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三重県の北部を流れる鈴鹿川の流域は､ 現在の鈴鹿郡関町にありました古代の鈴鹿関が示します

ように､ 古来近畿地方と東国とをつなぐ重要な地域でありました｡ 石薬師東古墳群から出土した､

馬形埴輪を中心とした優秀な文物は､ その典型的な例といえます｡ また､ 伊勢国府跡 (鈴鹿市広瀬

町ほか) の存在が示すように､ この付近は旧伊勢国の政治上の中枢地域とも呼べる地域であります｡

ここに報告する鈴鹿市の河曲
かわの

地区は､ 奈良時代以降は ｢河曲
かわわ

郡｣ と呼ばれていた地域です｡ 鈴鹿

郡を分割するかたちで成立したこの郡は､ 小さいながらも鈴鹿川流域の低地部を広く占めています｡

農業基盤整備事業に関連し､ 今回は河田宮ノ北遺跡・宮ノ前遺跡・八重垣神社遺跡の３遺跡を調査

いたしました｡

今回の調査は水路を中心とした幅の狭い調査区です｡ このような場合､ 一回の調査で遺跡の性格

を明確に把握することは困難な場合がほとんどです｡ しかし､ 今回の調査では､ 古墳時代を中心と

した優秀な遺物が数多く見つかっています｡ とくに河田宮ノ北遺跡で見つかった古墳時代中後期の

旧河道からは､ 頭椎大刀や武器形の形代といった珍しい木製品や土器類が多量に出土しました｡ こ

れらは､ 古墳時代の河曲地区を考える上で重要であるばかりでなく､ 全国的に見ても貴重な資料と

いえます｡ これらの貴重な資料をもとに､ 三重県の歴史を考えるだけでなく､ 三重県から見た日本

列島の歴史とその意義を発信することで､ 豊かな地域社会の形成に少しでも寄与できればと思いま

す｡

発掘調査にあたっては､ 地元河曲地区をはじめとする鈴鹿市在住の方々､ 鈴鹿市教育委員会､ 県

土整備部道路整備課・津地方県民局津建設部から多大な御協力とともに暖かい御配慮を頂くことが

できました｡ 文末とはなりましたが､ 皆様の誠意ある御対応に､ 心からの御礼を申し上げます｡

２００４年３月

三重県埋蔵文化財センター

所長 吉 水 康 夫



１ 本書は､ 鈴鹿市河田町字宮ノ北所在の河田宮ノ北遺跡および同市十宮町字宮ノ前所在の宮ノ前
遺跡・八重垣神社遺跡 (第１次～第３次) 発掘調査にかかる報告書である｡ 表題の ｢河曲｣ は､
この地域の旧郡名であるとともに､ 今でもこの地域を表すことばとして使われている｡ また､
今回報告の３遺跡はそれぞれに有機的な関係を持つため､ 書名を ｢河曲の遺跡｣ とした｡

２ 調査は､ 平成12～14年度県営ほ場整備事業 (河曲中部地区) および県営かんがい排水事業 (鈴
鹿川沿岸地区) に伴う緊急発掘調査である｡

３ 発掘調査は､ 次のような体制で行った｡
調査主体 三重県教育委員会
調査担当 三重県埋蔵文化財センター (調査第一課､ 平成13年度以降は調査研究グループ)

＜平成12年度＞
技師 伊藤裕偉 技術補助員 浜邊一機・豊田祥三 研修員 清水実華
＜平成13年度＞
主幹 河北秀実 主査兼調査第１係長 筒井正明 技術補助員 豊田祥三
研修員 伊藤直孝
＜平成14年度＞
主事 辻本泰宏 技術補助員 豊田祥三

４ 調査にかかる費用は､ 執行委任を受けて三重県農林水産商工部が全額負担している｡

５ 調査にあたっては､ 鈴鹿市在住の各位､ 河曲中部地区土地改良区､ 鈴鹿市教育委員会､ 鈴鹿市
考古博物館､ および県土整備部農村整備課・北勢地方県民局農林商工部から多大な協力を得た
ことを明記する｡

６ 報告書作成にあたっては､ 以下の各氏から有益なご教示等を頂いている｡ 記して感謝いたした
い｡ (所属は当時のもの)
青木哲哉 (立命館大学)､ 一瀬和夫 ((財) 大阪府埋蔵文化財調査研究センター)､ 伊藤雅文
(石川県埋蔵文化財センター)､ 上村安生 (三重県史編纂グループ)､ 赤塚次郎・佐藤公保・早
野浩二・樋上 昇 (愛知県埋蔵文化財センター)､ 新田 剛・藤原秀樹・林 和範 (鈴鹿市教
育委員会・鈴鹿市考古博物館)､ 木野本和之 (亀山市教育委員会)､ 穴沢�光､ 丸山哲夫､ 川上
昭一 (島根県八雲町教育委員会)､ 山田昌久 (東京都立大学)､ 山中 章 (三重大学)

７ 本書で報告した記録類および出土遺物は､ 三重県埋蔵文化財センターで保管している｡

８ 当報告書の作成業務は三重県埋蔵文化財センター調査第一課 (調査研究グループ) 及び資料普
及グループが行った｡ 遺構写真は各調査次の担当者がそれぞれ撮影し､ 遺物写真は伊藤・豊田
および萩原義彦が撮影した｡ 報文の執筆および編集は伊藤・豊田が行った｡
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＜地図類＞
１ 本書で使用した地図類は､ 国土地理院発行の1/25,000地形図､ 鈴鹿市都市計画図､ 河曲中部地
区圃場整備地形図である｡

２ これら地図類は､ 国土地理院発行地形図を除き､ 国土調査法の日本測地系による座標第Ⅵ系
(旧国土座標) で表現されているものであるため､ 平成14年４月から施行されている世界測地
系・測地成果2000には対応していない｡

３ 挿図の方位は全て座標北で示している｡ なお､ 磁針方位は西偏６°40′､ 真北方位は西偏０°
17’34” (平成６年) である｡

＜遺構類＞
４ 土層図は､ 層の区分を実線で､ 調査区壁面および採録深度に相当する部分を一点鎖線で表現し
ている｡ また､ 遺構面や層位の大区分となる層については､ 他の土層線よりも太い線で表現し
た｡

５ 土層図の色調は､ 小山正忠・竹原秀雄編著 『新版標準土色帖』 (23版 日本色研事業株式会社
1967年) を用いた｡

６ 当報告書での遺構は､ それぞれの遺跡単位で通番としている｡
７ 遺構図のうち､ 砂目のスクリーントーンで示した部分は､ 焼土の範囲である｡
８ 遺構等の断面図で､ 平面図の相当位置に矢印があるものは､ 立面図となっている｡
９ 遺構番号の頭には､ 見た目の性格によって､ 以下の略記号を付けている｡
ＳＡ……柱列 ＳＢ……掘立柱建物 ＳＤ……溝 ＳＨ……竪穴住居 ＳＫ……土坑
ＳＲ……流路 ＳＺ……落ち込み など pit……ピット､ 柱穴
＜遺物類＞
10 当報告での遺物実測図類は実物の1/4を基本としている｡ それ以外の縮尺のものについては､

その都度指示している｡
11 遺物実測図は､ 遺跡・調査次数毎でそれぞれまとめており､ 全体として通番ではない｡
12 当報告書での用語は､ ｢つき｣ は ｢杯｣､ ｢わん｣ は ｢椀｣ に統一している｡
13 遺物観察表は､ 以下の要領で記載している｡
番号……………挿図掲載番号である｡
実測番号………実測段階の登録番号である｡
様・質………… ｢弥生土器｣ ｢土師器｣ ｢須恵器｣ といった区分をここに示した｡
器種など………遺物の器種を示す｡
グリット………調査時に設定したグリット名を記した｡
遺構・層名……遺物の出土した遺構や層名を記した｡ ｢ｐ｣ は土器､ ｢ｓ｣ は石､ ｢ｗ｣ は木の､
それぞれ取り上げの際の区分記号である｡
法量 (㎝) ……遺物の法量を示す｡ (口) は口縁部径､ (底) は底部径､ (高台) は高台部径､ (脚
柱) は脚部上端径､ (脚裾)は脚台裾部径を示す｡ なお､ 数値はそれぞれの部位の最大径であり､
内法や､ 実測段階での ｢接地点｣ ではない｡
調整・技法の特徴……主な特徴を外面 (外；)・内面 (内；) で示した｡ ｢Ａ→Ｂ｣ はＡの後にＢ
が施されたことを示す｡
胎土……………小石等の混和材を除いた素地の緻密さを ｢密～粗｣ で区分した｡
色調……………その遺物の代表となる色調を記載した｡ 表記は､ 前掲 『新版標準土色帖』 に拠る｡
残存度…………その部位を12分割した際の残存度を示した｡ 6/12は約半分､ 12/12は全体が残っ
ていることになる｡

特記事項………遺物の特徴となる事項を記した｡
＜写真図版＞
14 写真図版は､ それぞれの遺跡・調査次数単位でまとめた｡
15 挿図と写真図版の遺物番号は､ それぞれの遺跡・調査次数毎の実測図番号と対応している｡
16 遺物の写真図版は､ 特に断らない限り縮尺不同である｡
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fig.１ 事業地内調査区位置図
fig.２ 河曲中部地区周辺の遺跡
fig.３ 河曲中部地区周辺の遺跡と発掘調査地
fig.４ 河田宮ノ北遺跡調査区位置図
fig.５ 河田宮ノ北遺跡調査区南壁土層
fig.６ 河田宮ノ北遺跡平面図
fig.７ 河田宮ノ北遺跡流路ＳＲ４南北土層図
fig.８ 河田宮ノ北遺跡流路ＳＲ４下層遺物出土状

況�

fig.９ 河田宮ノ北遺跡流路ＳＲ４下層遺物出土状
況�

fig.10 河田宮ノ北遺跡流路ＳＲ４下層遺物出土状
況�

fig.11 河田宮ノ北遺跡流路ＳＲ４下層遺物出土状
況�

fig.12 河田宮ノ北遺跡流路ＳＲ２下層杭列平面・
立面図

fig.13 河田宮ノ北遺跡流路ＳＲ２下層南北土層図
fig.14 河田宮ノ北遺跡溝ＳＤ１土層断面図
fig.15 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.16 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.17 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.18 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.19 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.20 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.21 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.22 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.23 河田宮ノ北遺跡出土遺物	

fig.24 河田宮ノ北遺跡出土遺物


fig.25 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.26 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.27 河田宮ノ北遺跡出土遺物

fig.28 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.29 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.30 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.31 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.32 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.33 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.34 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.35 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.36 河田宮ノ北遺跡出土遺物�

fig.37 河田宮ノ北遺跡出土遺物�・木製品�

fig.38 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.39 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.40 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.41 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.42 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.43 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.44 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.45 河田宮ノ北遺跡出土木製品	

fig.46 河田宮ノ北遺跡出土木製品


fig.47 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.48 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.49 河田宮ノ北遺跡出土木製品

fig.50 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.51 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.52 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.53 河田宮ノ北遺跡出土木製品�

fig.54 宮ノ前遺跡・八重垣神社遺跡調査区位置図
fig.55 宮ノ前遺跡平面図
fig.56 宮ノ前遺跡調査区南部東壁土層
fig.57 宮ノ前遺跡竪穴住居ＳＨ８平面・断面図
fig.58 宮ノ前遺跡溝ＳＤ27平面・断面図
fig.59 宮ノ前遺跡土坑ＳＫ３平面・断面図
fig.60 宮ノ前遺跡土坑ＳＫ６平面・断面図
fig.61 宮ノ前遺跡土坑ＳＫ10平面・断面図
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三重県下における圃場整備事業はかなり進展し､

その対象は山間部や平地の一部に限定されるように

なってきた｡ しかし､ そのなかでも今回の開発対象

となった河曲中部地区 (鈴鹿市十宮町～河田町一帯)

は､ 比較的広い範囲に田圃の旧状が残されていた数

少ない地域であった｡ とくに鈴鹿市内では､ ほとん

ど唯一に近い条里型地割の遺存地としても知られて

いた｡ 今回の開発事業は､ この条里型地割内におけ

る圃場整備事業と､ それと並行して実施されている

かんがい排水事業を対象としたものである｡

この事業地内には､ 周知の埋蔵文化財包蔵地とし

て宮ノ前遺跡 (鈴鹿市遺跡番号855) と八重垣神社

遺跡 (同1174) が存在していた｡ また､ 鈴鹿市河田

町付近でも､ 分布調査の結果､ 土器の散布が確認さ

れた｡ そのため､ 平成12年１～３月に上記の範囲を

中心として事前の試掘調査を実施した｡ その結果､

宮ノ前遺跡・八重垣神社遺跡では遺構・遺物の確認

がされ､ さらに､ 河田宮ノ北遺跡を新たに発見する

こととなった｡ 事業地内における遺跡範囲としては､

宮ノ前遺跡・八重垣神社遺跡相当部分が27,600㎡､

河田宮ノ北遺跡が5,000㎡である｡

この結果をもとに､ 三重県埋蔵文化財センターで

は三重県教育委員会事務局生涯学習課文化財保護室

(当時) とともに､ 三重県県土整備部との協議を行っ

た｡ その結果､ 事業地内遺跡範囲のほとんどが遺構

面まで達することなく工事可能であるが､ 用排水路

部分とかんがい排水路部分については､ 開発行為が

遺構面にまで及ぶため､ 事前の発掘調査を行い記録

を作製することで一致した｡

調査対象遺跡と面積は､ 平成12年度は河田宮ノ北

遺跡1,453㎡ (第１面700㎡､ 第２面753㎡) ､ 宮ノ

前遺跡838㎡､ 八重垣神社遺跡1,290㎡､ 同13年度は

八重垣神社遺跡 (第２次) 1,150㎡､ 同14年度は八

重垣神社遺跡 (第３次) 550㎡である｡
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平成12年11月16日に､ 河田宮ノ北遺跡から開始し

た｡ 途中､ 河田宮ノ北遺跡で多量の遺物が出土し､

宮ノ前遺跡と並行して調査することとなった｡ 八重

垣神社遺跡の調査が最後となり､ 平成13年３月14日

に全ての調査が完了した｡

このうち､ 河田宮ノ北遺跡については､ 試掘調査

の実施が不可能であった現況道路部分にまで遺跡が

及び､ その部分も遺構面以下の掘削が行われること

が調査途中で判明した｡ そのため､ 関係各位のご理

解とご協力のもと､ 拡張して調査を実施している｡

平成13年２月18日には､ 宮ノ前遺跡と八重垣神社

遺跡を対象とした現地説明会を開催し､ 現地調査を

終了していた河田宮ノ北遺跡についても､ 出土木製

品・土器と､ 調査状況の写真パネルを展示した｡ 寒

風の中､ 約220人の参加を得た｡
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平成13年度は､ 前年度の八重垣神社遺跡第１次調

査区北部に連続する部分を､ 八重垣神社遺跡の第２

次として調査を行った｡ 調査は平成13年11月８日に

開始し､ 平成 14年２月28日に完了した｡ なお､ 平

成14年１月28日に､ 地元住民を対象とした説明会を

行い､ 約20名の参加を得た｡

��������

平成14年度は､ 前年度調査区の北部にあたる､ か

んがい排水路部分と調圧水槽部分を､ 八重垣神社遺

跡の第３次として調査を行った｡ 調査は比較的順調

に進み､ 平成14年10月21日に開始し､ 同年12月２日

に完了した｡

 !"#$%&'())*�+,

当遺跡発掘調査にかかる文化財保護法関係の諸通

知は､ 以下により行っている｡

①発掘通知 (三重県文化財保護条例第48条第１項､

県知事→県教育長)

・平成12年５月10日付け道整第75号
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②発掘調査の実施報告 (文化財保護法第58条の２第

１項､ 県教育長→文化庁長官､ 平成14年度以降は､

県埋蔵文化財センター所長→県教育長)

・平成12年11月13日付け教生第258号

・平成13年11月12日付け教埋第242号

・平成14年９月17日付け教埋第174号

③文化財発見・認定通知 (遺失物法､ 県教育長→津

警察署長)

・平成13年３月30日付け教生第229－26号

・平成14年３月４日付け教ス生第８－15号

・平成14年12月24日付け教ス生第８－７号

� �����

� �	
��

今回の発掘調査にあたっては､ 調査の迅速な対応

と､ 調査員が調査そのものへ専念するための労務管

理軽減を主な目的とする土工部門委託を行った｡

＜平成12年度＞ (財) 三重県農業開発公社

＜平成13年度＞ (財) 三重県農業開発公社

＜平成14年度＞㈱シードコンサルタント

� ��������

����� 掘削は､ 表土・無遺物層および大規模

な撹乱坑は重機掘削し､ 遺構を人力掘削した｡ 今回

の３遺跡では､ 人力掘削が妥当と考えられるような

遺物包含層に相当するものは無かった｡ 河田宮ノ北

遺跡では､ 第１面から第２面までの間も､ 基本的に

は無遺物層と判断できたため､ 重機による掘削を行っ

ている｡ また､ 調査終了時に行った基盤層状況確認

のための断ち割りも重機掘削による｡

����� 掘削の対象は､ 工事開発区域が狭隘で

あることもあり､ 工事での必要深度までの調査で留

めている｡ 宮ノ前遺跡から八重垣神社遺跡にかけて

は､ 中央部に現在の地割にも影響を与えている旧河

道が存在していた (流路ＳＲ９)｡ この部分は､ 遺

構肩部に相当する部分と､ 工事によって掘削が及ぶ

範囲のみ調査したため､ 完掘していない｡

� ����

調査区内は､ ４ｍ四方の方眼で切ることによって

小地区 (グリット) を設定している｡ 今回の調査は､

個々の遺跡および調査次数毎で､ 各々別々にグリッ

ト設定した｡ ここで設定した小地区方眼は､ 国土座

標軸とは無関係である｡

河田宮ノ北遺跡と八重垣神社遺跡第１次調査区は､

西から数字､ 北からアルファベットを付けた｡ 宮ノ

前遺跡と八重垣神社遺跡第２・３次調査区は､ 西か

らアルファベット､ 北から数字を付けた｡ そして､

それぞれの北西隅交点をその小地区の符号とした｡

なお､ 宮ノ前遺跡については､ 幅の狭い調査区で

あったために途中で適当な屈曲を設けて地区設定し

ている｡ したがって､ 宮ノ前遺跡の地区方眼は一面

で統一されてはいない｡

� ����

遺構実測図は状況に応じ､ 以下の対応を行った｡

これらの図面にかかる国土座標は､ 県土整備部が圃

場整備段階で取り込む座標を用い､ 主に解放トラバー

スにより配置した｡

�� !"�#

調査区の平面図は､ 全体を1/50で手書き実測した｡

西部の遺物出土状況は1/10で手書き実測している｡

土層断面図は1/20で手書き実測した｡

 !$�#

遺構の確認された北端部と南部を中心に､ 1/20で

手書きの遺構実測を行っている｡ また､ 個々の出土

状況のうち､ 重要なものは1/10の個別実測図を作製

した｡ 土層図は1/20で作製した｡

%&'()�#

概ね全体を1/20で手書き遺構実測を行ったが､ 第

１次調査の北部東西トレンチについては､ 1/50で手

書き実測している｡ なお､ 第１次調査の南部東西ト

レンチは､ 全体が新しい時期の旧河道であるため､

土層図と調査区の略測図を作成するに止めた｡

(伊藤)
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fig.１ 事業地内地割の新旧関係 (１：6,000)
緑線が県営ほ場整備事業により改変された状況､ 黒線は旧状および事業地外の現状
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今回の調査対象となった河田宮ノ北遺跡・宮ノ前

遺跡・八重垣神社遺跡は､ 現在の鈴鹿市立河曲小学

校の学校区にあたり､ とくにこの３遺跡近隣の低地

部は､ 地元では ｢河曲
かわの

地区｣ と呼ばれている｡ 鈴鹿

川は河曲地区付近で北岸の丘陵部から離れ､ 以東に

は､ 狭いながらも実り豊かな平野を形成している｡

河曲地区付近は､ 鈴鹿川南岸に形成された低地部

にあたり､ 行政上は､ 河田宮ノ北遺跡が鈴鹿市河田

町字宮ノ北一帯､ 宮ノ前遺跡と八重垣神社遺跡が同

市十宮町字宮ノ前一帯である｡ これら３遺跡は､ 行

政上は別々の遺跡名を付加されているものの､ 宮ノ

前遺跡と八重垣神社遺跡は隣接しており､ 河田宮ノ

北遺跡と宮ノ前遺跡との間もわずか500ｍである｡

後述のような地形的環境を考慮すれば､ これら３遺

跡は考古学的には同一空間に所在する遺跡群である

と理解できる｡

以下､ 上記３遺跡一帯の低地部を ｢河曲中部低地｣

と呼称しながら､ 当地と近隣のさまざまな環境を見

ていく｡

� �����������

河曲中部低地は､ 北側に丘陵部と鈴鹿川を望む低

地部である｡ 河曲中部低地一帯の地形状況をもう少

し細かく見ると､ 北には鈴鹿川があり､ 南は神戸地

区の微高地に接している｡ 河曲中部低地の標高はお

よそ10ｍ､ 神戸地区では15ｍほどなので､ 大きく見

れば､ 神戸地区から北側に派生する微高地の先端部

に河曲中部低地が存在するといえよう｡ 神戸地区の

微高地も､ 鈴鹿川がかなり早い時期に形成した微高

地・自然堤防と考えられるので､ この一帯全てが鈴

鹿川によって形成された､ としてもよい｡ 微高地上

に展開する遺跡群､ これが河曲中部低地に見られる

遺跡の最大の特徴であるとともに､ 規定的な意味を

も有している｡

� ������������	��

河曲中部低地を含めた一帯の歴史的環境を探るた

めには､ 低地部の様相だけでなく､ 北側に広がる丘

陵部との関係でも見ていく必要がある｡ このことを

念頭に置き､ 今回の報告で中心となる弥生時代以降

の状況を見ておく｡

� �������

河曲中部低地の東方約４㎞には上箕田遺跡がある｡

ここは鈴鹿川流域ではじめて確認された弥生時代を

通じて存在する拠点的集落として著名�であるが､

その後の調査によって遺跡の形成が縄文時代晩期に

まで及ぶことが判明している�｡ 縄文時代晩期以降

に低地部の遺跡が形成される事例は､ 津市雲出島貫

遺跡�や明和町曽祢崎遺跡�など近年事例が増加して

おり､ 伊勢平野全体としての傾向と把握することが

できる｡ 鈴鹿川流域低地部の遺跡展開を考える際に

は､ 上箕田遺跡の事例は極めて重要といえる｡ 河曲

中部低地では､ 八重垣神社遺跡第２次調査で弥生時

代前期の土器が比較的まとまって出土しており (今

回報告分)､ 河曲中部低地に関しても上箕田遺跡と

同様な集落展開を考えることが可能と見られる｡

弥生時代中期の状況は今ひとつ判然としないが､

高岡山遺跡から出土した菱環鈕式銅鐸片�は､ 当地

の状況を考えるうえで極めて重視できる資料である｡

また一反通遺跡からは玉作り関係の遺物�も出土し

ており､ 弥生中期から後期にかけての環濠も検出さ

れている�｡ 河曲北部丘陵には扇広遺跡�などもある

ことから､ 弥生時代の段階にも一定の拠点的な機能

をこの近隣に想定することは可能である｡

弥生時代後期になると､ 河曲中部低地の北部に広

がる丘陵上に盤城山遺跡	が形成される｡ 磐城山遺

跡では､ 古墳時代前期および後期の竪穴住居群が相

当数確認されており､ 玉作り関連遺物も見られる｡

鈴鹿川をはさんで対岸の河曲中部低地の動向とも密

接に絡むものであろう｡ このように､ 弥生時代には

河曲北部丘陵を中心にいくつかの遺跡展開が見られ

るが､ 磐城山遺跡を除き､ それぞれの存続時期はあ
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fig.２ 河曲中部地区周辺の遺跡 (１：50,000) 国土地理院発行１／25,000 『鈴鹿』 (平成10年) を使用

○…遺跡・古墳群 ●・�…主要古墳・前方後円墳 □…古代寺院・官衙 ■…中世城館
１. 河田宮ノ北遺跡 ２. 宮ノ前遺跡 ３. 八重垣神社遺跡 ４. 上箕田遺跡 ５. 高岡山遺跡
６. 一反通遺跡 ７. 扇広遺跡 ８. 盤城山遺跡 ９. 神戸中学校遺跡 10. 寺田山１号墳
11. 富士山１号墳 12. 石薬師東古墳群 13. 伊勢国分寺跡 14. 伊勢国分尼寺跡
15. 南浦廃寺 16. 狐塚遺跡 (河曲郡衙正倉) 17. 上箕田城跡 18. 神戸城跡
Ａ：菅原神社 Ｂ：川神社
※遺跡は位置を示しており､ 範囲ではない｡



