlO SK112 玄武岩 完形 6.5 2.6 1.4 38.2 
1209 053-02 打欠き石錘 両・ 両 HlO SK112 砂料 完形 6.0 3.1 2.1 46.0 

1210 053-01 打欠き石錘 —片両敲 HlO SK112 砂府 完形 6.7 2.8 1.5 49.0 
1211 018-02 打欠き石鐙 両・片 Ill SD15 砂府 完形 7.0 3.1 1.8 49.3 
1212 501-03 打欠き石鐙 両両 II !14 SH207 砂料 完形 6.4 5.4 2.0 86.7 
1213 502-03 打欠き石錘 両端両面 II D4 SH220 化I蘭宕 、必形 7.2 4.0 1.9 88.6 

1214 529-02 打欠き石錘 両・両 II Dl3 包含桝 礫府 尤形 7.4 5.6 1.9 104.1 
1215 504-01 打欠き石錘 両端両面 II Cl5 P3 化滴岩 完形 7.3 4.9 2.2 105.4 

1216 529-01 打欠き石籍 両面敲打 II Cl3 鉱含層
流紋沿質

完形 6.2 4.7 2.6 108.9 
溶粘凝／火宕

1217 042-02 打欠き石籍 一両・一片 I9 SK39 化尚'-ft 完形 8.8 5.2 1.9 122.7 受熱変色

1218 309-01 打欠き石籍 両端両面 IlO 位含層 砂府 完形 9.0 6.8 2.5 211.1 
1219 501-04 打欠き6錘 一両・一片 II Fl4 SK214 h炭片'-ii 完形 8.3 2.3 1.3 32.6 
1220 501-01 打欠き石錘 両・片 II Il4 SH207 砂{i片岩 完形 7.8 3.2 1.1 39.8 
1221 018-01 打欠き石勇 一片逆 Ill SD15 砂府片沿 完形 8.2 3.2 1.5 61.0 
1222 502-04 打欠き石錘 両婿両面（弱） II Gl4 SK223 わ英）「岩 完形 9.4 2.8 1.7 61.9 
1223 501-02 打欠き石鐘 両・片 II 114 SH207 砂府片岩 完形 8.0 3.4 1.6 63.9 
1224 308-02 打欠き石錘 ]12 SK51 砂料Ii宕 完形 9.4 3.1 1.9 78.8 
1225 027-03 打欠き石錘 両・片 Jll SK25 砂府 完形 10.1 8.9 1.6 231.7 散き鴻分息耗が音しい

1226 528-02 打欠き石錘 （一片） II Bl5 低含層 砂府 約 2/3欠 (4.5) (8.4) (1.9) (88.6) 

1227 013-07 打欠き石錘 （両面両端） L8 位含層 f1英）い討 約 1/2? 欠 (5.1) (3.7) (0.9) (26.3) 

1228 308-04 打欠き石錘 （一端片面） Hll ド層 位含培 砂府片宕 約 1/3欠 (5.8) 3.4 2.0 (48.6) 

1229 038-03 打欠き石鐘 （一両） LlO SK36 砂府）ヤ府 約 1/3欠 (5.3) 3.3 (1.3) (31.4) 

1230 503-04 打欠き石錘 （一端両面） II 114 SH236 絹実母{j英片岩 約 1/2欠 (5.1) (2.3) (1.0) (17.7) 

1231 046-02 打欠き石角 一両ー自然 ]12 SK51 化協岩 完形 3.5 4.6 1.7 32.6 

1232 打欠き石簑 （一両） HlO ド層
SKI 12i勺

砂-;; 約 1/3欠 (6.0) (3.6) (1.4) (29.2) 
P7 

1233 打欠き石籍 一片逆 HlO ト層
SK112内

わ英片府 完形 8.6 2.8 1.4 43.0 
P7 

1234 打欠き石録 一両一片 II Dl4 低含居 h炎I¥宕 完形 7.7 2.7 1.7 48.2 

1235 打欠き石録 一両片面 II D15 他含~~ 砂府 約 1/2欠 (4.6) (3.5) (1.4) (22.0) 

1236 打欠き石錘 一両一片 II E15 位含層 化尚宕 ・部欠 (6.9) 3.5 1.9 (57.6) 

1237 打欠き石錘 両両 II Gl2 鉱含層 砂府 完形 6.3 4.3 1.9 73.2 
1238 打欠き石錘 一両一片 II Gl4 他含層 貞{i 完形 5.3 3.7 1.9 55.7 
1239 打欠き石錘 両・両 II Gl4 他含培 化尚府 完形 4.8 4.3 1.1 33.6 
1240 打欠き石錘 両・ 両 II Gl5 位含層 チャート 完形 6.1 4.0 1.9 56.9 

1241 打欠き石鐘 両・両 II Hl3 他含層 ,{j英片宕 完形 5.7 2.8 1.1 24.5 
1242 打欠き石鐘 一両・一片 Il 114 位含層 花尚宕 完形 6.8 5.5 1.9 114.8 

1243 打欠き石錘 両・両 II El5 下層 位含層 化協府 ほぼ尤形 5.5 4.9 1.2 49.6 
1244 打欠き石錘 一両・一片 II Dl5 ド層 包含層 粘板府 完形 8.2 2.6 1.3 34.8 
1245 打欠き石錘 一両・一片 II D15 ド層 他含層 砂～頁界 完形 5.3 3.5 1.7 40.5 
1246 打欠き石錘 一片・一敲 II H15 下層 但含層 砂府 完形 8.7 5.4 2.2 145.9 

1247 打欠き石鐘 一片・一反片 II Gl4 但含層 石炭片沿 完形 6.6 3.0 2.0 61.8 
1248 033-02 切H石錘 両・両 Ll 1 SK30 粘板料 完形 3.7 3.4 1.3 24.8 受熟タール状物付着

1249 028-01 切目石錘 両両 Jl2 SK25 砂府 完形 5.1 3.3 1.4 37.3 両端に線状痕

1250 002-04 切目石錘 両両 KIO 但含層 砂府 部欠 5.1 3.3 2.0 (51.7) 一醤はり廿長展2本

1251 002-10 切目石錘 両・両 L12 位含層 粘板宕 •部欠 (5.7) 3.7 1.5 (50.1) 

1252 013-02 切目石錘 両・両 L9 但含層 粘板府 完形 5.7 4.0 1.5 51.9 

1253 311-02 切目石錘 両・両 HlO ド層 低含附
流紋料質

完形 5.6 4.0 2.1 63.3 
浴糸Ii凝／火料

1254 050-01 切目石錘 両・両 Gl 1 P2 粘板宕 尤形 5.8 3.8 1.4 43.5 表if!-加切廿が2本

1255 002-01 切目石錘 両・両 Jl2 位含層 粘板宕 完形 6.3 4.2 1.4 50.7 

1256 001-03 切目石錘 両両 HlO 但含屑
流紋府質

完形 6.7 3.7 1.4 56.2 
溶粘凝／火宕

1257 026-01 切目石錘 一端両 ]12 SK19 ホルンフェルス 約 1/2欠 (4.2) (3.5) (1.7) 33.0 
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遺物番号 実測番号 器種 分類 地区 層位 遺構 石材 遺存状態 長さ(cm) 幅(cm) 厚さ(cm) 重さ(g) 備 考

1258 506-02 切目石錘 両・両 IID15 SH220 粘板岩 完形 4.2 2.3 1.1 12.2 表面が平滑

1259 002-05 切目石錘 両・一端欠 Kl3 包含層 粘板岩 -・ 部欠 (4.2) 2.6 1.7 (23.6) 

1260 310-01 切目石錘 両両 Hl3 下層 包含層 砂岩 •部欠 4.3 2.4 1.1 15.7 

1261 033-01 切目石錘 両両 Lll SK30 砂岩 完形 5.2 2.6 1.0 17.6 

1262 048-02 切目石錘 両両 K・L8 SH59 粘板岩 完形 4.8 2.5 1.4 22.8 

1263 038-01 切目石錘 両両 Gll SD33 緑泥片岩 完形 4.9 2.3 1.1 18.7 

1264 029-03 切目石錘 両・両 Kll SK25 細粒砂岩 完形 5.1 2.6 1.8 33.7 

1265 030-01 切目石錘 一両・一片 J12 SK25 砂岩片岩 完形 6.0 2.5 1.6 33.1 

1266 530-02 切目石錘 両両 IIB14 包含層 砂岩 完形 4.9 2.6 1.6 32.3 
1267 530-01 切目石錘 両両 IIB14 邑含層 砂岩 完形 5.9 2.8 2.0 45.4 

1268 505-01 切目石錘 両・両 IIB15 SK203 
流紋岩質

完形 5.6 2.5 1.4 29.2 
溶粘凝灰岩

1269 002-06 切目石錘 両両 Kl3 絋含層 粘板岩 完形 5.5 2.5 1.1 25.0 

1270 002-08 切目石錘 両・ 両 L9 包含層 粘板岩 完形 5.5 3.0 1.1 29.4 切目若干違える

1271 055-01 切目石錘 両両 Gll 下層 包含層 チャート 完形 5.2 2.7 1.5 25.6 一娼は 1圃l1)切廿か

1272 002-11 切目石錘 両・両 J12 位含層 チャート ・部欠 5.0 3.4 1.4 (29.8) 打欠石錘を転用

1273 001-09 切目石錘 両・両 112 包含層 粘板岩 完形 5.8 2.4 1.4 30.8 

1274 015-01 切目石錘 両・両 排出土 位含層 緑色片岩 5.9 2.4 1.1 26.1 

1275 017-02 
切目石錘

一両 Hll SD15 砂府 ほぽ完形 6.2 2.9 1.3 (34.8) 切目一端のみ
未成品

1276 013-01 切目石錘 両両 L8 位含層 緑色片岩 完形 6.1 3.0 1.7 52.5 

1277 001-08 切目石錘 両両 JlO 包含層
粘板宕

完形 5.9 2.9 1.3 35.8 
赤鉄鉱片岩

1278 027-01 切目石錘 一嬬欠損両 Jll SK20 砂岩 一部欠 (6.0) 3.5 1.5 40.5 

1279 016-02 切目石錘 両・両 Hll SK12 砂岩 完形 6.5 3.2 1.6 50.5 

1280 037-02 切目石錘 両両 Hl3 SK31 砂岩 完形 7.0 3.0 1.7 49.7 

1281 505-03 切目石錘 不明瞭 IIF15 SK210 粘板岩 完形 7.1 3.1 2.0 65.9 

1282 505-04 切目石錘 両両 II Fl5 SK215 粘板岩 完形 6.5 3.5 1.9 49.3 

1283 046-01 切目石錘 両両 ]12 SK51 石英片岩 完形 7.4 4.1 1.8 84.1 

1284 045-02 切目石錘 両・両 Gl3 SK41 砂岩 完形 3.4 1.4 1.3 8.9 

1285 029-02 切目石錘 両両擦痕 Kll SK25 緑泥片岩 完形 5.0 1.4 1.2 12.2 

1286 002-02 切目石錘 両・両 J12 鉱含層 粘板岩 完形 4.7 1.8 1.3 16.8 一端は切目 2本

1287 002-03 切目石錘 両両明瞭 KIO 蝕含層 粘板岩 完形 4.7 2.0 1.3 19.6 

1288 002-09 切目石錘 両端欠 LlO 包含層 粘板岩 約 1/2•) 以t欠 (4.5) (1.6) (1.0) (9.3) 

1289 028-02 切目石錘 両・両 Jll SK25 片麻岩 完形 6.1 1.5 1.2 14.2 切目明瞭

1290 028-03 切目石錘 両・両 ]12 SK25 絹雲屈砂岩片岩 完形 5.5 1.5 1.4 18.8 切目明瞭

1291 001-02 切目石錘 両・両 HlO 位含層 砂岩 完形 6.7 1.6 1.1 21.0 

1292 025-01 切目石錘 両両 GlO SK16 砂岩 完形 6.0 2.0 1.6 28.6 

1293 026-02 切目石錘 両・両 ]12 SK19 砂岩 完形 6.2 2.1 1.1 23.4 切目明瞭

1294 002-07 切目石錘 両・両 L9 包含層 絹宮紗ii英片岩 約 1/7欠 10.3 2.2 (1.2) (38.7) —端は切目 2 本

1295 001-05 切目石錘
両・両

Hll 他含層 絹雲枇{j炭片岩 完形 10.0 1.6 1.2 29.4 
不明瞭

両両
1296 029-01 切目石錘

側面擦痕
Jl2 SK25 絹雰l吐砂府片岩 完形 8.4 1.8 1.8 32.5 

1297 033-04 切目石錘 両・両 Kll SK30 粘晶片岩 約 1/3欠 6.5 2.5 (1.4) (29.8) 

1298 039-01 切目石錘 両両 Il3 SK38 緑色片府 完形 6.6 2.5 1.4 39.1 

1299 506-04 切目石錘 両・両 IIH13 PS チャート 完形 7.4 2.6 1.4 39.4 

1300 506-03 切目石錘 両・両 II Gl4 P7 -fi英片岩 完形 7.6 2.5 1.6 47.4 両面に擦痕

1301 528-01 切目石錘 両・一端欠 IIB14 包含層 粘板岩 約 1/4欠 (6.2) 2.7 1.5 28.6 表面が平滑

1302 001-04 切目石錘 両・両 mo 低含層 結晶片沿 完形 7.2 2.5 1.7 48.7 切目違えている

1303 017-01 切目石錘 両・両ヵ Hl 1 SD15 砂岩 完形 7.5 2.8 1.9 61.1 

1304 001-01 切目石錘 両・両 GlO 他含層 砂宕 完形 7.3 3.3 1.2 51.4 

1305 505-02 切目石錘 両・一端欠 II !14 SH207 粘板岩 約 1/6欠 (7.6) 3.2 (1.9) (29.1) 

1306 048-01 切目石錘 両・両 K・L8 SH59 砂岩 完形 7.3 3.6 1.7 63.5 

1307 530-03 切目石錘 両両 IID15 位含培
流紋岩質

完形 8.3 3.2 1.1 42.0 
溶結凝灰岩

1308 038-02 切目石錘 両端 1回 Jll SK34 石英片岩 完形 8.9 2.8 1.7 68.6 

1309 311-03 切目石錘 両・両 試掘 他含層
流英片宕

完形 8.4 3.2 2.1 81.6 
溶粘凝灰沿

1310 045-01 切目石錘 両両 Gl3 SK41 砂宕 完形 7.7 3.7 1.7 79.6 

1311 045-03 切目石錘 両・両 Gl3 SK41 砂府 完形 8.4 3.5 2.0 101.1 

1312 504-03 切目石錘 両端両面 II El3 P4 {j英片府 完形 8.3 3.3 1.7 67.3 

1313 033-03 切目石錘 一端欠・両 Lll SK30 粘板岩 •祁残 (2.4) (2.3) (0.7) (4.8) 

1314 311-01 切目石錘 両端欠 Ll2 位含層 砂府 •部残 (3.2) (2.6) (0.5) (4.9) 

1315 001-06 切目石錘 両・一端欠 Ill 但含層 粘晶片岩 約 1/ 3? 欠 (6.3) (2.5) (0.9) (24.5) 

1316 001-07 切目石錘 両・一端欠 ]10 位含層 粘板宕 約1/2以I・.欠 (5.5) (2.5) (1.0) (21.1) 

1317 506-01 切目石錘 両・ーー端欠 II Fl5 SK215 
細粒絹雰母

一部残 (4.6) (2.3) (1.1) (16.3) 
砂岩片岩

1318 切目石錐 II Fl5 包含層 赤鉄鉱石英片岩 完形 8.1 3.7 1.5 70.3 

1319 切目石錘 II Gl4 他含層
流紋岩質

完形 5.5 4.0 2.1 50.4 
溶粘凝灰岩

1320 切目石錘 片なし II Cl4 位含層
砂宕

完形 4.8 3.1 1.6 35.6 
（細粒～中粒）

1321 切目石錘 両・両 II Fl4 下層 位含層 砂宕 完形 6.2 3.9 1.3 44.8 

1322 切目石錘 両・両 IIF14 鉱含層 緑泥片岩 完形 5.4 2.0 1.0 19.8 一端は切目 2本

1323 切目石錘 両両 II Fl5 位含層
流紋岩質

完形 5.2 3.5 1.5 42.1 
溶結凝灰府

1324 切目石＄唾 両・両 II Gl3 但含層 緑色片岩 完形 5.4 2.5 1.4 28.9 

1325 切目石錘 両・両 II Gl4 低含層 砂府 完形 4.7 2.8 1.7 31.4 

1326 切目石錘 両一端欠 II Gl5 他含培 粘板炉；. 部欠 (5.3) 3.3 (1.4) (30.0) 

1327 切目石錘 両・両 II Il4 他含吊 玄武宕 完形 6.2 2.6 1.3 30.0 

l 1328 切目石錘 両両 I! 114 辺含層 細粒砂沿 完形 7.5 2.8 2.3 63.4 

1329 切目石錘 両・ 両 II I 15 且含層 粘板府 完形 5.3 3.5 1.5 42.4 
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遺物番号 実測番号 器種 分類 地区 層位 遺構 石材 遺存状態 長さ(cm) 輻(cm) 原さ(cm) 重さ(g) 備 考

1330 切目石錘 両・両 II Hl5 下層 包含層 粘板岩 完形 7.0 3.4 1.4 55.8 

1331 切目石錘 両・一端欠 表採 包含層 粘板岩 約 l/2? 欠 (6.1) (2.4) (1.9) (17.1) 表面が平滑

1332 石錘？ II F14 位含層 花尚岩 完形 6.0 3.8 2.0 69.1 

1333 石錘？ II 115 包含層 化尚岩 約 1/3欠 (6.6) (6.6) (1.9) (121.5) 

1334 石錘？ Jll SK25 砂宕 舟B残 (3.8) (2.5) (1.5) (12.5) 