まり長くはない｡ 弥生時代の段階では一定の場所に

定着して継続的に集落を形成するという状況下には

なかったことを示している｡ このような状況は､ 四

日市市伊坂遺跡・莵上遺跡・金塚遺跡の関係からも

推察できるものである�｡

� �������

古墳時代初頭になると､ 河曲中部低地への人々の

進出が本格化する｡ 今回の調査対象となった宮ノ前

遺跡・八重垣神社遺跡をはじめ､ 神戸中学校遺跡か

らも住居跡が確認されている�｡ これら３遺跡は､

行政上の名称こそ異なっているものの､ 同一微高地

に展開する遺跡であり､ 本来は一連のものと考える

ことができる｡ 河曲中部低地にはこの時期に至って

かなり大規模な遺跡が形成されていたのである｡

古墳時代中期の状況は明確ではないものの､ 中期

末から後期にかけては､ 河田宮ノ北遺跡や宮ノ前遺

跡で見られるように､ かなり有力な集団が河曲中部

低地に存在していたことがわかる｡

この一方で､ 北部丘陵上には比較的広範囲に古墳

群が形成されている｡ 寺田山１号墳は全長約70ｍの

前方後円墳で､ 前方部が低い形態から､ 前期の古墳

と考えられている�｡ 富士山１号墳も中期の前方後

円墳で､ 近在する10号墳出土円筒埴輪には淡輪技法

が見られることで知られている�｡ やや西方の丘陵

上には総数60基以上の石薬師東古墳群が中期末から

後期にかけて形成されており､ 特徴的な須恵器や特

異な馬形埴輪の出土で知られている�｡

以上のような状況を総合すれば､ 古墳時代の河曲

地区は､ 集落地としての低地部と､ 墓域としての丘

陵部､ という大きな把握が可能である｡

	 �����

古墳時代後期から古代にかけての状況を考える上

で見落とせないのが､ 大鹿
おおが

氏の動向と､ ｢屯倉
みやけ

｣ の

問題である｡ ｢屯倉｣ は､ 大和政権が地方支配を進

める上での直轄領として評価されているもの�であ

るが､ それに関すると考えられるものに､ 『延喜式』

に記載がある伊勢国河曲郡所在の大鹿三宅神社があ

る｡ 岡田登氏はこの神社について､ 現在の鈴鹿市国

分町付近がかつての ｢大鹿村｣ であることなどから､

現在の菅原神社が 『延喜式』 記載の大鹿三宅神社で

はないかとされている�｡ 岡田氏の説に拠れば､ 当

時の屯倉は河曲北部丘陵上に形成されたこととなり､

それは河曲低地部を評価する上でも極めて重要な意

味を持つといえる｡

なお､ 大鹿氏に関して､ 岡田氏は古墳時代後期頃

以降に大和政権と深く関わるようになったとしてい

る｡ 河曲郡が､ 小さいながらも一郡として成立して

いる背景を考慮するうえで､ 大鹿氏の存在は注目に

値する｡

古代律令期には､ 当地は河曲郡に相当する｡ 河曲

郡には河曲駅家が存在していたことが知れる�｡ 河

曲駅家の具体的な位置は未だ不明である｡ しかし､

河曲駅家は､ 鈴鹿駅家 (鈴鹿郡関町) ・朝明駅家

(三重郡朝日町) の間で､ 鈴鹿駅家が鈴鹿川南岸で

あることから､ 何処かで再度鈴鹿川の渡河が必要と

なる｡ 河曲駅家を鈴鹿川南岸に比定した場合､ 比較

的川幅の広い当地で渡河することになり､ 不都合で

ある｡ それよりも､ 鈴鹿川北岸に伊勢国分寺・河曲

郡家 (狐塚遺跡) が存在することからも､ 河曲駅家

の所在地も､ 鈴鹿川北岸部と考えられる｡ 『日本書

紀』 天武天皇元年条に見える､ 大海人皇子が通過し

た ｢川曲の坂下｣ も鈴鹿川北岸部の丘陵と考えられ､

この記事と､ 後の河曲駅家との関連も想定できる｡

河曲郡は､ 『倭名類聚抄』 では神戸・駅家・中跡・

海部・川部・賀美・資母・深田の８郷で構成されて

いた｡ これら郡内諸郷の比定は神戸郷を除き明確で

ないが､ 比較的小さな郡に８郷が存在することは看

過できない	｡

河曲北部丘陵上には､ 伊勢国分寺・伊勢国分尼寺

のほか､ 大鹿氏の氏寺と目される白鳳期の南浦廃寺､

河曲郡衙の正倉院と考えられている狐塚遺跡などが

極めて限定された範囲に林立する
｡ 前出の菅原神

社もこのエリアに近在している｡ このように､ 古代

律令期前後の状況としては､ 河曲中部低地以上に河

曲北部丘陵上の動向が激しい｡ 注目できるのは､ 河

曲中部低地や丘陵部における磐城山遺跡を念頭に置

けば､ これら河曲北部丘陵上の律令期重要遺跡は､

古墳時代の生活域とは重ならないように展開してい

る点である｡ 河曲中部低地の評価とも密接に関わる

ものである｡

同じ時期の河曲中部低地では､ 今回の河田宮ノ北

遺跡調査区の南に､ 延喜式内社である川 (河) 神社
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が位置することが注目できる｡ また､ 宮ノ前遺跡で

は､ 鈴鹿市教育委員会による発掘調査で奈良時代頃

と考えられる掘立柱建物も検出されており�､ 今回

の八重垣神社遺跡第１次調査区における成果と絡め

て､ 古代の状況もわずかながら判明しつつある｡ し

かし､ 河曲中部低地の状況は､ 河曲北部丘陵におけ

る動向と比べて､ 不明な点が多い｡

なお､ 河曲中部低地には条里型地割が展開してい

る｡ 仲見秀雄氏の分析によると､ 河田宮ノ北遺跡の

ある河田町付近での方位はＮ10°Ｅ､ 宮ノ前・八重

垣神社遺跡の所在する十宮町付近ではＮ20°Ｅであ

る�｡ この地割形成段階を明確にすることはできな

いが､ 近畿地方における調査事例を参考とすれば､

概ね古代後半期以降のものであろう｡ 河曲中部低地

は､ 条里型地割が遺存していた数少ない場所であっ

たが､ 今回の圃場整備事業により､ それらは完全に

消滅することとなった｡

� �����

古代後半期から中世にかけては､ 河曲荘の存在が

確認できる｡ 河曲荘は､ もとは摂関家領であったら

しく､ その後､ 鎌倉期には近衛家領で､ 室町期には

仁木氏の関わりが見られる｡

中世城館も周辺に散在するが､ 明確なものは少な

い｡ このうち上箕田城は､ 『應仁記』 に ｢世保本城｣

とある�｡ 土岐一族の世保
よやす

氏が北伊勢半国の守護に

在任していたこともあることから､ ある時期､ 守護

所かそれに類したものである可能性があり､ 軍記物

とはいえ看過できない｡ なお､ 伊勢国の守護所とし

て可能性があるのは上箕田城や安濃津が挙げられる

が､ いずれも実態が不明確である｡ 当地の歴史性を
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fig.３ 河曲中部地区周辺の遺跡と発掘調査地 (黒塗り部分) (１：20,000)



改めて評価するためにも､ 上箕田城の実態把握が待

たれる｡

文献史料を中心とした中世の状況は､ 大まかとは

いえ辿ることができる｡ しかし､ 当該時期の当地に

おける遺跡の展開は不明な部分が多い｡ 先述の盤城

山遺跡では､ 中世後期の城跡かと思われる居住遺構

がある｡

中世後期も末頃には､ 神戸城が築かれている｡ 元々

は国人領主神戸氏の関連城館であったものが､ 織豊

期に神戸 (織田) 信孝が入部して以降､ 金箔瓦を用

いた織豊系城郭として展開する�｡ その後､ 近世に

は譜代大名の本多氏が城主となり､ 城郭の大幅な改

変を行い､ 近代を迎えている�が､ 天主台の石垣は

自然石を積み上げたものであり､ 織田氏段階のもの

が遺存している可能性が高い｡

� �������	


ここでは､ 調査遺跡近隣の状況を､ 小字の状況を

中心に簡単に触れておく｡

������ 周辺部の字には､ 宮ノ北・宮ノ角・

若宮といった神社関連のもの､ 堂ノ角・御堂前・大

等寺といった寺院関連のものが見られる (fig.４)｡

神社関連の字は､ 調査区の南に位置する式内社であ

る川神社に因んだものと推察される｡ 寺院関連の字

は集落の東側を中心に見られる｡ とくに小字御堂前

の東にある大等寺の小字は､ すぐ北側が現在も墓地

となっていることなどから､ 中世までは遡る寺院跡

である可能性が高い｡ ただし､ 小字堂ノ角は川神社

の西にあり､ 大等寺とは別の寺院があった可能性が

ある｡

������������ この２遺跡は､ いず

れも字宮ノ前を中心とする｡ 八重垣神社の西は一之

堰という字で (fig.54)､ 後述のように､ 中世まで

の流路が確認されていることから､ それに関わる灌

漑用の堰がこの付近にあった可能性がある｡

以上､ 河曲中部低地を中心に､ 周辺の諸環境を見

てきた｡ 今回の発掘調査をはじめ､ 近年この地域に

おける考古学的資料は急増している｡ これらを踏ま

えることによって､ 今後は､ かなり豊かで内容の濃

い地域史像を描くことが可能となろう｡ (伊藤)

註
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河田宮ノ北遺跡の調査区は､ 河田町集落の北部に

鎮座する式内川神社の北部に位置する｡ 長さ約133

ｍ､ 幅約６ｍのトレンチ状調査区で､ 東西に長い｡

調査地は鈴鹿川南岸から約300ｍの地点であり､

現況は水田および道路である｡ 現在の標高は､ 水田

面で約11.8ｍである｡

調査区の土層は､ 南壁 (fig.５) と西壁 (fig.７)

で観察した｡ 調査区はほぼ全体が旧河道である｡ こ

のうち､ 古墳時代中後期の遺物が出土する河道ＳＲ

４は､ 北岸は標高約10.4ｍ付近で見られる暗青灰色

― 9―

fig.４ 河田宮ノ北遺跡 調査区位置図 (１：2,000) ※｢井中｣｢堂之角｣などは小字名､ ■１～26は試掘坑
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fig.５ 河田宮ノ北遺跡 調査区南壁土層 (１：100)



― 11―

�
�
�
�
�
�
�

�
	



��

�
��
�

�
�

�
�
�


�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
��
�

 
!
"

#
�
�


�
�
�
�
�
�
�

��

�
$�
%

"
�
�

�
�
&
'
�

()
�
�
$�
$

�
*

�
�
�
�
�
�

()
�
�
��
$

+
,
-
�

.
/
�
�
�
�
�

()
�
�
��
�

0
�

1
'
�
2
3
4
5
/
�
�
�
�
�

()
�
�
��
�

+
,
-
�

6
/
�
�
�
�
�
�
'
�
7
8
9

()
��

$�
�

 
:
"

��
�
&
'
�
7
8
9
;



��
�

$�
�

 
:
"

��
'
�

()
�
�
��
<

0
�

�%
/
&
�
�

%)
�
��
$

�
�

��
/
�

��

�
��
$

+
,
-
�
=

�$
/
�
7
8
9
;



�
�

$�
�

 
>
?
@
A
"

��
/
�
�
�
�
�

%)
��

$�
�

 
>
?
@
A
"

�<
/
�
�
�
�
�
�
;


7
8
9

�
�
$�
�

 
:
"

�(
/
�
�
�
�
�

�
�
�
$�
�

 
!
"

��
/
�
�
�
�
�
B
/
�
C
D
E

��
�
�
$�
�

 
!
"

�F
�
�

��

�
<�
<

0
�
�

%�
�
G
'
�

()
�H
I�
�<

0
�

%�
/
�
7
8
9
�
�
�

J
K
L
M

N
!

%%
/
�
7
8
9
;



%)
�
��
%

 
"
�

%�
/
�
�
�
�
�

()
�
<�
�

"
%$

/
�

O
<�
�

"
%�

/
�
�
�
�
�
B
/
�
C
D
E

��
�
�
��
�

!
"

%<
'
�
�
G
��
P
C
Q
4
5

��

�
(�
�

�
=

%(
J
K
L
M

%)
�
$�
%

 
"
�

%�
�
�
�
�
�
�

�
H�
�%

"
>
?
@
A

%F
;


7
8
9
/
�

�

$�
%

"
>
?
@
A

��
;



��

�
$�
$

�
��

/
�
�
�
�
�

�
�
�
$�
�

 
!
"

�%
/
�
�
�
�
�

()
�
$�
�

"
��

�
R


�
�
�
�
�
�
�

%)
�
��
%

 
"
�

�$
/
�
�
�
�
�

%)
�
$�
$

>
?
@
A
�

��
�
�

%)
�
<�
%

"
�

�<
�

%)
�
$�
%

 
"
�

�(
�
�

%)
�
<�
%

"
�

��
/
�
7
8
9
;



��
�

��
�

:
"

�F
�
�
�
�
�
�

�

$�
%

"
>
?
@
A

$�
�
�
�
�
�
�

()
�
��
%

"
>
?
@
A

$�
/
�
�
�
�
�

%)
�
��
�

�
�

$%
�
�
�
7
8
9
/
�

%)
�
$�
�

>
?
@
A
�

$�
'
G
�
�

%)
��

$�
�

 
>
?
@
A
"

$$
/
�
�
�
�
�

��
�

$�
�

 
:
"

$�
J
K
L
M

%)
�
$�
�

>
?
@
A
�

$<
/
�

()
�
$�
�

"
$(

�
�
�
�
�
�

��
�
��
�

:
"

$�
�
�
�
7
8
9
/
�

�

��
%

"
>
?
@
A

$F
S
$�
B
T
U
V

�

��
�

>
?
@
A
W

��
�
�
�
�
�
�
S
�F
B
T
U
V

%)
�
$�
�

�
"

��
�
�
�
7
8
9
/
�

%)
��

��
�

>
?
@
A
"

�%
�
�
�
�
�
�

�

$�
�

"
��

'
�

%)
�
$�
�

>
?
@
A
�

�$
�
�
�
�
�
�

%)
�
$�
�

>
?
@
A
�

��
�
�
�
�
�
�

��

�
$�
$

�
�<

�
�
�
�
�
�

��

�
$�
�

+
,
-
�
=

�(
�
�
�
B
�
&
'
�
C
D
E

()
�
��
�

"

��
/
�
�
�
�
�

�
H$
�%

"
>
?
@
A

�F
�
�

%)
�H
��
�

�
�

<�
X
Y
8
9
/
�
�
�
�
�

%)
�H
��
%

 
�
�

<�
�
�
�
B
/
�
C
D
E

%)
�
<�
%

"
�

<%
/
�
�
�
�
�

%)
�
��
$

�
�

<�
�
&
'
�

%)
�H
��
%

 
"
�

<$
/
�

%)
�
��
�

N
�

<�
;



�
�
�
$�
�

 
:
"

<<
'
�
Y
8
9
�
�
�
�
�
�

��

$�
%

>
?
@
A
"

<(
�
�
�
�
�
�

��
�

��
�

!
"

<�
;



()
��

$�
�

 
:
"

<F
;


&
'
�
&
�
�
�
C
D
E
S
Z
[
E
V

%)
�H
��
�\
]

�
�

(�
'
�
Y
8
9
;



�
�
�
��
�

!
"

(�
;



�
�
�
��
�

!
"

(%
/
�
Y
8
9
;



�
�
�
$�
�

 
!
"

(�
;



�
�
<�
�

!
"

($
;



�
�
$�
�

 
!
"

(�
/
�

%)
�
(�
$

^
�

(<
Q
Y
8
9
'
�
S
Z
[
E
V

()
�
��
%

=
"

((
�
�
�
�
;



�
�
�
<�
�

!
"

(�
�
�
�
�
;



�
�
��
�

!
"

(F
�
�
�
�
;



�
�
�
��
�

!
"

��
�
�
�
�
;



�
_
��
�

 
`
"

��
�
�
�
�
;



�
_
�
$�
�

 
!
"

�%
�
�
�
�
;



��
�
�
��
�

!
"

��
�
�
�
�
;



O
$�
�

"
�$

;



O
��
�

 
"

��
;



%)
��

��
�

>
?
@
A
"

�<
;



()
��

$�
�

 
:
"

�(
;



�
�
�
<�
�

!
"

��
;



�
�
$�
�

 
!
"

�F
;



�
_
�
��
�

!
"

F�
;



%)
�
��
%

 
"
�

F�
;


&
�
C
D
E

�
_
�
��
�

 
!
"

F%
;


&
/
�
C
D
E
�
a
b
c
2
3
4
5

%)
�
��
%

W
�

F�
�
�
Y
8
9
;



�
�
�
$�
�

!
"

F$
;



�
�
��
�

!
"

F�
;



��
�
��
�

:
"

F<
/
�
Y
8
9
;



%)
��

<�
�

>
?
@
A
"

F(
;



�
�
�
��
�

!
"

F�
/
�
�
�
�
�

��

�
��
$

+
,
-
�
�

FF
d
e


S
f
g
h
i
V

��

�
$�
�

�
"

��
�
'
�
S
Z
[
E
V

��
HI
(�
<

0
�
�

��
�
/
�
Y
8
9
;


S
F<
B
T
U
V

��

�
$�
�

!
"

��
%
;



��
�
�
$�
�

 
!
"

��
�
;


S
F(
B
T
U
V

�
�
�
$�
�

 
!
"

��
$
;



�
�
�
$�
�

 
!
"

��
�
;


S
F(
B
T
U
V

�
�
<�
�

!
"

��
<
;


S
F(
&
��
�B
T
U
V

�
�
�
<�
�

!
"

��
(
;



�
�
�
$�
�

 
!
"

��
�
/
�
&
/
�
�
�
�
�
C
D
E

��
�
�
��
�

 
!
"

��
F
/
�
&
/
�
�
�
�
�
C
D
E

�
�
��
�

 
!
"

��
�
�
�

�

(�
%

"
j

��
�
/
�
Y
8
9
;



�
�
<�
�

!
"

��
%
a
b
c
2
-
;



�

��
�

>
?
@
A
W

��
�
/
�
�
�
�
�

�

��
�

"
>
?
@
A



系細砂質シルト～粘土を基盤層とし (fig.５)､ 南

岸は調査区東部に広がる淡黄灰色系細砂層を基盤層

としている｡ なお､ ＳＲ４のベースとなるこれらの

層も､ 基本的には全て河成堆積層である｡ 今回の調

査は､ 調査区幅が狭かったため､ ＳＲ４基盤層以下

の調査は行っていない｡ いくつか試験的に確認した

範囲では､ 遺物の含有は無いか､ あってもごく細片

に止まるものと考えられる｡

河道ＳＲ４の埋土は､ 後述する遺構の部分でも触

れるとおり､ 大分類した最下層・下層・上層の範囲

でその性格が大きく変わり､ 新しい時代ほど水の勢

いが弱くなっていると考えられる｡

古墳時代の河道ＳＲ４がほぼ埋没し､ その南岸部

分に小規模流路が残存した段階が､ 河道ＳＲ２であ

る｡ ＳＲ２から出土する遺物のうち､ 最も新しいも

のは平安時代中期頃であり､ 中世までにこの付近の

河道は埋没していたと考えてよい｡ なお､ ＳＲ２と

ＳＲ４の流水方向はいずれも西から東へと向いてい

る｡ ＳＲ２の基盤となる層は青灰色系細砂混じりシ

ルト (fig.５－90～92層) である｡ この層上は､ 水

害の及ばない微高地ではないが､ 奈良・平安時代の

遺物が近隣に散布していることから､ この時期の遺

構も近隣に展開している可能性がある｡ ただし､ 今

回の調査では明確にはできなかった｡

なお､ 調査区内の流路ＳＲ２からは古代のものと

考えられる平瓦が出土している｡ 調査区近隣には

｢御堂前｣ ・ ｢堂之角｣ といった寺院に関連すると

見られる字名が残っており (fig.４)､ 式内川神社

近隣に古代寺院が建立されていた可能性も想定して

おくべきであろう｡

ＳＲ２の埋没後に､ 13世紀代頃の遺構が掘削され

ている (溝ＳＤ１)｡ ただし､ この段階でも粘性の

強い青灰色系細砂質シルトである｡ 河道が埋まった

ものの､ 湿潤な状態が続いていたと考えられる｡

中世段階の遺構を埋没している土層中には､ 河成

の粗砂・粘土層が不整形に堆積する箇所がいくつか

見られる (fig.５－76層)｡ これは､ 中世以降にも

この付近に洪水などの水害が発生していたことを物

語るものである｡

このように､ 河田宮ノ北遺跡調査区の付近は全て

河成の土砂によって形成されているといえる｡ この

地が水害から解放されるのは､ 鈴鹿川に大規模な堤

防が形成される近年を待たなければならなかったも

のと考えられる｡

� ������

今回の調査区からは､ 古墳時代中期から中世にか

けての遺構を確認している｡ 沖積土の関係から､ 調

査は２面にわたって行った｡ 下部の第２面は古墳時

代から奈良時代にかけてのもので､ 主に自然流路で

ある｡ 上部の第１面は中世の遺構面で､ 溝や土坑・

落ち込みなどがある｡

ここでは主な遺構について記述する｡ なお､ 遺構

が少ないため､ 遺構一覧表は省略した｡

� 	�
���

���� (fig.７～11) 調査区西部で確認した

遺構である｡ 人工的なものではなく､ 自然に形成さ

れたものと考えられるが､ 便宜上 ｢遺構｣ と呼称す

る｡ 調査区を西から東に向かって流れる｡ 埋土の状

況から､ 最下層・下層・上層に区分できる｡

������� 最下層は､ 下層調査の後に､ 重

機掘削によって行った調査で確認した｡ 北岸は､ 青

灰色系細砂質シルト～粘土が基盤層となり､ これは

下層の基盤層と同じである｡ 南岸部は確認できなか

たので､ この段階の幅員は分からないが､ 調査区幅

の６ｍ以上であることは確かである｡

最下層埋土は全体が砂礫層で､ 礫を多く含む粗砂

層がその下部に構成されている｡ 洪水に近い､ かな

り急な水流によって形成された埋土と考えられる｡

遺構の底からは､ 須恵器を含まない古墳時代中期の

土師器類が､ 良好な形をとどめたまま出土している｡

これらの土器類には摩滅がほとんど無く､ 最下層の

埋没時期をこの頃に求めてよかろう｡

������ 下層は､ 北岸部は最下層と同じ青

灰色系細砂質シルト～粘土が基盤層で､ 南岸部は淡

黄灰色系砂が岸になっている｡ つまり､ 最下層埋土

が形成された後に､ 旧流路幅員の北側に形成された

のが､ ＳＲ４下層を形成した流路である｡ 下層流路

段階は､ 南岸側が砂層となっていることから､ 河川
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― 13 ～ 14 ―

fig.６ 河田宮ノ北遺跡 平面図 (１：400)



攻撃面は北側と考えられる｡ 下層段階の河川幅は約

18ｍ､ 調査区内での総延長は約80ｍである｡ なお､

調査区西部では､ ＳＲ４の北側に取り付く小規模な

溝が２条ほど認められるが､ これも下層流路段階の

ものと考えられる｡

下層は､ 概ね３層で構成されている｡ 下から､ ③

有機物を多様に含む黒褐色系粘土 (fig.５－92層､

fig.７－23層)､ ②有機物含む暗灰黄色系粘土 (fig.

５－90層､ fig.７－21層)､ ①淡青灰色系粘土 (fig.

５－106層､ fig.７－20層) である｡ このうち､ ①・

②層中から土器・木製品などが多量に出土した｡ 遺

物の包含が中心となる層は､ 木質を中心とした有機

物が沈殿した状況を示す③層の形成以後であること

から､ 下層形成段階のＳＲ４は澱み状を呈しており､

水流はほとんど無かった状態であったと考えられる｡

出土している土器類に､ 水流の影響と見られるよう

な摩滅がほとんど観察されないこともそのことを示

している｡

下層の出土遺物は膨大で､ とくにｂ２～４グリッ

トの間に集中する (fig.８～11)｡ この付近では､

木製品と土器とが折り重なるように出土した｡ 須恵

器・土師器・木製品のほか､ 有孔円盤・鹿の骨など

もある｡ ③～①層にかけて､ 若干の時期幅がある｡

概ね古墳時代中期末から後期後半の時期である｡

下層出土の有機質は､ 第ＸⅢ章の自然科学分析を参

照されたい｡ なお､ 第ＸⅢ章で抽出された有機質以外

に､ 肉眼で桃の種､ 瓢箪？なども確認している｡

������� 上層は､ 下層埋没後に形成された

小流路である｡ 調査区西部の北部で確認された｡ 最

下層・下層段階の基盤層はほぼ埋没している｡ fig.