1335 石鍾l1)素材 II Bl5 蝕含層 絹雲母結晶片岩 完形 9.1 2.7 1.2 47.7 

1336 554-01 打製石斧 II Fl3 包含層 黒雲f吐石英片岩 完形 11.9 5.7 1.8 201.9 

1337 036-01 台石 Lll SK30 
流紋界質

完形 16.2 12.3 5.2 1,638 
溶結凝灰岩

1338 518-01 台石 II B15 SK203 砂岩 •部欠 21.0 14.8 5.1 2,400 

1339 318-01 石 Hll K9 
SK30 緑泥片岩

一部欠 (28.2) (39.7) (4.2) (7,400) SK30とSH59接合
SH59 （緑色片宕）

1340 519-02 石皿 II !14 SH207 砂岩 音〖残 (14.0) (4.5) (9.4) (740) 

1341 519-01 石皿 II Il4 SH207 花尚質砂岩 一部残 (8.7) (11. 7) (3.1) (370) 

1342 521-01 石皿 II Fl4 SK215 花尚宕 完形 31.2 23.7 11.8 11,300 

1343 523-01 石皿 II E14 ,i.i含層 砂府 完形 31.4 27.4 11.0 15,500 

1344 522-01 石 llll D14 SK234 眼球片麻宕 完形？ 25.7 21.5 11.2 9,800 

1345 520-01 石皿 II Il4 SH207 砂計 完形 33.2 22.4 8.5 9,500 

1346 519-03 石 llI1 II 114 SH207 砂宕 ・部残 (7.1) (6.4) (7.0) (430) 

1347 石皿 ]9 SK34 砂宕 1/2以上欠 (21.4) (13.0) (8.7) (2,700) 

1348 石皿 I9 SK39 
fi英斑岩

完形 20.0 19.0 5.1 2,900 
花尚斑岩

1349 石皿 II B15 SK203 花尚岩 部^残 (11.2) (16.7) (8.7) (2,700) 

1350 石皿 II Cl4 SK213 砂岩 ・部残 (13.7) (13.0) (9.0) (2,400) 

1351 石皿 D・E13 SK231 花尚岩 完形 27.0 23.8 8.5 8,200 

1352 石 lIIl II Il4 P3 
流紋岩質

・部残 (9.8) (2.2) (4.2) (95.0) 
溶結凝灰岩

1353 石皿 El3 P4 花尚宕 完形 24.0 19.9 6.3 4,200 

1354 石皿 II El4 但含層
流紋岩質

一部残 (11.6) (9.4) (6.9) (815) 受熱
溶粘凝灰宕

1355 石皿 包含層 砂沿 ・部残 (9.5) (6.2) (6.7) (440) 

1356 台石 K9 SK35 花尚府 •部残 (11.3) (7.9) (5.0) (320) 

1357 315-02 敲石 113 位含層 砂宕 完形 8.0 7.3 3.4 295 

1358 004-01 敲石 HlO 位含層 砂宕 約 1/ 4欠 (12.0) (10.2) (4.7) (710) 

1359 513-01 敲石 II Gl4 SK223 砂宕 尤形 11.0 8.3 5.8 700 

1360 513-02 敲石 II Gl4 SK223 砂宕 完形 11.0 9.8 6.7 970 

1361 006-01 敲石 MlO 他含暦 砂宕 完形 12.1 8.5 5.0 750 

1362 316-01 敲石 位含層 砂岩 完形 8.4 7.7 4.7 445 

1363 051-01 敲石 ]12 Pl 石英斑宕 完形 7.4 6.3 5.3 290 

1364 032-01 敲石 Kll SH29 砂宕 完形 12.3 7.9 5.8 765 

1365 014-02 敲石 K8 他含層 砂府 完形 11.5 9.5 6.6 1,020 

1366 005-01 敲石 I9 鉱含層 半花繭岩 約 1/4欠 (11.3) 9.7 3.6 (550) 

1367 514-01 敲石 II El3 P2 砂沿 完形 12.6 11.0 5.0 1,000 

1368 511-02 敲石 II Fl4 SK214 花尚宕 •部欠 11.7 (9.0) 5.5 (830) 

1369 043-01 敲石 19 SK39 硬砂宕 •部欠 10.7 10.7 5.1 (988) 

1370 315-01 敲石 !12 下層 絋含層 砂料 完形 10.2 8.1 6.1 672 

1371 314-01 敲石 K L8 SH59 砂府 約 1/6欠 10.4 9.1 4.7 712 

1372 514-02 敲石 Hl3 pg 花尚宕 完形 11.5 10.9 6.1 1,140 

1373 512-02 敲石 II Gl4 SK223 砂宕 音〖欠 (11.7) 8.7 4.7 (702) 

1374 512-01 敲石 II Dl4 SK221 砂宕 完形 11.7 8.8 4.0 575 

1375 511-01 蔽石 II 114 SH207 砂府 約 1/4欠 (10.8) (10.1) 5.5 (910) 

1376 516-01 敲石 II Hl5 SK210 
流紋府質

1/3欠 9.9 (7.9) (4.4) (475) 
溶粘凝灰宕

1377 034-02 敲石 Kll SK30 砂府 完形 10.l 9.3 4.6 640 

1378 敲石 II Cl5 SK202 花尚岩 •部残 (5.5) (11.0) (5.7) (400) 

1379 敲石 II Gl3 SK233 化蘭岩 約 1/2欠 (10.1) (9.1) (6.2) (775) 

1380 敲石 II Il4 SH236 花岡宕 部残 (6.5) (3.2) (3.5) (50) 

1381 敲石 II Il4 p 花巌宕 ・部残 (5.5) (9.1) (4.7) (295) 

1382 敲石 II D14 他含層 花尚¥1 •部欠 11.5 8.8 4.9 (650) 

1383 敲石 II El5 位含層 化尚宕 •部欠 (14.3) (12.6) 4.0 (1,125) 

1384 敲石 II Fl4 ド層 位含層 花尚府 完形 11.7 9.3 3.6 538 

1385 敲石 II F15 F層 他含層 砂岩 完形 6.1 3.9 3.7 120 

1386 敲石 II Gl5 鉱含層 砂宕 完形 6.4 5.9 5.2 270 

1387 敲石 II Gl5 但含層 花岡岩 約 1/4欠 (8.4) 6.0 3.8 (300) 

1388 敲石 II Hl3 但含層 化繭宕 完形 8.6 7.9 4.4 409 

1389 敲石 II Il4 位含層 花尚岩 完形 8.9 7.8 5.4 510 

1390 508-02 磨石 II Gl4 SK223 砂宕 完形 12.5 8.2 6.5 970 

1391 014-01 磨石 K8 他含層 砂射 完形 11.1 93.0 5.7 840 

1392 509-01 磨石 II Cl5 位含層 砂府 完形 11.0 10.7 4.7 772 

1393 507-01 磨石 II Cl5 SK202 砂宕 完形 14.7 10.3 4.8 1,124 

1394 007-01 磨石 MlO 低含層 砂府 完形 12.6 10.1 7.3 1,310 

1395 510-01 磨石 II Fl3 包含層 砂料 完形 10.4 9.5 5.3 792 表面平滑

1396 510-02 磨石 II Hl2 他含層 砂府 完形 10.4 8.7 5.3 680 

1397 019-01 磨石 Hll SD15 砂宕 完形 11.9 10.0 5.3 850 r 1398 020-01 磨石 Hl3 SD15 玄武岩 約 1/3欠 (9.4) (7.8) (5.0) (480) 

1399 507-02 磨石 Cl5 SK202 砂府 約 1/2欠 (8.2) (9.8) (5.8) (695) 

1400 040-01 磨石 Il 1 SK38 硬砂宕 •部欠 (10.2) 10.6 (4.8) (760) 

'1401 313-02 磨石 L9 SH59 砂界 約1/2以1欠 (8.0) (9.6) (4.9) (540) 

1402 313-01 磨石 K9 SH59 砂府 約1/2以t欠 (9.4) (8.1) (3.6) (260) 

1403 508-01 磨石 II Fl4 SK214 砂府 約 2/3欠 (10.7) (6.3) (5.5) (300) 

1404 313-03 磨石 L9 包含層 砂府 部残 (4.3) (8.3) (4.0) (153.4) 

1405 004-02 磨石 HlO 他含層 砂府 惰II残 (7.2) (3.7) (4.6) (116.9) 

1406 磨石 Lll SK30 砂宕 約1/2以上欠 (8.7) (5.2) (2.4) (150) 

第11-4表石器・石製品観察表
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遺物番号 実測番号 器種 分類 地区 層位 遺構 石材 遺存状態 長さ(cm) 幅(cm) 厚さ(cm) 重さ(g) 備 考

1407 磨石 ]9 SK34 化尚岩 完形 8.0 6.6 5.7 370 

1408 磨石 II I14 SK207 化協岩 •部残 (10.2) (4.4) (4.8) (305) 

1409 磨石 II Fl4 SK214 砂府 哨・部残 (2.3) (5.7) (5.0) (60) 

1410 磨石 II Fl4 SK215 砂府 約1/2以上欠 (13.8) (7.6) (5.9) (645) 

1411 磨石 II Fl3 SK230 砂岩 約1/2欠 (5.5) (8.0) (4.8) (329) 

1412 磨石 II 114 包含層 砂岩 約1/2欠 (9.2) (5.9) (5.7) (340) 

1413 磨石 II J15 他含層 砂沿 小片 (5.9) (7.9) (4.8) (283) 

1414 047-01 石匙 KlO SK55 サヌカイト 完形 5.9 3.4 0.5 7.5 
1415 008-03 削器 Hl4 鉱含層 サヌカイト 音砂欠 (6.3) 3.5 1.1 (22.5) 

1416 525-01 削器 II Hl2 Pl サヌカイト •部欠 7.9 (3.8) 1.3 (34.8) 

1417 324-01 削器 Kl2 下層 他含層 サヌカイト メJ 部—•部欠 6.7 3.9 0.8 21.1 
1418 526-01 削器 II Dl4 SH220 サヌカイト 一部欠 (7.0) 3.7 1.0 (32.2) 

1419 008-01 削器 Fl5 包含層 サヌカイト 完形 5.3 3.2 0.8 11.3 

1420 009-02 削器 K9 他含層 サヌカイト 刃部・部欠 5.6 (3.7) 0.6 (12.7) 

1421 021-01 削器 HlO SD15 チャート 完形 6.0 4.1 1.5 29.2 
1422 010-01 削器 LlO 位含層 サヌカイト ほぽ完形 7.2 3.5 1.3 25.1 

1423 021-02 削器 !12 SD15 サヌカイト 完形 5.2 3.2 1.4 17.2 

1424 325-01 削器 Lll SK30 チャート
1/2欠損

3.4 2.6 0.4 3.6 
両面加工

1425 324-02 削器 LIO 蝕含層 サヌカイト 完形 3.8 1.7 0.6 4.1 
1426 008-02 削器 Gl5 旧河道 サヌカイト 完形 4.8 1.9 0.3 4.2 
1427 削器 Hl4 SD15 サヌカイト J1 部—一部欠 5.0 3.3 0.6 9.3 背面礫表

1428 削器 II !14 SH207 サヌカイト 完形 5.0 4.4 1.1 28.8 主として片面加工

1429 削器 II Dl4 剋含層 チャート 完形 5.2 3.4 1.2 25.8 
1430 削器 II El4 鉱含層 サヌカイト 完形 4.9 4.5 1.0 23.6 
1431 012-04 石錐 I12 他含層 サヌカイト 両端部欠 (4.5) 1.2 0.6 (3.4) 

1432 320-01 石錐 K・LS SH59 サヌカイト 完形 3.6 1.2 0.6 2.5 

1433 050-03 石錐 Gll P2 チャート 両端部欠？ (1.8) 0.7 0.4 (0.5) 

1434 030-04 石錐 Kll SK25 サヌカイト 完形 2.6 1.0 0.4 1.0 
1435 047-03 石錐 II Il4 SH207 サヌカイト 完形 3.5 1.2 0.7 2.4 
1436 527-02 石錐 II Fl5 SK210 チャート 完形 3.7 2.7 1.9 7.1 

1437 石錐 K L8 SH59 サヌカイト 完形 2.6 1.0 0.6 1.7 
1438 石錐 LlO 包含層 サヌカイト 甚部欠 (1.4) (0.7) (0.4) (0.3) 

1439 石錐 II Dl5 位含層 サヌカイト •祁欠 (2.5) (0.7) 0.7 (1.2) 

1440 石錐 II Hl4 包含層 サヌカイト ほぽ完形 3.2 1.7 0.7 3.5 
1441 330-01 楔形石器 IlO SD15 サヌカイト 完形 4.8 2.8 1.0 15.9 
1442 330-02 楔形石器 IlO SD15 サヌカイト 完形 4.5 1.3 1.0 4.1 
1443 330-03 楔形石器 Gl4 包含層 サヌカイト •部欠 (5.0) (4.0) 1.3 (21.7) 

1444 楔形石器 Il Hl4 包含柑
流紋宕質

完形 5.0 4.1 1.8 44.4 
溶結凝灰宕

1445 009-01 R F I9 位含層 チャート 完形 5.4 2.3 1.1 14.4 
1446 321-02 R F Kll 但含層 チャート 完形 2.5 1.1 0.5 1.7 
1447 321-01 R F L13 蝕含層 チャート 完形 3.4 2.2 0.9 6.2 
1448 U F Gl3 SK14 サヌカイト 完形 4.9 3.3 0.6 10.7 
1449 U F K・L8 SH59 チャート 完形 4.6 3.9 1.0 17.6 
1450 025-02 磨製石斧 定角式 HlO SK16 滑{i片岩 約1/2欠 (4.2) (3.3) (1.6) (26.3) 

1451 531-01 磨製石斧 定角式 II Fl4 他含附
細粒絹雲I吐

部欠 (7.5) (3.8) (1.6) (62.5) 
船／も石砂W'i't;

1452 035-01 磨製石斧 定角式 Ll 1 SK30 礫府 部欠 (5.6) (3.9) (1.5) (45.8) 

1453 517-01 磨製石斧 定角式 II Il4 SH236 砂 {i 約1/2?欠 (5.4) (5.4) (2.4) (90.6) 

1454 515-01 礫器 II 114 SH207 砂府 完形？ 11.2 9.7 3.6 418 
1455 515-02 礫器 Il4 SK238 砂沿 尤形 10.8 9.0 3.6 479 
1456 317-01 礫器 K・L8 SH59 硬砂府 完形 11.3 12.6 5.8 1,015 敲石を転用

1457 礫器 II Gl5 但含層 砂府 完形 10.2 12.5 4.8 782 

1458 礫器 II !14 鉱含層
流紋府質

完形 10.4 9.4 4.4 589 
溶粘凝灰府

1459 320-02 石核 Gl3 SK41 サヌカイト 完形 6.7 4.3 1.7 44.l 
1460 329-01 石核 Jl2 SK19 チャート 完形 3.8 4.6 3.5 86 0 

1461 326-01 石核 Il 1 SD15 チャート 完形 3.7 3.3 2.6 30.6 
1462 326-02 石核 Gl3 SK41 サヌカイト 完形 2.4 3.9 1.7 13.3 

1463 524-05 
磨製環状

II Il4 SH236 細粒砂宕 完 形 ？ 2.1 2.1 0.3 1.6 
石製品

1464 532-01 磨製石製品 II Cl5 位含/vl 砂府I¥岩 音II残 3.9 2.0 0.8 5.4 
1465 018-03 線刻礫 Hl3 SD15 粘板界 ほぼ必形 5.9 2.8 0.7 18.7 
1466 312-01 有孔石製品 ]52 SK51 砂府 完形 5.0 3.8 1.8 43.4 
1467 024-01 片岩製象1）片 IlO S015 絹唸1吐砂岩片岩 ・祁残 (9.7) (5.5) (1.0) (88.3) 

1468 023-01 石 棒 Hl2 SD15 砂府 •部残 7.2 2.6 2.1 (51.5) 

1469 041-01 石棒 113 SK38 糾箕紗石英片岩 完形 16.2 3.2 1.8 134.2 
1470 022-01 石棒 Hl2 SD15 紺苔似{i英片府 完形 18.4 2.7 2.3 175.9 

第11-5表石器・石製品観察表
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VI. 自然科学分析

新徳寺遺跡は、櫛田川右岸に発達する河岸段丘の

北端部付近、櫛田川とその支流の相可川の合流地点

に位置する。本遺跡は自然堤防上に立地し、 2次に

わたる発掘調査により、縄文時代後期や室町時代の

遺構・遺物が検出されている。このうち、縄文時代

後期では、竪穴住居跡・土坑群・埋設土器群などが

検出されている。土坑群は墓、埋設土器は小児の埋

葬にそれぞれ使われた可能性が指摘されており、一

部の土坑からは骨片も出土している。また、室町時

代にも墓と考えられる土坑があるが、骨片などは出

土していない。

本報告では、これらの土坑や埋設土器内への遺体

埋納の可能性を自然科学的に検証する。また、遺構

内より出土した骨片についても同定を行う。同定は、

早稲田大学の金子浩昌先生に御願いした。さらに、

出土した炭化材や種実遺体について、年代測定と同

定を行い遺構の年代や植物利用に関する資料を得

る。（※遺構番号は第 6・8表を参照。）

1 . 調壺課題

A. 土坑 (SK30)の年代推定

第 1次調査区の SK30は、縄文時代後期前葉と考

えられている。覆土内には、焼土や骨片の他に、燃

料材として利用されたと考えられる炭化材が混入し

ている。この炭化材について放射性炭素 (14c)年

代測定を行い、その年代に関する資料を得る。

B. 土坑等の内容物の推定

(1)遺体埋納の可能性の検証

縄文時代後期および室町時代の遺構の中には、遺

体が埋納された可能性が推定されている遺構がある。

土坑や埋設土器内へ遺体が埋納されたとすれば、そ

の覆土内に遺体の痕跡が残留している可能性がある。

遺体埋納の痕跡を自然科学的に検証する方法とし

て、リン酸やカルシウムの含量を測定する方法があ

る。また、リン酸を保持しにくい土壌の場合はリン

酸の富化について明瞭な傾向が得られない場合が多

いため、炭素含量もあわせて測定する方法がある

（辻本・小林， 1995)。今回の分析調査では、第 1

次調査分についてはリン酸と有機炭素の含量を、第

2次調査分についてはリン酸とカルシウムの含量を

それぞれ測定した。

(2) 出土した骨片の同定

第2次調査で検出された遺構の中には骨片が確認

されたものもある。これらの骨片について、その種

類を同定する。

C. 植物利用および周辺植生の推定

遺構からは、炭化した木材や種実遺体が出土して

いる。これらの種類を明らかにし、過去の植物利用

やその背景にある古植生を推定する。

2. 土坑SK30の年代について

A. 試料

縄文時代後期前葉と考えられる土坑 SK30の覆

土から出土した炭化材 l点である。

B. 方法

測定は、学習院大学放射性炭素年代測定室が行

った。なお、放射性炭素の半減期は、 LIBBYの半

減期 5570年を使用した。
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C. 結果

測定結果を第12表に示す。

D. 考察

測定試料とした炭化材が検出された SK30は、出

土遺物から縄文時代後期前葉と推定されている。得

られた炭化材の測定値は、これまで近畿・東海地方

で行われた年代測定結果（キーリ・武藤， 1982)と



遺構（採取層位）

SK30 (覆土） 材

質

化炭

年代 (1950年よりの年数）

5180士630y.B.P.

3230 B.C. 

code No 

Gak -18778 

第 12表 SK30出土炭火材の放射性炭素年代測定結果

比較すると、縄文時代前期～中期の年代測定値に相

当する。近畿・東海地方における縄文時代後期の測

定値では、東海地方で 2870士250y. B. P.、

近畿地方で 2770y.B. P. 前後の値が得られた例

がある。また、縄文時代後期の年代を4000~3000 年

前とする見解もある。（日本第四紀学会ほか、 1992)

これらの値と比較すると、今回の測定値は誤差範

囲を考慮しても、考古学的な所見とは一致しない。

木材を利用して年代測定を実施した際に、推定年代

よりも古い値が得られた時には、木材の樹齢の問題

や古材の再利用または混入等が考えられる（東村，

1990)。木材は、樹皮と木材との間にある形成層の

活動により、毎年新しい木材組織を形成し、肉眼で

は年輪として確認できる。

形成された木材組織は、水分や養分の通導などの

活動を行うが、実際に活動を行うのは常に外側の何

年分かの組織だけで、中心部から順に活動を停止し

ていく。活動を停止した時点で放射性炭素を取り込

まなくなるため、生きている木でも中心部では放射

性炭素の崩壊が始まる。したがって、木材では測定

に使用した部分の形成年代と実際の樹齢との差だけ

誤差が生じる可能性がある。

今回測定に使用した炭化材は、後述するようにム

クノキに同定されている。現在、国内には天然記念

物に指定されているムクノキの巨木が3例知られて

いる（沼田， 1984)。しかし、いずれも樹齢が200

~ 300年程度であり、 2000年を越えるような巨木

は知られていない。したがって、今回の測定結果に

ついても、樹齢の問題で 2000年近い誤差が生じた

とは考えにくい。古材の再利用については、これま

でにもその可能性が指摘された例があり、本遺跡で

も周辺低地などに埋もれていた木材が利用された可

能性は充分考えられる。周辺で同様の遺構から出土

する炭化材についても年代測定と樹種同定を行い、

樹種に関係なく同様の傾向が得られるのか否か等に

ついても確認したい。

3. 土坑等の内容物について

A. リン酸・カルシウム・有機炭素量の測定

(1)試料

試料は、第 1次調壺区と第 2次調壺区で採取され

た。第 1次調査区では、縄文時代後期前葉の 3基の

遺構 (SKlO, SX45, SX47) と室町時代の 4基

の遺構 (SK2l ,SK22,SK23,SK32)から、合計53点

（試料番号 1~52)の土壌試料が採取された。第 2次

調査区では、縄文時代後期の 10基の土坑 (SK210,

214,221,227,228,229,230,231,237 ,SZ222)から合

計 51点（試料番号）の土壌試料が採取された。試

料番号は第 1次と第 2次でそれぞれ 1から通し番号

が付されている。本報告では、混同を防ぐために、

第 1次には 1、第 2次には 2を、各試料番号の先頭

にハイフォン(-)で付し、 1-1、2-1のように記す。

各試料の詳細は、分析結果と共に第13表に記した。

(2)方法

リン酸とカルシウム含量の測定については、土壌

標準分析・測定法委員会 (1986)、土壌養分測定法

委員会編 (1981)、京都大学農学部農芸化学教室編

(1957)、農林水産省技術会議事務局監修 (1967)、

ペドロジスト懇談会 (1984) などを参考にした。

試料を風乾後、軽く粉砕して 2.0mmの飾を通過さ

せる（風乾細土試料）。風乾細土試料の水分を加熱

減量法 (105℃、 5時間）により測定する。風乾細

土試料2.00gをケルダールフラスコに秤とり、はじめ

に硝酸 (HNO) 5叫を加えて加熱分解する。放

冷後、過塩素酸 (HClO)10叫を加えて再び加熱

分解を行う。分解終了後、蒸留水で、 100叫に定溶

して濾過する。今回は、リン酸含量をリン酸 (P205)

濃度として測定する。ろ液の一定量を試験管に採取

し、リン酸発色液を加えて分光光度計によりリン酸

濃度を測定する。別に、ろ液の一定量を試験管に採
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番号 遺構名 時代・時期 試 料 名 リOン,酸mg含/量P, g 
カルシウム／含量
CaOmg g 

有機C炭%素 土色 士性

1 -1 SKlO 縄文時代後期 土坑床面① 3.81 ......... 1.44 10YR2/3黒褐 L 

1-2 SKlO 縄文時代後期 土坑床面② 4.93 ......... 1.10 lOYRZ/3黒褐 L

1-3 SKlO 縄文時代後期 上坑床面③ 4.85 ......... 0.99 10YR2/3黒褐 L 

1-4 SKlO 縄文時代後期 土坑床面④ 4.72 ・・・・・・・・・ 1.26 10YR2/3黒褐 L 

1-5 SKlO 縄文時代後期 上坑北検出面 A(対照試料） 3.01 ......... 0.59 10YR3/4暗褐 L

1-6 SKlO 縄文時代後期 上坑南検出面 B (対照試料） 3.51 ......... 0.61 10YR3/3暗褐 L

1-7 SKlO 縄文時代後期 土坑束検出面 C (対照試料） 3.45 ．．．．．．．．． 0.57 10YR3/3暗褐 L

1-8 SX45 縄文時代後期 埋設t器内部充填士 2.96 ......... 0.68 10YR3/3暗褐 L

1-9 SX45 縄文時代後期 埋設土器内部充填土 2.74 ......... 0.63 10YR3/4暗褐 L

1-10 SX45 縄文時代後期 埋設土器内部充填土 3.62 ......... 0.72 10YR3/3暗褐 L 

1 -11 SX45 縄文時代後期 埋設士器内部充填土 3.73 ．．．．．．．．． 0.71 10YR3/3暗褐 L

1-12 SX45 縄文時代後期 埋設十．器内部充填土 4.40 ..... ・・・・ 0.90 10YR3/4暗褐 L

1-13 SX45 縄文時代後期 埋設t器内部充填土 3.08 ......... 0.64 10YR3/4暗褐 L 

1-14 SX45 縄文時代後期 埋設＿七器内部充填土 3.88 ......... 0.68 10YR3/4暗褐 L

1-15 SX45 縄文時代後期 埋設士器内部充填土 4.22 ......... 0.71 10YR3/3暗褐 L

1-16 SX45 縄文時代後期 埋設土器内部充填土 3.77 ......... 0.79 10YR3/3暗褐 L

1-17 SX45 縄文時代後期 埋設土器内部充填土 4.05 ......... 0.79 10YR3/3暗褐 L

l -18 SX45 縄文時代後期 埋設土器内部充填土 3.61 ......... 0.80 10YR3/3暗褐 L

1 -19 SX47 縄文時代後期 埋設士器内部充填土 3.37 ......... 0.66 10YR3/3暗褐 L

1-20 SX47 縄文時代後期 埋設土器内部充填上 3.73 ......... 0.71 10YR3/4暗褐 L

1-21 SX47 縄文時代後期 埋設t器内部充填土 4.13 ..... ・・・・ 0.65 10YR3/3暗褐 L

1-22 SX47 縄文時代後期 埋設t器内部充填土 3.38 ......... 0.63 10YR3/3暗褐 L

1-23 SX47 縄文時代後期 埋設t器内部充填土 3.58 ．．．．．．．．． 0.61 10YR3/3暗褐 L

1-24 SX47 縄文時代後期 埋設上器内部充填土 5.00 ......... 0.73 10YR3/3暗褐 L

1-25 SX47 縄文時代後期 埋設土器内部充填上 4.34 ......... 0.69 10YR3/3暗褐 L~CL 

1-26 SX47 縄文時代後期 埋設t器内部充填t 4.70 ......... 0.67 10YR3/3暗褐 L

1-27 SK21 室町時代 土坑内 50cmポイント 3.07 ．．．．．．．．． 0.63 10YR3/3暗褐 L~CL 

1-28 SK21 室町時代 土坑内 60cmポイント 2.79 ......... 0.58 10YR3/3暗褐 L

1-29 SK21 室町時代 土坑内 70cmポイント 2.97 ......... 0.64 10YR3/3暗褐 L~CL 

1 -30 SK21 室町時代 t坑内 80cmボイント 2.98 ......... 0.75 10YR3/3暗褐 L-CL 

1 -31 SK22 室町時代 土坑内 40cmポイント 2.75 ......... 0.56 10YR3/4暗褐 L

1-32 SK22 室町時代 上坑内 50cmポイント 2.72 ......... 0.56 10YR3/4暗褐 L

1-33 SK22 室町時代 土坑内 60cmポイント 2.57 ......... 0.52 10YR3/4暗褐 L

ト34 SK22 室町時代 土坑内 70cmボイント 3.07 ．．．．．．．．． 0.58 10YR3/4暗褐 L.~C L 

1-35 SK23 室町時代 土坑内 40cmポイント 3.71 ......... 0.64 10YR3/4暗褐 L~CL 

1-36 SK23 室町時代 土坑内 80cmポイント 3.19 ．．．．．．．．． 0.73 10YR3/4暗褐 L

1-37 土坑外 室町時代 土坑外① 3.99 ......... 0.67 10YR3/4暗褐 L~CL 

1-38 t坑外 室町時代 土坑外② 4.76 ......... 0.78 10YR3/4暗褐 L

1-39 t坑外 室町時代 上坑外③ 4.36 ......... 2.07 10YR2/2黒褐 L

1 -40 SK32 室町時代 上坑内 40cmポイント 3.04 ......... 0.51 10YR3/4暗褐 L~CL 

1-41 SK32 室町時代 上坑内 50cmポイント 2.72 ......... 0.48 10YR3/4暗褐 CL 

1 -42 SK32 室町時代 t坑内 60cmポイント 3.01 ......... 0.57 10YR3/4賠褐 CL 

1-43 SK32 室町時代 t坑内 70cmポイント 2.63 ......... 0.52 10YR3/4暗褐 CL 

1-44 SK32 室町時代 土坑内 80cmポイント 2.70 ......... 0.54 10YR3/4暗褐 CL 

1-45 SK32 室町時代 t坑内 90cmポイント 2.83 ......... 0.52 10YR3/4暗褐 L~CL 

1-46 SK32 室町時代 上坑内 100cmポイント 2.71 ......... 0.55 10YR3/4暗褐 CL 

1-47 SK32 室町時代 土坑内 110cmポイント 2.43 ......... 0.51 10YR3/4暗褐 CL 

1-48 SK32 室町時代 土坑内 120cmポイント 3.02 ......... 0.59 10YR3/4暗褐 CL 

1-49 SK32 室町時代 上坑内 130cmポイント 2.92 ．．．．．．．．． 0.54 10YR3/4暗褐 CL 

1-50 SK32 室町時代 土坑内 140cmポイント 3.08 ．．．．．．．．． 0.62 10YR3/4暗褐 CL 

1-51 SK32外 室町時代 SK32の外① 2.82 ......... 0.69 10YR3/2黒褐 CL 

1-52 SK32外 宝町時代 SK32の外② 3.60 ......... 0.79 10YR3/4暗褐 L~CL 

1-53 SX45 縄文時代後期 SX45・47付近の検出面 2.55 ......... 0.70 10YR3/3暗褐 L~CL 

2-5 SK210 縄文時代後期 No. l 大石直ド 8.39 8.08 ......... 10YR2/3黒褐 L

2-6 SK210 縄文時代後期 No.2 3.92 3.94 ......... 10YR3/2黒褐 L

2-7 SK210 縄文時代後期 No.3 北側 2層H 6.11 4.50 ......... 10YR3 /3暗褐 L

2-8 SK210 縄文時代後期 No.4 底 5.37 3.51 ......... 10YR3 /3暗褐 L

2-9 SK210 縄文時代後期 A 3.54 3.75 ......... 10YR3 /3暗褐 L

2-10 SK210 縄文時代後期 B 3.71 4.48 ......... 10YR3/4暗褐 L

2-11 SK210 縄文時代後期 C 4.61 3.92 ．．．．．．．．． 10YR3/2黒褐 L

2-12 SK210 縄文時代後期 D 4.89 2.61 ......... 10YR3/3暗褐 L

2-13 SK210 縄文時代後期 E 2.94 4.11 ......... 10YR4/3にぶい黄褐 L 

2-14 SK214 縄文時代後期 No. l (外）南 4.64 4.58 ......... 10YR3 /3暗褐 L

2-15 SK214 縄文時代後期 No.2検出面下 20cm 4.70 3.34 ......... 10YR3 /3暗褐 L

2-16 SK214 縄文時代後期 No.3検出面下 30cm 4.74 4.18 ......... 10YR3 /3暗褐 L

2-17 SK214 縄文時代後期 No.4 (外）北 3.24 3.08 ...... 疇.. 10YR3 /3暗褐 L

第13-1表 リン酸・カルシウム・有機炭素の分析結果 (1)
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番号 遺構名 時代・時刻 試 料 名 リン酸含量 カルシウム含贔 有機炭素 上色 土性

2-18 SK221 縄文時代後期 A 5.79 5.16 ......... 10YR3/2黒褐 L 

2-19 SK221 縄文時代後期 B 4.94 4.04 ......... 10YR3/2黒褐 L 

2-20 SK221 縄文時代後期 C 3.94 4.04 ......... 10YR3/3暗褐 L 

2-21 SK221 縄文時代後期 D 3.72 3.49 ......... 10YR2 /3黒褐 L 

2-22 SZ222 縄文時代後期 埋甕正立上 3.34 3.31 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-23 SZ222 縄文時代後期 埋甕正立中 3.31 4.04 ．．．．．．．．． 10YR3/4暗褐 L 

2-24 SZ222 縄文時代後期 A 2.74 3.60 ......... 10YR4/3にぶい黄掲 L 

2-25 S2222 縄文時代後期 B 5.54 2.87 ......... 10YR3/2黒褐 L 

2-26 SZ222 縄文時代後期 C 3.31 4.58 ......... 10YR3/3暗褐 L 

2-31 SK227 縄文時代後期 No. l （外）南 3.28 4.16 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-32 SK227 縄文時代後期 No.2 （内底） 5.42 3.61 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-33 SK227 縄文時代後期 No.3 （内右 f) 3.45 3.52 ......... 10YR3/4 B音褐 L 

2-34 SK227 縄文時代後期 No.4 （外）北 3.50 4.26 ......... 10YR4/3にぶい黄掲 L 

2-35 SK228 縄文時代後期 No. I （外）東 2.89 2.88 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-36 SK228 縄文時代後期 No.2 （内右ド） 2.91 2.29 ......... 10YR3/3暗褐 L 

2-37 SK228 縄文時代後期 No.3 （中底） 2.99 3.16 ......... 10YR3/3暗褐 L 

2-38 SK228 縄文時代後期 No.4 （外）西 2.51 2.52 ......... 10YR4/3にぶい黄褐 L 

2-39 SK229 縄文時代後期 No. I （外）西 3.48 4.12 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-40 SK229 縄文時代後期 No.2 （中底） 3.96 3.50 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-41 SK229 縄文時代後期 No.3 （中右下） 4.14 4.14 ......... 10YR3/3賠褐 L 

2-42 SK229 縄文時代後期 No.4 （外）束 3.92 3.27 ．．．．．．．．． 10YR3/3暗褐 L 

2-43 SK230 縄文時代後期 No. l （外） 2.34 4.74 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-44 SK230 縄文時代後期 No.2 （検面上） 3.04 4.64 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-45 SK230 縄文時代後期 No.3 （底） 4.58 3.26 ......... 10YR3/3暗褐 L 

2-46 S~230 縄文時代後期 No.4 2.62 4.37 ... ・・・・・・ 10YR3/4暗褐 L 

2-47 SK231 縄文時代後期 No. l 2.94 4.54 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-48 SK231 縄文時代後期 No.2 4.07 5.17 ．．．．．．．．． 10YR3/3暗褐 L 

2-49 SK231 縄文時代後期 No.3 4.49 4.73 ......... 10YR3/3暗褐 L 

2-50 SK231 縄文時代後期 No.4 3.87 3.51 ......... 10YR3/3暗褐 L 

2-51 SK231 縄文時代後期 No.5 （上より45cm下） 5.97 4.38 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-52 SK231 縄文時代後期 No.6 （底） 3.97 3.03 ......... 10YR2 /3黒褐 L 