７の西壁土層に表れているように､ 下層埋没段階以

後､ それを削るように形成されているため､ 上層埋

土中には下層の遺物がかなり入り込んでいる｡ 古墳

時代後期後半頃の遺物が認められる｡

なお､ ＳＲ４の調査中に打ち込まれた状態を保っ

た杭が数本確認されたが､ これらはいずれも上層流

路段階に対応するものと考えられる｡

���	
 (fig.12) 調査区中央付近で確認した

遺構である｡ ＳＲ４上層流路が埋没した後､ その南

部に形成された｡ その位置は､ ＳＲ４下層流路の南
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fig.７ 河田宮ノ北遺跡 流路ＳＲ４南北土層 (１：50) ※土層位置は､ fig.６
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fig.８ 河田宮ノ北遺跡 流路ＳＲ４下層 遺物出土状況 (１) (１：50)
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fig.９ 河田宮ノ北遺跡 流路ＳＲ４下層 出土遺物状況 (２) (１：50)
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fig.10 河田宮ノ北遺跡 流路ＳＲ４下層 遺物出土状況 (３) (１：50)
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fig.11 河田宮ノ北遺跡 流路ＳＲ４下層 遺物出土状況 (４) (１：50)
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fig.12 河田宮ノ北遺跡 流路ＳＲ２下層 杭列 平面・立面図



岸部とほぼ同じ位置に相当する｡

遺構の西側に杭列がある (fig.12)｡ 杭列は､ Ｓ

Ｒ２がやや埋った段階で打ち込まれている｡ 基本的

に垂直に打ち込まれたものが多いが､ 岸側ものには

岸法面に直交する方向に打ち込まれたものもある｡

岸側に偏っていることから､ 堰ではなく､ 護岸施設

と考えられる｡

出土遺物には古墳時代後期末から平安時代中期に

かけてのものがあり､ 流路が機能していた時期幅を

示していると考えられる｡ 杭類は､ そのベースとな

る層から奈良時代の遺物が出土しているため､ 平安

時代に相当するものであろう｡

����� 調査区東端で検出した遺構である｡ 南

北方向に流れる流路の西肩部分を確認した｡ 流路の

幅は15ｍ以上である｡ 確認面から深さ約1.5ｍまで

掘削したが､ 底には達してない｡ 出土遺物が無いた

め明確な時期は不明であるが､ 層位上は前述の流路

ＳＲ２と同じ時期と考えられる｡

� ��	
��

��� (fig.14) 調査区西部で確認された遺構

である｡ 調査区内の総延長約33ｍ､ 溝の幅は約１ｍ

である｡ 遺構と調査区南壁とが接するあたりで東海

系の無釉陶器類 (山茶椀) が出土している｡ このこ

とから､ 遺構の埋没時期を13世紀初頭前後に求める

ことができよう｡

������� 調査区の東部で確認した遺構であ

る｡ 浅い落ち込みであり､ 性格は不明｡ 天目茶椀片

などの中世後期の遺物が少量出土しており､ 16世紀

代頃のものと考えられる｡

� ��

河田宮ノ北遺跡では､ ２地点で噴砂を確認した｡

���
�� (fig.13) b13グリットに設定した

土層断面の観察時に確認したため､ 平面的な広がり

は不明である｡ この噴砂は流路ＳＲ４最下層の埋土

(fig.13－20層､ 以下､ 層名はfig.13に対応) が噴

出したもので､ 同じく下層相当の第13層まで貫入し､

その層中で終息する｡ この状況からは､ 噴砂が第13

層形成後であることは言えるが､ 第12層が噴砂形成

後の堆積かどうかは断定できない｡ この噴砂から言

えるのは､ ＳＲ４下層の時期である古墳時代中期以

後に発生した地震に伴うもの､ という点のみである｡

���
�� (fig.６) ＳＲ２下層の埋土を貫入

するグリットライン18～25にかけての約32ｍの間

(fig.６) で確認した｡ ＳＲ２の南岸部分では､ 噴

砂が遺構の状態に沿うように認められることから､

この噴砂に伴う地震がＳＲ２の埋没以後に発生した

ことを明確に示している｡ 噴砂はＳＲ２下層埋土を

貫入しており､ 時期的には平安時代中期以降の地震

に伴うものと考えられる｡ (伊藤)
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fig.13 河田宮ノ北遺跡 流路ＳＲ２下層・ＳＲ４下層 南北土層 (１：50) ※土層位置はfig.６

※土層位置はグリット９ライン

fig.14 河田宮ノ北遺跡 溝ＳＤ１土層
断面図 (１：50)



� �������	
���

河田宮ノ北遺跡から出土した遺物は､ 整理箱にし

て約86箱である｡ 時期的には古墳時代前期から中世

にまで及び､ その中心は流路ＳＲ４下層の古墳時代

後期のものである｡ 遺物の内訳は､ 土器および木製

品が中心で､ 若干の石製品や瓦なども含む｡

以下､ 主立った遺物について記述する｡ 個々の土

器の詳細については､ 遺物類の観察表 (tab.２～25)

を､ 流路ＳＲ４下層・上層出土土器の組成はtab.１

を参照されたい｡

 ��������

� ����	������� (fig.15～34)

������� 
��� (１～24) 小形丸底壷・

器台・高杯・壷・甕などがある｡ いずれも土師器で､

須恵器は含まない｡

１・２は小形丸底壷の系統｡ ２は底部外面をヘラ

ケズリする｡ 外面にヘラミガキなどの調整は見られ

ない｡ ３～６は壷｡ 底部の残る３～５は､ いずれも

底部からやや上がった位置に擬口縁を有する｡ ３の

口縁部は上に突出し､ 外側に面をなすもので､ 二重

口縁壷の口縁下部のみで収めた形態である｡ ５は頸

部の締まらないやや特殊な口縁部である｡ ４は体部

外面上半にＳ字状口縁台付甕 (以下 ｢Ｓ字甕｣ と呼

称) の調整と同様な装飾的ナナメ・ヨコハケメを施

し､ 同一の櫛歯状原体によって刺突文を施している｡

雲出島貫遺跡 (津市雲出島貫町､ 以下 ｢島貫分類｣

と呼称) の分類で壷Ａ１としたもの�に相当する｡

６は二重口縁壷と考えたが､ 後掲14の高杯口縁部と

も似るので､ 高杯の杯上部である可能性もある｡ ７

は小形器台｡ 脚部上端が柱状になるもの｡ 19もやや

大形の器台ではないかと考えた｡

８～18は高杯｡ 杯部の形態は､ やや外反しながら

も直線を志向しながら開くもの (ａ；８～10・12)､

椀形の杯下部から大きく外反して開くもの(ｂ；14)､

杯口縁部が内弯するもの (ｃ；15・17・18) の３類

がある｡ 高杯ｃ類は後述の椀形高杯の祖形となるも

のと考えられる｡ 脚部には透かし孔を持たないもの

が圧倒的に多いが､ 13のように１箇所のみ有するも

のも稀に存在する｡ 脚柱内面は､ 横方向のケズリを

施しているものが多い｡

20～24は甕｡ 20は口縁部が ｢く｣ の字形に開くも

ので､ 底部は丸底になるものと考えられる｡ 21～24

はＳ字状口縁台付甕 (以下､ ｢Ｓ字甕｣ と呼称) で､

口縁部外面はもはや ｢Ｓ｣ 字状の屈曲が喪失してい

る段階のものである｡ 赤塚次郎氏のＳ字甕Ｄ類新段

階�に相当する｡ 24を見る限り､ 脚台部内面への折

り返しは依然残っていると考えられる｡

流路ＳＲ４最下層の土器群は､ 須恵器を含まない

こと､ 高杯の特徴などから､ 須恵器が流通する以前

の時期のものと考えられる｡ 流路であるためにこれ

らの同時代性は厳密な議論こそできないものの､ 出

土状況や遺物そのものを見る限り､ それぞれの時期

的な隔たりはあまり大きくはないものと考えられる｡

������ 
��� (25～601) 下層出土土

器は膨大である｡ 各器種毎に傾向などを見る｡

!"#�$

%&� 蓋杯類は､ 田辺昭三氏による陶邑編年 (以

下､ ｢田辺編年｣ と呼称)�のＴＫ208型式に併行する

ものが微量あり､ ＴＫ23～ＭＴ15型式併行期が最も

多い｡ その後は､ ＭＴ85～ＴＫ43型式併行期までの

ものがそこそこ存在している｡ したがって､ ＳＲ４

下層として取り上げた一群は､ かなりの時期幅を持

つ資料群といえる｡

25～111は杯蓋｡ 25はＴＫ208型式併行､ 26～39は

ＴＫ23型式併行と考えられる｡ ただし､ いくつかの

形態があり､ 31のように厚手で稜の弱いものは､ Ｔ

Ｋ47型式併行と見るべきかも知れない｡ 40～60はＴ

Ｋ47型式併行と考えたが､ 口縁部が外反直線的で全

体にシャープなもの (40～50) と口縁部が内弯する

もの (51～60) とがあり､ これらのなかに時期差も

存在する可能性も考えられる｡ 61～68はＭＴ15型式

併行､ 69～76はＴＫ10型式併行と考えられる｡ 77～

84は口縁端部が外開きし､ 稜部分の器壁が厚くなる

特徴を持つ一群である｡ これらはＭＴ15型式からＴ

Ｋ10型式頃に併行するものであろう｡ 近隣では､ 石

薬師東43号墳出土資料に見られる�｡ 85～99は全体
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に丸みを帯びたもので､ やはりＴＫ10型式あたりに

併行するものと考えられる｡ 100～109は､ 稜が比較

的明瞭なものも含んでいるが､ ＴＫ10型式～ＭＴ85

型式に併行するものであろう｡ 110は瓦質を呈する｡

杯蓋に含めたが､ 短頸壺の蓋と考えるのが妥当かも

しれない｡ 111はＴＫ209型式に併行するものであろ

う｡

112～207は杯身｡ 112・113は口縁部が長いもので､

猿投窯産のものかと考えられる�｡ 114・115はＴＫ

208型式相当､ 116～132は概ねＴＫ23型式併行と考

えられるが､ 口縁部径の違いによっていくつかに区

分できそうである｡ 115は瓦質を呈している｡ 133～

174は口縁部径が10㎝内外に収まるもので､ ＴＫ47

型式に併行すると考えられるが､ 器高の高低があり､

産地あるいは時期的な違いが存在する可能性がある｡

139・147・153・155・166などは瓦質を呈する｡ 175

～182はＭＴ15型式に併行すると考えられる｡ とく

に176～179は口縁部外面に回転ナデによる段が凹線

状に巡っており､ 特徴的である｡ なおこの特徴は､

後述の宮ノ前遺跡出土資料にも見られる｡ 183～191

はＭＴ85型式に､ 192～197はＴＫ43型式に併行する

と考えられる｡ 198～203はＴＫ209型式に併行する

と考えられるが､ 200～203はかなり小形で､ ＴＫ209

型式の範疇でもより新しいものと考えられよう｡

204～205に図示したのは土師質のものである｡ こ

れらは､ 手法的には明らかに須恵器であるものの､

口縁部をはじめとした全体的な形態に､ 須恵器との

違いがやや見受けられる｡ 工人の差として考えるこ

とができよう｡

���� 蓋 (208～223) および高杯 (224～244)

がある｡ 208はこのなかでも古い形態のもので､ Ｔ

Ｋ208型式かそれ以前に相当するものである｡ その

他の蓋は､ 209～211がＴＫ23型式に､ 212～222がＴ

Ｋ47型式に､ 223はＭＴ15型式に併行するものであ

ろう｡

高杯では､ 脚部外面にカキメが明瞭なものとそう

でないものとがある｡ 脚裾部の形態によっていくつ

かに区分が可能である｡ 239は口縁部の長いもので､

杯身のところでも見たように､ 猿投産のものと考え

られる｡ 227と228は脚部内面に同一のヘラ記号があ

り､ 形態的にも似通ったものであることから､ 同じ

工人が製作したものと考えられる｡ なお､ 223は229

の蓋となって一緒に出土しているが､ 大きさは合わ

ない｡ 253も有蓋高杯と考えられ､ 体部に波状文が

施されるものである｡

���� 245～247と270は無蓋高杯である｡ 杯部

外面に波状文を施すものとそうでないものとがある｡

概ねＴＫ23型式に併行するものであろう｡ 270は長

脚のもので､ ＭＴ15型式併行頃のものか｡

���� 248～251は高杯の脚部｡ 有蓋・無蓋の区

別が難しい｡ 概ねＴＫ23～ＭＴ15型式併行期に相当

するものである｡

�	���� 252は､ 杯下部に３個の鈴を付けて

いる｡ 鈴は中に土玉を入れて音が鳴るように工夫し

ている｡ なお､ 鈴は１個のみ残存している｡ 杯下部

の上部には波状文が施される｡ 口縁部は､ 焼成時に

発生した歪みがある｡


�� 254・255は小形鉢とした｡ この形態を杯と

する報告もある�｡ 口縁部がやや内弯し､ 内側に凹

線状の面を有している｡ この形態は後述の土師器小

形鉢Ｂと極めて類似しており､ 両者が関連している

ことを示す｡

���� 256～260・263は短頸壺で､ 261・262

は�である｡ 256は肩の張る体部で､ 口縁部外面か

ら体部上半にかけてヘラによる線刻文がある｡ 体部

外面下半には ｢十｣ の字形のヘラ記号がある｡ ＴＫ

208型式あたりに併行する古いものと考えられる｡

259は精緻な波状文を３条の沈線間に施されるもの

で､ やはりＴＫ208型式頃に併行するものであろう｡

260は瓦質を呈している｡

��� 264～269・270および277～291は壷・甕類｡

264・267は細かな波状文を施すもの｡ 269は刺突文

が施される｡ いずれもＴＫ208型式頃に併行するも

のであろう｡ 270は壷の口縁部かと考えたが､ 小片

のため不明である｡

277・278は体部上半に櫛描直線文 (沈線) を施す

もの｡ 287にはヘラ描きの綾杉文が施される｡

�� 272・274は受部､ 273・275は脚部である｡

272は方形透かしが､ 273・275には三角形透かしが

穿たれている｡ 275は櫛状工具で格子目文が施され

たもので､ 珍しいものといえる｡

� 276は甑｡ 体部にはタタキメおよびヘラケズリ
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が観察できる｡ 把手は牛角状で２方向に挿入付加さ

れている｡ 底部は､ 中央に小円孔､ その外縁部には

３方向に凸レンズ形の穿孔がある｡ 素地粘土は白色

で焼成がやや甘く､ 須恵器とは若干異なっている｡

韓半島からの搬入品の可能性が高い｡

�����

�� 292～313は椀形杯部のもの (高杯Ｂ)､ 336は

口縁部がやや外反して開くもの (高杯Ａ) で､ 314

～335までの脚部は概ねこの２者の杯部に伴うもの

であろう｡ 337は杯口縁部の上端が上方に突出する

もので､ 脚部は338が相当する (高杯Ｃ)｡ 339・340

は中実の長い脚柱部に粗雑な杯部が付く異質なもの｡

小形鉢 341～344は底部が平底となるやや粗製のも

の (小形鉢Ａ)｡ 345～402は丸底で浅い器形のもの

である (小形鉢Ｂ)｡ 小形鉢Ｂは内弯する口縁部で

内側に凹線状の面を持ち､ 底部外面に粗雑なヘラケ

ズリが施されている｡ 口縁部の内弯があまり顕著で

はない400～402もある｡ 388の内面には焼成前のヘ

ラ記号がある｡

403～422は､ 底部が弱い平底をなし､ 形態は壷形

をなすもの (小形鉢Ｃ)｡ 小形鉢Ｃは､ 小形鉢Ａ・

Ｂと比べて頸部がやや締まるが､ 全体の調整手法は

小形鉢Ｂに共通する｡ 小形鉢Ｃには､ 口縁部形態に

後述のＳ字甕との関連を窺える403～417の一群と､

418～422のように､ 口縁部を丸く収めるものとがあ

る｡ これらを､ それぞれ小形鉢Ｃ１・Ｃ２とする｡

この区分は､ 後述の鉢に見られる形態と対応してい

るものと考えられる｡ 小形鉢Ｃ２には､ 422のよう

に片口を持つものもある｡

�	
�� 423～429は小形台付鉢｡ 島貫分類では

｢小形鉢Ｂ｣ としたものである｡ 形態は､ 小形鉢Ｂ

に脚台部を付加したもので､ 両者の関連は強い｡

ミニチュア土器 430～433は､ 小形の土器類あるい

はミニチュア土器と考えられるものである｡ 430～

432は小形丸底壷､ 433は台付甕ないしは小形台付壷

に相当する｡ 421の外面には焼成前の線刻があるが､

何が描かれているのかはよく分からない｡

�	 434・435は丸底を呈すると考えられる小形

の壷である｡ 434は古墳時代前期以来の系統下にあ

る形態 (小形壷Ａ) で､ 435はこの段階に至って丸

底甕との関係で出現するものであろう (小形壷Ｂ)｡

436～442は､ 頸部が長いもの (小形壷Ｃ) 素地粘

土は赤橙色系が中心である｡ 体部下半にヘラケズリ､

上半にヘラミガキが施されているのが特徴である｡

428には､ 頸部にヘラミガキの後､ 同じ工具によっ

て装飾的な縦方向施文が行われている｡

 443～456には壷類を図示した｡ 445・450～ 456

は島貫分類の壷Ａに相当し､ 体部外面上半にＳ字甕

と共通する装飾的ハケメを施すものである｡ 444は

口縁端部が拡張されるもので､ この時期のものとし

ては珍しい｡ 448は二重口縁壷｡ 450も二重口縁をな

すもので､ これは口縁上部が直立気味となる｡

� 457～474には鉢を図示した｡ 概ね片口を有する

ものと考えられる｡ 458～474は､ 口縁部の形態や全

体の調整手法がＳ字甕と類似し､ 短い口縁部を持つ

もの (鉢Ａ)｡ 後述の宮ノ前遺跡出土資料から､ 頸

部の締まる465～470などのものには把手が付く可能

性も考えられる｡

457は､ 口縁部が短く外反し､ 端部が丸く収まる

もの (鉢Ｂ)｡ 鉢Ｂ類例としては､ この１例のみで

ある｡ 口縁部形態は異なるものの､ 外面調整はやは

りＳ字甕との類似が認められる｡ これら鉢Ａ・Ｂは､

前述の小形鉢Ｃの形態区分に対応していると考えら

れる｡

�� 475～480は底部｡ これらのうち､ 473は壷と

考えられるが､ その他は壷か鉢か分からない｡


�� 481～544は台付甕｡ 481～540・543・544は

Ｓ字甕で､ 口縁部外面が概ね１段のヨコナデで収め

られる｡ 島貫分類ではＥ類に相当する｡ 体部調整は､

下半部が粗いヘラケズリを掻き上げ状に施し､ 体部

上半から下半にかけて羽状のハケメを施す｡ 下部の

ハケメは概ね１段である｡ ハケメを施した後､ 体部

上半にさらにハケメやヘラ状工具による沈線を施す

ものもあるが､ それらはいずれも全周しないもので

ある｡

脚台部は､ 内面に折り返しの見られるものも含ま

れるが､ 次第に折り返されないものが主流となるよ

うである｡ 543・544は体部外面のハケメが施されて

いないものであるが､ ハケメのあるものと時間差が

あるわけではなさそうである｡

541・542は､ Ｓ字甕Ｅ類とは異なる台付甕｡ 口縁

部が ｢く｣ の字形に開くこと､ 外面のハケメが羽状
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でないこと､ 脚台部外面にハケメ (板ナデ) の及ば

ないこと､ 体部内面がハケメで調整されていること､

などの点でＳ字甕Ｅ類とは異なっている｡ しかし､

異なっているとはいえ､ 体部外面のハケメはＳ字甕

Ｅ類の手法を意識して施されたものと考えられる｡

������� 545～585は､ 長胴甕を含む丸底甕

類｡ 体部外面のハケメを見ると､ 548・551などには

Ｓ字甕Ｅ類の影響が考えられる｡ 口縁部形態では､

｢く｣ の字形に外反して開くものが中心であるが､

二重口縁状を呈するもの (553・554)､ 布留形甕の

類と考えられる内弯するもの (563・564) もある｡

562も体部内面のヘラケズリから､ 布留形甕の類と

見なしてよいであろう｡

� 586～602は甑｡ 586～592は､ 口縁部上端に凹線

状の面を持つもので､ Ｓ字甕Ｅ類との共通項が多い

(甑Ａ)｡ とくに586や587は､ 口縁端部形態だけでな

く､ 体部外面のハケメ手法までＳ字甕と類似する｡

593～598は､ ハケメや口縁部形態などが長胴甕や丸

底甕の製作技法と共通する (甑Ｂ)｡ またそれ以外

のものとして､ 内弯する口縁部や底部を持つもの

(599) もある｡ 底部では､ 600は甑ＡないしはＢに

相当し､ 601は壷・甕形をなすものと考えられる｡

�	
��� 602は鍔付の土器で､ 603は､ 素地

や調整の状況からこの底部と考えられる｡ 形態から､

甑の一種と思われる｡

���������

� (604～631) ＳＲ４下

層上出土土器は､ 青灰色系粘土内出土のものである｡

量は多くはないが､ ＳＲ４下層出土土器に比べて､

比較的時期的なまとまりが見られる一群である｡

604～624は須恵器｡ 蓋杯類・高杯がある｡ 蓋杯類

は概ね田辺編年のＭＴ15～ＴＫ10型式に相当する｡

625～631は土師器で､ 高杯・鉢・台付甕・丸底甕

がある｡

��������

� (632～719) ＳＲ４上層

は､ ＳＲ４下層上までの堆積土を削る小流路の埋土

に相当する｡ そのため､ ここからの出土土器はＳＲ

４下層・下層上の遺物をまき上げているものと思わ

れ､ あまり時期的なまとまりが無い｡

須恵器では､ 蓋杯類・高杯・壷・�などがある｡

630は田辺編年のＴＫ208型式に併行するものである

が､ その他の主体はＴＫ47～ＭＴ15型式に併行する

ものである｡ 土師器では小形鉢・高杯・壷・鉢・台

付甕・甑などがある｡

������

���� (tab.１) tab.１に､

ＳＲ４上層・下層から出土した土器の組成を示した｡

これは､ グリット単位で口縁部計測法(残存度1/12

を１とする)により求めたものである｡ 小形鉢Ａ・

Ｂ・Ｄは､ 小片の場合区別が困難なため､ まとめて

いる｡ また､ 口縁部を中心としたが､ 脚台部のある

ものについては､ それも計測した｡ これらのデータ

から､ 個々の最大値を採用して比率を求めている｡

なお､ この組成については､ 調査のまとめの項で

改めて触れることとする｡

������
����
�� (720～729) ＳＲ

４出土の石製品・土製品を一括したが､ 全て下層出

土のものである｡

720～724は砥石｡ 自然石をそのまま利用したもの

である｡ 721のみ仕上砥に相当し､ 他は荒砥・中砥

である｡ 725は土玉｡

726は石製紡錘車｡ 精緻な調整を施している｡ 727

～729は石製模造品の類｡ いずれも結晶片岩を用い

ている｡ 727は勾玉形､ 728・729は有孔円盤である｡

� ��� !�"#�$%&'()*(+

����,�
"# (730～829) 土師器では､ 杯・

皿・甕がある｡ 杯は､ 内面に斜放射暗文と螺旋状暗

文を組み合わせたものが見られる｡ 739は内面に､

750は外面にそれぞれ焼成前に付けられた記号があ

る｡ 730～735までのものは､ 飛鳥・藤原・平城京な

どの都城における土器分類と編年 (以下､ ｢都城分

類｣ ｢都城編年｣ と呼称)�の平城Ⅲに､ 759～765は

平安京Ⅱ中に併行する時期のものであろう｡

766・767は黒色土器である｡ ともに内面と外面の

口縁部のみに黒化の見られるものである｡

768～778は土師器甕｡ 外反して開き､ 端部外面に

面を持つ口縁部のものが中心である｡ 769は内弯す

る口縁部であり､ 近江ないしは伊賀方面からの搬入

品と考えられる｡

779～817は須恵器｡ 田辺編年のＴＫ217型式併行

のものから､ 都城編年の平城Ⅲ併行期のものがある｡

791・792は底部外面に､ 794は内面にそれぞれヘラ

記号がある｡
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tab.１ 河田宮ノ北遺跡河道ＳＲ４出土土器組成 (対象部の遺存1/12を１とする)

須
恵

器
土

師
器

器 種 ・ 計 測 位 置

杯 身
杯 蓋

有 蓋 高 杯 蓋

小 形 鉢

有 蓋 高 杯

無 蓋 高 杯

高 杯 脚
器 台

短 頸 壺
壷 蓋

�
壷 ・ 甕

甑

小 形 鉢 Ａ ・ B ・ Ｄ

小 形 鉢 Ｃ

台 付 小 形 鉢

高 杯

小 形 ・ 長 頸 壷

壷
台 付 甕

丸 底 甕
鉢

甑

口
縁
口
縁
口
縁
口
縁
口
縁
脚
裾
口
縁
脚
裾
端
部
口
縁
脚
裾
口
縁
口
縁
口
縁
口
縁
底
部
口
縁
口
縁
口
縁
脚
裾
口
縁
脚
裾
口
縁
口
縁
底
部
口
縁
脚
台
口
縁
口
縁
底
部
口
縁
底
部

グ リ ッ ト

ａ
１

23
46

12
9

51
3

6
11

10
10

10
48

11
15

5
2

2
ａ
２

29
6
23
1
36

2
20

33
5

12
5

6
21

11
9
22

7
36
16
9
23
1
44

23
50

85
17
9
68

32
16

28
12

ａ
３

48
91

11
12

8
12

8
2

1
6

54
9
12

25
39

12
26

12
27

2
23

8
12

8
ａ
４

26
26

12
4

6
22

2
21

19
1

5
24

28
17

2
ａ
５

8
3

3
4

4
12

4
2

ａ
６

1
2

1
1

ａ
７

2
1

1
1

4
2

ａ
８

15
3

7
2

1
8

1
ａ
９

11
5

3
4

8
3

3
ａ
１
０

9
12

ａ
１
１

1
1

ｂ
９
９

1
3

4
ｂ
０

13
5

4
2

3
12

15
5

2
8

ｂ
１

11
0
14
1
45

21
27

5
29

9
3

2
49

2
6
12

92
29

9
11

48
11
4
26

8
6

2
ｂ
２

25
3
31
8
38

65
57

64
13

3
14

11
9
31

4
6
15
1
84

5
47

12
13
2
11
3
52

15
36

28
ｂ
３

53
37

7
4

11
4

2
38

8
13

7
3

2
ｂ
４

4
4

4
3

5
1

3
ｂ
５

5
1

ｂ
６

1
1

2
ｂ
７

1
11

ｂ
８

3
5

4
2

ｂ
９

7
ｃ
９
９

40
41

5
1

12
4

6
10

17
3

ｃ
０

5
17

6
3
12

6
9
12

5
1

ｃ
１

26
26

3
1

1
1

ｃ
２

2
3

8
12

6
4

1
西

端
25

14
6

7
3

1
35

1
12

12
合

計
95
3
10
29
12
3

9
14
7
15
2
21

12
27
6

2
9
22

1
3
76

4
43
5
73

32
72
47
3
45
5
99
12
1
13
9
42
9
54
9
24
8
90

76
81

19
抽
出
数
値
95
3
10
29
12
3

9
15
2

21
27
6

9
22

1
3
76

4
43
5
73

72
47
3

99
13
9

54
9

24
8
90

81
比
率
％
19
.3
%
20
.8
%
2.
5%
0.
2%
3.
1%

0.
4%

5 .
6%
0.
2%

0.
4%
0.
0%
0.
1%
1.
5%
0.
1%
8.
8%
1.
5%
1.
5%

9.
6%

2.
0%
2.
8%

11
.1
%

5.
0%
1.
8%

1.
6%



818・819は土師器高杯｡ 816はこの時期よりも古

いものかも知れない｡ 脚柱上端部を整形し､ 杯部の

みで何かに用いているようである｡

820～824は灰釉陶器｡ 821の高台内側には ｢八十

一｣ か ｢半｣ に見える墨書がある｡ 824は瓶で､ 把

手の下端は剣菱状となる｡

825は土師器で器形は不明｡ 壷形をなすものか｡

826は須恵質を呈するものの焼成は甘い｡ 何かの脚

台部と考えられる｡ 827は志摩式製塩土器の破片で

ある｡

828・829は平瓦｡ いずれも凹面には布目痕､ 凸面

には縄タタキメ痕が見える｡

�������� (830・831) いずれも無釉陶器

(山茶椀) である｡ 知多半島産ないしは猿投産と考

えられ､ 藤澤良祐氏による山茶椀編年�の尾張型第

５型式に相当する｡

� 	
�
����������

�������� (832～835) 主立ったものを図

示した｡ 832は古墳時代前期初頭の台付甕｡831はＳ

Ｒ４下層と同じ時期の台付甕｡ 834は須恵器高杯､

835は須恵器杯で､ 内面に漆の付着が見られる｡

	
� (836～845) ＳＲ４から出土した古墳時代

前期の土器類を集めた｡ 835は方形の脚台部を持つ

壷で､ 比較的珍しいものである｡

� ���

木製品は､ 流路ＳＲ４下層から出土したものと､

流路ＳＲ２に打ち込まれた杭類が中心である｡ 伴出

した土器類から､ 前者が古墳時代後期 (須恵器田辺

編年のＴＫ23～ＴＫ10型式) を中心とした時期､ 後

者が平安時代頃のものと考えられる｡

木製品の記述にあたっては､ 『木器集成図録』�お

よび 『六大Ａ遺跡発掘調査報告 (木製品編)』�を参

照したが､ これらに該当例が無いものや､ 別な用途

を考えた方がよさそうなものについては別の区分を

行い､ その理由も可能な限り記した｡

� ��� !����� (fig.37～52)

" ��#$%
&'()

* (846) 846は笊と考えられる編物である｡ 図は

出土状況を図示したもの｡ 図の下側は崩れており､

原形を留めていない｡ 通常の笊とは異なり､ 原材は

竹ではなく木である｡ 薄く削いだ木片を丁寧に整形

して編み上げている､ 非常に珍しいものといえる｡

編み方は､ 経線・緯線いずれも､ ２本づつ飛ばしな

がらくぐらせていく方法かと考えられる｡

+),- (847) 847も出土状況図である｡ すでに

崩壊しかけていたが､ 曲物の側板部分と､ その中に

入れていたと思われる蔓が確認できたものである｡

ただし､ 曲物は底板が見られなかったため､ 偶然こ

のような状態で出土した可能性も捨てきれない｡

./01�

2345+671 (848～852) 軸部が笠形をなし､

刃部はそこから外開きとなり､ 途中で直線的に刃端

部へと至っている｡ 形態から､ 848～850と851・852

の２者に大別できる｡

448～850は､ 板状の用材を加工するものである｡

穂積裕昌氏による分類�(以下､ ｢穂積分類｣ と呼称)

ではＢ１類に相当する｡ 850は刃部先端に鉄器装着

用のＵ字形抉りが見られる｡

851・852は肉厚の板目を用い､ 断面は弧状となる｡

軸部と刃上部屈曲部分までは厚い状態を保っており､

刃端部は薄く仕上げている｡ 刃屈曲部は上部に抉り

込んでおり､ 全体の形状はさながらスリッパ状を呈

する特異な形態をなしている｡ 852は広葉樹を用材

しており､ 通常の耕起・土木に耐えうるのかどうか

疑問である｡

81 (853・854) 853・854は横鍬で､ 854は刃部､

853は上部と考えられる｡ いずれも柄孔隆起を持つ

ものである｡

9: (855) 855は刃部が形成されておらず､ また､

横柄装着部分にも隆起が無いため､ 鍬に装着される

泥除と考えられる｡

;<= (856) 856は鋸歯状の刃部を持つもので､

えぶりと考えられる｡ 刃部はひとつの鋸歯部にさら

に細かな抉りを入れているようにも見える｡ 柄孔は

円形である｡

+6 (857～859) 857・858は鍬類の曲柄と考えら

れるもの｡ ただし､ 装着部分はあまり平らに仕上げ

られていない｡ 859は､ 形態的には曲柄に似るが､

全長が約129㎝と長大であり､ 耕起具の柄とするに

は躊躇する｡ 鈎の手になった部分に何かを引っかけ
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るための製品であるかも知れない｡

�� (860) 860は､ 二股に分かれた枝を利用して

いる｡ 形態的には又鍬であるが､ 刃端部を杭の先端

のような状態で調整を終えており､ その上も棒状を

呈している｡ このことから､ 又鍬としての利用は不

向きのように思われるが､ 一応又鍬とした｡

� (861～867) 861～867は鋤に相当する｡ 862～

864・867は一木平鋤､ その他は一木平鋤か､ 組合せ

式の平鋤である可能性も考えられる｡ 861は未製品

と考えられ､ 刃部先端は原材から切り離した状態を

保っている｡ 862は柄と刃部とが角度を持っている

もの｡ 862は製作途中で破損したもののようで､ 刃

部など完全に仕上がっていない｡ 861と同様､ 刃部

先端に原材から切り離した状態が保たれている｡

863・864は､ 形態的には862の完成品であるが､

いずれも使用中に破損している｡ 863は破損後､ ４

箇所の穿孔によって直柄と接合して再利用している

と思われる｡ いずれも刃部に鉄器装着用のＵ字形抉

りが見られる｡ 865は､ もとは鋤の刃部片と思われ

る｡ ２箇所の穿孔を持ち､ 図の上部も整形している

ことから､ 何か別目的で再利用したものと考えられ

る｡

866は直柄の柄部｡ 867は全形をとどめる一木鋤で

あるが､ 刃部はそれほど薄く仕上げられていない｡

そのため､ 未完成品であることも考えられる｡ 柄と

刃部との装着箇所は隆起状に仕上げられている｡

� ����	


� (868～873) 868～873は竪杵｡ いずれも握部

の中央に節帯を持たない｡ 搗部は平坦なもの (868・

869) と円錐形をなすもの (870～873) がある｡ 869

は２片に分かれており､ 握部の一部を欠損するが､

出土状況から全長86㎝であることを確認している｡

�� (874) 874は穂摘具である｡ 樫状の非常に

硬質な材を用いている｡ 片面 (図の左面) を凸とし､

裏面 (図の右面) は一条の窪みを入れている｡ 持ち

手紐を装着するための穿孔が３箇所認められる｡

� ����	

�� (875) 875は､ 裏面に下駄を示す歯の痕跡は

無く､ ｢セッタ｣ 状の履き物と考えられる｡ 爪先部

の外縁には隆起部がある｡

��� (876～879) 876～879は田下駄と考えられ

る｡ 878のみ足板だけのもので､ 他は枠付となる田

下駄と考えられる｡ 876は４箇所の穿孔があり､ う

ち一方には紐を結んだ圧痕が見られる｡

� ����	

��� (880) 880は火鑚板で､ １箇所の火鑚臼が

残存している｡

� (881) 881は柄｡ 出土時には板状のもの (腐敗

のため取り上げ時に崩壊) と組合って出土したため､

小形の ｢サライ｣ 状工具の柄になるものと思われる｡

�� (882～886) 882～886は横槌｡ いずれも柄部

にグリップ状の整形をしないものである｡ 884は敲

打のため､ 中央部が抉れている｡ 886は大形で重く､

木口部分にも敲打の形跡がある｡

 !� (887・888) 887・888はあて具ないしは何

かの敷き台に用いたと考えられる工具である｡ 887

は羽子板状を呈しており､ 整形は雑である｡ 側辺が

欠損しているものと思われる｡ 888は針葉樹材を丁

寧に丸く整形したもの｡ 片側は破損し､ ４箇所の補

修孔を穿って再度利用したものと考えられる｡ 形態

的には翳状を呈するが､ 柄の部分が短く､ この状態

で用いる道具の可能性が高いと考えたため､ ここで

はあて具に含めておく｡

" #$��

% (889) 889は櫂と考えられる｡ 中央部が隆起し､

両端に向かって薄くなっている｡

&'() (890) 890は､ 船の中で用いるアカ取り

と分類されているものに類似するが､ 船舶用品に特

定するよりは､ 日常の作業に用いる匙状の製品とし

ておくべきとも考えられる｡ 柄部はグリップ状とな

り､ 身部は先細りとなっている｡

* +��,-��

./ (891～901) 891～901は木錘である｡ 全体形

が鼓状をなす､ 穂積分類のＡ類と､ 断面三角形をな

すＢ類とがある｡

,-� (902～904) 902はカセの心棒､ 903・904

は糸巻の心棒と考えられる｡ 902は破損後再利用さ

れたようで､ 一方が杭状に整形されている｡ 904は

中心棒が通る部分の一方に円形のアタリ痕がある｡

0 12	

3� (905～907) 905は曲物の枠部分｡ 穿孔が３

列５段以上認められる｡ 906・907は曲物の底板に相
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当する｡

�� (908～911) 908～911は､ 容器の内､ 原材を

刳り抜いて整形したと考えられるものである｡ 908

は小形の盤か何かの破片と考えられるが､ 明確でな

い｡ 909は田舟状の容器で､ ２個の持手部分と容器

の木口部分のみが遺存している｡ 910は断面がＵ字

形で､ 把手が１箇所ある｡ 容器とは断定できないが､

一応ここに含めた｡ 911は円形をなす大形容器の破

片と考えられる｡ ２箇所の穿孔がある｡

� �����	
�

容器類など小形道具類の部材となるものや､ その

他の小形の部材類､ あるいはこれらの原材となるよ

うな小形のものを912～935にまとめた｡

912はホゾ穴に挿入して木口状の面をなすものか｡

913は木口の一方を方形に刳り込んでおり､ 凸状部

材と組み合わせるものと思われる｡ 914～916は小形

の板材に面取りや小孔のあるもの｡ 917はホゾ部の

残る部材片｡ 918は方形に調整した厚手の板材に､

貫通しない孔を数カ所穿っているもの｡ 919・920は

一方の側辺をＬ字形に成型した板材で､ 920には穿

孔が穿たれている｡ 921・922は穂積分類で ｢挿入型

留具か把手｣ とされるもの｡ 923もそれに類するが､

柄状部と身部との厚みは一連である｡

924～927は小形の板材で､ ホゾ孔などを持つもの｡

81～86は用材の自然面を一部残すもので､ 932は自

在鈎かも知れない｡ 934は小形の板材片｡

935は木の枝分かれした部分を原材とし､ その枝

を４本ほど残して整形し､ 下部を方形のホゾ状に加

工したものである｡

� ������

������� (936) 936は頭椎大刀の把頭部で

ある｡ 硬質な材を用いている｡ 外面に装飾の無い無

畦目式のものである｡ 握手部との接合部を一段削り

込み､ さらに内側を抉り､ 横方向のホゾ孔を穿って

いる｡ 彩色の痕跡は認められない｡ また､ 全体を金

属によって覆われたような痕跡も見られない｡

�� (937～942) 形代と考えられるものである｡

全形が残るものは無い｡ 937～941は切先から刀身に

かけての部分､ 942は刀身から茎にかけての部分で

ある｡ 942の把部は､ 穂積分類のＣ１類に相当する｡

�� (943) ２枚の板を重ねて作る刀鞘の片面で

ある｡ 内側に切先部分の陰形がある｡ 鞘尻は別の部

材に挿入して整形する｡ 外面には漆が塗布されてい

ると思われる｡

��� (944) 比較的丁寧に調整した板状用材の

一端を凸字状に整形したものである｡ 六大Ａ遺跡で

も同様のものがあり､ ここでも刀鞘の可能性がある

ものとしておく｡

�� (945) 中央部が膨らみ､ 両刃状を呈するこ

とから､ 鉾形を呈した形代の切先部分と考えた｡

�� (946) 三角形鏃を模した形代である｡ 刃部

は丸く､ あまり鋭利ではない｡

� (947) 丸木弓で､ 弓弭は凸字形に削りだして

おり､ 穂積分類のＡ類に相当する｡ この遺物は､ 弓

としては破損した後､ 弓幹部をヘラ状に整形し直し

て何か別の物として再利用されている｡

���
 (948) 948は､ 側面を丁寧に面取りして

円柱状に整形し､ 一方の木口をさらに面取りしたも

のである｡ 丁寧な整形のため､ 何らかの形代ではな

いかと考え､ 一応ここに含めた｡

 � (949) 長方形用材の一方の先端を尖らせ､

片面を抉り込んで整形している｡ その形態から舟形

の形代と考えた｡ 近代の民俗事例�にも類似したも

のが見られる｡ 船尾には２箇所の貫通する孔があり､

それは垂直のものと斜めのものとがある｡ また､ 同

様の位置には表裏それぞれに貫通しない孔が１箇所

づつ認められる｡

! ��"#

用途が分からないが､ 製品としては完成している

と考えられるものである｡

��� (950) 950は､ 棒状用材の一端を幅広く

片刃状に整形している｡ 柄に相当する部分は概ね丸

く仕上げているが､ 途中から段を作り､ その直径を

増している｡ 一見 ｢長刀
なぎなた

｣ 状を呈するものである｡

調査途中の不手際で､ ｢刃部｣ の一部を欠損したが､

出土状況からその長さが123.5㎝であることは間違

いない｡

$%&'�
 (951) 951は､ 二股に枝分かれした

材を用いて､ ｢ヤス｣ 状に整形したものである｡ 全

体の調整は極めて丁寧である｡ なお､ 破損が激しく

図示できないが､ 同じ形態のものがもう１個体出土

している｡
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������ (952・953) 952は板状用材の一端

に装飾的な方形・弧状の刳り込みを入れ､ 次第に幅

を減らしながら断面を半円形に仕上げている｡ 953

も同様の整形であるが､ 952ほど丁寧ではない｡ 琴

とされているものに似るが､ 使用部材の厚みがそれ

とは異なるため､ 琴とは考えにくい｡

���	
 (954) 954は刳り込みのある棒状のも

の｡ 何かの部材であろうか｡

����� (955) 955は､ 棒状の部材の一方を

板状に整形し､ 方形の刳り込みと方形の孔を入れて

いる｡ 方形孔につながる部分は厚みがあり､ 中央は

樋状に整形され､ 断面は凹字形をなしている｡ 両端

が欠損しているため､ 余計に用途が分からない｡

��	
 (956) 956は棒状の部材で､ 断面がＬ字

形を呈するものである｡

����	
 (957) 957は､ 板状の部材を用い､

一方の先端を二股に整形している｡ 二股部分は本体

部分とは段をもっており､ その先端はやや膨らませ

ている｡ 本体部分は丁寧な研磨がなされ､ 断面は楕

円形に近い｡ 二又部分とは反対側となるもう一方の

端は杭先状に整形されているが､ これは再利用の際

に調整されたものと思われる｡

���� (958～960) 958～960は硬質の材を用い､

側面は極めて丁寧に調整されているものである｡ 958

と959は､ 棒状に成形された原材を､ 改めて丁寧に

削ることで整形されている｡ 960の先端はヘラ状に

整形されているが､ この加工も極めて丁寧であるた

め､ 杭への転用ではなく､ 本来の用途として整形さ

れたものと考えられる｡ いずれも装飾は見られない

ものの､ 杖のように用いたものであろうか｡

��� (961～969) 961～969は､ 断面方形に整形

された棒状のものである｡ いずれも丁寧な仕上げが

されているが､ とくに961・965・966は際だってい

る｡

� �
��
�

970～972は角材状のもの､ 973は板材の一種であ

る｡ 982～985は板材を加工したものと考えられ､ 木

口の一端を斜めにカットして仕上げている｡

974～976は凹字形を呈する部材である｡ 976は薄

手のもの｡ 974・975は厚手の用材で刳り込み部とは

反対側を斜めにカットしている｡ 何らかの建物に用

いられた部材と考えられる｡

977・978は､ いずれも方形に整形された板材｡ 986

も同様なものであろう｡ これらは､ これで完成した

形態なのではなく､ ここから何らかの道具を造り出

すためのものではないかと考えられる｡

979・980は板状部材の側辺を弧状にえぐり出した

ものである｡ 981は980に近いためにここに入れたが､

形態としては翳状に整形されている｡ しかし､ 小形

で表面の劣化も激しいため､ 明確ではない｡

�
 (990～993) 990～993は､ 断定は出来ないが

舟材の可能性がある｡ ここでは一応 ｢舟材｣ として

扱う｡

990は緩やかなカーブを描く部材で､ 方形と円形

の穿孔が１箇所づつある｡ 舷側板のうち､ 船首付近

にあたる部材ではないかと考えられる｡

991は３箇所の方形穿孔を持つ何かの用材である｡

舟材の可能性があるが､ 他の用材かも知れない｡

992は板材の中軸に２列の方形孔が穿たれている｡

１列は約21㎝間隔で４箇所､ もう１列は42㎝間隔で

３箇所遺存する｡ つまり､ いずれも21㎝の倍数であ

ることがわかる｡ 舟の舷側板であろうか｡

993はさらに複雑で､ 方形孔列は､ ３列以上ある｡

また､ 側辺の一方に方形の刳り込みも伴っている｡

これも､ 舟の舷側板である可能性がある｡

���
 (987～989・994) 細い板材に方形孔を

設けたものである｡ 989は２箇所の穿孔部があり､

そのうちの１箇所は中に仕切が削り出されている｡

紐を縛るためのものか｡ 994は大形で､ 板材の中心

に３箇所の方形孔を約30㎝間隔で均等に開けている｡

���
 (995～1009) 大形の板材を一括した｡

996は側辺の一方に深い方形の刳り込みがある｡ 1000・

1001は長大な板材で､ 1001には方形の穿孔が伴って

いる｡ 1009は杭に転用されたと考えられる｡

� ��	
�

�
 (1010～1013) 柱材と考えられるものである｡

1010・1011は柱頭に方形の角柱を設けるもので､ 穂

積分類ではａ１類に相当する｡ 1013は杭に転用され

たものであるが､ 元は穂積分類のｃ１類に近い柱材

と考えられる｡ 1012は側面を面取りした大形の柱材

である｡

 ! (1014) これも杭として再利用されているが､
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元は垂木と考えられる｡ 用材の端部に抉り込みされ

ている｡

� ��

1015～1030を杭類として一括するが､ 中には何か

の転用品も含まれていると考えられる｡

1015は先端を斜めにカットしているもの｡ 1016は

形態上は杭だが､ あまりにも短いため､ 別の用途を

考えるべきであろう｡ 1018は木の髄が抜けている｡

1024は杭の先端部から中ほどにかけて丁寧な調整

がされており､ 本来は杭以外の用途が考えられる｡

� ����	
��� (fig.53)

1031は何かの部材で､ 挿入型留具か把手ある｡ Ｓ

Ｒ４下層で出土した921・922と形態的にも共通する

ので､ 本来はＳＲ４下層に相当する遺物なのかも知

れない｡

1032～1048は杭列に用いられていたものである｡

1032～ 1034は元は板材で､ 先端部分を加工して杭

としたものであるある｡ 1032には方形孔が２箇所遺

存しており､ 本来は建築部材と考えられる｡ その他

の杭類は､ 木の枝や細い幹などを利用してその先端

を加工するという､ 通常のものである｡ これらの杭

類は､ いずれも上部が遺存しておらず､ 強い水流に

よって摩耗した状況を示していた｡ (伊藤)
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＜註＞＊ ｢三重県埋蔵文化財センター｣ は ｢県セ｣ と略記
� 伊藤裕偉・川崎志乃 『嶋抜』 Ⅲ (県セ 2001年)

� 赤塚次郎 『廻間遺跡』 ( (財) 愛知県埋蔵文化財センター 1990年)

� 田辺昭三 『須恵器大成』 (角川書店 1981年)

� 服部芳人ほか 『石薬師東古墳群・石薬師東遺跡発掘調査報告』 (県セ 2000

年)

� 齋藤孝正 ｢猿投窯成立期の様相｣ ( 『名古屋大学文学部研究論集』 LXXXⅥ

(史学29) 1983年)

� 藤原秀樹 ｢岸岡山２号窯跡出土の須恵器について｣ ( 『海の考古学』 鈴鹿

市教育委員会 1995年)

� 都城編年と分類については､ 古代の土器研究会編 『古代の土器１ 都城の

土器集成』 (1992年) を参照した｡

� 藤澤良祐 ｢山茶碗研究の現状と課題｣ ( 『研究紀要』 第３号 県セ 1994

年)

	 上原真人ほか 『木器集成図録』 (奈良国立文化財研究所 1993年)


 穂積裕昌 『六大Ａ遺跡・木製品編』 (県セ 2000年)

� 『浜松市博物館情報』 第103号 (2000年) に､ ｢遺跡出土の近代の玩具の舟

の話｣ として近代の事例が報告されている｡
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fig.15 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (１) (１：４)

ＳＲ４最下層 (１～24)
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fig.16 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (２) (１：４)

ＳＲ４下層 (25～89)
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fig.17 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (３) (１：４)

ＳＲ４下層 (90～151)



― 35―

fig.18 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (１：４)

ＳＲ４下層 (152～207)
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fig.19 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (５) (１：４)

ＳＲ４下層 (208～251)
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fig.20 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (６) (１：４)

ＳＲ４下層 (252～276)
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fig.21 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (７) (１：４)

ＳＲ４下層 (277～291)



― 39―

fig.22 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (８) (１：４)

ＳＲ４下層 (292～340)
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fig.23 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (９) (１：４)

ＳＲ４下層 (341～402)
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fig.24 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (10) (１：４)

ＳＲ４下層 (403～450)
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fig.25 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (11) (１：４)

ＳＲ４下層 (451～480)
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fig.26 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (12) (１：４)

ＳＲ４下層 (481～529)
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fig.27 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (13) (１：４)

ＳＲ４下層 (530～540)
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fig.28 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (14) (１：４)

ＳＲ４下層 (541～550)
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fig.29 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (15) (１：４)

ＳＲ４下層 (551～560)
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fig.30 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (16) (１：４)

ＳＲ４下層 (561～585)
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fig.31 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (17) (１：４)

ＳＲ４下層 (586～603)



― 49―

fig.32 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (18) (１：４)
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fig.33 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (19) (１：４)

ＳＲ４上層 (656～701)



― 51―

fig.34 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (20) (723～729は１：２､ 他は１：４)
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fig.35 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (21) (１：４)

ＳＲ２ (730～778)
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fig.36 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (22) (１：４)

ＳＲ２ (779～829)
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fig.37 河田宮ノ北遺跡 出土遺物 (23) 木製品 (１) (846・847は１：８､ 他は１：４)
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fig.38 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (２) (１：６)

ＳＲ４下層 (848～859)
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fig.39 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (３) (１：６)

ＳＲ４下層 (860～867)
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fig.40 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (４) (１：６)

ＳＲ４下層 (868～873)
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fig.41 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (５) (874は１：４､ 他は１：６)

ＳＲ４下層 (874～890)



― 59―

fig.42 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (６) (１：６)

ＳＲ４下層 (891～911)
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fig.43 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (７) (１：６)

ＳＲ４下層 (912～935)
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fig.44 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (８) (944・947は１：６､ 他は１：４)

ＳＲ４下層 (936～949)



― 62―

fig.45 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (９) (950・951は１：８､ 他は１：６)

ＳＲ４下層 (950～960)
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fig.46 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (10) (１：６)

ＳＲ４下層 (961～973)
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fig.47 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (11) (１：６)

ＳＲ４下層 (974～985)
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fig.48 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (12) (１：６)

ＳＲ４下層 (986～994)
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fig.49 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (13) (１：６)

ＳＲ４下層 (995～999)
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fig.50 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (14) (1000・1001は１：10､ 他は１：６)

ＳＲ４下層 (1000～1009)



― 68―

fig.51 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (15) (１：６)

ＳＲ４下層 (1010～1017)
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fig.52 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (16) (１：６)

ＳＲ４下層 (1018～1030)
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fig.53 河田宮ノ北遺跡 出土木製品 (17) (１：６)

ＳＲ２ (1031～1048)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

1 18706 土師器 小形丸底壷 ｂ２ ２面 ＳＲ４最下層 (体)8.6 外；ナデ→ヘラケズリ
内；工具ナデ 粗 暗灰 体部6/12

2 18705 土師器 小形丸底壷 ｂ３ ２面 ＳＲ４最下層 (体)9.0 外；ナデ→ヘラケズリ
内；工具ナデ やや密 褐灰 体部4/12

3 7902 土師器 壺Ａ２ ａ３ ２面 ＳＲ４最下層 (口)13.5 外；オサエ・ナデ・ヨコナデ
内；オサエ・工具ナデ・ヨコナデ 粗 暗灰 口縁6/12

4 18901 土師器 壺Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４最下層
青灰粘土直上 (口)16.5 外；オサエ・ハケメ・工具ナデ→櫛描き横線・ヨコナデ