2-53 SK237 縄文時代後期 No. I 2.74 3.93 ......... IOYR4/3にぶい黄褐 L 

2-54 SK237 縄文時代後期 No.2 2.78 3.76 ......... IOYR4/3にぶい黄掲 L 

2-55 SK237 縄文時代後期 No.3. 2.75 3.80 ......... 10YR3 /4暗褐 L 

2-5.6 SK237 縄文時代後期 No.4 3.11 3.65 ......... 10YR3/4暗褐 L 

2-57 調究区外 縄文時代後期 調在[)(_外南 3.68 4.33 ......... 10YR3/2黒褐 L 

2-58 調介区外 縄文時代後期 調介厄外西 3.03 3.91 ．．．．．．．．． 10YR3/2黒褐 L 

2-59 調在区外 縄文時代後期 調杏［え外北 3.48 5.48 ......... 10YR3/3暗褐 L 

注 (1) 上色：マンセル表色系に準じた新版標準土色粘（農林省農林水産技術会議監修、 1967)による。

(2)土性：土壌調在ハンドブック（ペドロジスト懇談会編、 1984)の野外t性の判定法による。

L: 壌土（砂と粘上を半々に感じる）

CL: 埴壌±(わずかに砂を感じるが、かなり粘る）

(3)番号： lーは第 1次調在区、 2ーは第 2次調在区を示す。

第 13-2表 リン酸・カルシウム・有機炭素の分析結果 (2)

取し、干渉抑制剤を加えた後に原子吸光光度計によ 出器により炭素及び窒素の濃度を測定する。この測

りカルシウム(CaO)濃度を測定する。これらの測定

値と加熱減量法で求めた水分量から、乾土あたりの

リン酸含量(P20smg/g)とカルシウム含量(CaOmg

/ g) を求める。

有機炭素量については、風乾細土試料の一部を微

粉砕し、 0.5mm飾を全通させた微粉砕試料を用いる。

微粉砕試料1,000mg前後を精秤し、助燃剤（酸化コ

バルト） 5.0 gと混合する。混合試料をサンプルボ

ードに乗せ、 CNコーダー（柳本制作所製： MT-

600) に挿入する。挿入された混合試料をキャリ

アガス (He)気流中で950℃に加熱燃焼する。発

生した燃焼ガスを純化させ、 CO2及びN2の組成

にする。次いで希釈、分取の工程を経て、 TCD検
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定値から、乾土あたりの有機炭素量 (T-C%)を求

める。

(3)結果

分析結果を第13表に示す。以下調査区別に結果を

記す。

• 第 1次調査区

縄文時代の土坑や埋設土器では、いずれもリン酸

含量が対照試料よりも高い。有機炭素含量は、 SK

10で対照試料よりも高い値を示すが、 SX45では対

照試料とほぽ同じ値、 SX47では対照試料よりも低

い値を示した。

一方室町時代の土坑では、リン酸含量・有機炭素

含量ともに、ほとんどが対照試料とほぼ同じかそれ



よりも低い値であった。

• 第2次調査区

対照試料として採取した調壺区外の 3点（試料番

号 57~59)のリン酸含量は、 3.03~3.68mg/ gで

あった。各土坑別に見ると、全ての土坑で対照試料

を下回る試料があるが、 SK210,214,221,227,229,

230,231,S2222, では、対照試料を上回る試料も

確認できた。

一方カルシウム含量は、対照試料が4.33~5.48

mg/gであり、地点によって測定値が異なっている。

各土坑での測定値は、 SK210で 1点が対照試料を

上回るが、他は対照試料の範囲内に収まる。

(4)考察

縄文時代の土坑及び埋設土器は、いずれも遺体が

埋納された可能性が指摘されている。このうち、第

2次調査区の SK210, 214, 231からは焼骨も出

土しているが、骨は後述のように全て獣骨であった。

いわゆる天然賦存量の調査では、土壌中に自然に

存在するリン酸含量は、 3.0P2Q5mg/gで、最大で

も5.0P205mg/gである。 (Bowen,1983:Bolt and 

Bruggenwert, 1980 : 川崎ほか， 1991 : 天野ほ

か、 1991)。第 1次調査区の各遺構試料および対

照試料のリン酸含量は、天然賦存量の調査結果と比

較しても高く、リン酸が比較的保持されていたこと

P20譴 g/g

6 

! ,j 

゜゚
P20s11g/g 

リ

醸含量ン 3 ， 

゜゚

織文時代撮期
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ふ ム
• o゚o 

△ SK10 
o SX45 
• SX47 
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第99図 縄文時代後期および室町時代の遺構のリ

ン酸含量と有機炭素含量の相関

2 C% 

2C% 
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が考えられる。

SKlOおよびSX45・SX47のリン酸含量と有機

炭素含量の相関関係を散布図上に示すと、右上がり

の分布を示し（第 99図）、リン酸含量の高い試料ほ

ど有機炭素含量が高いことがわかる。また、覆土は

黒褐色～暗褐色を呈し、腐食が混入していることが

示唆される。したがって、覆土中には植物起源のリ

ン酸が混在していると考えられる。

しかし、 SKlOの試料番号 2・3は、回帰線の上方

にある。回帰線に垂線をおろした長さは、植物質の

リン酸の影響を除外した大きさを相対的に示してい

る。そのため、回帰線から離れているということは、

植物質以外のリン酸も存在していると考えられる。

したがって、 SKlOには動物質起源のリン酸が富化

された可能性が考えられる。

また、同様な観点からSX45の試料番号 12・

15・l 7についても、動物質起源のリン酸が富化され、

それが残留している可能性が考えられる。さらに、

SX47は全体的に SX45よりもリン酸含量が高く、

特に試料番号21・24・25・26でも動物質起源のリン酸

が残留している可能性がある。

以上の点から、土坑SKlOやSX45・SX47には動物

質起源のリン酸が残留している可能性があり、遺体

が埋納されていたことを反映している可能性がある。

一方、第 2次調査区外から採取した対照試料のリ

ン酸含量は 3.03~3.68mg/ g、カルシウム含量は

3.91 ~5.48 mg/ gであった。これを基に第 2次調

査区の各土坑の分析結果を見ると、カルシウム含量

が明らかに対照試料を上回る結果が得られたのは、

SK210の大石直下の試料（試料番号51) 1点のみ

であった。 SK210大石直下の試料では、リン酸含

量も測定した中で最も高い値が得られている。この

場所からはニホンジカの尺骨と考えられる焼骨が出

土しており、リン酸およびカルシウムは、この骨に

由来すると考えられる。その他の遺構では、リン酸

で対照試料よりも高い値が得られた試料があるが、

カルシウム含量はいずれも対照試料の範囲内であ

る。このことから、リン酸を富化させたものが土坑

内にあったとしても、それが動物遺体であったとは

断定できない。また、多くの土坑で、遺構確認面で

リン酸含量が最も高く、土坑底部で低い結果が得ら



番 り→ 地 区 遺構番号 時代・時期 同 疋ヽら 結 果

1 FG1415 SK 2 1 0 縄文時代後期 ニホンジカ（左尺骨近位部）

2 Fl4 SK 2 1 4 縄文時代後期 ニホンジカまたはイノシシの断片（部位不明）

3 Fl4 SK 2 1 4 縄文時代後期 ニホンジカまたはイノシシの断片（部位不明）

4 Fl4 SK 2 1 4 縄文時代後期 ニホンジカまたはイノシシの断片（部位不明）

5 DE13 SK231 縄文時代後期 ニホンジカまたはイノシシの断片（部位不明）

6 DE13 SK 2 3 1 縄文時代後期 ニホンジカまたはイノシシの断片（部位不明）

7 El2 SK237 縄文時代後期 ニホンジカまたはイノシシの断片（部位不明）

第 14表 出土骨片の同定結果

調壺次 番号 地［メ： 遺構番号 出t位置など 時代・時期 用途 樹種

第 1次調究 SK 30 覆上 縄文時代後期 燃料材 ムクノキ

1 Hl5 SK210 No.l土器外丸石ド（検出面f30 cm) 縄文時代後期 燃料材？ 広葉樹

2 Hl5 SK210 No.2 L器内部

3 Hl5 SK210 No.3 

4 Hl5 SK210 No.4口縁部

5 Hl5 SK210 No.5 t. 器外底直 L

6 Hl5 SK210 No.I 

7 Gl4 SK210 No.I 

第2次調発
8 Gl4 SK210 No.2 

9 a Fl4 SK214 遺構面下 50cm 

9 b Fl4 SK214 遺構面下 50cm 

1 0 Fl4 SK214 底

1 1 Dl4 SK220 床面直下

1 2 El2 SK237 

1 3 El2 SK237 焼土上面

1 4 El2 SK237 焼土上面

1 5 El2 SK237 No.4 

第 15表炭化材の樹種同定結果

れている。このような場合には、耕作に伴う施肥な

どの影響が推定される。

室町時代の各土坑におけるリン酸含量と有機炭素

含量の相関関係を散布図上に示すと、右上がりの分

布を示し（第 99図）、リン酸含量と有機炭素含量に

相関関係が認められる。底部の土壌は黒褐色～暗褐

色を呈することから、腐食が混入していることが示

唆される。また、各土坑の含量値が狭い範囲に集中

し、各土坑の底部でリン酸が濃集する場所は認めら

れないことが判る。

これらの点から、 SK23を除いたSK21・SK22・

SK32では、動物質起源のリン酸の濃集が認められ

ず、遺体などの埋納は考えにくい。また、 SK23に

ついては動物質起源のリン酸が残留した可能性があ

るが、分析点数が少ないなどの理由から、濃集して

いるか否か不明である。

今回の結果では、特徴的なリン酸の濃集が認めら

れなかったが、洗骨後の埋葬や再葬などにより、遺

体の痕跡が残留しなかった可能性も考えられる。今

後、これらの点について検証するためには、土坑底

部で平面的な試料採取を行い、遺構周辺の土壌も表

層から採取し、濃集情況を空間的に把握するととも

に、耕作の影響についても考慮したい。
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縄文時代後期 燃料材？ 広葉樹

縄文時代後期 燃料材？ コナラ属アカガシ亜属

縄文時代後期 燃料材？ コナラ属アカガシ亜属

縄文時代後期 燃料材？ コナラ属アカガシ亜属

縄文時代後期 燃料材？ サクラ属

縄文時代後期 燃料材？ コナラ属アカガシ亜属

縄文時代後期 燃料材？ コナラ属アカガシ亜属

縄文時代後期 燃料材？ 広葉樹（散孔材）

縄文時代後期 燃料材？ 不明

縄文時代後期 燃料材？ 広葉樹（散孔材）

縄文時代後期 燃料材？ モミ属

縄文時代後期 燃料材？ 不明

縄文時代後期 燃料材？ 不明

縄文時代後期 燃料材？ コナラ属アカガシ亜城

縄文時代後期 燃料材？ ケヤキ、タブノキ属

B. 土坑から出土した骨片について

金子浩昌

(1)試料

縄文時代後期の土坑 (SK210, 214, 231, 

237)からは、獣骨あるいは人骨と見られる骨片が

出土している。これらの土坑はいずれも墓坑と考え

られておりこれらの骨片が獣骨か人骨か判明するだ

けでも、土坑の性格等に関する貴重な情報になるも

のと期待された。そこで、微細な骨片ではあったが、

これらの骨片についてできるかぎり同定することに

した。

同定試料は 7点（試料番号 1-7)で、いずれも

周囲の土壌と共に取り上げられ、シャーレ等に収納

されていた。骨片が脆弱であったため、若干のクリ

ーニングを行った他は、土壌が付いたまま可能な範

囲で観察を行った。

(2)結果

採取された動物骨は全て焼けており、灰白色を呈

し、変質しているものもあった。一部を除いて小さ

い断片であり、微小なものも含まれていた。そのた

め、動物種を決定することは難しく、部位なども不

明である。しかし、これらの獣骨は全て人以外の獣

類のものであることは、その特徴から判断が可能で



ある。なお、一例であるが、試料番号 1はニホンジ

カ (Cervus nippon)の尺骨であることが明瞭で

あった。他の骨片もそれに類似した獣骨片であった

ろう。骨質からみて、いずれも成獣の骨である。各

試料は、第14表のような同定結果であった。

(3)考察

以上の同定結果より、焼骨片はニホンジカなどの

獣骨片であることは明らかである。土坑によって炭

化材が出土しており、焼骨との関係が注意される。

しかし、断片的な資料であり、土坑内にニホンジカ

などが埋納され焼かれた、あるいば焼かれた獣骨が

土坑内に埋納されたと考えるのは問題が残る。土坑

内に土壌や炭化材と共に獣骨が流入した可能性もあ

る。焼土や炭化材の分布などについて、改めて確認・

検討したい。いずれにしても、墓坑と考えられている

土坑から、焼けた獣骨片が出土した点は注意される。

4. 植物利用および周辺植生の推定

A. 試料

(1) 炭化材試料

第 1次調査区では、年代測定を行った SK30出土

の炭化材 1点 (SK30埋土）を試料とする。第 2次

調査区では、縄文時代後期の 4基の土坑 (SK210,

214, 220, 237) から出土した炭化材15点（試

料番号1~ 15) を試料とする。このうち、第 2次調

査区の試料番号 9については、フィルムケースとビ

ニール袋に分けられていたために前者に a、後者に

bの枝番号を付した。各試料の詳細は、樹種同

定結果と共に第15表に記した。

(2)種実遺体

試料は、 SH29から検出された 1点である。

B. 方法

(1)炭化材の樹種同定

木口（横断面） ．柾目（放射断面） ・板目（接線

断面）の 3断面の割断面を作製し、実体顕微鏡およ

び走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の特徴を観察

し、種類を同定する。

(2)種実遺体同定

双眼実体顕微鏡下で種類を同定し、ホウ酸・ホウ

砂水溶液中に保存した。

C. 結果

(1)樹種同定

炭化材の樹種同定結果を第15表に示す。保存状態

が良好でない試料については、観察できた範囲での

同定結果を記し、組織が全く観察できなかった場合

には不明とした。第 2次調査区の試料番号15には 2

種類が確認された。計16点の炭化材は、針葉樹 1

種類（モミ属）と広葉樹 5種類（コナラ属アカガシ

-157 -

亜属・ムクノキ・ケヤキ・タブノキ属・サクラ属）に

同定された。各種類の解剖学的特徴などを以下に記

す。

・モミ属 (Abies sp.)マツ科

仮道管の早材部から晩材部への移行は比較的緩や

かで、晩材部の幅は薄い。傷害樹脂道が認められる。

放射組織は柔細胞のみで構成され、柔細胞壁は粗く、

じゅず状末端壁が認められる。分野壁孔はスギ型で

1 ----4個。放射組織は単列、 1 ----20細胞高。

・コナラ属アカガシ亜属 (Quercus subgen.Cyc 

lobalanopsis sp.) ブナ科

放射孔材で、管壁厚は中庸～厚く、横断面では楕

円形、単独で放射方向に配列する。道管は単穿孔を

有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、

単列、 1----15細胞高のものと複合放射組織とがあ

る。柔組織は短接線状および散在状。

・ムクノキ (Aphananthe aspera (Thunb.) P 

lanchon)ニレ科ムクノキ属

散孔材で横断面では角張った楕円形、単独または

2~3個が複合する。道管は短穿孔を有し、壁孔は

交互状に配列する。放射組織は異性1I型、 1~ 5細

胞幅、 1 ----20細胞高。柔組織は周囲状およびター

ミナル状。

・ケヤキ (Zelkova serrata (Thunb.) Makino) 

ニレ科ケヤキ属

環孔材で孔圏部は 1----2列、孔圏外で急激に管径

を減じたのち漸減、塊状に複合し接線・斜方向の紋

様をなす。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配

列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる。放射

組織は異性皿型、 1----8細胞幅、 1----30細胞高で、



結晶細胞が認められる。

・タブノキ属 (Persea sp.) クスノキ科

散孔材で管壁は厚く、横断面では楕円形、単独お

よび2-----3個が放射方向に複合する。道管は単およ

び階段穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射

組織は異性m型、 1~3細胞幅、 1-----20細胞高。柔組

織は周囲状、翼状および散在状。柔細胞はしばしば

大型の油細胞となる。

・サクラ属 (Prunus sp.)バラ科

散孔材で管壁厚は中庸、横断面では角張った楕円

形、単独または 2-----8個が複合、晩材部へ向かって

管径をやや漸減させる。道管は単穿孔を有し、壁孔

は交互状に配列、内壁にはらせん肥厚が認められる。

放射組織は異性rn型、 1~5細胞幅、 1~30細胞高。

以上の特徴から、少なくとも常緑のリンボク・バ

クチノキ、栽培種のウメ・モモ・アンズは除外され

る。

(2)種実遺体同定

同定された種実は炭化したコナラ属(Quercussp.) 