内；オサエ・工具ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁11/12

5 19801 土師器 壺Ａ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４最下層 (口)18.9 外；オサエ・ナデ→ハケメ・ヨコナデ
内；ハケメ・ナデ・ヨコナデ 粗 淡黄灰 口縁12/12

6 18601 土師器 壺Ｂ ａ３ ２面 ＳＲ４最下層 (口)23.6 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ やや密 橙 口縁2/12 二重口縁壷

7 18804 土師器 小形器台 ａ３ ２面 ＳＲ４最下層 (口)9.8 外；工具オサエ・ヘラミガキ→３方向透孔
内；シボリメ 粗 橙 口縁6/12

8 8002 土師器 高杯Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４最下層
黄灰粗砂 (口)14.5 外；ナデ・オサエ･ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁10/12

9 18803 土師器 高杯Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４最下層
青灰粘土直上 (口)17.0 外；回転ナデ・ナデ

内；回転ナデ 粗 橙 口縁2/12

10 6101 土師器 高杯Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４最下層 (口)17.0 外；工具ナデ→ナデ・ヨコナデ
内；ヘラケズリ･ハケ やや粗 橙 口縁6/12

11 14403 土師器 高杯Ａ ｂ４ ２面 ＳＲ４最下層 (脚裾)
11.5

外；オサエ・ナデ・面取り風ナデ･ヨコナデ
内；工具ナデ・シボリメ→ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい褐 脚裾6/12

12 18801 土師器 高杯Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４最下層 (口)15.6 外；ヨコナデ・ナデ
内；シボリメ→ヘラケズリ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁2/12

13 18707 土師器 高杯Ａ ａ13 ２面 ＳＲ４最下層 (脚裾)
10.5

外；面取りナデ・工具ナデ→透孔１方向
内；シボリメ→ナデ→工具ナデ 密 明赤褐 脚裾8/12 透かし孔は１箇所のみ穿たれる

14 8204 土師器 高杯Ｃ ｂ99 ２面 ＳＲ４最下層 (口)20.5 外；ナデ・オサエ･ヨコナデ・工具ナデ
内；シボリメ→ナデ やや密 にぶい黄橙 口縁8/12 外面煤付着

15 14402 土師器 高杯Ａ ａ０ ２面 ＳＲ４最下層 (口)14.0 外；面取り風ナデ・ナデ・ヨコナデ
内；ヘラケズリ・ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい褐 口縁10/12 黒変

16 8203 土師器 高杯Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４最下層
黄灰粗砂

(脚裾)
16.3

外；オサエ・縦方向ナデ→ヨコナデ
内；シボリ目・ナデ→ヨコナデ やや密 淡黄 脚裾3/12

17 8201 土師器 高杯Ｂ ａ０ ２面 ＳＲ４最下層 (口)14.2 外；ナデ・オサエ・ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁3/12

18 14401 土師器 高杯Ｂ ａ０ ２面 ＳＲ４最下層 (口)14.3 外；ハケメ→工具ナデ・ヨコナデ・面取り用ナデ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ヘラケズリ・ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁8/12

19 18602 土師器 器台？ ｂ２ ２面 ＳＲ４最下層 (裾)20.0 外；ハケメ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁2/12

20 18703 土師器 甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４最下層 (口)14.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ヘラケズリ・ヨコナデ やや密 黒 口縁2/12

21 18702 土師器 台付甕 ｂ２ ２面 ＳＲ４最下層
青灰粘土直上 (口)15.0 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ 粗 黒褐 口縁2/12 Ｓ字甕D類

22 18603 土師器 台付甕 ａ３ ２面 ＳＲ４最下層 (口)16.7 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 淡黄橙 口縁1/12 Ｓ字甕D類

23 18805 土師器 台付甕 ｂ２ ２面 ＳＲ４最下層 (脚台)9.3 外；ナデ内；ハケメ 粗 にぶい黄橙 脚台12/12

24 18802 土師器 台付甕 ｂ２ ２面 ＳＲ４最下層
青灰粘土層直上 (脚台)9.2 外；ハケメ→ナデ・ヨコナデ内；工具ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄褐 脚台12/12

25 6004 須恵器 杯蓋 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.4 外；回転ナデ→回転ケズリ→一方向ナデ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁4/12

26 4005 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１７０ (口)12.5 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ 粗 やや密 口縁4/12

27 8301 須恵器 杯蓋 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→一方向ナデ
内；回転ナデ→ナデ 密 オリーブ灰 口縁4/12

28 4003 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６４ (口)13.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁3/12 瓦質
外面つるつるしている 口縁内部沈線

29 17005 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁5/12

30 19403 須恵器 杯蓋 a２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２７５ (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁ほぼ
完存

31 4401 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ５５ (口)12.8 外；回転ナデ→回転ケズリ・ナデ

内；回転ナデ→ナデ やや密 灰 口縁3/12 黒色フキ出し

32 16902 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６９ (口)13.1 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

33 17003 須恵器 杯蓋 ａ３ ３面 ＳＲ４下層
ｐ２８２ (口)12.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁11/12

34 4604 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ４９ (口)12.7 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁4/12

35 16603 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６４ (口)12.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

36 11105 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１３ (口)12.1 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁10/12

37 16806 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２７２ (口)12.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12

38 15208 須恵器 杯蓋 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁5/12

39 16605 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁8/12

40 14906 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁6/12

41 19404 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２７４ (口)12.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁9/12

42 7702 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰 口縁4/12

43 17305 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２０ (口)11.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁4/12

44 16607 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁10/12

45 16901 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→同心円あて具痕 やや粗 灰 口縁3/12 内面に同心円当て具痕

tab.２ 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (１)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

46 17605 須恵器 杯蓋 ａ４ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰赤 口縁5/12

47 17306 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２８ (口)11.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

48 17006 須恵器 杯蓋 ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４３ (口)11.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

49 5002 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５５ (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 暗灰 口縁3/12 瓦質

50 7701 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ 密 黄灰 口縁ほぼ

完存

51 3301 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ４７ (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→ナデ 密 灰 口縁8/12

52 17004 須恵器 杯蓋 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

53 17405 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12

54 4402 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１３３ (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12

55 17606 須恵器 杯蓋 ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２８１ (口)11.9 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 褐灰 口縁2/12

56 18003 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

57 4906 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５２ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁5/12

58 16905 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

59 4803 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４ (口)11.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→同心円当て具痕 やや密 灰 口縁6/12 内面に同心円当て具痕

60 15204 須恵器 杯蓋 ｃ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７ (口)12.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→同心円当て具痕 やや密 暗灰 口縁3/12 内面に同心円当て具痕

61 17603 須恵器 杯蓋 ａ５ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.7 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

62 17304 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１２ (口)13.1 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

63 17404 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁4/12 歪み大

64 15207 須恵器 杯蓋 ｃ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

65 16601 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ→同心円当て具痕 やや粗 青灰 口縁4/12 内面に同心円当て具痕

66 17402 須恵器 杯蓋 ｂ0 ２面 ＳＲ４下層 (口)14.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

67 3702 須恵器 杯蓋 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１８７ (口)14.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁11/12

68 17401 須恵器 杯蓋 ｂ0 ２面 ＳＲ４下層 (口)13.5 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁2/12

69 5707 須恵器 杯蓋 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；回転ナデ→ヘラケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁6/12

70 16606 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

71 17303 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４上層下
部 (口)14.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

72 2302 須恵器 杯蓋 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.7 外；回転ナデ→ヘラ切り
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

73 5905 須恵器 杯蓋 ａ３ ２面 ＳＲ４下層青
灰色粘土 (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ 密 灰 口縁8/12

74 4704 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６５ (口)13.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

75 5703 須恵器 杯蓋 ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

76 2305 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層青
灰色粘土 (口)13.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→同心円当て具痕 やや密 灰 口縁6/12 内面に同心円当て具痕

77 17001 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.7 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

78 15203 須恵器 杯蓋 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)14.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

79 3103 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４上層
ｐ１２３ (口)13.9 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁8/12

80 5701 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面
ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 黒 口縁10/12

81 15201 須恵器 杯蓋 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)14.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁5/12

82 16604 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

83 17307 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１２ (口)14.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

84 15202 須恵器 杯蓋 ｃ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

85 4706 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ５３ (口)14.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁4/12

86 2702 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁8/12

87 5906 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ 密 暗灰 口縁6/12

88 17602 須恵器 杯蓋 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁3/12

89 17601 須恵器 杯蓋 ａ９ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

90 4705 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６１ (口)14.9 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12 外面圧痕

tab.３ 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (２)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

91 16602 須恵器 杯蓋 ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

92 4006 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１７５ (口)14.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12 ゆがみ大

93 3105 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０２ (口)14.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

94 2701 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁9/12 191-1の壺と同じ胎土か？

95 4703 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ３ (口)14.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁8/12

96 4701 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１９ (口)15.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ・同心円あて具痕 やや粗 灰 口縁4/12 内面に同心円当て具痕

97 4702 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｐ５９
青灰色粘土 (口)15.6 外；回転ナデ→ヘラ切り→ナデ・回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁9/12

98 5702 須恵器 杯蓋 ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁8/12

99 16807 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

100 17302 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→同心円 やや密 灰 口縁1/12

101 19402 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→同心円当て具痕 やや粗 灰 口縁8/12 内面に同心円当て具痕

102 15206 須恵器 杯蓋 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)15.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁3/12

103 4605 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ４８ (口)14.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁4/12

104 3603 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ４４ (口)14.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁7/12

105 2301 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)14.5 外；回転ナデ→回転ケズリ→回転ナデ→ヘラ記号

内；回転ナデ やや密 灰 口縁8/12

106 6501 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁6/12

107 15205 須恵器 杯蓋 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)14.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁8/12

108 17403 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９９ (口)13.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ 密 灰 口縁4/12

109 17701 須恵器 杯蓋 ａ８ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２２３ (口)12.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

110 2703 須恵器 杯蓋 ａ８ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)10.9 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ・回転ナデ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12 短頭壺のフタか？瓦質を呈する

111 7104 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.8 外；回転ナデ→ヘラ切り
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12 ゆがみ大

112 18102 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８２ (口)11.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ 密 灰 口縁2/12

113 5003 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１３６ (口)13.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12 外面摩滅 深手？

114 15101 須恵器 杯身 ｂ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12 底部摩滅

115 16802 須恵器 杯身 ｂ２ ２面
ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)11.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁4/12 瓦質

116 17203 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１２ (口)11.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

117 17702 須恵器 杯身 ａ５ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２１２ (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁8/12

118 5004 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８０ (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

119 3902 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６６ (口)11.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁10/12

120 3903 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６９ (口)11.5 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→ナデ やや密 灰 口縁9/12 外面摩滅が顕著

121 4102 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６３・１７０ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁8/12

122 14904 須恵器 杯身 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)12.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

123 5501 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２３３ (口)11.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁10/12

124 3703 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２９ (口)11.1 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向のナデ 粗 灰 口縁11/12

125 17703 須恵器 杯身 ｂ１ ２面
ｃ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 褐灰 口縁6/12

126 17502 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

127 17202 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ・同心円あて具痕 やや密 灰 口縁3/12 摩滅が顕著 内面に同心円当て具

痕

128 15102 須恵器 杯身 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)10.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 黄灰 口縁6/12

129 3205 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２２ (口)10.7 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや祖 灰 口縁6/12

130 3602 須恵器 杯身 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２０２ (口)10.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁3/12

131 16207 須恵器 杯身 ａ１・２
２面 ＳＲ４上層 (口)10.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12 瓦質

132 5502 須恵器 杯身 ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２０４ (口)10.7 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁10/12

133 7303 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６４ (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰 口縁2/12

134 17105 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁5/12

135 19504 須恵器 杯身 ｂ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁12/12

tab.４ 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (３)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

136 17106 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２３９ (口)9.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 褐灰 口縁4/12

137 3704 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ３６ (口)9.7 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向のナデ やや粗 黄灰 口縁6/12

138 5901 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０９ (口)9.7 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁11/12

139 3904 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６１ (口)9.5 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→ナデ やや密 黒褐 口縁4/12 瓦質

140 7503 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２５３ (口)9.7 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰黄 口縁ほぼ
完存

141 17205 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１００ (口)9.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

142 4103 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５９ (口)9.4 外；回転ナデ→ヘラ切り→ナデ・回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ 粗 やや密 口縁4/12

143 7504 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２５４ (口)10.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰白 口縁10/12 7503と同一工人か？

144 17706 須恵器 杯身 ｂ５ ２面 ＳＲ４下層 (口)9.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁5/12

145 17104 須恵器 杯身 ｂ１ ２面
ｃ２

ＳＲ４下層
ｐ４､ １４７ (口)9.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 褐灰 口縁9/12

146 6703 須恵器 杯身 ａ３ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)10.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁9/12

147 5902 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４２ (口)10.1 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ 粗 灰 口縁ほぼ
完存 瓦質

148 4404 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９７ (口)9.9 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰 完存 完形

149 5503 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２２９ (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→ナデ やや密 灰 口縁9/12

150 16705 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

151 19503 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)9.7 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

152 15103 須恵器 杯身 ｃ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁8/12

153 3905 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ３２ (口)10.5 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ 密 灰黄褐 口縁4/12 瓦質
外面摩滅が顕著

154 2804 須恵器 杯身 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁10/12

155 3304 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７２ (口)10.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→ナデ 密 暗灰 口縁7/12 瓦質

156 17204 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

157 19502 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６１ (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁9/12

158 17103 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１８ (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

159 2904 須恵器 杯身 ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２０６ (口)10.2 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ→オサエ・ナデ やや密 灰 口縁7/12

160 5504 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２３２ (口)9.9 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 暗灰 口縁11/12

161 5006 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５８ (口)10.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁10/12

162 6506 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰 口縁10/12

163 3305 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０７ (口)10.0 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁10/12

164 7502 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２５１ (口)10.9 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰 口縁ほぼ
完存

165 7401 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６０ (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰 口縁8/12

166 4603 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ５１

(受部)
12.0

外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 受け部完

存 瓦質

167 5904 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４１ (口)10.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁ほぼ
完存

168 17102 須恵器 杯身 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

169 4405 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９４ (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→ナデ 粗 褐灰 口縁11/12 内面に自然釉

170 11106 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４１ (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 褐灰 口縁1/12

171 4403 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８３ (口)10.7 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→同心円当て具痕 やや粗 暗灰 口縁10/12 内面に同心円当て具痕

172 4601 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ４６ (口)10.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁4/12

173 6505 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.9 外；回転ナデ→回転ケズリ→ヘラ記号
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁6/12

174 3203 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２５ (口)11.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁1/12

175 6702 須恵器 杯身 ａ３ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)11.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

176 5005 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５４ (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向ナデ・同心円当て具痕 やや粗 灰 口縁5/12 口縁外面に段あり 内面に同心円
当て具痕

177 4602 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６２ (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰 口縁6/12 口縁外面に段あり

178 17705 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

179 17501 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ４５ (口)13.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁2/12

180 6701 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁9/12

tab.５ 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (４)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

181 4101 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６３ (口) 12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ内；回転ナデ→不定方向ナデ 粗 暗灰 口縁12/12

182 3601 須恵器 杯身 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１８８ (口)13.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

183 19501 須恵器 杯身 ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１３９ (口)13.65 外；回転ナデ→回転ケズリ内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁完存 口縁外面に段あり

184 2802 須恵器 杯身 ｂ４ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→同心円当て具痕 やや密 灰 口縁3/12 内面に同心円当て具痕

185 3901 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ５０・１７４ (口)12.9 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁11/12

186 15105 須恵器 杯身 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)13.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12 ゆがみ大

187 2903 須恵器 杯身 ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１９３ (口)13.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→ナデ やや粗 灰 口縁5/12 口縁部沈線状

188 17504 須恵器 杯身 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰 口縁8/12

189 17201 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１１ (口)12.7 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→同心円 やや密 灰 口縁9/12

190 4801 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２ (口)12.5 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰黄褐 口縁6/12 外面底部平坦になっている

191 5903 須恵器 杯身 ａ７ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１８６ (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁2/12

192 2803 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.7 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12

193 5505 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２２８ (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 オリーブ灰 口縁6/12

194 2306 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)13.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 黄灰 口縁4/12

195 15104 須恵器 杯身 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)12.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

196 2801 須恵器 杯身 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.8 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰 口縁6/12

197 4104 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６３ (口)12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→不定方向ナデ やや密 灰白 口縁4/12

198 5706 須恵器 杯身 ｃ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁6/12

199 7102 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 赤灰 口縁5/12

200 5704 須恵器 杯身 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)10.9 外；回転ナデ→ヘラオコシ・ヘラケズリ
内；回転ナデ 粗 暗黄灰 口縁11/12

201 3204 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０２ (口)11.0 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁6/12

202 18004 須恵器 杯身 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.9 外；回転ナデ→ヘラ切り
内；回転ナデ 粗 灰 口縁3/12

203 6704 須恵器 杯身 ａ９ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２２６ (口)11.0 外；回転ナデ→ヘラ切り→ナデつけ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12

204 16703 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.6 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや密 灰黄褐 口縁2/12 土師質

205 16702 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 黄灰 口縁3/12 土師質

206 3705 須恵器 杯身 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２１ (口)12.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→ナデ やや粗 暗灰黄 口縁4/12 土師質

207 16701 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 褐灰 口縁5/12 土師質

208 3706 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ３６ (口)14.4 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ→ナデ やや粗 黄灰 口縁4/12

209 2705 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ４ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.1 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ→ヘラ描
内；回転ナデ 密 灰 口縁4/12 ツマミのまわりにヘラ描記号？

210 2704 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.8 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ やや密 褐灰 口縁9/12

211 7105 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２５０ (口)12.6 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁11/12

212 3302 須恵器 有蓋高杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０５ (口)11.5 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ→ナデ 密 灰 口縁完存

213 4105 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６５ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁9/12

214 14002 須恵器 有蓋高杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２４ (口)12.6 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁完存

215 15006 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ やや粗 褐灰 口縁7/12

216 6802 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

217 6504 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 褐灰 口縁8/12

218 4905 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８１ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

219 7703 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁11/12

220 3202 須恵器 有蓋高杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０３ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁6/12

221 6503 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ３３ (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁6/12 ツマミ部にベンガラ？付着

222 6502 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁5/12

223 4904 須恵器 有蓋高杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４８ (口)12.8 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ→一方向ナデ・青海波 やや粗 灰 口縁8/12 229の高杯セットで出土したが､ 大きさは合わない
断面セピア 長石めだつ

224 4201 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６０ (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ・カキメ・3方向透孔

内；回転ナデ→ナデ やや粗 暗灰 口縁6/12
脚裾12/12 フタ重ね焼きの跡あり

225 4802 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６ (口)10.25 外；回転ナデ→カキメ・3方向透孔内；回転ナデ・同心円 やや密 灰 口縁4/12

脚裾12/12

tab.６ 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (５)
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226 7706 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６７ (口)10.9 外；回転ナデ→回転ケズリ→カキメ・3方向透孔

内；回転ナデ 密 青灰 口縁6/12
脚裾12/12

227 3802 須恵器 有蓋高杯 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６ (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ・カキメ・３方向透孔

内；回転ナデ→ナデ 粗 灰 口縁9/12
脚裾12/12 脚にヘラ描き記号あり

228 3803 須恵器 有蓋高杯 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ４２ (口)10.1 外；回転ナデ→回転ケズリ・カキメ・３方向透孔

内；回転ナデ 粗 暗灰 口縁11/12
脚裾9/12

脚にヘラ描き記号あり
3802と同一工人？ただし､ 形態異なる｡

229 5001 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４８ (口)9.7 外；回転ナデ→回転ケズリ・カキメ・3方向透孔

内；回転ナデ やや粗 青灰 口縁11/12
脚裾11/12

223の蓋とセットで出土するが､
大きさが合わない｡

230 15005 須恵器 有蓋高杯 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)9.4 外；回転ナデ→回転ケズリ→３方向透孔
内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

脚裾6/12

231 3303 須恵器 有蓋高杯 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２０９ (口)10.1 外；回転ナデ→回転ケズリ→カキメ・３方向透孔

内；回転ナデ 粗 やや密 口縁6/12
脚裾4/12

232 3201 須恵器 有蓋高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１７ (口)10.7 外；回転ナデ→回転ケズリ→透孔

内；回転ナデ→ナデ やや密 灰 口縁2/12
脚裾12/12

233 13601 須恵器 有蓋高杯 ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４７ (口)9.7 外；回転ナデ→回転ケズリ→3方向透孔

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁11/12
脚裾12/12

234 7501 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.7 外；回転ナデ→回転ケズリ→3方向透孔
内；回転ナデ→一方向ナデ 密 灰 口縁8/12

脚裾6/12

235 4306 須恵器 有蓋高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９５ (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ→3方向透孔

内；回転ナデ・ナデ やや密 暗灰 口縁9/12
脚裾9/12 外面煤付着

236 6003 須恵器 有蓋高杯 ａ８ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１７６ (口)10.6 外；回転ナデ→回転ケズリ→3方向透孔

内；回転ナデ・ナデ やや粗 灰黄 口縁3/12
脚裾7/12

237 4406 須恵器 有蓋高杯 ｃ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ５ (口)9.8 外；回転ナデ→回転ケズリ→3方向透孔

内；回転ナデ→一方向ナデ 粗 灰 口縁8/12
脚裾12/12

238 7304 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２５８ (口)9.8 外；回転ナデ→回転ケズリ→3方向透孔

内；回転ナデ→不定方向ナデ やや粗 黒 口縁3/12
脚裾4/12

239 3701 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ→ナデ やや粗 灰 口縁4/12

240 3906 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６１ (口)11.3 外；回転ナデ→回転ケズリ→透孔

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁11/12 内面焼きブクレあり

241 16706 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１７９ (口)10.7 外；回転ナデ→回転ケズリ→透孔

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

242 7101 須恵器 有蓋高杯 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→3方向透孔
内；回転ナデ やや粗 暗灰 口縁4/12

243 3708 須恵器 有蓋高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８７ (口)10.6 外；回転ナデ→回転ケズリ→３方向透孔

内；回転ナデ→ナデ やや粗 暗灰 口縁9/12

244 2905 須恵器 有蓋高杯 ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２７８ (口)9.1 外；回転ナデ→回転ケズリ→３方向透孔

内；回転ナデ→ナデ やや密 褐灰 口縁12/12

245 15002 須恵器 無蓋高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)15.9 外；回転ナデ→回転ケズリ→波状文・３方向透孔
内；回転ナデ やや粗 赤褐 口縁1/12

246 13202 須恵器 無蓋高杯 ａ２ ｂ２
２面 ＳＲ４下層 (口)15.7 外；回転ナデ→回転ケズリ→波状文

内；回転ナデ やや粗 暗灰 口縁4/12 内面墨付着

247 6801 須恵器 無蓋高杯 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→3方向透孔
内；回転ナデ→ナデ やや密 灰 口縁5/12

248 3306 須恵器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０４ (脚裾)8.4 外；回転ナデ→回転ケズリ カキメ・３方向透孔

内；回転ナデ・オサエ 密 暗灰 脚裾完存

249 17206 須恵器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)8.7 外；回転ナデ→カキメ→３方向透孔内；回転ナデ やや密 灰白 脚裾6/12

250 15003 須恵器 高杯 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)8.9 外；回転ナデ→カキメ→３方向透孔内；回転ナデ やや粗 赤褐 脚裾5/12

251 7801 須恵器 高杯 西端 ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)9.2 外；回転ナデ→カキメ・3方向透孔内；回転ナデ やや密 灰 脚裾6/12

252 6601 須恵器 無蓋高杯
(鈴付) ａ３ ２面 ＳＲ４下層

ｐ１９２ (口)15.7 外；回転ナデ→波状文・鈴貼り付け (内部に土玉)
内；回転ナデ やや密 灰 口縁8/12

脚裾12/12
三方透窓 窓と鈴は互い違いに配置
鈴は１箇所のみ残存､ 内部に土玉あり音がする

253 13304 須恵器 杯身？
有蓋高杯？ ａ９ ２面 ＳＲ４下層 (受部)

13.6
外；回転ナデ→回転ケズリ→波状文
内；回転ナデ やや密 灰白 受部1/12

254 13701 須恵器 小形鉢 ａ９ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２２５ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁3/12 土師小形鉢の祖形？あるいは土師
模倣か？

255 3104 須恵器 小形鉢 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４９ (口)13.4 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12 土師小形鉢の祖形？あるいは土師
模倣か？

256 13404 須恵器 短頸壺 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)7.8 外；回転ナデ→刻目文・手持ちヘラケズリ・カキメ→ヘラ記号
内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12 肩部の刻目文は全周しない

257 4902 須恵器 短頸壺 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５０ (口)10.2 外；回転ナデ→波状文・ヘラケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

258 4903 須恵器 短頸壺 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５１ (口)8.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

259 19401 須恵器 短頸壺 a２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０８ (口)9.2 外；回転ナデ→タタキメ・沈線→波状文

内；オサエ・回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

260 18002 須恵器 短頸壺 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.5 外；回転ナデ→タタキメ
内；オサエ・ナデ・回転ナデ 密 灰 口縁3/12

261 14903 須恵器 � ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)9.5 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

262 4205 須恵器 � ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５９ (体)11.0 外；ヘラケズリ→ナデ→波状文・刻目文→孔

内；ナデ やや密 灰 体部ほぼ
完存

263 13203 須恵器 短頸壺 ｂ１ ２面 ＳＲ４上層 (体)9.2 外；回転ナデ→手持ちヘラケズリ
内；回転ナデ 粗 灰白 体部6/12

264 4001 須恵器 壷 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６６ (口)12.4 外；回転ナデ→波状文

内；回転ナデ 密 灰 口縁3/12

265 13605 須恵器 壷 ａ６ ２面 ＳＲ４下層 (口)17.4 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

266 13604 須恵器 甕 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

267 13602 須恵器 壷 ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)16.0 外；回転ナデ→波状文・刻目文
内；回転ナデ 密 灰 口縁2/12

268 13603 須恵器 壷 ａ４ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.4 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

269 4002 須恵器 壷 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１７ (体)15.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→タタキメ・波状文・刺突文

内；回転ナデ→オサエ・工具痕・あて具痕 やや密 灰 体部5/12

270 13702 須恵器 高杯 ｂ４ ２面 ＳＲ４下層 (口)9.6 外；回転ナデ→回転ケズリ→3方向透孔
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

tab.７ 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (６)
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271 14902 須恵器 短頸壺？ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

272 13201 須恵器 器台 ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１３９下 (口)24.6 外；回転ナデ→タタキメ

内；回転ナデ→タタキメ(あて具) やや密 灰白 口縁2/12

273 14901 須恵器 器台 ｂ０・１
２面 ＳＲ４下層 (脚裾)

17.6
外；回転ナデ→カキメ→透孔
内；回転ナデ やや粗 灰 脚裾9/12 ４方向透孔３段

274 13606 須恵器 器台 ａ９ ２面 ＳＲ４下層 (受部)－ 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ 密 灰 受部片

275 13303 須恵器 器台 ａ７ ２面 ＳＲ４下層 (脚部)－ 外；回転ナデ→ハケメ→三角透かし
内；回転ナデ やや粗 褐灰 脚部片 器台脚部

276 13501 韓式系 甑 ａ５ ２面
ａ６ ２面

ＳＲ４下層
ｐ２１３・２１４ (底)10.6

外；タタキ→ヘラケズリ・貼り付けナデ
内；オサエ・ナデ→工具ナデ やや密 灰白 底4/12 ３片を合成して図化 韓式系の甑

277 15001 須恵器 壷 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)14.6 外；回転ナデ
内；ハケメ→回転ナデ やや密 暗灰 口縁5/12

278 13401 須恵器 壷 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (体)24.1 外；回転ナデ→ナデ・沈線
内；板ナデ やや密 灰 体部2/12

279 18303 須恵器 壷 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)19.6 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

280 18304 須恵器 壷 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１３２ (口)14.0 外；回転ナデ

内；回転ナデ→カキメ やや粗 灰 口縁完存

281 18305 須恵器 壷 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)18.3 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

282 18201 須恵器 壷 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)23.4 外；回転ナデ→カキメ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁6/12

283 18204 須恵器 壷 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)17.8 外；回転ナデ→タタキメ
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁6/12

284 18001 須恵器 壷 西端２面 ＳＲ４下層 (口)17.2 外；回転ナデ・タタキメ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12

285 19101 須恵器 壷 ａ１・２
ｂ２ ｃ１ ２面

ＳＲ４下層p74・236
ＳＲ４上層 (口)21.5 外；タタキメ→回転ナデ

内；オサエ・ナデ→回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

286 13301 須恵器 甕 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)32.6 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁1/12

287 13302 須恵器 甕 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)29.6 外；回転ナデ→刻目波状文
内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

288 18301 須恵器 壷 西端 ＳＲ４下層
青灰色粗中砂 (口)21.8 外；回転ナデ→タタキメ・カキメ

内；回転ナデ・同心円当て具痕 やや粗 灰 口縁1/12

289 11501 須恵器 壷 ａ５ ２面 ＳＲ４下層 (口)20.0 外；オサエ→回転ナデ・タタキ
内；オサエ→回転ナデ 粗 灰白 口縁3/12

290 18202 須恵器 壷 ａ２ ２面
ｂ５ ２面

ＳＲ４上層
ＳＲ４下層 (口)21.8 外；回転ナデ

内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁2/12

291 18302 須恵器 壷 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)21.2 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12

292 3504 土師器 高杯Ｂ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.9 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ タテ方向ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ シボリメ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12

脚裾9/12

293 8202 土師器 高杯Ｂ ｂ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.5 外；工具ナデ→ナデ･ヨコナデ・穿孔３箇所
内；シボリメ・ナデ・ヨコナデ やや密 灰黄 口縁12/12

脚裾12/12

294 7305 土師器 高杯Ｂ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６３ (口)13.0 外；ナデ･面取り風ナデ・工具ナデ→ヨコナデ

内；シボリメ・工具ナデ･ナデ・ヨコナデ やや密 橙 口縁6/12
脚裾11/12

295 3001 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１０ (口)13.6 外；オサエ・面取り風ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ→一方向ナデ ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁9/12
脚台12/12

296 2902 土師器 高杯Ｂ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１９４ (口)13.5 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ・面取り風ナデ

内；一定方向ナデ→ヨコナデ→ヘラミガキ？ シボリメ→ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁6/12
脚裾12/12

297 10802 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２６下 (口)14.6 外；オサエ・ナデ・面取り風ナデ→ヨコナデ

内；シボリメ・ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁6/12脚裾10/12 杯下部が内弯する

298 10803 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９２ (口)14.4 外；オサエ・ナデ・面取り風ナデ→ヨコナデ

内；シボリメ・オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁8/12
脚裾12/12

299 3503 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９６ (口)10.6 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ 工具ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ シボリメ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁6/12脚裾12/12 脚部内面に有機物付着

300 5601 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２３４ (口)14.2 外；工具ナデ・面取り風ナデ→ヨコナデ

内；ナデ・シボリメ・オサエ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁3/12脚裾12/12

301 6102 土師器 高杯Ｂ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４８ (口)14.2 外；オサエ･面取り風ナデ→ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ･シボリメ・オサエ やや密 橙 口縁6/12
脚裾12/12

302 3101 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１６ (口)14.8 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ・工具ナデ

内；ナデ→ヨコナデ シボリメ→ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 口縁2/12
脚裾9/12

303 10801 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２３７ (口)15.7 外；オサエ・ナデ・面取り風ナデ→ヨコナデ

内；ナデ・シボリメ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁9/12
脚台12/12

304 7302 土師器 高杯Ｂ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２７０ (口)13.6 外；ナデ・ヘラミガキ→ヨコナデ

内；シボリメ→工具ナデ ヘラミガキ･ヨコナデ 密 橙 口縁8/12
脚裾12/12

305 3102 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１３１ (口)13.6 外；オサエ・ナデ・工具ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ シボリメ→工具ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁6/12脚裾12/12

306 10603 土師器 高杯Ｂ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；オサエ・ナデ
内；ナデ やや密 にぶい橙 口縁3/12 黒変

307 10804 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２３７ (口)13.1 外；オサエ・ナデ･ヨコナデ

内；工具ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 口縁3/12 素地内にモミガラ圧痕

308 16102 土師器 高杯Ｂ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.4 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁4/12

309 10805 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.5 外；ナデ・オサエ・ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 橙 口縁3/12

310 4203 土師器 高杯Ｂ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６７ (脚裾)8.6 外；ナデ→オサエ 面取り風ナデ→ヨコナデ

内；横方向ナデ・一方向ナデ シボリメ→ヨコナデ・刺突文 やや密 橙 脚部12/12

311 11104 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４６ (口)14.1 外；ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁4/12

312 5602 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２３５ (口)13.5 外；オサエ・ナデ・面取り風ナデ→ヨコナデ

内；シボリメ・ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁5/12

313 7301 土師器 高杯Ｂ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６９ (口)14.0 外；ナデ･ヨコナデ・面取り風ナデ→未貫通孔

内；ナデ･シボリメ・ヨコナデ やや密 橙 口縁完存 未貫通穿孔1箇所

314 15906 土師器 高杯 ｂ０ ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)9.0 外；面取り風ナデ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 脚裾3/12 未貫通穿孔１箇所

315 6905 土師器 高杯 ｂ１ ２面 ＳＲ４上層 (脚裾)8.4 外；面取り風ナデ・工具ナデ･ヨコナデ・未貫通孔内；シボリメ･ナデ･ヨコナデ やや密 橙 脚裾11/12 未貫通穿孔1箇所

tab.８ 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (７)
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316 10904 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)9.2 外；面取り風ナデ･ヨコナデ→未貫通穿孔内；シボリメ･ヨコナデ やや粗 橙 脚部3/12 未貫通穿孔1箇所

317 4303 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１９７ (脚裾)8.9 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ・未貫通孔内；ナデ・ヨコナデ シボリメ→ヨコナデ やや密 にぶい橙 脚部11/12

318 4804 土師器 高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１３ (脚裾)8.9 外；オサエ・ナデ→面取り風ナデ→ヨコナデ内；シボリメ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 脚裾12/12

319 11505 土師器 高杯 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)9.3 外；面取り風ナデヨコナデ内；シボリメ・ナデ･ヨコナデ やや粗 橙 脚裾1/12 破断面にも煤付着

320 11902 土師器 高杯 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)
10.7

外；工具ナデ→ヨコナデ
内；シボリメ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 脚裾4/12

321 6201 土師器 高杯 ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２０７ (脚裾)8.6 外；面取り風ナデ・ナデ→ヨコナデ内；工具ナデ・オサエ・ナデ やや密 浅黄橙 脚完存

322 14202 土師器 高杯 ｂ99 ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)8.6 外；面取り風ナデ→ヨコナデ内；シボリメ→ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄 脚裾3/12

323 6206 土師器 高杯 ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９３ (脚裾)8.9 外；面取り風ナデ→ヨコナデ内；オサエ･工具ナデ・ナデ やや密 橙 脚裾9/12

324 6203 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１００ (脚裾)8.4 外；面取り風ナデ・ナデ→ヨコナデ内；シボリメ・ナデ やや密 橙 脚裾11/12

325 5802 土師器 高杯 ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)9.0 外；オサエ・ナデ・面取り風ナデ→ヨコナデ内；シボリメ・ナデ やや密 にぶい黄橙 脚裾6/12

326 6202 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１３２ (脚裾)8.7 外；面取り風ナデ・ナデ→ヨコナデ内；工具ナデ・オサエ・ナデ やや密 橙 脚ほぼ完

存

327 15702 土師器 高杯 ａ４ ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)8.9 外；工具ナデ→ナデ内；シボリメ→ナデ やや密 橙 脚裾9/12

328 7405 土師器 高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６２ (脚裾)8.9 外；面取り風ナデ→工具ナデ・ヨコナデ内；シボリメ→ナデ・ヨコナデ やや密 橙 脚裾4/12

329 3804 土師器 高杯 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ３９ (脚裾)8.6 外；工具ナデ→ヨコナデ内；シボリメ→ヨコナデ やや粗 橙 脚裾完存

330 4204 土師器 高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６３ (脚裾)9.2 外；工具ナデ→ヨコナデ内；シボリメ→ナデ→ヨコナデ やや密 橙 脚部完存

331 10906 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２３８ (脚裾)8.8 外；面取り風ナデ→ヨコナデ内；シボリメ･ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 脚裾完存

332 3004 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７０

(脚裾)
10.8

外；オサエ・ヨコナデ・面取り風ナデ
内；ナデ ヨコナデ・ヘラケズリ やや密 にぶい黄橙 脚裾完存 内面ケズリが残存

333 7306 土師器 高杯 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６８ (脚裾)9.4 外；面取り風工具ナデ・ナデ・ヨコナデ内；シボリメ・ナデ・ヨコナデ やや密 淡赤橙 脚裾完存

334 6207 土師器 高杯 ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４０ (脚裾)9.1 外；ハケメ・面取り風ナデ→ヨコナデ内；ヘラケズリ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 脚裾6/12 黒変

335 3005 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１５ (脚裾)9.0 外；面取り風ナデ→ヨコナデ内；シボリメ･ナデ・ハケメ→ヨコナデ やや密 橙 脚裾4/12

336 12702
4503 土師器 高杯Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層

ｐ１５３ (口)17.0 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁10/12 内面に煤付着

337 11601 土師器 高杯Ｃ ａ８ ２面 ＳＲ４下層 (口)21.８ 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 橙 口縁1/12 内外面に煤付着

338 3002 土師器 高杯Ｃ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７３

(脚裾)
14.3

外；ナデ・オサエ→面取り風ナデ→ヨコナデ
内；ヘラミガキ シボリメ・オサエ・工具ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい褐 脚裾完存 脚の一部に煤付着

339 15701 土師器 高杯 ａ９ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.6 外；ナデ
内；オサエ・工具ナデ やや密 橙 口縁3/12

脚裾8/12 粗製

340 16203 土師器 高杯 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２２１

(脚裾)
13.5

外；ヘラケズリ→ナデ･ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ やや粗 にぶい黄橙 脚裾2/12 粗製 上下反対かもしれないが判

断つかない

341 15704 土師器 小形鉢Ｄ ａ６ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２１０ (口)8.5 外；オサエ・ナデ

内；工具ナデ・ハケメ やや粗 灰黄褐 口縁1/12 平底風

342 10501 土師器 小形鉢Ｄ ａ２ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)11.1 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ハケメ・ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁4/12

343 10502 土師器 小形鉢Ｄ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.5 外；オサエ→ヨコナデ
内；ハケメ・ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁3/12

344 4107 土師器 小形鉢Ｄ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５９ (口)13.0 外；ナデ→ヨコナデ→オサエ

内；工具ナデ→ヨコナデ→ハケメ やや粗 にぶい橙 口縁6/12 接合痕明瞭に残存

345 6002 土師器 小形鉢Ａ ａ４ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.6 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁8/12 外面に煤付着

346 3707 土師器 小形鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７９ (口)11.8 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁7/12

347 7602 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.6 外；ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁9/12

348 12707 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.4 外；ヘラケズリ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 橙 口縁6/12

349 2403 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.8 外；ナデ→ヨコナデ・ヘラケズリ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい橙 口縁9/12

350 19706 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２５６ (口)12.1 外；ナデ→ヨコナデ・ケズリ→ミガキ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12

351 3605 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１６８ (口)11.7 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁6/12

352 8003 土師器 小形鉢Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４６ (口)12.8 外；不定方向ケズリ→ヨコナデ

内；不定方向工具ナデ・ヨコナデ やや密 橙 口縁12/12

353 11006 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１８ (口)12.0 外；ヘラケズリ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 赤 口縁12/12

354 19704 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１７８ (口)11.8 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12

355 7607 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２８５ (口)12.0 外；ヘラケズリ･ヨコナデ

内；ナデ･ヨコナデ やや密 橙 口縁11/12

356 11103 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９１ (口)12.1 外；ヘラケズリ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁3/12 353・357と同じ手法

357 11003 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１８ (口)12.4 外；ヘラケズリ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁4/12

358 4301 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９９ (口)11.7 外；ナデ・オサエ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ヨコナデ→ヘラミガキ 粗 橙 口縁12/12 口縁部約1/3煤付着

359 8004 土師器 小形鉢Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４５ (口)12.3 外；オサエ→ナデ・工具ナデ･ヨコナデ

内；ナデ･ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁11/12

360 19701 土師器 小形鉢Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４４ (口)12.0 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ヨコナデ・一方向ナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁8/12

tab.９ 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (８)
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361 3403 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０１ (口)11.3 外；ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12

362 16104 土師器 小形鉢Ａ ｂ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ147 (口)11.5 外；ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁8/12

363 14003 土師器 小形鉢Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７５ (口)12.3 外；工具ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁11/12

364 16101 土師器 小形鉢Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.2 外；ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12 台付小形鉢かも知れない

365 11002 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２６ (口)12.5 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁10/12

366 7204 土師器 小形鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.7 外；ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁8/12

367 12705 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.7 外；ナデ→ヘラケズリ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁3/12

368 11102 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４０ (口)13.0 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁9/12

369 10901 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７７ (口)12.5 外；ナデ・ヘラケズリ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁4/12

370 19703 土師器 小形鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.3 外；ナデ・オサエ→ヘラケズリ･ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 口縁6/12

371 14006 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.8 外；工具ナデ・ヘラケズリ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁3/12

372 7203 土師器 小形鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.4 外；ナデ→工具ナデ･ケズリ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい赤褐 口縁3/12

373 7002 土師器 小形鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.8 外；ナデ→工具ナデ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁3/12

374 7402 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２５９ (口)12.4 外；ヘラケズリ・ヨコナデ

内；工具ナデ･不定方向ナデ・ヨコナデ やや密 橙 口縁3/12

375 8303 土師器 小形鉢Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７４ (口)12.2 外；オサエ・ナデ･ヘラケズリ･ヨコナデ

内；ナデ･ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁1/12

376 7604 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.7 外；オサエ→ナデ･ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁3/12

377 3402 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６９ (口)12.2 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁9/12

378 7205 土師器 小形鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.0 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁4/12

379 14004 土師器 小形鉢Ａ ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２７９ (口)12.1 外；工具ナデ→ヘラケズリ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 灰褐 口縁12/12

380 12703 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６４ (口)12.4 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁4/12

381 7605 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.1 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 橙 口縁6/12

382 19708 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ 2面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；オサエ→ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12

383 15605 土師器 小形鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.0 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁2/12

384 7606 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.9 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁4/12

385 19705 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１７７ (口)12.5 外；ナデ・オサエ→ヘラケズリ･ヨコナデ

内；オサエ→ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12

386 10902 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７７ (口)12.2 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12

387 12706 土師器 小形鉢Ａ ｂ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.8 外；ナデ→ヘラケズリ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁2/12

388 19709 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.5 外；ナデ・オサエ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ・線刻 やや粗 橙 口縁6/12

389 2805 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.6 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁4/12

390 12708 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；ナデ→ヘラケズリ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁1/12

391 7603 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.1 外；ヘラケズリ→ナデ・ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁8/12

392 3604 土師器 小形鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ３７・３８ (口)13.6 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ・ヘラケズリ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁4/12

393 14005 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.5 外；オサエ・ナデ・ヘラケズリ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁3/12

394 11001 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２８７ (口)14.0 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁8/12

395 11004 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２３１ (口)12.0 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰褐 口縁12/12 全体に煤付着

396 15903 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.3 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁4/12

397 11005 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.5 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁6/12

398 12006 土師器 小形鉢Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２００ (口)12.0 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁1/12

399 19707 土師器 小形鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.7 外；ヘラケズリ･ヨコナデ
内；オサエ→ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁4/12 表面摩滅のため調整不明

400 11101 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.4 外；オサエ・ナデ・ヘラケズリ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁2/12

401 12005 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.5 外；ナデ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁4/12

402 19702 土師器 小形鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.6 外；ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ヨコナデ・一方向ナデ やや粗 橙 口縁12/12

403 15305 土師器 小形鉢Ｂ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.7 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁3/12 口縁に台付甕の影響

404 3404 土師器 小形鉢Ｂ２ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０６ (口)10.8 外；オサエ・ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁7/12 一部煤付着

405 3006 土師器 小形鉢Ｂ２ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２７ (口)9.9 外；ヘラケズリ→ヘラミガキ・ヨコナデ

内；工具ナデ・オサエ・ヨコナデ やや密 橙 口縁1/12 断面に木葉痕有り

tab.10 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (９)
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406 15902 土師器 小形鉢Ｂ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２９３ (口)10.4 外；工具ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁1/12

407 12805 土師器 小形鉢Ｂ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (頸)9.5 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 頸部2/12

408 8907 土師器 小形鉢Ｂ２ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.0 外；ヘラケズリ･ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁2/12

409 10305 土師器 小形鉢Ｂ２ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.1 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁2.12

410 7403 土師器 小形鉢Ｂ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２５７ (頸)9.6 外；ヘラケズリ→ヨコナデ

内；板ナデ・ヨコナデ・一方向ナデ やや密 橙 口縁1/12

411 12801 土師器 小形鉢Ｂ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.7 外；ヘラケズリ・ヨコナデ→ヘラ記号
内；工具ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 口縁6/12

412 10304 土師器 小形鉢Ｂ２ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.2 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12 Ｓ字Ｅ並行

413 15306 土師器 小形鉢Ｂ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ５４ (口)12.8 外；ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ヨコナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁3/12

414 4901 土師器 小形鉢Ｂ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１８２ (口)12.4 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ・ヘラケズリ やや密 浅黄橙 口縁4/12

415 7005 土師器 小形鉢Ｂ２ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.2 外；ナデ・ヨコナデ
内；工具ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁2/12

416 15307 土師器 小形鉢Ｂ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.5 外；ナデ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁3/12

417 6103 土師器 小形鉢Ｂ２ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.4 外；オサエ→ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや密 橙 口縁10/12 外面調整は小形鉢に似る

418 16108 土師器 小形鉢Ｂ１ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)8.8 外；ナデ→ヨコナデ
内；板ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁2/12

419 7202 土師器 小形鉢Ｂ１ ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.0 外；ナデ→工具ナデ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 暗灰 口縁2/12

420 12807 土師器 小形鉢Ｂ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.2 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁2/12

421 12402 土師器 小形鉢Ｂ１ ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.0 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁2/12

422 16401 土師器 小形鉢Ｂ１ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４０ (口)13.9 外；ヘラケズリ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁5/12 片口が付く

423 4304 土師器 台付小形鉢 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９８ (口)12.2 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ・ヘラミガキ オサエ・ヨコナデ 粗 にぶい橙 口縁3/12
脚裾12/12

424 5801 土師器 台付小形鉢 ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.2 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 橙 口縁3/12

脚裾12/12

425 15901 土師器 台付小形鉢 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６８ (口)13.0 外；オサエ・工具ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 灰褐 口縁4/12
脚裾6/12

426 4302 土師器 台付小形鉢 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９６ (口)12.4 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい赤褐 口縁4/12脚裾12/12

427 7206 土師器 台付小形鉢 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.0 外；ナデ･オサエ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁6/12

428 4106 土師器 台付小形鉢 ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４３ (口)11.5 外；ナデ→ヨコナデ・貼り付けナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁12/12 内面爪痕残存

429 7406 土師器 台付小形鉢 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２５ (脚裾)7.8 外；ヨコナデ･貼り付けナデ内；ナデ→ヨコナデ 密 にぶい黄橙 脚裾12/12

430 6104 土師器 小形丸底壷
(ミニチュア) ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)5.4 外；オサエ・ナデ・ヨコナデ

内；オサエ・ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁6/12

431 16304 土師器 小形丸底壷
(ミニチュア) ａ３ ２面 ＳＲ４青灰色

粘土 (体)5.8 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ・ヘラ描き
内；ナデ やや粗 黒褐 体部4/12 ヘラ記号か ミニチュア

432 3405 土師器 小形丸底壷
(ミニチュア) ａ２ ２面 ＳＲ４下層

ｐ７１ (頸)5.2 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄 頸部6/12

433 16305 土師器 小形台付壷
(ミニチュア) ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)3.3 外；ナデ内；ナデ やや粗 灰白 脚台完存 ミニチュア台付

434 16202 土師器 小形壷Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)9.3 外；ナデ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁3/12 口縁上部とその下とでは素地が変

わる

435 6803 土師器 小形壷Ｂ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.1 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ・ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁1/12 接合痕残存

436 12104 土師器 小形壷Ｃ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)9.6 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁6/12

437 7106 土師器 小形壷Ｃ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)10.8 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ やや密 橙 口縁9/12

438 12103 土師器 小形壷Ｃ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (頸)6.0 外；ヨコナデ・ヘラミガキ
内；ヨコナデ・ナデ やや密 橙 頸部6/12 施文的なミガキ

439 12806 土師器 小形壷Ｃ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (頸)7.2 外；ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ
内；シボリメ→オサエ・ナデ・工具ナデ･ヨコナデ やや粗 橙 頸部2/12

440 4504 土師器 小形壷Ｃ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (頸)5.6 外；ナデ→ヘラケズリ・ヘラミガキ・ヨコナデ
内；シボリメ→ナデ・オサエ→工具ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 頸部10/12

441 7601 土師器 小形壷Ｃ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１８０ (口)12.1 外；ナデ→ヘラミガキ・ヨコナデ

内；オサエ・ナデ･ヨコナデ やや密 橙 口縁4/12

442 3401 土師器 小形壷Ｃ ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２８０ (口)9.3 外；ヨコナデ・ヘラミガキ・ヘラケズリ

内；ヨコナデ・ナデ・工具ナデ やや粗 橙 口縁11/12 下半部は小形鉢と同一手法

443 11706 土師器 壺 ｂ２ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (底)3.6 外；オサエ・ナデ→ヘラ描き

内；ナデ やや密 にぶい黄橙 底4/12 外面に煤付着

444 15603 土師器 壺Ｃ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.8 外；ヨコナデ→ヘラミガキ
内；ヘラミガキ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12

445 12405 土師器 壺Ａ２ ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 頸部2/12

446 12604 土師器 壺Ａ２ ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)16.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁1/12

447 12305 土師器 壺 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具・ヨコナデ やや密 黒褐 口縁5/12 Ｓ字甕的なハケメ

448 16503 土師器 壺Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁1/12

449 16004 土師器 壺Ｂ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (頸)13.2 外；ハケメ→ナデ
内；ナデ やや粗 灰黄褐 頸部2/12 Ｓ字甕的なハケメ

450 12203 土師器 壺Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２６ (頸)11.0 外；ハケメ→ヨコナデ・櫛描横線

内；ナデ･ヨコナデ やや粗 橙 頸部2/12 Ｓ字甕的なハケメ

tab.11 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (10)
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451 7901 土師器 壺Ａ１ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２８４ (口) 16.0 外；ヘラケズリ→ハケメ・ヨコナデ内；工具ナデ・ヨコナデ やや粗 灰白 口縁11/12

底12/12 Ｓ字甕的なハケメ

452 3801 土師器 壺Ａ１ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ３４ (口)18.6 外；オサエ→ハケ・ヨコナデ