の子葉であった。いずれも破片で、推定される大き

さは 1cm程度である。

D. 考察

炭化材が出土した土坑は、いずれも墓坑の可能性

が指摘されている。このうち、 SK220を除く各土

坑からは、焼骨が出土している。第 1次調査区の S

K30から出土した焼骨については同定を行っていな

いが、第 2次調査区の焼骨は全て獣骨であった。そ
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のため、これらの骨が坑内に埋葬されたか否かは今

後の検討課題であるが、焼けていることを考慮する

と、炭化材はその際に使用された燃料材の可能性が

ある。種類不明の試料が多いために断定することは

できないが、比較的種類構成が豊富であり、木材を

選択したような傾向は見られない。

炭化材の樹種構成は、アカガシ亜属を主とし、モ

ミ属・ムクノキ・ケヤキ・タブノキ属・サクラ属が

各 1点混じる。このことから、周囲にアカガシ亜属

を中心に、タブノキ属などの常緑広葉樹や、ケヤキ・

サクラ属などの落葉広葉樹が生育する植生であった

と考えられる。また、周囲の山地等には針葉樹のモ

ミ属も生育していたことが推定される。炭化材は、

このような植生の中で、入手可能な種類をとくに選

択せずに利用したものと考えられる。

一方、種実遺体はコナラ属であった。今回検出さ

れたものは、火熱を受けて炭化したため、残存した

とみられる。コナラ属には常緑のアカガシ亜属と落

葉性のコナラ亜属とがある。いずれも縄文時代以降

の主要な植物食とされ、出土例も多い（渡辺、 1982)。

常緑か落葉かの判断はできなかったが、炭化材にア

カガシ亜属が確認されていることから、少なくとも

アカガシ亜属については周辺で容易に採取すること

ができ、当時植物食糧として利用されていたことが

推定される。

（パリノ・サーヴェイ株式会社）
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VII. 結

1. 新徳寺遺跡の立地環境と集落の変遷

当遺跡は、櫛田川中流域に流れる相可川が形成し

た自然堤防上に立地しており、櫛田川と相可川の合

流地点に位置している。今回の発掘調査においては、

表土直下からシルト質の堆積物がみられた。層序の

項で述べたように検出面が単純な土色でなく、攪乱

されたかのような複雑な様相を呈している。これら

は、河川の度重なる氾濫がこのような堆積状況を生

み出したと考えられる。

今回の調査において、縄文時代後期前葉の竪穴住

居等を検出しており、当該期に集落の形成が推定で

きる。集落の範囲については、第 1次調壺の旧相可

川から西方、現在の相可にまで縄文時代後期の集落

が広がっていたことが容易に推定できよう。また、

同じ相可川の自然堤防上に立地している上ノ垣外遺

跡では、当遺跡よりも若干古い後期初頭の遺物が多

く出土している。このことから、上ノ垣外遺跡から

新徳寺遺跡へ縄文時代後期前半の集落の移動が考え

られる。

2. 縄文後期の竪穴住居

今回の調査で、 6棟の竪穴住居を検出した。平面

形はすべて円形を呈している。そのうちの 5棟 (S

H29・59・220・223・236) については、支柱穴は確認

できなかった。 SH207は、円形プランの外側に垂

木穴を持つタイプである。県内においては縄文時代

後期には類例がない。しかしながら、櫛田川対岸の

鴻ノ木遺跡では縄文時代早期とかなり時期差がある

が、同様のプランのものがみられる。その系譜を引

くものであろうか。

次に、屋内施設について、当遺跡で炉の存在があ

げられよう。 3タイプの炉を確認することができた。

第 1に、 SH29にみられるような石囲炉があげられ

る。四方を石で囲うものである。第 2に、 SH236

にみられるような地床炉があげられる。住居のほぼ

中央を浅く掘り込んで、そこで火を焚いたと考えら

れるものである。第 3も地床炉であるが、床面を掘

り込んでないものである。 SH59・207がこれにあた

五
口
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る。新徳寺遺跡においては、石で囲うということは

あまり意識せずに火を使っていたようである。

3. 縄文後期の埋設土器

埋設土器あるいは埋甕ともいわれているものは、
② 

初見は縄文時代中期中葉と考えられている。住居内

に埋設されたものと屋外埋設の 2つに大別できる。

埋設土器の出土状況については、口縁部を上にした

正位、口縁部が下になった逆位の姿勢をとるものや、

まれに横位や斜位もみられる。埋設する土器につい

ては、底部が穿孔されているものや打ち欠いた状態

のものもある。使用する土器についても、特別な土

器ではなく、日常使われていたものを転用したもの

が多いといえよう。用途や機能については定説がな
... 

い。屋内埋設については、民俗例から考えられた胎

盤埋納説、幼児埋納説、住居建築儀礼説等があげら

れる。屋外埋設についても多説あるが、屋内埋設と

同様で決定的な説はないといえよう。

三重県において、縄文時代後期の埋設土器が確認

された遺跡には、員弁郡北勢町川向 (1)・覚正垣内

(2)、鈴鹿市北一色 (3)、名張市下川原 (4)・中戸

(5)、一志郡嬉野町天白 (6)、多気郡多気町上ノ垣

外遺跡(7). 新徳寺遺跡(8)、多気郡勢和村井尻遺跡

(9)があげられる（第100図参照）。埋設土器の分布

は県中南勢以北にみられる。今のところ上ノ垣外・

新徳寺•井尻遺跡の調査例より南には、埋設土器の

存在が確認されていない。

新徳寺遺跡において検出した埋設土器は、全部で

6基を確認した（第16表参照）。すべて屋外埋設で、

正位の埋設である。底部については、 3基が穿孔、

1基が打ち欠き、 2基が何もなされていないもので

ある。埋設に使用した土器については、全て深鉢で

ある。有文深鉢が使われていたのは 1基、あとは縄

文地・条線地の土器使用例が 1基ずつと無文土器使

用例である。また、出土土器の時期や出土状況から

SH59とSZ45・47・48、SH207とSZ222、SH

29とSZ46を1つグループと考えると、これらの埋

設土器は、竪穴住居から半径10mの円内に位置して
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いる。つまり、人の出入りが多い場所、人の目につ

きやすい場所に、故意に埋設されたことが考えられ

る。ただ、 SZ54についてはSH29が直近にあるも

のの、出土土器の時期差が問題となろう。

次に、土器内の内容物が問題になる。検出時、土

器内の埋土には白い物質が肉眼で確認できた。しか

し、その物質は粉状で分析に耐えられるものではな

かった。そこで、土器内の埋土の自然科学分析を行

ったところ、墓あるいは人骨埋納の可能性を肯定で
⑥ 

きる結果を得ることができた。また、他の多くの遺

構からも白い物質が出土しており、残りが良いもの

について、骨同定を行ったところ獣骨で焼けた骨と
⑦ 

いう結果を得た。当時の生活環境を窺い知ることが

できよう。

A〉

第100図 後期埋設土器出土遺跡 (1:2,000,000) 

遺構 記晴 記状札 器 種 法量（日径：器高cm) 底部

SZ45 屋外 正位 条線地・深鉢 37.3 : 29.1 穿孔

SZ46 屋外 正位 無文・深鉢 32.3 : 21.2 穿孔

SZ47 屋外 正位 無文・深鉢 33.4 : 31.5 穿孔

SZ48 屋外 正位 条線地・深鉢 25.6 : 29.3 

SZ54 屋外 正位 有文・深鉢 38.8 : 48.2 

SZ222 屋外 正位 無文・深鉢 31.9 : 21.9 打欠

第16表 埋設土器一覧表 (S254以外は最大径：現存高）

50km 
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4. 縄文土器の分類

新徳寺遺跡の調査で出土した土器は、ほとんどが

縄文土器である。全体の量は、小片も 1点として換

算すると 34,931点を数える。そのうち、同一の個体

を省き、実測可能なものを抽出した。出土した縄文

土器は、明確な文様帯の有無で有文と無文土器に分

別した。 K24~27類については、本来は無文の範疇

だが便宜上有文とした。器種は、深鉢、鉢、浅鉢、

壺形土器、注口土器があり、この他に不明土器が

ある。これらを、器形や文様の特徴により分類した

（第101図参照）。前期の土器については Z、中期の

土器についてはC、後期の土器についてはKを冠し

て分別した。なお、壺形土器、注口土器、不明土器、

双耳壺については少量の出土であるため、そのまま

表示した。また、報告書に掲載した土器の分類につ

いては、遺物観察表を参照されたい。

(a)有文土器

Z 1類棒状工具による爪形文や刺突文が横位に施

されている 8などの深鉢。

C 1類 口縁部が肥厚し、口縁部下に枠状文を施す

もの。口縁部に縄文が施された343をa、施されて

いない344をbとする。

C2類 口縁部が富士山状に高くなる波状口縁のも

の1043などをa、口縁部が低い波状口縁のもの1048

などを bとする。これらの胴部文様は、途切れた沈

線と縄文による文様がみられる。

C3類 口縁部と屈曲部の間を隆起線状にし、隆起

線に半載竹管による爪形文が施された10など。

K 1類 口縁部文様帯が上にせりあがる傾向がみら

れる。 824など 2本沈線と磨消縄文による J字文を

形成しているものをa、826など磨消縄文部分が条

線になるものを bとする。

K2類 口縁部内面が段状になる。胴部が外側に張

り出し、土器外面には 2本沈線と磨消縄文による文

様がみられる。ボウル状の浅鉢。 305などがある。

K 3類 2本沈線と磨消縄文による渦巻文を形成し

ている。文様帯が多段化する傾向がみられる。 891

などを aとし、 1005などの縄文部分が条線に変わる

ものを b、1006などの沈線のみの文様のものを cと

する。

K4類 口縁部は波状口縁、口縁部下に 2本沈線と



磨消縄文による縄文帯がみられ、 J字文や紡錘文を

施すもの。縄文が条線や列点文になっているものも

ある。称名寺式系。 855などがある。

K5類 口縁部は波状口縁、波状部分が発達し突起

になるもの。突起の内側には浮文がみられる。称名

寺式系。 348などがある。

KG類平縁のものが多く、口縁部がやや肥厚し、

口縁部下に 2本沈線と磨消縄文による縄文帯がみら

れ、曲線的で複雑な文様が施されているもの。 K1 

類等に比べると縄文帯の幅が狭くなる。 622などが

ある。

K7類平縁のものがほとんどで、口縁部が肥厚し、

口縁部以下に 3本沈線と磨消縄文による縄文帯によ

る曲線的で複雑な文様が施されるもの。 213などが

ある。

KS類 口縁部外面が丸みをもち、口縁部文様帯の

沈線の 1部が口縁部上を、口縁部下に 1本沈線が巡

り、沈線間に縄文かあるいは刻みを施す。また胴部

文様は 3本沈線と磨消縄文による縄文帯で構成され

ている。 872などがある。

K9類 口縁部が逆＜字状で植木鉢状。口縁上部に

2~3本沈線と磨消縄文による縄文帯が横走し、ロ

縁屈曲部下にも 3本沈線と磨消縄文による縄文帯が

みられる。 587などの逆＜字状に屈曲するものを a、

466などの肥厚するだけのものを bとする。

KlO類肥厚する口縁端部上に 1~2本沈線及び刻

みか縄文がみられる。口縁端部上には突起や橋状把

手が発達しているものもある。口縁部下は無文が多

く、強くくびれる頸部以下に主に沈線による文様が

施されるもの。 361などの口縁端部に沈線と刻みか

縄文が施されるものを a、584などの口縁端部に沈

線だけを施すものを b、634などの口縁端部に刻み

あるいは縄文だけを施すものを cとする。

K 11類 口縁部は、肥厚して内折し、低い波状口縁

になるものが多く、頸部が若干くびれる。 166など

の波頂下に円孔あるいは刺突を施し、そこを基点に

し沈線と刻みを施すものをa、319などの口縁部外

面に1・2栢尤線、胴部には縄文地に斜行沈線を施す

ものをbl、603などの胴部に沈線を施すものをb2、

722などの口縁下に縄文がないものをcとする。堀

之内式系。
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K12類器形はバケツ状で、波状口縁、胴部には沈

線文を施す。 494など口縁端部に刻み、波頂下に刺

突を施すものをa、502などの剌突がないものをb、

115など波頂部の端部に刺突。垂下沈線を斜行沈線

が連絡する文様を施すものを cとする。堀之内式系。

Kl 3類 口縁部が肥厚し、頸部が強くくびれる。ロ

縁部上には 1本沈線、口縁部下は無文、胴部は多条

沈線による文様である。口縁部と頸部から胴部にか

けて橋状突起が2対みられる鉢。 186である。

Kl 4類逆＜字状の口縁をもつ浅鉢。 541などの胴

部に渦巻文が施され、きれいに磨かれているものを

a、385のように 2本沈線と磨消縄文による幾何学

的な文様が施されたものを bとする。

Kl 5類 口縁部形態は波状が多く、平縁も若干混じ

る。口縁部が内弯あるいは肥厚し、渦巻文・ 同心円

文を基点に弧状文や区画文を描く。沈線を主とする

文様構成であるが、口縁部と胴部に縄文を施したあ

とで沈線を入れているものもある。 720などの口縁

部が内弯するものをa、609などの外側に肥厚する

ものをb、604などの内外に肥厚するものをcとす

る。

K16類 口縁部は内折し、口縁部には主に沈線によ

る文様帯がみられ、頸部がくびれる。 724などのロ

縁部から頸部にかけての隆帯を基点に多条沈線によ

る文様を施すものを a、 141などの口縁部の文様帯

下は無文で頸部がくびれ、頸部以下に主に弧状沈線

による文様がみられるものを b、346などの口縁端

部に刻みを施し、頸部以下に沈線による J字状文を

施すものを c、501など口縁上には小突起、頸部以

下に地縄文に沈線による渦巻文を施すものを dとす

る。堀之内式系。

K17類 口縁部内面に文様があるもの。 500などの

肥厚が強く沈線と縄文を施すものを a、肥厚が弱い

ものを bとし、 384などの沈線と縄文を施すものを

bl、717などの沈線のみ施すものをb2、392などの

刺突を施すものを b3とする。

K18類 口縁部文様帯を省略するもの。 391などの

頸部以下に磨消縄文による文様が施されているもの

をa、655などの頸部以下に沈線による文様が施さ

れているものを bとする。

K 19類 口縁部が肥厚し、口縁上に橋状把手がみら



れ、以下に主に沈線を主とした文様がみられる。 948

などである。

K20類刻み隆帯による文様構成がみられるもの。

1060などである。
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ル状のものを bとする。堀之内式系。

K23類 口縁部下に 1本沈線を施し以下に24などの

ように縄文を施すものを a、118などのように短沈

線を施すものを bとする。

K24類 口縁部と胴部に縄文を施し、頸部は無文に

なる。頸部でくびれがみられる。 412などの口縁が

内弯して口縁部と胴部に縄文を施すものを a、746

などの口縁部が外側に肥厚して口縁部と胴部に縄文

を施すものをb、25などの口縁部にだけ縄文を施す

ものを cとする。 745のように肥厚する口縁部外面

に縄文を、胴部に条線を施すものを dとする。

K25類 口縁部が外反し、頸部がくびれ底部が丸底

の鉢。口縁部と胴部に縄文を施すもの。 747などの

胴部上部に 1本沈線、以下に縄文を施すものを a、

419などの口縁部と胴部に縄文を施すものをb、

686などのbと同タイプだが胴部が羽状縄文である

ものを cとする。

K26類 口縁部はほぽ直立、胴部が屈曲する浅鉢で

ある。 794などの口縁部に縄文、胴部屈曲部に横走

する 1本沈線を施し、以下に縄文を施すものを a、

285などの口縁部と胴部屈曲部分に縄文を施すもの

をb、793などの口縁部と胴部屈曲部分に刻みを施

すものを cとする。

K27類 口縁部が肥厚し外傾し、文様はないものの

縁帯文化していると考えられ、胴部以下に条線がみ

られるもの。 257などがある。

(b)無文土器

A類 土器の外面全体に縄文を施し、口縁部が外傾

し、頸部はくびれ、胴部が膨れるもの。口縁部に刺

突、端部にまで施文しているものもある。 672など

である。

B類杯状の浅鉢。平底で土器外面の全面に縄文を

施す。 284などである。

c類 外面に櫛状工具による条線を施された深鉢で、

口縁部が外傾し、頸部はくびれ、胴部が膨れる。ロ

縁部には刻みや刺突が施されているものもある。

179などである。

D類 口縁部が外反する丸底の鉢。口縁部から底部

にかけて外面に条線を施すもの。 282などである。

E類土器外面に条痕を施し、口縁部が外傾し、頸

部はくびれ、胴部が膨れる。 440などである。
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F類 基本的には土器内外面ともナデで、口縁部が

外傾し、頸部はくびれ、胴部が膨れる。口縁端部に

刻みや沈線、口縁外端面に刺突がみられるものも若

干ある。 678・679・680・482などである。

G類 口縁部がやや外反し、頸部がくびれて丸底に

なる鉢。外面はナデあるいはミガキである。 784な

どの頸部に沈線があるもの aと、 465などの頸部に

沈線がないもの bがある。

H類 杯状で平底の浅鉢である。口縁端部に刻みが

施されたものもある。 283・467などである。

1類底部は丸底で、ボウル状の浅鉢である。土器

外面は磨かれているものが多い。 1112などである。

(C)底部

底部の形態により、 a~eに分類した。

a類底面からそのまま立ちあがっていく。これを

al類とする。 242などである。若干上げ底になって

いるものをa2類とする。 290などである。

b類 底面からほぽ垂直に立ちあがり外に開いてい

く。 126などの上げ底でないものをbl類とし、 286 

などの若干上げ底になっているものをb2類とする。

c類底面から内弯しながら立ちあがり、外に開い

ていく。 239などの上げ底でないものをC1類とし、

476などの若干上げ底気味のものをc2類とする。

d類底面が丸くなっているもの。 1111などの丸み

が強いものをdl類、 467などの少し丸みが弱いもの

をd2類とする。

e類凹底。 1042などである。

5. 既存の土器編年との対応について

新徳寺遺跡において出土した縄文土器については、

若干古いものが散見できるものの、概ね縄文時代後

期前半のものが中心である。なかには、東日本や山

陰、南四国地方の影響を受けたものもみられる。近

畿地方の縄文時代後期の土器編年研究に新たな資料

を提供するだけでなく、他地域との交流を考えるう

えでも貴重な資料といえるだろう。

(a)研究小史

本遺跡出土縄文土器の位置づけを考えるうえで、

これまでの後期土器の編年研究について簡単にまと

めておきたい。

西日本の編年については、初頭の中津式から福田

K2式、前半の四ツ池式・広瀬土壊40段階、北白川



上層式というのが一般的である。個別研究では、ま

ず中津式と称名寺式は相互に影響を及ぽしあってい
R 

ると指摘した今村啓爾氏、中津式と福田K2式の連

続性を踏まえて中津• 福田 K2様式を設定した玉田
⑨ 

芳英氏の研究があげられよう。福田 K2式について
⑩ 

は山内清男氏が設定したもので、後に泉氏が再整理
⑪ 

を行っている。本報告書で使用する福田K2式と呼

称するものは泉氏の研究成果によるものである。こ

の再整理に伴い、玉田氏は中津m式と呼称していた
⑫ 

段階を福田K2式古段階とすることを提示している。

また、千葉豊氏は玉田氏が提唱する福田K2式古段

階を第 1 段階とし、自身の分類の古• 新段階を第 2、
⑬ 

3段階とする福田 K2式の3段階設定を論じている。

前述の泉・玉田両氏の編年観とは若干の相違が感じ

られる。また、泉・玉田両氏は福田 K2式と縁帯文
⑭ 

土器の間に四ッ池式を設定している。ただ、この四

ッ池式については、福田K2式が混入しているとい

う問題があり、これらの問題をふまえ、千葉氏はよ
⑮ 

り純粋な一括資料から広瀬土城40段階を設定した。

縁帯文土器成立期においては、山陰地方では久保穣

二朗氏が布勢氏を設定し、南四国では出原恵三氏が
⑰ 

松ノ木式を設定している。また、橋本久和氏は広瀬

土城40段階と北白川上層式1期の中間段階として芥
⑱ 

川式の設定を提唱している。これまで縁帯文土器と

一括されていた土器群については、泉氏が1-----3期に
⑲ 

分類し、当該期の編年はほぽ確定したといえよう。

この後、泉氏は四ッ池式をふくめて縁帯文土器群を
⑳ 

2様式8小期に分類している。

また、当遺跡では関東系の土器の存在も見逃せな

い。三重県は地理的にみても西日本、東日本のどち

らからも影響を受けやすいということが考えられる。

当遺跡においては、いわゆる称名寺式系、堀之内式

系がみられる。称名寺式の研究については、前述の
⑳ ⑳ 

今村論文や石井寛氏の 7段階設定などがあげられよ

う。これまで北白川上層式のなかには、漠然と堀之

内式系と言われてきた土器が多く存在している。堀
⑳ 

之内式は、山内氏が設定したもので、以後多くの研

究者によって研究が進められてきている。

(b)型式への対応

当遺跡出土の縄文土器について、前項では分類を

行った。ここでは、分類した土器がどの型式に対応
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するのか考えてみたい。
⑭ 

前期の ZI類は北白川下層 Ilb式に比定できる。
⑳ 

中期の縄文土器については、 CIa類が山の神式、
⑳ ⑰ 

Clb類 ・C2類は北白川 C式、 C3類は前畑式に

比定できよう。

後期については、 KI~27類まである。まず、こ

れらを群に分類したい。 I群には、 Kl~3類があ

てはまる。 2本沈線と磨消縄文による縄文帯で文様

を構成する一群である。 KI・2類は中津 I式新段

階、 K3類は中津II式、 II群はK4~9類が該当す

る。 2~3本沈線と磨消縄文による縄文帯で複雑で

曲線的な文様を構成する一群である。 K4・5類は

称名寺II式に併行するものと思われる。いわゆる福

田K2式は、 K6類が第 1段階、 K7類が第 2段階、

K 8・9類が第 3段階と考えられる。 III群は KIO・

lla,bl・12a,b・l3・14・16b,c,d・l7a類である。

口縁部が大きく肥厚し、口縁部上には沈線あるいは

刻みが施され、頸部以下に主に沈線による文様構成

がみられるもので、広瀬土城40段階と芥川式がこの

群にあてはまる。 Kl3類は布勢式に併行するものK

14a類は高知県松ノ木遺跡出土土器と酷似してい

る。松ノ木式の範疇といえよう。 W群はKllb2,c・ 

12c・l5・16a・l 7b・l8~21・24a,b,d・25a,b・ 

26a,c類までが該当する。いわゆる縁帯文土器の

一群であり、北白川上層式 1期に相当する。 V群は

K22a ,b・23・24c・25c・26b・27類は北白川

上層式 2期に併行する。無文土器については、 VI群

群 分 類 番 _勺,1, 

I Kla Klb K2 K3a K3b K3c 

II K4 K5 K6 K7 K8 K9a K9b 

KlOa KlOb KlOc KlOd Klla Kllbl Kl2a 
III 

Kl2b K13 Kl4a Kl4b Kl6b Kl6c Kl6d Kl 7a 

Kllb2 Kllc Kl2c Kl5a Kl5b Kl5c Kl6a 

N Kl 7bl Kl 7b2 Kl Sa Kl8b Kl9 K20 K21 

K24a K24b K24d K25a K25b K26a K26c 

K22a K22b K23a K23b K24c K25c K26b 
V 

K27 

VI A B 

vn C D 

渭 E F Ga Gb H I 

第17表分類一覧表
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双耳壺 3点(0.396)
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は縄文地土器でA・B類、 Vll群は条線地土器でC・

D類である o VIII群は条痕地の土器を含み、 E~I類

がこの群に属する（第17表参照）。

6. 後期縄文土器の統計結果について

当遺跡で出土した縄文土器の中心時期の後期に絞

り、統計結果から若干の考察を行いたい。基本的に

は報告書掲載遺物に限っての統計であるが、概ね全

体の傾向はつかめるものと考える。

(a)有文・無文土器の比率

有文土器と無文土器の比率については、破片を 1

点と考えて、出土土器の全てを数えた。但し、有文

土器は、沈線あるいは磨消縄文による文様がみられ

るものとする。無文土器に、縄文地・条線地を含ん

で考えると、有文3,835点、無文31,096点という統

計結果が出る。比率については、有文11.0%、無文

89.0%である。また、無文土器に、縄文地・条線地

土器を含まずに考えると比率は、有文11.0%、縄文

地2.5%、条線地3.9%、無文82.6%となる（第102

図参照）。当遺跡とほぼ同じ時期幅の土器群が出土

した滋賀県今安楽寺遺跡においては、有文56.1%、
⑳ 

無文43.9%という比率がでている。また、時期幅が

当遺跡よりも狭い大阪府芥川遺跡では、有文12%、

無文88%と当遺跡とほぽ同様の分析結果がみられ
⑲ 

る。比率の差については、地域色と考えられる。

(b)縄文の施文比率と撚りの方向

縄文の施文された土器群について群別にみると、

I群は76.1% (32点）に磨消縄文がみられる。以下

II群では72.9%(43点）、 III群では29.2%(49点）、

w群では48.5% (128点）、 V群では66.7%(14点）

という分析結果がでている（第104図参照）。 III群

の縄文施文の割合が極端に低いことから、 III群の時

期が沈線による施文が主流であったことが窺えよう。

一方、今安楽寺遺跡では当該期土器の縄文施文の比
⑳ 

率は 4%という分析結果が出ている。これに比べれ

ば、当遺跡は29.2%と比率が高く、地域性とも考え

られる。

次に、縄文の撚りの方向について述べたい。撚り

の方向が分かるものは301点である。全体で L0.3 

%(1点）、 R1.0% (3点）、 LR57.5% (173点）、

R L41.2% (124点）という統計がでている（第103

図参照）。群別の比率について概観したい（第105
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図参照）。中津式併行の I群については、 LR62.5 

% (20点）、 RL 37.5% (12点）で、 LRがやや

優勢であることがわかる。近畿地方で中津式に先行

する北白川 C式は LRが圧倒的に多くなるという分
⑪ 

析結果がでており、その流れのなかで中津式につい

ても大阪湾沿岸部を境に以東では LR優勢という分
⑫ 

析結果がみられる。三重県中戸遺跡・東庄内 A遺跡

．藪ノ下遺跡、今安楽寺遺跡、和歌山県下尾井遺跡

などがそうである。福田 K2式併行の II群について

はLR46.5%(20点）、 RL53.5%(23点）という

ようにRL優勢の傾向がみられる。岡山県福田貝塚

や兵庫県小路頃オノ木遺跡のような 9割を越えるよ

うな圧倒的優勢ではなく、むしろ今安楽寺遺跡の比

率に近いものといえる。瀬戸内・山陰・近畿地方北

部でのRLが圧倒的に優勢な状況とは違い、近畿地

方南部では LRが入り込むという地域性があるので

はないだろうか。広瀬土城40段階期のm群では LR

61.2% (30点）、 RL36.8%(18点）というように

LRが優勢であることがいえる。 Rが 1点存在する。

芥川遺跡では LR48.0%、RL 52.0%という分析結
⑬ 

果が出ており、当遺跡とは少し様相がちがう。この

時期に当遺跡では LRとRLの比率は逆転する。北

白川上層式 1期のW群は LR58.3 % (74点）、 RL

39.3% (50点）というように LRが優勢である。 L

1点、 R2点も出土している。千葉論文によると当

該期のこの地域ではは LRとRLの比率がほぽ同数
⑭ 

という分析がみられるが、それとは違う傾向が当遺

跡ではみられる。 V群についてはLR78.6 % (11 

点）、 RL21.4%(3点）で、 LRが優勢であるとい

う結果を得ることができた。

(C)器種の構成

続いて、器種の構成について考えてみたい。小片

についてもできるかぎり帰属を明確にしたが、どう

してもわからないものについては不明とした。合計

995点が統計の対象となった。深鉢93.4% (929 

点）、鉢3.2%(32点）、浅鉢2.0%(20点）、壺形土器

0.2% (2点）、双耳壺 0.3%、(3点）、注口土器

0.6% (6点）、不明 0.3%(3点）という統計を得た

（第106図参照）。新徳寺遺跡においては、深鉢を主

体とする器種構成であることがこの結果からわかる。

次に、群別の器種構成について概観したい（第107



図参照）。 I群については、深鉢92.9%(39点）、

鉢 2.3%(1点）、浅鉢4.8% (2点）、 II群について

は、深鉢88.1%(52点）、鉢11.9%(7点）と福田貝

塚の深鉢67.1%、鉢 1.3%、浅鉢30.7%という比率
⑮ 

とは様相が若干違っている。今安楽寺遺跡では深鉢

86.4%、鉢 1.6%、浅鉢12.0%というように当遺跡
⑯ 

と近い数値である。 1II群については深鉢98.2%(165 

点）、鉢 0.6%(1点）、浅鉢 1.2%(2点）である。

兵庫県小森岡遺跡の深鉢96.9%、浅鉢 3.1%で鉢は
⑰ 

無しという分析がでており、深鉢、浅鉢については

近値ということがわかる。 W群は、深鉢95.8%(253 

点）、鉢 2.3%(6点）、浅鉢 1.1% (3点）、注口土器

0.8% (2点）である。 V群は深鉢76.2%(16点）

鉢 14.3% (3点）、浅鉢 9.5%(2点）という統計がで

た。いわゆる無文土器の一群については、 VI~WI群

を一括して深鉢94.4%(388点）、鉢 2.9%(12点）、

浅鉢 2.7%(11点）という結果であった。この統計

結果をみても各群とも、当遺跡では深鉢を主体とす

る器種構成であることがわかる。

(d)群の構成比率

土器全体からみた群の分類比率についても分析を

行いたい。結果は以下の通りである（第108図参

照）。 I群が4.3%(42点）、 II群5.9%(59点）、

III群 16.9%(168点）、 W群26.5%(264点）、 V群

2.1% (21点）、 VI群 3.8%(38点）、 VI[群 9.7%

(97点）、 VIlI群27.8% (276点）である。以上のこと

から、 W群が全体のほぽ3割を占めていることが判

明した。 W群つまり北白川上層式 1期は出土量が多

く、新徳寺遺跡の集落として最盛期であったことが

わかる。

(e)底部

報告書掲載の底部は93点を数える。そのうち網代

痕を残す例は 3点(3.2%)であった。網代痕の例に

ついてはすべて掲載した。底部すべてを掲載するわ

けにはいかないので、網代の割合については少し下

がるといえよう。

底部 a類については40.9%(38点）、 al類が28.0

% (26点）でうち網代は 1点、 a2類が12.9%(12 

点）でうち網代は 1点であった。底部 b類について

は31.2%(29点）、bl類が21.5%(20点）、b2類が

9.7% (9点）であった。底部 c類については10.8% 
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(IO点）、cl類が 9.7%(9点）、c2類が 1.1% (1 

点）であった。底部 d類については16.1% (15点）、

d 1類が 2.2%(2点）、 d2類が13.9%(13点）で

あった。底部 e類は 1.1%(1点）のみの出土であ

った。（第 109図参照）。

7. 東・西日本の土器編年の併行関係について

新徳寺遺跡出土の縄文土器のなかには東日本の関

東系土器、いわゆる称名寺式系、堀之内式系と考え

られるものが多く含まれている。これまで、縄文時

代後期における東西の土器編年の併行関係ついて論

じられているものはあまり多くはない。それぞれ傾

聴に値するものと考えるが、結論はでていないとい

うのが現状ではなかろうか。そこで、以下に新徳寺

遺跡の遺構出土の福田 K2式～北白川上層式期と共

伴する関東系土器の時期を考察し、東西の後期縄文

土器編年の併行関係について触れてみたい。

(a) SK201出土土器について

出土した遺物は少量で、すべては埋土の上部、黒

褐色土からの出土である。 854は、肥厚する口縁部

下に 3本沈線と沈線間に縄文を施している。 a種口
⑱9 

縁であり、福田K2式第 2段階に相当する。 855は、

口縁部の大小の波状がセットになっている部分は称

名寺式にはみられないが、 J字文間への充填文様の

挿入が顕著なことや、 J字文の曲線部分にある縄文

帯が屈曲することなどから、称名寺式の影響を受け

たと考えたい。称名寺II式に併行するもので、石井

編年の第 6段階に相当しよう。有文土器については

少量で、そのほかは無文土器が大半である。

(b)S K210出土土器について

893は、肥厚する口縁部上端に横走する 1本沈線、

その下に横走する 1本沈線、沈線間には縄文を施す。

b種口縁と考えられる。 894は3本沈線による鉤状

文を施す。これらは、福田K2式第 3段階に相当す

る。関東系の土器はみられない。

(c) SK 34・39出土土器について

SK34とSK39については、 346の破片がともに

出土したことから、土器の共時性があると考えたい。

遺物は土坑の底部付近からの出土がほとんどである。

347は発達した大突起と小突起を口縁部上に施す。

頸部の屈曲がきつく、頸部以下に沈線による文様が

みられる。広瀬土壊40段階併行と考えられよう。



346は堀之内式系。口縁端部と内端面に矢羽根状の

刻み、頸部以下に 3本沈線による J字状文と斜行沈

線を施す。沈線が太く、 J字状文が強調されている

ことから、堀之内 I式古段階と考えたい。石井編年
00 

の I式2段階に相当するものか。

(d) SX10出土土器について

土器は底部近くからの出土が多く、折り重なった

出土状況からも一括性は高いといえる。縁帯文成立

期のものと考えられ、広瀬土壊40段階の特徴と北白

川上層式期の特徴を併せもつものがみられる。北白

川上層式の直前段階と考えたい。

501は、口縁部が西日本の縁帯文土器成立期にみ

られる特徴であるが、頸部以下の沈線による J字文

を沈線で連絡し、文様帯の下端は横走する沈線で区

切られている。文様は堀之内式系の文様構成がみら

れる。文様は堀之内 I式の 3段階大別でいう中段階

に比定するものと考える。石井編年の 3~4段階に
⑪ 

相当しよう。キメラ的な土器という指摘を得てい
＠ 

る。 499と500については北白川上層式期としても

おかしくないが、口縁部の肥厚が強いことからも、

若干古いと考える。

(e) S H207出土土器について

遺構の埋土から多量の土器片が出土している。そ

の出土状況から投棄されたものといえよう。土器を

概観すると、北白川上層式 1期が主体の様相を呈し

ている。 720はその典型であろう。

724は堀之内式系土器である。低い波状口縁で、

西日本の編年 新徳寺 東日本の編年

福田K2-l

福田K2-2 SK201 称名寺 II-6 

福田KZ-3 SK210 

広瀬土壊40段階 SK34・39 堀之内 I古ー 2

芥川 SXlO 堀之内 I中ー 3-----4

北白川上層式 l SH207 堀之内 I新ー 5

北白川上層式 2 SK30・35 堀之内 1I―a

第18表土器編年の併行関係
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波頂部に沈線による文様がみられ、そこから頸部に

かけて刻み隆帯が延びる。器形は、器高の低い鉢と

考えられ、堀之内 I式新段階に比定されよう。石井
⑬ 

編年の 5段階に相当する。当該期の遺構に堀之内 II

式はみられなかった。

(f) SK30・35出土土器について

SH29に切られている、 SK30はSH29よりも古

くなると考えられるが、時期差があまり感じられな

い。有文土器は、無文土器に比べるとかなり少ない。

遺構の底の部分から出土がほとんどであることから

も、一括性が高いものといえよう。

247・248については、磨消縄文による三角文及

び菱形文が施されている。堀之内 II式であり、石井
、04)