内；オサエ→ナデ・ヨコナデ 粗 灰白 口縁3/12 Ｓ字甕的なハケメ

453 10306 土師器 壺Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)18.6 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ・ナデ やや粗 褐灰 口縁2/12

454 4502 土師器 壺Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１８ (口)19.8 外；ヨコナデ

内；ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁4/12

455 11502 土師器 壺Ａ１ ａ５ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２１２ (口)17.7 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁2/12 Ｓ字甕的なハケメ

456 14701 土師器 壺Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２６５ (口)18.4 外；ハケメ・ヨコナデ

内；オサエ・工具ナデ→ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁8/12 Ｓ字甕的なハケメ

457 12401 土師器 鉢Ａ ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)17.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁3/12 片口

458 10303 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.2 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 灰白 口縁2/12 受け口 Ｓ字甕Ｅ種並行

459 16106 土師器 鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.4 外；ナデ→ヘラケズリ状ナデ･ヨコナデ
内；オサエ→工具ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁2/12

460 8305 土師器 鉢Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７４ (口)16.2 外；オサエ・ナデ・ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ やや粗 灰白 口縁2/12 台付甕かもしれない

461 15304 土師器 鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)19.9 外；ナデ→ヨコナデ
内；ハケメ・ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12 外面に煤付着

462 10506 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁1/12

463 10505 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁1/12 外面に煤付着

464 10504 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８９ (口)－ 外；ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ･ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁1/12 片口付 外面に煤付着

465 11301 土師器 壷Ａ ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２１９ (口)23.0 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ 粗 灰白 口縁2/12

466 15301 土師器 鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)26.5 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁2/12

467 16001 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)26.4 外；ケズリ状板ナデ→ヨコナデ
内；板ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁3/12

468 12503 土師器 鉢Ａ ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)28.0 外；工具ナデ→ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁2/12

469 12201 土師器 鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)32.4 外；ナデ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁4/12

470 7004 土師器 鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)44.0 外；工具ナデ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ナデ やや密 灰白 口縁1/12

471 7007 土師器 鉢Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.2 外；ナデ・ヨコナデ
内；工具ナデ･ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁2/12 台付甕と同じ手法

472 10302 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)18.2 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 黒褐 口縁2/12

473 15402 土師器 鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)18.5 外；オサエ→工具ナデ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12底12/12

474 10701 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２１ (口)20.0 外；ナデ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁6/12 片口

475 12003 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (底)6.6 外；ナデ・工具ナデ
内；ハケメ やや粗 にぶい黄橙 底部完形 黒斑あり

476 12001 土師器 鉢Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４４ (底)6.5 外；ヘラケズリ・ナデ

内；工具ナデ・ヘラケズリ やや密 黄灰 底12/12

477 8504 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (底)7.3 外；オサエ・ナデ
内；オサエ・ナデ やや粗 黒 底4/12 底部に別の土を充填

478 10704 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (底)4.2 外；オサエ・ナデ・工具ナデ
内；工具ナデ やや密 褐灰 底12/12

479 15401 土師器 鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４９ (底)8.9 外；オサエ・ヘラケズリ

内；オサエ→工具ナデ やや粗 灰黄褐 底12/12

480 12701 土師器 鉢Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ５６ (底)8.0 外；ナデ・オサエ

内；オサエ→ナデ やや粗 灰黄褐 底12/12

481 11702 土師器 台付甕 ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.8 外；ハケメ･ヨコナデ
内；オサエ・ナデ･ヨコナデ 粗 暗灰 口縁4/12

482 15802 土師器 台付甕Ａ ｂ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.6 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁3/12

483 15503 土師器 台付甕Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 黒褐 口縁5/12

484 15502 土師器 台付甕Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.6 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁3/12

485 12303 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)14.0 外；ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12

486 6902 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４ (口)15.0 外；ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ・ヨコナデ 密 黒 口縁4/12

487 11401 土師器 台付甕Ａ ａ７ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.9 外；ハケメ→ヨコナデ→横線
内；オサエ→工具ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁4/12 内外面に煤付着

488 6903 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや密 灰白 口縁2/12

489 3501 土師器 台付甕Ａ ｃ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９ (口)12.6 外；ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁6/12 外面・内面口縁部煤付着

490 7001 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ→工具ナデ・ナデ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁3/12

491 16105 土師器 台付甕Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.1 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12

492 15801 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁4/12

493 11402 土師器 台付甕Ａ ａ５ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２１１ (口)13.5 外；ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ→工具ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁2/12 口縁内外面に煤付着

494 12302 土師器 台付甕Ａ ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；ハケメ・ナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁2/12

495 8501 土師器 台付甕Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７８ (口)13.8 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ やや粗 暗灰黄 口縁3/12

tab.12 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (11)
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496 10301 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)17.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁3/12

497 11303 土師器 台付甕Ａ ａ４ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ→工具ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁3/12

498 14802 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２７１ (口)14.2 外；ハケメ→ヨコナデ→ヘラ記号

内；オサエ・工具ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁1/12 外面に煤付着

499 6904 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁4/12

500 12301 土師器 台付甕Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.7 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁1/12 外面に煤付着

501 7505 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.1 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁11/12 内外面とも煤付着

502 14101 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁2/12

503 15303 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.9 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁6/12 外面に煤付着

504 6001 土師器 台付甕Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７８ (口)12.2 外；ヘラケズリ・面取りナデ→ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ・ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁9/12 外面に煤付着

505 6407 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)
10.0

外；工具ナデ・オサエ・ナデ
内；工具ナデ・オサエ・ナデ やや粗 にぶい黄橙 脚台10/12

506 6304 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１０９ (脚台)8.8 外；工具ナデ･オサエ・ナデ内；工具ナデ・ナデ やや粗 褐灰 脚台完存

507 4805 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１

(脚台)
10.8

外；ナデ・オサエ
内；工具ナデ やや粗 灰黄 脚台完存

508 7201 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)9.8 外；工具ナデ・オサエ･ナデ内；ナデ・オサエ やや粗 にぶい黄橙 脚台5/12

509 15405 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (脚裾)7.9 外；面取り風ナデ・オサエ内；ナデ 粗 にぶい黄橙 脚裾完存 接地面ワラ痕

510 6405 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)7.8 外；工具ナデ・オサエ・ナデ内；工具ナデ・オサエ・ナデ やや粗 にぶい黄橙 脚台完存

511 6401 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２４

(脚台)
10.3

外；ハケメ→ヘラケズリ→ナデ・オサエ
内；ナデ・オサエ やや粗 にぶい黄橙 脚台9/12 外面に煤付着

512 10503 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)9.7 外；工具ナデ・ナデ内；オサエ・ナデ やや粗 暗灰黄 脚台完存

513 6303 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)9.2 外；工具ナデ･オサエ→ヨコナデ内；工具ナデ・ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 脚台完存

514 6908 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)9.4 外；工具ナデ・ヨコナデ内；工具ナデ・ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 脚台6/12

515 6804 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)
10.6

外；工具ナデ・オサエ
内；工具ナデ･オサエ・ナデ やや密 褐灰 脚台12/12 内面赤彩痕？

516 6302 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)9.5 外；工具ナデ･オサエ→ヨコナデ内；工具ナデ・ナデ→ヨコナデ やや密 灰白 脚台完存

517 14503 土師器 台付甕Ａ ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２０５ (脚台)10 外；ハケメ・オサエ・面取り風ナデ

内；オサエ・ナデ やや粗 灰黄褐 脚台完存 外面に煤付着

518 12504 土師器 台付甕Ａ ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (脚台)
11.2

外；工具ナデ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 黒 脚台4/12

519 7803 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)9.8 外；工具ナデ・オサエ・ナデ・ヨコナデ内；オサエ・工具ナデ・ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 脚台完存

520 6403 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)8.8 外；工具ナデ・ナデ・オサエ内；ナデ・オサエ やや密 にぶい橙 脚台10/12 内面に煤付着

521 7802 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ５４

(脚台)
10.2

外；工具ナデ・オサエ・ナデ・ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 脚台完存

522 7805 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１８１ (脚台)8.0 外；オサエ・ナデ・ヨコナデ内；オサエ・ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 脚台完存

523 15904 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１７０ (脚台)9.1 外；オサエ・工具ナデ→ヨコナデ内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 黒褐 脚台6/12

524 5803 土師器 台付甕Ａ ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)
10.5

外；工具ナデ・ナデ
内；工具ナデ・ナデ やや粗 にぶい黄橙 脚台完存

525 6301 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)
10.4

外；オサエ・ナデ･工具ナデ→ヨコナデ
内；工具ナデ・ナデ→ヨコナデ やや粗 褐灰 脚台完存

526 6305 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１３０ (脚台)9.1 外；工具ナデ･オサエ・ナデ内；工具ナデ・オサエ・ナデ やや粗 灰黄 脚台完存

527 4202 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１５９ (脚裾)9.4 外；ナデ→ハケ・オサエ内；ナデ・オサエ・工具ナデ やや粗 灰黄 脚裾11/12

528 11605 土師器 台付甕Ａ ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２１７ (脚台)8.5 外；オサエ・ナデ･ヨコナデ内；オサエ・ナデ･ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 脚台完存 体部との接合面に砂粒多い

529 12205 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (脚台)8.0 外；ハケメ・ナデ内；ナデ・オサエ やや粗 褐灰 脚台4/12 古墳時代前期のものか？

530 15803 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)19.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁2/12

531 14801 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.9 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・工具ナデ→ヨコナデ やや密 黒褐 口縁6/12 外面に煤付着

532 12102 土師器 台付甕Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４上層 (口)18.6 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 黄灰 口縁2/12 外面に煤付着

533 18101 土師器 台付甕Ａ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１９６ (口)17.0 外；ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ・工具ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁1/12
体部2/12

534 19202 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ９０ (口)20.9 外；ナデ→ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁完存 内面に炭化物

535 14502 土師器 台付甕Ａ ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１９６ (口)14.9 外；ハケメ→ヨコナデ→ヘラ記号

内；オサエ→工具ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁8/12

536 5201 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ５２ (口)15.3 外；ヨコナデ・ハケメ

内；オサエ・ナデ・ヨコナデ やや密 黒褐 口縁9/12 外面に煤付着

537 6901 土師器 台付甕Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)16.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや密 褐灰 口縁6/12

538 11302 土師器 台付甕Ａ ａ４・５
２面 ＳＲ４下層 (口)16.7 外；ハケメ→ヨコナデ→ヘラ記号

内；オサエ→工具ナデ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁6/12 外面に煤付着

539 5101 土師器 台付甕Ａ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１７２ (口)14.6 外；ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ・工具ナデ→ヨコナデ やや密 黒 口縁完存 外面に煤付着

540 12901 土師器 台付甕Ａ ａ10 ２面 ＳＲ４下層
ｐ２２７ (口)16.3 外；ハケメ・ヘラケズリ・工具ナデ・オサエ→ヨコナデ

内；オサエ→工具ナデ→ヨコナデ やや密 黄灰 口縁9/12
脚台12/12

単位部分で板ナデ調整ののち積み
上げられている

tab.13 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (12)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

541 19601 土師器 台付甕Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２８９ (口)17.4 外；ハケメ・オサエ・ナデ･ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁4/12 くの字台付甕 外面調整はＳ字甕状だが､ かなり違う
外面に煤付着

542 13101 土師器 台付甕Ｂ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.9 外；ハケメ・ナデ･ヨコナデ・オサエ
内；工具ナデ･ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁12/12

脚台12/12 くの字口縁台付甕

543 13001 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２６ (口)17.5 外；ヘラケズリ・工具ナデ・オサエ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁11/12
脚台12/12

口縁部はＳ字甕の影響あるが､ 全体の調整には丸底甕
の影響もあり｡ 堀田 (嬉野町) ３次の丸底甕を参照

544 4501 土師器 台付甕Ｂ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.3 外；ナデ→ヨコナデ・ヘラケズリ
内；工具ナデ・ヨコナデ 粗 灰黄 口縁8/12 内面炭化物 台付？

545 11704 土師器 甕Ａ１ ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.5 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ・ケズリ 粗 褐灰 口縁1/12 調整はＳ字甕と丸底甕が折衷する

546 12403 土師器 甕Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１２１ (口)16.8 外；ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁1/12 ハケメはＳ字甕風だが口縁部は異
質

547 15501 土師器 甕Ｂ ａ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２９１ (口)18.4 外；ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁4/12 長胴

548 12501 土師器 甕Ｂ ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)14.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁4/12 外面に煤付着 ハケメはＳ字甕風

542と同類で台付甕かも知れない

549 12306 土師器 甕Ｂ ｂ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.1 外；ナデ・工具ナデ・工具痕・ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁2/12 口縁端部調整はＳ字的

550 14702 土師器 甕Ｂ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１８０ (口)18.4 外；ハケメ→ヨコナデ→ヘラ記号

内；ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁4/12 長胴

551 5401 土師器 甕Ｂ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ４１ (口)14.8 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ヨコナデ・工具ナデ 粗 灰黄褐 口縁6/12 ハケメはＳ字甕的

552 10601 土師器 甕Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２８８ (口)17.9 外；ハケメ・工具ナデ→ヨコナデ

内；工具ナデ・オサエ・ヨコナデ やや密 暗黄灰 口縁1/12 ハケメはＳ字甕的

553 2901 土師器 甕Ｂ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１９１ (口)19.3 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ・ハケメ→ヨコナデ やや粗 にぶい橙 口縁完存

554 18501 土師器 甕Ｂ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.7 外；ハケメ・強いヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 粗 黄灰 口縁8/12 外面に煤付着

555 18401 土師器 甕Ｂ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (頸部)
15.0

外；ハケメ・ナデ
内；オサエ・ナデ･ハケメ 粗 褐灰 頸部4/12

556 12601 土師器 甕Ｂ ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)19.8 外；ハケメ→回転ナデ
内；ハケメ→回転ナデ やや密 灰黄褐 口縁4/12

557 14501 土師器 甕Ｂ ａ４ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２０５ (口)18.2 外；ナデ・ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁完存 内外面に煤

558 12502 土師器 甕Ｂ ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (口)18.0 外；ハケメ・ナデ
内；ナデ・ハケメ 粗 灰黄褐 口縁4/12 外面に煤付着

559 5301 土師器 甕Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１４５ (口)17.6 外；ヨコナデ→ハケメ

内；ヨコナデ・ハケメ 粗 にぶい黄橙 口縁完存

560 11201 土師器 甕Ｂ ａ１・２
２面 ＳＲ４下層 (口)21.7 外；ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ・ハケメ→ヨコナデ やや密 黒褐 口縁6/12 外面に煤付着

561 14601 土師器 甕Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２７３ (口)14.9 外；オサエ・工具ナデ・ヨコナデ

内；オサエ→工具ナデ・ヨコナデ やや粗 暗黄灰 口縁ほぼ
完存 外面に煤

562 10604 土師器 甕Ａ２ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.0 外；ナデ→ヨコナデ
内；ヘラケズリ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁10/12 丸底甕

563 2906 土師器 甕Ａ２ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１９５ (口)14.5 外；オサエ・ナデ

内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁6/12 外面に煤 一部黒変

564 11701 土師器 甕Ａ２ ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)17.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・工具ナデ→ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁3/12

565 16005 土師器 甕Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)19.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ・ハケメ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁1/12

566 19301 土師器 甕Ａ１ ｂ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)15.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁6/12 内面炭化

Ｓ字甕工人の製作と思われる 台付か？

567 10602 土師器 甕Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)13.7 外；ハケメ→ヘラケズリ→ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや密 褐灰 口縁3/12 ハケメはＳ字甕的 丸底 堀田３

次ＳＤ４２丸底系統

568 14602 土師器 甕Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.0 外；工具ナデ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや密 黄灰 口縁4/12 外面に煤付着

569 16107 土師器 甕Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.1 外；ヘラケズリ･ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁2/12

570 8001 土師器 甕Ｂ ａ３ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２０１ (口)18.5 外；オサエ・ナデ･ヨコナデ

内；ナデ・オサエ･ヨコナデ やや粗 赤 口縁2/12 粘土接合痕

571 3502 土師器 甕Ａ１ ｃ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８ (口)12.8 外；ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ・ハケメ やや粗 灰黄褐 口縁4/12 口縁部煤付着

572 14104 土師器 甕Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８４ (口)13.3 外；ハケメ・工具ナデ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁2/12

573 16003 土師器 甕Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)14.0 外；ナデ･ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁2/12

574 11403 土師器 甕Ａ１ ａ４ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁3/12 外面に煤付着

575 11703 土師器 甕Ａ１ ｂ10 ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ハケメ・ヨコナデ
内；ハケメ・ヨコナデ 粗 褐灰 口縁1/12

576 11705 土師器 甕Ａ１ ｃ０ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ハケメ→ヘラケズリ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 黄灰 口縁1/12 粘土接合痕

577 10702 土師器 甕Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)16.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁1/12

578 15604 土師器 甕Ａ１ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)17 外；板ナデ→ヨコナデ
内；ヘラケズリ→ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁2/12

579 10404 土師器 甕Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)19.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ハケメ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁1/12 外面に煤付着

580 8606 土師器 甕Ａ１ ａ１ ２面 ＳＲ４下層
ｐ７８ (口)－ 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁片

581 12002 土師器 甕Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 － 外；オサエ・工具ナデ
内；工具ナデ やや密 灰黄 底部片 丸底甕？広口壺や台付甕と同じ手

法で丸底になっている

582 16403 土師器 甕Ａ１ ｂ８ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２２１ － 外；ヘラケズリ・ハケメ

内；工具ナデ 粗 淡黄 底部片

583 14603 土師器 甕Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２８６ － 外；ハケメ

内；工具ナデ やや密 黄灰 底部片 黒変 一部赤変

584 12605 土師器 甕Ａ１ ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 － 外；ハケメ
内；工具ナデ やや粗 にぶい黄橙 底部片 素地巻き上げ成形

585 5603 土師器 甕Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 － 外；ハケメ・ナデ・ヘラケズリ
内；オサエ・ナデ やや密 にぶい黄橙 底部片 内面全体炭化物

tab.14 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (13)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

586 16501 土師器 甑Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８９ (口)27.6 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12 Ｓ字甕的ハケメ

587 16502 土師器 甑Ａ１ ｂ３・４
２面

ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)31.3 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁1/12 Ｓ字甕的ハケメ

588 16302 土師器 甑Ａ１ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)27.9 外；ヘラケズリ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12

589 16301 土師器 甑Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ６４ (口)31 外；ヘラケズリ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁5/12 Ｓ字口縁と共通

590 14103 土師器 甑Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１８１ (口)27.0 外；工具ナデ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁4/12 口縁部Ｓ字的手法

591 10203 土師器 甑Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)26.0 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁1/12

592 11604 土師器 甑Ａ１ ａ７ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁1/12 外面に煤付着

593 11801 土師器 甑Ａ１ ｃ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ１１ (口)－ 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁1/12

594 8101 土師器 甑Ａ１ ａ５ ２面 ＳＲ４下層
ｐ２１５ (口)26.3 外；オサエ・ヘラケズリ・貼り付けナデ

内；工具ナデ・ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁2/12 把手は挿入 外面調整はＳ字甕と
共通する

595 10401 土師器 甑Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁1/12 Ｓ字状ハケメ

596 16405 土師器 甑Ａ２ ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ナデ・ヨコナデ 粗 灰黄 口縁1/12 外面に煤付着

597 16303 土師器 甑Ａ２ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)28.6 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 口縁1/12 外面に煤付着

598 10405 土師器 甑Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層
ｐ８９ (口)20.3 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12

599 16406 土師器 甑 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)20.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ハケメ→ヨコナデ 粗 灰白 口縁1/12

600 16504 土師器 甑Ａ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (底)13.8 外；ナデ
内；ナデ 粗 にぶい黄橙 底2/12 底部孔２箇所残

601 13703 土師器 甑？ ａ９ ２面 ＳＲ４下層 (底)7.9 外；ハケ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 底3/12 甑？

602 10705 土師器 甑Ｃ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (底)7.1 外；ヘラケズリ
内；工具ナデ やや密 灰黄 底部完形 底部焼成前穿孔 鉢形と思われる

甑か？

603 16402 土師器 甑Ｃ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (鍔)20.4 外；ヘラケズリ→ナデ・ヨコナデ
内；ヘラケズリ→ナデ やや密 にぶい黄橙 口縁2/12鍔部4/12 外面に煤付着

604 16804 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)12 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

605 16805 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)13.1 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰白 口縁4/12

606 17308 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)12.3 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ やや密 黄灰 口縁6/12

607 14905 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)12.4 外；回転ナデ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

608 17301 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)14.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 暗灰 口縁4/12

609 16903 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)13.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

610 17406 須恵器 杯蓋 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)14.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ 密 灰 口縁4/12

611 16904 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)14.2 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

612 16906 須恵器 杯蓋 ｂ２ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)16.4 外；回転ナデ→回転ケズリ→ヘラ記号

内；回転ナデ→同心円 粗 灰 口縁3/12 外面ヘラ記号 ｢＋｣ あり

613 17002 須恵器 杯蓋 ａ３ ２面 ＳＲ４下層青
灰色粘土 (口)14 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁9/12 上層出土破片とも接合

614 14001 須恵器 杯蓋 ｂ３ ２面
ｂ３

ＳＲ４下層
ＳＲ４青灰色粘土 (口)13.5

外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→同心円 やや粗 灰 口縁ほぼ

完存

615 17407 須恵器 杯蓋 ｂ４ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)14.1 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ 密 灰 口縁3/12

616 16704 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

617 16803 須恵器 杯身 ａ３ ２面
ｂ２ ２面

ＳＲ４青灰色粘土
ＳＲ４下層 (口)11.5 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

618 16801 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁4/12 口縁部に段あり

619 17503 須恵器 杯身 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層
青灰色粘土 (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ 密 灰 口縁10/12

620 17704 須恵器 杯身 西端 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)13.4 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

621 7705 須恵器 杯身 西端 ２面 ＳＲ４下層 (口)13.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→ヘラ記号
内；回転ナデ→不定方向のナデ 粗 灰 口縁8/12

622 7704 須恵器 杯身 西端 ２面 ＳＲ４下層 (口)11.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 青灰 口縁6/12

623 11803 須恵器 高杯？ ｂ２ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土

(脚裾)
12.4

外；回転ナデ→カキメ
内；回転ナデ やや粗 黄灰 脚裾2/12 瓦質須恵器脚部

624 15004 須恵器 高杯 ｂ９ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (脚裾)9.8 外；回転ナデ→カキメ内；回転ナデ やや粗 灰白 脚裾7/12

625 16204 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (脚裾)8.6 外；面取り風ナデ→ヨコナデ内；シボリメ→ナデ やや粗 浅黄橙 脚裾8/12

626 14301 土師器 鉢Ａ 西端 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)16.2 外；ハケメ→ヘラケズリ・ナデ･ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ 粗 橙 口縁12/12
底12/12 体部は一部欠損

627 14201 土師器 甕Ａ１ ｂ２ ２面 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)14.7 外；ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁1/12

628 14102 土師器 台付甕Ａ 西端 ＳＲ４青灰色
粘土 (口)17.0 外；ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁1/12

629 14203 土師器 台付甕Ａ 西端 ＳＲ４青灰色
粘土

(脚台)
10.3

外；オサエ・工具ナデ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや粗 灰黄褐 脚台ほぼ

完存

630 14204 土師器 台付甕Ａ 西端 ＳＲ４青灰色
粘土 (脚台)7.0 外；オサエ・工具ナデ・ヨコナデ内；オサエ・ナデ・ヨコナデ やや粗 灰黄褐 脚台4/12

tab.15 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (14)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

631 9201 土師器 台付甕Ａ 西端 ＳＲ４ (脚台)9.6 外；ナデ・工具ナデ・ハケメ・ヨコナデ内；工具ナデ・ナデ やや粗 灰黄褐 脚台ほぼ
完存 外面に煤付着

632 17007 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 褐灰 口縁5/12

633 17904 須恵器 杯蓋 ｂ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁10/12

634 2303 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)13.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁9/12 外面上部に墨書？

635 2304 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 黄灰 口縁3/12

636 5708 須恵器 杯蓋 ｃ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁10/12

637 17902 須恵器 杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)14.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

638 17604 須恵器 杯蓋 西端 ＳＲ４上層 (口)14 外；回転ナデ→ヘラ切り
内；回転ナデ やや粗 明青灰 口縁2/12

639 17903 須恵器 杯蓋 ｃ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)13.6 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

640 17901 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.7 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

641 2602 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁6/12

642 2505 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)9.7 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

643 17802 須恵器 杯身 ｂ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

644 2402 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12

645 17801 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→同心円 やや密 灰 口縁4/12 口縁部長い 胎土ザラザラ

646 17804 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→工具あたり やや密 灰白 受部4/12

647 2601 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.6 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ・ナデ
内；回転ナデ 密 褐灰 口縁7/12

648 5705 須恵器 杯身 ｃ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁10/12

649 17803 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

650 2504 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.4 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ・ナデ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12 ケズリかなり上までくる

651 17805 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

652 2401 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.5 外；回転ナデ→回転ケズリ→タタキ
内；回転ナデ→同心円ナデ消し やや密 灰 口縁2/12 瓦質

653 2503 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)13.6 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁3/12

654 17806 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁2/12

655 9106 須恵器 杯身 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)15.0 外；ナデ→ヨコナデ
内；ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁2/12 生焼け須恵器？ほとんど土師器

656 2603 須恵器 有蓋高杯蓋 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.9 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁6/12

657 2501 須恵器 有蓋高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)10.5 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付け回転ナデ→３方向透孔
内；回転ナデ 密 灰 口縁3/12

脚裾9/12

658 2502 須恵器 有蓋高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.1 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付け回転ナデ→３方向透孔
内；回転ナデ 密 灰 口縁6/12

脚裾3/12

659 17906 須恵器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (脚裾)8.3 外；回転ナデ→３方向透孔内；回転ナデ やや密 灰 脚裾完存