編年の a段階に相当しよっ。 248はSK35出土の

298と同一個体と考えられる。 257は口縁部断面形

が三角形をしており、北白川上層式2期の特徴と考
14~ 

えられる。

(g)併行関係

前述のことを踏まえ、当遺跡の遺構出土土器の共

伴関係から次のようなことが考えられる。

• 福田K2式第 2段階と称名寺II式が共伴している

こと。

•福田 K2 式第 3 段階の遺構に堀之内式系土器がみ

られないこと。

・広瀬土壊40段階期の遺構に堀之内I式古の土器が

みられること。

以上のことから、福田 K2式と称名寺 II式が同時

型式であると考えられる。また、東西の土器編年の

併行関係については概念を表にまとめた（第18表参

照）。

8. 「新徳寺式」の設定について

新徳寺遺跡出土の後期縄文土器については、西日

本の中津式～北白川上層式2期までの土器群が主体

となり、そこに東日本の称名寺式や、堀之内式の影

響を受け、それとともに山陰や南四国の影響も受け

成立したものと考えられる。分析の結果、後期初頭

から前葉にかけての土器の変遷を 9期に分けてつか

むことができたので、遺構からの出土遺物の有文土

器を中心に述べたいと思う。また、当該期の遺構が

ない場合には、代表的なものを抽出することにする。



(a)土器の変遷

第 1期 I群 K1・2類が当期に含まれる。この時

期の遺構はみられない。 2本沈線と磨消縄文あるい

は条線による文様帯がみられるもので、 1056などの

深鉢が目につくだけで、器種の構成などはわからず

量的にも多くはない。深鉢83.3%(10点）、浅鉢

16.7% (2点）であった。鉢はみられなかった。縄文

の撚りの方向については、 LR87.5% (7点）、 RL

12.5 %(1点）であった。中津 I式新段階に併行する。

第 2期 I群 K3類、 702などが当期に含まれる。

口縁部が肥厚するものが多くなる傾向がある。当該

期の遺構はない。器種はすべて深鉢であった。縄文

の撚りの方向は、 LR54.2%(13点）、 RL45.6% 

(11点）という結果がでている。中津 II式に併行す

る。

第 3期 II群 K6類が当期に含まれる。 SZ 54の

埋設土器553が該当しよう。磨消縄文帯の幅が狭く

なり、沈線が食い違ったりしている。福田 K2式第

1段階に相当するものと考えられる。ほとんどが深

鉢の小片であり、当該期の遺構はない。縄文の撚り

の方向については、 LR50% (8点）、 RL50% (8点）

であった。

第 4期 II群 K4・5・7類が当期に含まれる。 S

K201が当該期の遺構である。福田 K2式第 2段階

併行の854と称名寺 II式併行の855がみられ、前期

よりも口縁部の肥厚がさらに進む。すべて深鉢片で

あった。また、破片であるものの条線地の深鉢859

や内外面ナデの無文土器が確認できた。器種構成を

考える上で、無文土器系の進出が窺える資料である

といえよう。縄文の撚りの方向は、当期全体で LR

52.9% (9点）、 RL47.1%(8点）という結果であっ

た。

第 5期 II群K8・9類が当期に含まれる。福田 k

2式第 3段階に比定されよう。 SK210が当該期の

遺構である。 893のように口縁部文様帯が上方にせ

りあがる傾向がみられる。無文深鉢 897、条線地土

器を確認した。器種構成は、深鉢70.8%(17点）、

鉢29.2%(7点）である。浅鉢はみられない。縄文の

撚りの方向は、当期全体でLR40.7% (11点）、 R

L 59.3% (15点）であった。

第 6期 11I群 K10a,b,c・lla・l3・14b・16c類
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が当期に含まれる。広瀬土城40段階に相当しよう。

SK 34・39などが当該期の遺構である。有文深鉢

347は広瀬土壊40段階、 346については堀之内式系

である。堀之内 I式古段階に比定できよう。また、

縄文地の深鉢358や条線地の深鉢360、土器外面が

ナデ調整の無文土器364などもみられる。器種構成

は深鉢 98.2% (115点）、鉢0.9% (1点）、浅鉢 0.9

%(1点）であった。縄文施文された土器は、全体の

21.3%であった。縄文の撚りの方向は、 LR56.0 % 

(14点）、 RL 44.0% (11点）である。

第 7期 m群 Kllbl・l2a,b・14a・16b・16d・

17a類がこの段階と考えられる。広瀬土壊40段階と

従来なら考えるところであるが、口縁部形態に若干

新しい様相がみられる。 SXlOが当該期の遺構であ

る。有文深鉢499・500、堀之内式系の深鉢501があ

る。堀之内 I式中段階と考えられる。また、有文浅

鉢541、縄文地深鉢517、条線地深鉢522、土器外

面がナデ調整の無文土器深鉢536・鉢540などもみ

られる。器種構成は深鉢97.8%(44点）、浅鉢2.2% 

(1点）であり、深鉢がほとんどといえよう。縄文

の撚りの方向については、 R4.0% (1点）、 LR

64.0% (16点）、 RL32.0%(8点）であった。ま

た、 56については、突起や橋状把手など第 6・7期

の特徴がみられ、口縁部が肥厚する第 8期の特徴も

みられる土器である。

第 8期 W群が当期に含まれる。北白川上層式 1期

に併行するものといえる。 SH59・207、 SK41など

が当該期の遺構である。当遺跡の中心時期といえ、

出土量も大量である。器種構成についても、有文深

鉢720、有文鉢792、有文浅鉢794、関東系深鉢

741、縄文地深鉢 748、条線地深鉢751、土器外面

ナデの無文深鉢756、鉢787、浅鉢790などバラエ

ティーに富んでいる。深鉢95.8% (253点）、鉢2.3

% (6点）、浅鉢1.1% (3点）、注口 0.8% (2点）

という器種組成である。縄文の撚りの方向は、 L0.8

% (1点）、 Rl.6% (2点）、 LR57.6 % (72点）、

RL40.0 % (50点）である。

第 9期 V群が当期に含まれる。北白川上層式 2期

に併行する。当該期の遺構としては、 SK30・35・

SH29があげられる。器種構成は、深鉢 257、縄文

地深鉢287・浅鉢284、条線地深鉢259・鉢282、
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土器外面ナデの無文深鉢273、鉢317、浅鉢283が

ある。堀之内 II式に併行する堀之内式系247・248

などもある。深鉢76.2%(16点）、鉢14.3%(3点）

浅鉢9.5%(2点）という結果であった。縄文の撚

りの方向については、 LR78.5%(11点）、 RL21.4

% (3点）である。

第 1~ 9期の土器の変遷について述べた。土器の

変遷については、第110図を参照されたい。

(b) 第 6• 7期の型式的特徴

第6・7期については、口縁部の肥厚や屈曲が強

くなり口縁部文様帯が独立することや、頸部と胴部

の文様の分離傾向や、頸部が無文になるという特徴

がみられる。従来なら、広瀬土壊40段階として位置

付けられる。しかし、当該期の他の遺跡出土例と比

較してみると、口縁部形態や器種組成に違いがみら

れる。第19表は、当該期前後の遺跡について、特徴

的な器種や口縁部形態の比較である。

第6期の口縁部形態について概観する。 SK34・ 

39では口縁端部の内外面に刻みを施すもの(346)が

あり、あまり類例をみないが、 d種口縁の範疇と考

ぇるごまた、 c種口縁はみられない。朝日遺跡でも

同様の傾向がみられる。西日本においての当該期の

特徴でもある。口縁部上に発達した突起部をもつも

の (347) もある。器種組成については、有文深

(347)、関東系深鉢 (346)、縄文地深鉢 (358)、条

線地深鉢(360)、無文深鉢(330)・鉢(160)がみら

れる。今安楽寺遺跡、小森岡遺跡、広瀬土壊40段階

と違い、外面が全面縄文の深鉢がみられる。中戸遺
14↑ 

跡SK26においては、外面が全面縄文の鉢が出土し

ている。縄文地深鉢は、北白川上層期の特徴的な土

器であるが、当遺跡においては広瀬土城40段階併行

期から器種の 1つを構成しており、独自の組成であ

ることがいえる。精製（有文）と粗製（無文）土器の

割合については、遺構からの出土のものだけなら精

製37.9%(11点）、粗製 62.1% (18点）である。小

森岡遺跡の精製40.8%、粗製 59.2%とほぽ同じの結

果がでた。しかし、粗製土器についてすべてを掲載

するわけにはいかないので、前述の割合よりも粗製

の割合が増えると考えられる。当該期の精粗の割合

は、 4:6と従来いわれているが、当遺跡においては

粗製土器がより安定した存在であるといえる。また、
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器種のなかでも深鉢の占める割合が非常に高いとい

う特徴がみられ、浅鉢がわずかであるという当該期

の特徴もみられる。 第 7期の口縁部形態について

は、 d1種(497)・e種(499)・f種 (498)口縁など

がみられる。前期にみられた c種口縁はみられなく

なる。芥川遺跡においてもほぽ同様の傾向であるが、

c種口縁が存在することと口縁部の刻みが消失する

という違いがある。広瀬土城40段階にみられる d種

口縁がみられ、後続時期の北白川上層式 1期の京大
(491~! 

植物園遺跡、林ノ峰C層、 SH207にみられる f種

口縁もみられる。口縁部形態、器種構成からも広瀬

土城40段階と北白川上層式 1期の特徴を併せもつこ

とがいえよう。胴部文様については、関東系土器の

縄文地に多重沈線を施すものが多く見られる。器種

組成については、有文深鉢(499)、有文浅鉢 (541)、

関東系深鉢(501)、縄文地深鉢(517)、条線地深鉢

(522)、無文深鉢 (536)・鉢 (540)がみられ、外

面が全面縄文の深鉢が、 1つの器種を構成している。

芥川遺跡とほぽ同じ器種組成であるが、当遺跡では

無文鉢が器種の 1つを構成していることが違いであ

る。精粗の割合については、精製42% (21点）、粗

製58%(29点）であった。抽出しているものなので、

粗製の割合が若干増えよう。芥川遺跡においては、

精製12.1%、粗製86.1%という分析があり、当遺跡

との違いがみられる。

器 種 口縁部形態
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(C)「新徳寺式」

このように第 6・7期の土器を検討すると、広瀬

土城40段階・芥川式とは若干の違いがみられる。ロ

縁部形態については、広瀬土城40段階期には、 d種

口縁のバラエテイーが豊富なことや、芥川式にみら

れる c種口縁がみられないことがあげられる。器種

組成については、前期の福田 K2式期にみられない

縄文地の深鉢や口縁部が外反する小型の無文鉢が存

在することがあげられよう。なお、この時期の文様

は沈線文が一般的であり、今安楽寺遺跡ではこの時

期の縄文が施文された土器が4%という分析がでて
函

いる。それらと比較しても、当遺跡では29.2%と高

い割合で縄文を施文された土器があるという特徴も

ある。また、遺構からの一括出土という純粋な資料

でもある。以上のことを踏まえて、第 6・7期につ

いては、地域性を考えるうえで、広瀬土城40段階・芥

川式に併行する伊勢湾沿岸地方の型式として、新徳

寺式と呼称したい。第 6期を新徳寺 I式、第 7期を

新徳寺 II式とする。新徳寺 II式については、芥川式

とは器種組成が若干違うものの、芥川式＝新徳寺 II

式の可能性がある。今後の検討課題としたい。

9. 辰砂原石について

第1次調壺のSK25から辰砂原石が1点出土して

いる。出土した辰砂については、中央構造線・外帯
双j,

産の石英片岩を母岩とするものである。今のところ

三重県下では、一志郡嬉野町天白遺跡 (1)、多気郡

勢和村池ノ谷遺跡 (3)と新徳寺遺跡 (4)を含めて 3

遺跡から出土が確認されている。時期的には出土遺

物等から判断して、当遺跡出土の辰砂は最古の段階

と考えられる。最近の調査で外帯産の辰砂が勢和村

口

第111図

馬ノ谷旧坑から発見されており、朱の生産遺跡が存

在する可能性がでてきたといえよう。特に、馬ノ谷

旧坑は池ノ谷遺跡の目前にあることからも、池ノ谷

遺跡が朱関連の遺跡であると考えられる。県内にお

いても前述の 3遺跡と共に一志郡嬉野町下沖遺跡

(2)・多気郡多気町森荘川浦遺跡 (5)・度会郡度会

町森添遺跡 (6)が朱の生産遺跡と考えられており、

特に縄文時代後期後半の時期に集中している。当時

の辰砂の採掘や使用道具を考えると、生産性は低く、

運搬に際してもかなりの労力は免れなかっただろ

う。それらをふまえると、流通ルートとして川を利

用することば必然となるのではないだろうか（第

111図参照）。三重県において朱彩の土器が出土す

る遺跡は数多くみられながら、朱の生産や流通ルー

トについてはいまだ解明されていない。今回の調査

で辰砂が出土したことが、縄文時代後期の朱の生産

や流通ルートについての解明の一助になれば幸いで

ある。

10. 総括

新徳寺遺跡の発掘調査から、様々な縄文時代後期

前半の遺構や遺物が多量に出土したことは前述のと

おりである。これらから、縄文時代後期前半の様々

な情報を得ることができた。以下にまとめると、

①竪穴住居の検出と周辺遺跡の状況からは、集落の

移動が推定でき、当時の集落の様相を知ることがで

きた。

②出土した植物遺体からは、アカガシ亜属を主にし

て、常緑広葉樹や落葉広葉樹が生育し、周囲の山地

には針葉樹も生育していたという植生が考えられる。

また、アカガシ亜属やコナラ属は食料にしていたと

考えられること、動物遺体には、ニホンジカあるい

はイノシシの焼けた骨がある。

③検出した 6基の埋設土器からは、埋設土器内の埋

土の自然科学分析により、遺体埋納あるいは人骨埋

納の可能性があるという結果を得ることができ、こ

の結果がすべてではないが埋設土器の機能の解明の

糸口になるといえよう。

④多量に出土した縄文土器は、後期前半の良好な資

料である。これらは、西日本の中津式から北白川上

層式 2期までを主体とし、東日本の称名寺 1I式から

堀之内 1I式までの影響を受け成立したものと考えら
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れる。浅学のために不備があるかもしれないが、東

西日本の土器編年の併行関係についてや、縁帯文土

器の成立期の土器群に関しては、口縁部形態や器種

組成の独自性から新徳寺式を設定し、新徳寺遺跡の

縄文土器編年表を作成した。今後の土器編年研究に

一石を投じられれば幸いである。

〔註〕
①田村陽一・小濱 学「VI.鴻ノ木遺跡第 5次」（「一般国道42号松阪・

多気バイパス埋蔵文化財発掘調介概報』 N 三重県埋蔵文化財センタ

ー、 1992年）・
②桐原 健「埋甕」（『縄文文化の研究』 9雄山閣、 1983年）
③木下 忠「戸口に胎盤を埋める呪術」（「考古学ジャーナル』 42、1970

年）
④渡辺 誠「縄文時代における埋甕風習」（「考古学ジャーナル』 42、

1970年）
⑤水野正好「埋甕祭式の復元」（「信濃」 42ill 30-4、 1970年）
⑥ VI. 自然科学分析を参照。

⑦に同じ。

⑧今村啓爾「称名寺式t器の研究（上・ド）」（『考古学雑誌』第63巻ー
1,2 1977年）

⑨玉田芳英「中津• 福田KII土器様式」（「縄文土器大観』 4 小学館、

1989年）
⑩鎌木義昌・木村幹夫「中国」（『日本考古学講座」 3 河出書房、 1956
年）
⑪泉拓良•松井章『福田貝塚資料』奈良国立文化財研究所資料第32冊

（奈良国立文化財研究所、 1989年）
瓢に同じ。

⑬千葉 豊「近畿北部・山陰束祁の成立期縁帯文t器」（『小森岡遺跡」

竹野町教育委員会、 1990年）
⑭泉拓良・玉田芳英「文様系統論」（『季刊考古学』 17雄ill閣、 1986年）
⑮千葉 豊「縁帯文上器群の成立と展開」（「史林』第72巻6号 1989年）
⑯久保穣二朗「後期前葉から中葉にかけての縄文七器の変遷について」

（『森藤第l・第2遺跡発掘調究報告書」東伯町教育委員会、 1987年）
⑰出原恵三『松ノ木遺跡 I発掘調査報告書』（本山町教育委員会、1992年）
⑱橋本久和「芥川遺跡発掘調介報告書』（高槻市教育委員会、 1995年）
⑲泉 拓良「 3. 近畿地方のt器」（『縄文文化の研究」 4・縄文t器II

雄山閣、 1981年）

⑳泉 拓良「縁帯文土器様式」（『縄文土器大観」 4小学館、 1989年）
⑳に同じ。

⑫石井 寛「称名寺式土器の分類と変遷」（『調杏研究集録」第 9冊〔財〕

横浜市ふるさと歴史財団、 1992年）
⑳山内清男「日本先史土器図譜J1940年
⑳網谷克彦「北白川下層式土器様式」（「縄文士器大観』 1小学館、 1989

年）

⑮増子康真「東海地方西部の中期未土器型式」（『古代人」 38、1981年）
⑳泉 拓良「中期末縄文土器の分析」（「京都大学埋蔵文化財発掘調在報

告Jill 京都大学埋蔵文化財研究センター、 1985年）
⑰増子康真「第w章 考察編」（「クダリヤマ遺跡発掘調介報告書』稲武

町教育委員会、 1995年）
⑳植田文雄「今安楽寺遺跡一能登川町埋蔵文化財調介報告書第17集』

（能登川町教育委員会、 1990年）
⑳に同じ。

⑳に同じ。

嬌に同じ。
⑫千葉 農・仁保晋作「IX. 中戸遺跡」（「昭和 61年農業基盤整備

事業地域埋蔵文化財発掘調介報告 I」三菫県埋蔵文化財センタ

ー、 1989年）
韓に同じ。

韓に同じ。

蜘に同じ。

鱗に同じ。

⑰千葉豊「第 3章遺物」（「小森岡遺跡」竹野町教育委員会 1990年）
鱈に同じ。

韓に同じ。
R石井 寛「考察・堀之内 l式期上器群に関する問題」（『牛ヶ谷・華蔵

台南遺跡」〔財〕横浜市ふるさと歴史財団、 1993年）
＠に同じ。
⑫石井寛氏、千葉豊氏の御教示による。

醗に同じ。
⑭石井 寛「堀之内 2式t器の研究（予察）」（『調壺研究集録』第 5冊

港北ニュータウン埋蔵文化財調査団、 1984年）
麟に同じ。

麟に同じ。

麟に同じ。
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⑤縄文土器からもわかるように、周辺地域との何ら

かの交流があったことは確実で、辰砂原石の出土か

らも当時の人々の交流を窺い知ることができよう。

以上のことから、縄文時代後期前半のこの地域の

様相の一端が解明されたといえよう。 （小潰学）

鱈に同じ。

⑲中村徹也「京都大学理学部ノートバイオトロン実験装置室新営工事に

伴う埋蔵文化財発掘調脊の概要』 1974年
⑳山下勝年他「林ノ峰貝塚 I』（南知多町教育委員会、 1993年）
鐸に同じ。

OOに同じ。

⑬奥義次氏の御教示による。

⑭奥 義次「池ノ谷遺跡範囲確認調究報告」（「勢和村遺跡地図」勢和村

教育委員会、 1995年）
OOに同じ。

OOに同じ。

瓢に同じ。

攣に同じ。

攣に同じ。
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号、千葉県文化財センター 1994年）
北山村教育委員会『和歌山県北山村F尾井遺跡」 1979年
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一200μ,薗： I a 一200μ,薗 ： I b. I c 

．
 

一0.5cm: 2 

2 

I. ムクノキ (SK30埋土） a: 木口， b:柾同，C: 板n
2. コナラ屈 (Sll29)

第 1次調査区の炭化材・種実遺体

第 2次調査区の炭化材
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I. モミ屈（，試料番けII)

2. コナラI，函アカガシ亜屈（試料番サ8)
3. ケヤキ（試料番けI5) 

a . 木11. h: li11 I. cc板 11

4. タプノキ屈（試料番l}15) 

第 2次調査区の炭化材
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付篇 栂ノ世古遺跡発掘調査報告

1 . 前
栂ノ世古遺跡は、多気郡多気町相可字栂ノ世古に

所在する。調査区は、櫛田川右岸中流域にあり、支

流の相可川との合流点にほど近い河岸段丘北端部付
① 

近に立地している。櫛田川と調査区の間には、新徳

寺遺跡があり、調査区の東側、相可川を越えた対岸
③ 

の所には上ノ垣外遺跡がある。当初、本調査区は上

2. 層

本遺跡は住宅街にある宅地跡ということで、土層

の甚本層序は第 1層＝客土（黄褐砂礫とオリーブ褐

砂の混じり）となっており30cm程の厚さとなってい

3. 遺

調査により、確認された主な遺構は掘立柱建物柱

1棟・土坑4基・溝 2条であった。

1. 掘立柱建物

S87 調査区の南西端に位置している。桁行・

梁行共に調査区外へ延びているために、建物全体の

規模は不明である。検出できたのは桁行・梁行共に

1間づつの柱掘形3基であった。柱間は桁行・梁行

両方共 2mの等間である。柱掘形は直径30~40cm

の円形を呈し、深さ20~25cm程を残している。ま

た、そのうちの 2基の掘形には偏平で人頭大の根石

が確認できた。柱穴内からは土師器の甕、灰釉陶器

か山茶椀の小片を少量含む。平安時代後期 (11世紀

頃）と思われる。

2. 土坑

SK2 調査区北端の西側に位置している。調査

区内では遺構の一部を確認しただけなので全容は不

明である。検出できた規模は 1辺 1.5m~l.O m、

-223 -

日

ノ垣内遺跡（第 3次調査）として調査する予定であ

ったが、上ノ垣外遺跡とは相可川により分断されて

いることから栂ノ世古遺跡として取り扱うこととし

た。

本遺跡の調査期間は平成 8年4月11日~5月10日

で、調在面積は 50面である。

序

た。第 2層＝砂混じりの暗オリーブ褐色土、第 3層

＝オリーブ褐色土で遺構検出は第 3層上面である。

構

深さ0.4mである。埋土は褐色土の 1層だけである。

埋土内には土師器の皿・鍋の小片を少量含む。室町

時代後期と思われる。

SK3 調査区のほぼ中央部に位置している。東

西1.0m、南北1.5m、深さ0.1m程を測るやや丸味

を持った台形の土坑である。埋土は褐色土の 1層だ

けである。埋土内には土師器の皿・鍋の小片を少量

含む。室町時代後期と思われる。

SK4 調査区の南端中央に位置し、幅0.7m、

深さ0.1m程を残している。遺構が調壺区外に伸び

ているため、その全容は不明である。埋土は褐色土

の 1層だけである。埋土内には土師器の鍋の小片を

含む。室町時代後期と思われる。

SKS 調査区の北端部東側にあり、遺構の一部

が確認された。幅1.2m、深さ0.1m程を測る。全

容は、遺構が調査区外へ伸びているため不明である。

埋土は褐色土の 1層だけであるが、埋土や付近に

20~30 cmの焼土が計4ヵ所見られた。いずれも炭

化物を少量含んでいたが、焼き締まった様子もない



第 1図遺跡位置図 (1:50,000) 

、一
匿

蜃

医

（国土地理院「松阪・国束山」 1:25,000) 

■ ：試掘坑

第3図調査区位置図 (1: 2,000) 

第 2図遺跡地形図 (1 : 5.000) 
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ため流入と思われる。埋土内には土師器の皿・鍋の

小片を少量含む。室町時代後期と思われる。

3. 溝

S01 調査区の中央部に位置し、幅 0.4m、深

さ0.1mの南北に延びる溝である。溝には西側に幅

0.8 m、長さ1.7m、深さ0.1mの長方形の土坑が付

属している。埋土は褐色土の 1層である。埋土内

には土師器の皿・鍋の小片を少量含む。室町時代後

期と思われる。

行するように南北に流れ調査区外へと延びている。

溝は、西肩の上部が検出されただけなので幅・深さ

など全体の規模は不明である。溝の壁は約45度の傾

斜で底へと続いており、底は調査区の外に位置して

いるようである。また、

所の焼土がみられた。

SK3の近くの肩部に 2ヵ

どちらも炉跡にはならず、焼

土の堆積であった。埋土はオリーブ褐色土の 1層で

ある。埋土内には土師器の甕．壺・高杯・皿・鍋．

羽釜の破片を含む。弥生時代から室町時代後期まで

断続的に存続していたと考えられる。

S06 調査区の東端に位置し、 SD 1にほぽ並

4. 

栂ノ世古遺跡から出土した遺物はコンテナバット

に5箱で、小片が多く形を残す物は僅かであった。

出土した遺物の殆どが溝 (SD6)からで、他の遺

構・包含層からは少量であった。

遺 物

1. S06出土の遺物

この溝からは、弥生～古墳・鎌倉～室町時代の概

ね2時期の遺物が出土した。

口
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第 4図 遺構平面図・土層断面図 (1 : 100) 
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広口壺 (1)、弧型壺 (2)、体部下部に 1ヵ所、直

径 3mmの穿孔が施されているミニチュア壺(3)、高

杯の杯部 (4) 、器台受部 (5) 、台付甕の台 (7~9)

は古墳時代のものと思われる。 (6)は、台付甕の台

部を器台として転用したもので、破断面を丁寧に磨

いている。

土師器の椀 (10)、皿 (11)、壺 (12)、鉢 (13)、鍋

(14-17)、羽釜 (18-19)、茶釜 (20)、陶器の甕

(21・22)は、 02・21)を除いて室町時代後期のもの

と思われる。 (21)は鎌倉時代、 (12)は不明である

が、中世に属するものであることは、間違いないで

あろう。 (10)の底部外面に「妙清』と読める文字

が墨書されている。

5. 結

今回の調壺を振り返り、当遺跡の結語としたい。

調査は道路幅の部分のみという限られたものであ

るから遺跡の全容・性格等を決定することは困難で

ある。しかし検出できたわずかな遺構からでも当遺

跡の性格の一部を明らかにすることができた。

SD6は、東側 20mに現在の相可川が北へと並

行して流れているため、相可川の西岸を検出したも

のと考えられる。弥生～古墳・鎌倉～室町時代の 2

時期の遺物が出土しており、これらの長い期間にわ

たり浸食・埋没を繰り返していたことが伺える。

掘立柱建物 (SB7) は平安時代後期、土坑と溝

(SD 1) は時期を決定する遺物の出土が少量であ

〔註〕

① 多気町教育委員会 「多気町史 通史』 1992 

② 三軍県埋蔵文化財センター「新徳寺遺跡（第 1 次）」「•般国
道42~}松阪・多気バイパス埋蔵文化財発掘調在概報V 』 1995.3

③ 田村賜・• 西村修久「 I・.ノ垣外遺跡』 ―：重県狸蔵文化財セ

ンタ―- 1996.3 

2. その他の遺物

土師器の杯 (23)は調査区の南西隅にあるピット

から出土しており、平安時代中期の物と思われる。

土師器の皿(24・25)はSDlから出土しており、

室町時代のものと思われる。

(26~28)は包含層出土で、 (26)は土師器の

壺、 (27)は弥生土器の高杯脚部で、試掘調査の時

に出土した。 (28)は灰釉陶器である。高台は、粘

土紐の長さの不足を、指押さえのより強引に接着さ

せた雑な作業が観察される。灰釉は漬け掛けである

が、底部外面はロクロケズリされる。

五
口

lllltl 

ったが室町時代のものである。

遺物は SD6が一番古く、弥生～古墳時代・鎌倉

～室町時代、その他の遺構や包含層からは平安時代

後期～室町時代の遺物が出土している。

当調査区が所在する近辺には新徳寺遺跡・上ノ垣

外遺跡があり、その周囲には巣護遺跡ふ．甘糟遺跡等

がある。栂ノ世古遺跡の調壺結果を含めれば、この

辺りが縄文時代から現在に至るまで連綿と人々が生

活の場としてきた所であることが明確になった。こ

のことは地域の歴史を考える上で貴重な資料の一つ

になるものと考えられる。

（松本美先）

④ 田村陽＾・東 良樹「巣護遺跡」「明気窯跡群・大日山古墳

群・甘糟遺跡・巣護遺跡』―:!ti県埋蔵文化財センター 1996.3 

⑤ 田村賜- 目t糟遺跡」「明気窯跡群・大日山占墳群・甘槽遺

跡・巣護遺跡」三重県埋蔵文化財センター 1996.3
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番号 器種 出土位置
法量 成形・調整

胎上 焼成 色調
残存

備考
整理

日径底径器高 文様の様相 状況 番号

士師器 B3 14.0 外：ハケメ (4/ 1 cm) ~ 3 mmの 良 外明黄褐 10YR7/6 口縁部 10 
1 

'ギ,j_[ SD6 内：ハケメ 砂粒含む 内明黄褐 10YR7/6 1/4 -2 

士師器 R3 4.0 外：ヘラミガキ ~ 2 mmの 良 外浅黄橙7.5YR8/4 体部 頸部につなぎ目 2-
2 

狐型壺 S06 内：ュビオサエ、底部ヘラ状工具痕 砂粒含む 1/3 4 

J: 師器 B2 7.0 4.0 11.0 外：頸部ヨコナデ、体部ヘラミガキ ~ 3mmの 良 外浅黄橙 10YR8/3 口縁品のみ 体部スス付着 1-
3 

壺 S06 内：ナデ 砂粒含む 1/2欠捐 小穴 1>3 mm 1 

土師器 B2 25.0 外：ヘラミガキ ~ 3 mmの 良 外浅黄橙 7.5YR8/6 口縁部 2-
4 

高杯 SD6 内．・ナデ 砂粒含む 1/4 3 

土師器 B2 11.0 外：ナデ ~ 4 mmの 良 外浅黄橙 10YR8/4 口縁部 2-
5 

器台 SD6 内：ナデ 砂粒含む 3/4 1 

土師器 B2 9.0 外：ョコナデ ~ 3 mmの 良 外 淡黄 2.5YR8/3 高台部 スス付着 1-
6 

器台 SD6 内：ョコナデ 砂粒含む 3/5 2 

上師器 B2 8.0 外：ハケメ ~ 7 mmの 良 外 淡黄 2.5YR8/4 古向ムロ立口〖 1-
7 

甕 SD6 内：ナデ 砂粒含む 2/3 3 

f:.師器 B2 9.5 外：ハケメ ~ 4 mmの 良 外浅黄橙2.5YR8/6 高台部 1-
8 

甕 SD6 内：ナデ 砂粒含む 2/3 5 

土師器 B2 9.0 外：ハケメ下部ヨコナデ ~3 mmの 良 外 淡黄 2.5YR8/4 高台部 1-， 
甕 SD6 内：ョコナデ 砂粒含む 2/3 4 

上師器 B2 5.0 外：ョコナデ -1 mmの 良 外浅黄橙 10YR8/3 底部 高台裏側墨書 2-
10 

椀 SD6 内：ナデ 砂粒含む 完存 「妙清」 2 

土師器 B 1 9.0 外：ナデ 並 良 外 灰白 2.5YR8/2 口縁部 10 
11 

皿 SD6 内：ナデ 1/12 -4 

土師器 Bl 17.0 外：頸祁ヨコナデ、体部ユビオサエ 並 良 外浅黄橙7.5YR8/3 口縁部 口縁部外側に折り 5-
12 

宰土 ・ SD6 内：ナデ 内 灰白 7.5YR8/l 1 /6 返す。外側スス付 3 

土師器 B 1 18.0 外：ナデ 並 良 外浅黄橙7.5YR8/3 口縁部 口縁部外側に折り 6-
13 

鉢 S06 内：ナデ 1/12 返す。 2 

t師器 B 1 21.0 外：ハケメ (7/ 1 cm) 並 良 外浅黄橙 10YR8/3 口縁部 10 
14 

鍋 S06 内：板状T具によるナデ 1/6 -3 

土師器 B 1 29.0 外：頸部までヨコナデ、体部ハケメ 密 良 外 淡黄 2.5YR8/3 口縁綿 体部外にスス付着 4-
15 

鍋 SD6 内：ナデ 1 /5 ハケメ 10 /lcm 1 

土師器 B 1 35.0 外：頸部までヨコナデ、体部ハケメ 密 良 外 暗褐 7.5Y3/3 口縁部 ハケメ 4/lcm 3-
16 

鍋 SD6 内：ナデ 1/12 2 

土師器 B 1 32.0 外：体部上ヨコナデ、下ヘラケズリ 密 良 外 褐 7.5Y4/3 口縁部 内外にスス付着 3-
17 

鍋 SD6 内：ナデ 1/6 ハケメ 4 /lcm 1 

-t. 師器 BI 44.0 外：ナデ 並 良 外浅黄橙 7.5YR8/3 口縁部 口縁部折り返し 9-
18 

羽釜 SD6 内：ナデ 1/24 1 

上師器 B3 44.0 外：ハケメ (4/ 1 cm) 並 良 外浅黄橙7.5YR8/3 口縁部 7-
19 

羽釜 S06 内：ナデ 1/10 1 

t師器 B3 14.0 外：ハケメ 並 良 外 浅黄 2.5Y8/4 口縁部 茶釜形 6-
20 

茶釜 SD6 内：ナデ 1/4 体部に握り手 1 

陶器 B2 32.0 ロクロナデ 密 良 外にぶい赤褐5YR8 /3 口縁部 4-
21 

甕 SD6 ~ 1 mm砂 1/16 2 

陶器 B2 36.0 ログロナデ 密 良 外にぶい赤褐2.5Y4/4 口縁部 口縁部外側に折り 5-
22 

甕 S06 ~ 1 mm砂 l /7 返し 1 

土師器 A2 15.0 外：ナデ 並 良 外にぶい橙7.5YR7I 4 体部 外側ユビオサエ 10 
23 

杯 P4 内：ナデ 1/4 -1 

上師器 A2 8.0 外：未調整 並 良 外淡黄橙7.5YR8/4 体部 8-
24 

皿 SDI 内：ナデ 1/4 3 

士師器 A2 9.0 外：ナデ 並 良 外浅黄橙 7.5YR8/3 体部 外側ユビオサエ 8-
25 

皿 SDI 内：ナデ 1/4 4 

t師器 B2 外：板状工具によるナデ 並 良 外浅黄橙 10YR8/3 体部 外側に黒斑 9-
26 

壺 他 内：板状工具によるナデ 1/8 2 

弥生t器 試掘坑 外：櫛描文 密~3 mm やや 外淡黄橙 10YR8/4 脚部 透孔 8-
27 

高杯 No 3 内：ナデ 砂粒含 不良 柱状部 2 

灰釉陶器 排士． 14.0 ロクロナデ 密 良 外 灰白 5Y7/l 体部 灰釉漬け掛け 8-
28 

椀 底部外面：ロクロケズリ 1/3 1 

第 1表遺物観察表
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ふ り が な しんとく じ いせき

書 名 新徳寺遺跡

副 書 名 一般国道42号松阪・多気バイパス建設地内埋蔵文化財発掘調査報告

巻 次 m 

シ リ ーズ名 三重県埋蔵文化財調査報告

シリーズ番号 1 2 3 -3 
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編 集 機 関 三重県埋蔵文化財センター

所 在 地 〒 515-03 三重県多気郡明和町竹川503 TE L 0596 (52) 1732 

発行年月 日 1 9 9 7年 3月 3 1日

ふりがな ふりがな コ ド 北緯 東経 調査面積
調査期間 調査原因

所収遺跡名 所在地 市町村 遺跡番号
0 , ,, 0 , ,, m 2 

しんとくじ みえけんたきぐんたきちょう 3 4度 1 3 6度 第1次調査 1,100 一般国道42号

新徳寺 三重県多気郡多気町 22441 145 3 0分 3 3分 19940523~ （下層） 333 松阪・多気バイ
1 8秒 1秒

おうかあざしんとくじ 19940824 パス建設事業に
相可字新徳寺 第2次調壺 500 伴う事前調資

19960411 ~ （下層） 114 

19960627 

''''  •' '— , — 

とがのせこ みえけんたきぐんたきちょう 22441 未登録 3 4度 1 3 6度 19960411 

栂ノ世古 三重県多気郡多気町 3 0分 3 3分 ～ 50 同上

おうかあざとがのせこ
1 5秒 1秒

19960510 
相可字栂ノ世古

所収遺跡名 種別 主な時代 主 な憩遺構 主な遺物 特記事項

新 徳 寺 集落跡 縄文時代後期 竪穴住居 6棟 縄文土器耳栓土錘

埋設土器 6基
土師器

土城墓 1基
石錘石鏃敲石磨石

石皿石斧削器礫器

その他土坑多数

栂ノ 世古 集落跡 古墳～室町 自然流水路 1条 古式土師器土師器灰

時代 釉陶器
r------------

平安時代後期 掘立柱建物 1棟 陶器施釉陶器

ト―― ← ----------------------

室町時代 土坑 4基

溝 1条
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