660 18103 須恵器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (脚裾)8.7 外；回転ナデ→３方向透孔内；回転ナデ やや粗 灰 脚裾6/12

661 17907 須恵器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (脚柱)8.3 外；回転ナデ→カキメ→３方向透孔内；回転ナデ やや密 灰白 脚裾6/12

662 13205 須恵器 蓋 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁1/12 短頸壺の蓋か

663 8808 須恵器 壷 ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)14.4 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁1/12 土師質

664 13204 須恵器 小形鉢 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)9.4 外；回転ナデ
内；回転ナデ 密 灰 口縁2/12

665 9101 土師器 壷Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)14.2 外；ハケメ・ヨコナデ
内；ヨコナデ 密 橙 口縁2/12

666 18203 須恵器 壷 ａ４ ２面 ＳＲ４上層 (口)17.6 外；回転ナデ→カキメ
内；回転ナデ やや密 灰褐 口縁3/12

667 13403 須恵器 � ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (体)10.6 外；回転ナデ→波状文・刺突文
内；回転ナデ やや粗 灰 頸部2/12

668 13402 須恵器 壷 ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (体)20.2 外；回転ナデ→波状文・タタキメ
内；回転ナデ やや密 灰白 体部2/12

669 9102 土師器 小形鉢Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.2 外；ナデ→ヘラケズリ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁2/12

670 8803 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.8 外；ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁3/12

671 8802 土師器 小形鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)11.8 外；ナデ→ヘラケズリ･ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁4/12

672 8706 土師器 高杯Ｂ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)15.0 外；オサエ→ヨコナデ
内；ヨコナデ やや密 橙 口縁2/12

673 2605 土師器 高杯Ｂ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)13.8 外；ナデ→ヨコナデ・貼り付けオサエ・ナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁4/12

674 2404 土師器 高杯Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)14.2 外；ヨコナデ→ヘラミガキ
内；ヨコナデ→ヘラミガキ やや密 橙 口縁4/12

675 9003 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (脚裾)8.2 外；ナデ・工具ナデ・面取りナデ・ヨコナデ内；シボリメ・ヨコナデ やや密 橙 脚裾10/12

tab.16 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (15)
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676 9005 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (脚裾)8.8 外；ナデ・面取りナデ・工具ナデ・ヨコナデ内；シボリメ・工具ナデ やや密 橙 脚裾6/12

677 9001 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (脚裾)9.0 外；ナデ・面取りナデ・ヨコナデ内；シボリメ・ナデ･ヨコナデ やや密 橙 脚裾10/12

678 9103 土師器 小形壷Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.4 外；ナデ→ヘラミガキ･ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ 密 橙 口縁2/12

679 9204 土師器 壷 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (底)5.0 外；工具ナデ・ナデ
内；工具ナデ やや密 にぶい黄橙 底6/12

680 9501 土師器 壷Ａ ａ２ ２面 ＳＲ２上層 (口)17.4 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ やや密 浅黄 口縁3/12

681 10002 土師器 壷Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)20.4 外；工具ナデ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや粗 黄灰 口縁2/12

682 10001 土師器 壷Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)22.2 外；ヨコナデ・工具ナデ
内；工具ナデ・オサエ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁2/12

683 9703 土師器 小形鉢Ｂ１ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)13.5 外；ハケメ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁2/12 外面に煤付着

684 9705 土師器 小形鉢Ｂ２ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)15.7 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁3/12

685 9303 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)16.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ･ヨコナデ 密 灰白 口縁3/12

686 8601 土師器 台付甕Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)16.5 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 灰黄 口縁3/12 外面に煤付着

687 8701 土師器 台付甕Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)19.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 灰白 口縁2/12

688 9602 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)16.3 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁4/12

689 8703 土師器 台付甕Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)10.7 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 黒灰 口縁3/12 外面に煤付着

690 8704 土師器 台付甕Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁2/12 外面に煤付着

691 9902 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)8.0 外；ヘラケズリ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 灰白 口縁2/12

692 8604 土師器 台付甕Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)16.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ 粗 灰黄 口縁1/12

693 8605 土師器 台付甕Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)19.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁2/12

694 9601 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)14.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12

695 8602 土師器 台付甕Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)15.1 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁1/12

696 9505 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)16.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁3/12

697 9302 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)14.0 外；ナデ→ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・ヨコナデ やや粗 黒 口縁3/12 外面に煤付着

698 9903 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)13.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ･ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁2/12

699 9801 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)14.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 黒褐 口縁4/12

700 9202 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (脚台)
10.4

外；工具ナデ・ナデ
内；工具ナデ・ナデ やや粗 にぶい黄橙 脚台完存

701 9404 土師器 台付甕Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (脚台)
10.2

外；ナデ･ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 脚台6/12 外面に煤付着

702 8702 土師器 甕Ａ１ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)12.6 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 褐灰 口縁2/12

703 9604 土師器 甕Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)13.5 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ヘラケズリ→ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい褐 口縁1/12

704 9502 土師器 甕Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ２上層 (口)14.3 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁3/12 外面に煤付着

705 9701 土師器 甕Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)14.6 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁2/12

706 9301 土師器 甕Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)19.8 外；ヨコナデ
内；ナデ・ハケメ・ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁2/12

707 9603 土師器 甕Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)17.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12

708 9802 土師器 甕Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)17.8 外；ハケメ･ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁2/12 ハケ工具２種類

709 9401 土師器 甕Ｂ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)19.8 外；ハケメ
内；工具ナデ・ハケメ 粗 にぶい黄橙 口縁2/12 Ｓ字甕と共通する口縁部

710 9702 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)19.7 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁2/12 Ｓ字甕と共通する口縁部

711 9704 土師器 鉢Ａ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)25.0 外；ナデ･ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 灰黄 口縁1/12 Ｓ字甕と共通する口縁部

712 8401 土師器 鉢Ａ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)32.0 外；オサエ→板ナデ･ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 灰黄 口縁2/12 Ｓ字甕と共通する口縁部

713 10101 土師器 甑Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)26.2 外；工具ナデ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ 密 にぶい黄橙 口縁2/12 Ｓ字甕と共通する口縁部

714 8402 土師器 甑Ａ１ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (口)24.4 外；ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁2/12 Ｓ字甕と共通する口縁部

715 10003 土師器 甑Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)25.0 外；ナデ･ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 灰白 口縁1/12 Ｓ字甕と共通する口縁部

716 10102 土師器 甑Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (口)25.0 外；ナデ･ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁2/12 Ｓ字甕と共通する口縁部

717 10004 土師器 甑Ａ１ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)25.8 外；工具ナデ･ヨコナデ
内；工具ナデ･ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁2/12 ｢く｣ の字口縁甕に似る口縁部

718 9907 土師器 甑Ａ２ ａ２ ２面 ＳＲ４ (口)26.0 外；工具ナデ･ヨコナデ
内；工具ナデ･ヨコナデ やや密 褐灰 口縁1/12

719 8306 土師器 甑Ａ１ ａ１ ２面 ＳＲ４上層 (底)11.3 外；摩滅のため調整不明
内；ナデ・ヘラ切り やや粗 にぶい黄橙 底2/12

720 13801 石製品 砥石 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 よこ8.6たて11.3厚4.9 砂岩

tab.17 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (16)
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721 13902 石製品 砥石 ａ７ ２面 ＳＲ４下層 よこ6.8たて6.9厚1.8 チャート

722 13901 石製品 砥石 ａ４ ２面 ＳＲ４下層 よこ6.9たて17.63厚2.4 泥岩

723 13904 石製品 砥石 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 よこ4.5たて6.3厚1.7 砂岩

724 13903 石製品 砥石 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 よこ7.1たて6.1厚1.6 チャート

725 16306 土製品 土玉 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (径)2.6 重さ14.44g ナデ やや粗 灰黄

726 6602 石製品 紡錘車 ａ４ ２面 ＳＲ４下層 (重量)
18.2ｇ 研磨 蛇紋岩

727 6603 石製品 有孔円盤 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 (重量)
4.5ｇ 研磨 結晶片岩

728 6605 石製品 有孔円盤 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (重量)
1.4ｇ 研磨 結晶片岩

729 6604 石製品 有孔円盤 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (重量)
4.0ｇ 研磨 結晶片岩

730 503 土師器 杯 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)16.2 外；ナデ→ヨコナデ→ヘラミガキ

内；ヨコナデ→暗文 密 にぶい褐 口縁1/12

731 505 土師器 杯 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)16.6 外；ナデ→ヨコナデ→ヘラミガキ

内；ナデ→ヨコナデ→暗文 やや密 灰黄 口縁2/12 暗文あり

732 501 土師器 杯 ａ13 ２面 ＳＲ２下層 (口)17.2 外；ナデ→ヨコナデ→ヘラミガキ
内；ヨコナデ→暗文 密 橙 口縁4/12 暗文あり

733 1107 土師器 杯 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)16.1 外；ナデ→ヘラケズリ→ヘラミガキ

内；ナデ→ヘラミガキ・暗文 粗 橙 口縁9/12 奈良後半

734 1302 土師器 杯 ｂ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)16.2 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁3/12

735 706 土師器 杯 ａ15 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)16.8 外；ヨコナデ→ヘラミガキ

内；ヨコナデ→ヘラミガキ やや密 橙 口縁2/12 内面に漆付着

736 1004 土師器 杯 ａ13 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)13.2 外；ナデ→ヨコナデ→ヘラケズリ→ヘラミガキ

内；ナデ→ヨコナデ→暗文 やや密 にぶい橙 口縁2/12

737 703 土師器 杯 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)14.2 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁7/12 口縁部に油煙

738 1003 土師器 杯 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)15.1 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ・ヘラケズリ→ヘラミガキ

内；ナデ→ヨコナデ→ヘラミガキ→暗文 やや粗 灰黄褐 口縁6/12

739 704 土師器 杯 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)14.4 外；ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁2/12

740 1704 土師器 杯 ｂ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)14.2 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁1/12

741 402 土師器 杯 ａ17 ２面 ＳＲ２下層 (口)12.5 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁6/12 内面に線刻

外面に煤付着 口縁部歪みあり

742 705 土師器 杯 ａ13 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)12.5 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁6/12

743 806 土師器 杯 ａ19 ２面 ＳＲ２下層 (口)13.4 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁5/12 内外面に煤付着

744 1303 土師器 杯 ａ15 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)12.0 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁2/12

745 506 土師器 杯 ａ13 ２面 ＳＲ２下層 (口)13.7 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁3/12 粗製杯

746 702 土師器 皿 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)15.0 外；ヨコナデ→ヘラミガキ

内；ヨコナデ→ヘラミガキ→暗文 やや粗 灰赤 口縁2/12

747 1203 土師器 皿 ｂ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)14.0 外；ナデ→ヨコナデ→ヘラミガキ

内；ナデ→ハケメ 粗 にぶい橙 口縁1/12 内面に油煙

748 807 土師器 皿 ａ19 ２面 ＳＲ２下層 (口)14.8 外；ナデ→ヨコナデ→ヘラミガキ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁3/12

749 1701 土師器 皿 ｂ14 ２面 ＳＲ２下層灰
色粗砂 (口)16.1 外；ヨコナデ→ヘラミガキ

内；ヨコナデ→ヘラミガキ 粗 橙 口縁4/12 底部内面に暗文？

750 404 土師器 皿 ａ19 ２面 ＳＲ２下層 (口)14.0 外；ナデ→ヨコナデ→ヘラケズリ→ヘラミガキ
内；ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁6/12

751 1304 土師器 皿 ａ19 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)14.2 外；ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁3/12

752 1702 土師器 皿 ａ15 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)15.4 外；ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁2/12 底部外面にヘラ描記号？

753 16201 土師器 皿 ｂ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)16.2 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁3/12

754 701 土師器 皿 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)16.4 外；ヨコナデ→ヘラケズリ→ヘラミガキ

内；ヨコナデ→ヘラミガキ やや粗 赤 口縁2/12

755 1703 土師器 皿 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (底)12.4 外；ナデ→ヘラミガキ

内；ナデ→暗文 やや粗 にぶい橙 底3/12

756 1903 土師器 皿 ｂ14 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(下) (口)18.4 外；ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁1/12

757 504 土師器 皿 ａ13 ２面 ＳＲ２下層 (口)20.0 外；ナデ→ヨコナデ→ヘラケズリ
内；ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁3/12

758 808 土師器 皿 ａ13 ＳＲ２下層
Ｎ－Ｓ ｓｅｃ２層 (口)20.8

外；ナデ→ヨコナデ→ヘラケズリ→ヘラミガキ
内；ヨコナデ 粗 橙 口縁2/12 口縁部強い押圧で受口となる

759 1204 土師器 杯 ｂ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)12.4 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい橙 口縁4/12

760 1305 土師器 杯 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)11.9 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁4/12

761 1301 土師器 杯 ｂ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)13.5 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい褐 口縁4/12

762 305 土師器 杯 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)13.8 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁2/12

763 403 土師器 杯 ｂ19 ２面 ＳＲ２下層 (口)12.6 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ
内；ナデ・オサエ→ヨコナデ 粗 にぶい橙 口縁4/12

764 1403 土師器 杯 ａ18 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)13.6 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁2/12

765 1605 土師器 杯 ａ12 ２面 Ｓ Ｒ２下層
(上) (口)12.5 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；ヨコナデ 密 黒褐 口縁2/12 内外面煤付着

tab.18 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (17)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

766 1604 黒色土器 杯 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)14.9 外；ヨコナデ→ヘラミガキ

内；ヨコナデ→ヘラミガキ 密 黒 口縁2/12 Ａ類

767 1603 黒色土器 杯 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)15.2 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ→ヘラケズリ→ヘラミガキ

内；ヨコナデ→ヘラミガキ 密 にぶい黄橙 口縁2/12 Ａ類

768 904 土師器 甕 ａ18 ２面 ＳＲ２下層
灰色粗砂 (口)11.0 外；ナデ→ヨコナデ・板ナデ

内；ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁6/12 全体に歪み大

769 1306 土師器 甕 ｂ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)－ 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ハケメ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁1/12 受け口

770 1502 土師器 甕 ａ13 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)20.0 外；ハケメ→ナデ・ヨコナデ

内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁2/12

771 1503 土師器 甕 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)17.6 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ→ハケメ やや粗 黄灰 口縁3/12

772 1002 土師器 甕 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)17.5 外；ナデ→ハケメ→ヨコナデ・ヘラケズリ

内；工具ナデ・ハケメ→ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁3/12 内面に炭化物
受け口が特徴か？

773 1001 土師器 甕 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)22.2 外；オサエ・ナデ→ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ→ハケメ→ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁2/12 黒斑あり 黒ウンモ片多

774 1901 土師器 甕 ｄ14 ２面 ＳＲ２下層 (口)20.2 外；オサエ・ナデ→ハケメ→ヨコナデ
内；ヨコナデ→ハケメ やや密 灰褐 口縁3/12

775 1902 土師器 甕 ｂ12 ２面 ＳＲ２下層
灰色粗砂 (口)19.2 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ハケメ→ヨコナデ→ハケメ やや粗 褐灰 口縁2/12

776 401 土師器 甕 ａ12 ２面 ＳＲ２下層 (口)19.8 外；ハケメ・オサエ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ→ハケメ 粗 にぶい黄橙 口縁3/12 外面に煤付着

777 1501 土師器 甕 ａ13 ２面 ＳＲ２下層
Ｎ－Ｓ ｓｅｃ ４層 (口)29.3

外；ハケメ→ヨコナデ
内；ヨコナデ→ハケメ 粗 にぶい黄橙 口縁2/12

778 1201 土師器 甕 ａ13 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)30.2 外；ナデ→ハケメ→ヨコナデ・ヘラケズリ

内；ナデ→ハケメ やや粗 にぶい黄橙 口縁1/12 口縁部に煤付着

779 1102 須恵器 杯蓋 ａ15 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)10.3 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

780 202 須恵器 杯蓋 ａ19 ２面 ＳＲ２下層 (口)10.2 外；回転ナデ→ヘラ切り
内；回転ナデ→一方向ナデ 密 暗青灰 口縁2/12 板圧痕あり

781 1601 須恵器 杯蓋 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)11.5 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ→多方向ナデ やや密 灰黄褐 口縁8/12

782 801 須恵器 杯身 ａ12 ２面 ＳＲ２下層 (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁完存

783 2105 須恵器 杯身 ｂ12 ２面 ＳＲ２下層
(下) (口)10.9 外；回転ナデ→ヘラ切り

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

784 803 須恵器 杯身 ａ14 ２面 ＳＲ２下層 (口)10.5 外；回転ナデ→ヘラ切り
内；回転ナデ→多方向ナデ 粗 灰 口縁6/12

785 1307 須恵器 杯身 ｂ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)9.4 外；回転ナデ→ヘラ切り

内；回転ナデ 密 灰 口縁完存

786 604 須恵器 杯身 ａ136 ２面 ＳＲ２下層(上) (口)11.0 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

787 204 須恵器 杯身 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)10.2 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ 密 灰白 口縁1/12

788 205 須恵器 杯身 ａ18 ２面 ＳＲ２下層 (口)10.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ 密 灰 口縁3/12 板圧痕あり

789 1104 須恵器 杯身 ａ13 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)10.0 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

790 203 須恵器 杯身 ａ16 ２面 ＳＲ２下層 (口)9.3 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ 密 灰白 口縁3/12

791 2103 須恵器 杯身 ａ15 ２面 ＳＲ２下層
(下)

(受部)
10.4

外；回転ナデ→回転ケズリ→ヘラ記号
内；回転ナデ やや密 紫灰 受部4/12

792 301 須恵器 杯身 ａ16 ２面 ＳＲ２下層 (口)9.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁4/12 ヘラ記号あり

793 206 須恵器 杯蓋 ａ18 ２面 ＳＲ２下層 (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ→一方向ナデ 密 灰 口縁3/12

794 1101 須恵器 杯蓋 ａ13 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)14.3 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ

内；回転ナデ やや密 灰白 口縁完存 内面に墨痕

795 805 須恵器 杯蓋 ａ13 ＳＲ２下層
Ｎ－Ｓ ｓｅｃ４層 (口)13.5

外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ 粗 灰白 口縁2/12

796 7103 須恵器 杯蓋 ｂ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)9.7 外；回転ナデ→ヘラ切り→ナデ→ヘラ記号

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁9/12

797 1103 須恵器 杯身 ａ13 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)11.0 外；回転ナデ→ヘラ切り

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁4/12

798 2106 須恵器 杯身 ｂ14 ２面 ＳＲ２下層
(下) (口)11.1 外；回転ナデ→ヘラ切り

内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁1/12

799 1106 須恵器 杯身 ａ13 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)11.0 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁2/12

800 605 須恵器 杯身 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)12.5 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 褐灰 口縁2/12

801 804 須恵器 杯身 ａ14 ２面 ＳＲ２下層 (口)16.2 外；回転ナデ→ヘラ切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

802 303 須恵器 杯身 ａ18 ２面 ＳＲ２下層 (口)15.2 外；回転ナデ→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ 密 灰 口縁1/12

803 2102 須恵器 杯身 ａ15 ２面 ＳＲ２下層
(下) (口)14.8 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付け高台→高台にヨコナデ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

804 603 須恵器 杯身 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)15.4 外；回転ナデ→糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

805 602 須恵器 杯身 ａ12 ２面 ＳＲ２下層 (口)15.4 外；回転ナデ→糸切り→回転ケズリ→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

806 1105 須恵器 杯身 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上)

(高台)
10.3

外；回転ナデ→ヘラ切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ やや密 灰白 高台完存 内面底部を研磨

807 2004 須恵器 小形壷 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)8.1 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰白 口縁2/12

808 2005 須恵器 高杯 ａ14 ２面 ＳＲ２下層 (脚裾)3.9 外；回転ナデ→回転ケズリ内；シボリメ→回転ナデ 不定方向ナデ やや粗 灰 脚裾3/12

809 2001 須恵器 平瓶 ａ14 ２面 ＳＲ２下層 (頸)5.4 外；回転ナデ→横線文
内；回転ナデ やや粗 灰白 頸部完存 絞り痕あり

810 1404 須恵器 壷 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上) (高台)11.4 外；回転ナデ→貼り付け高台→高台にヨコナデ内；青海波 密 黄灰 高台完存

tab. 19河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (18)
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811 2101 須恵器 壷 ｂ20 ２面 ＳＲ２下層 (高台)8.2 外；回転ケズリ→糸切り痕→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ やや密 灰白 高台完存

812 1905 須恵器 壷 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層
(上) (底)8.0 外；回転ナデ→糸切り

内；回転ナデ やや密 灰白 底6/12

813 304 須恵器 壷？ ａ13 ２面 ＳＲ２下層 (底)12.2 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや密 灰白 底6/12

814 2003 須恵器 壷 ａ15 ２面 ＳＲ２下層
(下) (口)11.8 外；回転ナデ→タタキメ

内；回転ナデ→タタキメ やや密 灰 口縁1/12

815 1402 陶器 壷 ａ13 ２面 ＳＲ２下層
(上) (底)12.5 外；回転ナデ→回転ケズリ→横線文

内；回転ナデ 密 黄灰 底部3/12 外面に煤付着

816 1401 須恵器 甕 ａ13 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)23 外；回転ナデ

内；回転ナデ 密 灰 口縁2/12

817 601 須恵器 短頸壺 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
灰色粗砂 (口)10.3 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

818 1202 土師器 高杯 ａ18 ２面 ＳＲ２下層
(上) (口)15.8 外；ナデ→ヘラミガキ

内；ナデ→ヘラミガキ 粗 にぶい黄橙 口縁8/12 内外面とも赤色顔料痕あり 外面一部に黒斑あり
脚部剥離後に研磨 口縁部に煤付着

819 1904 土師器 高杯 ａ15 ２面 ＳＲ２下層
(下) (脚裾)10 外；ヘラミガキ

内；工具ナデ・ナデ やや密 にぶい橙 脚裾3/12

820 2104 灰釉陶器 皿 ｂ20 ２面 ＳＲ２下層 (高台)7.2 外；回転ナデ→貼り付け高台→高台にヨコナデ→施釉内；回転ナデ→施釉 やや密 灰白 高台8/12

821 606 灰釉陶器 小椀 ａ20 ２面 ＳＲ２下層
(上) (高台)5 外；回転ナデ→貼り付け高台→高台にヨコナデ

内；回転ナデ やや密 灰白 高台6/12 底部に墨書 ｢半｣ か？

822 302 灰釉陶器 椀 ａ17 ２面 ＳＲ２下層 (高台)8 外；回転ナデ→糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ 密 灰白 高台6/12 灰釉

823 1602 灰釉陶器 壷 ａ18 ２面 ＳＲ２下層
(上) (底)4.4 外；回転ナデ→糸切り

内；回転ナデ 密 灰 底完存

824 201 灰釉陶器 瓶 ｂ19 ２面 ＳＲ２下層 (口)7.4 外；回転ナデ→回転ケズリ・把手貼り付け→施釉
内；回転ナデ 密 灰白 口縁6/12 内面自然釉

825 903 土師器 壷 ａ19 ２面 ＳＲ２下層 (底)4.3 外；ナデ→ヘラケズリ→穿孔
内；ナデ やや粗 橙 底6/12 焼成前穿孔あり

826 902 須恵器？ 高杯？ ａ12 ２面 ＳＲ２下層 (脚裾)8.7 外；ナデ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 脚裾完存

827 707 土師質 製塩土器 ａ17 ２面 ＳＲ２下層
(上) (底)－ 外；オサエ・ナデ

内；オサエ・ナデ やや粗 橙 底部片 製塩土器

828 1801 平瓦 ａ17 ２面 ＳＲ２下層
(上)

外；布目痕→工具ナデ消し
内；縄目 やや密 灰黄褐 破片

829 1802 平瓦 ａ12 ２面 ＳＲ２下層
(上)

外；布目痕
内；縄目・オサエ 側；ヘラケズリ やや密 灰黄 破片

830 2202 陶器 椀 ｂ10 １面 ＳＤ１ (口)17.4 外；回転ナデ→糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰白 口縁9/12 山茶椀 猿投・知多 ５型式

831 2201 陶器 椀 ｂ13 １面 ＳＤ１ (口)15.6 外；回転ナデ→糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁10/12 山茶椀 猿投・知多 ５型式

832 102 土師器 台付甕 試掘 Ｎｏ. １０ (口)20.0 外；ハケメ→ヨコナデ→刺突文
内；ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい橙 口縁1/12

833 101 土師器 台付甕 試掘 Ｎｏ. ３ (口)16.6 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁4/12

834 103 須恵器 高杯？ 試掘 Ｎｏ. ８ (脚裾)8.2 外；回転ナデ内；回転ナデ やや粗 灰白 脚裾4/12

835 104 須恵器 杯身 試掘 Ｎｏ. ５ (底)6.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 淡赤橙 底2/12 内面に漆付着

836 16404 土師器 台付壷 ａ17 ２面 ＳＲ２下層
(上) (台部)5.7 外；ナデ・オサエ→貼り付けナデ・面取り内；工具ナデ・ナデ・オサエ やや粗 にぶい黄橙 底7/12 弥生～古墳初頭のものか

837 15606 土師器 壷 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ハケメ→刺突文
内；ナデ 粗 にぶい黄橙 口縁1/12 古墳前期

838 15705 土師器 壷 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (口)－ 外；ハケメ・ナデ→刺突文
内；ナデ→刺突文 やや粗 にぶい黄橙 口縁部片 ｢柳ヶ坪形壷｣

839 15403 土師器 壷 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (口)12.4 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁3/12 内面に煤付着 古墳前期

840 15506 土師器 高杯 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 (脚柱)3.4 外；ヘラミガキ→櫛描横線→３方向透孔内；シボリメ→ハケメ やや粗 浅黄橙 脚柱7/12

841 15504 土師器 高杯 ｂ１ ２面 ＳＲ４上層 (脚柱)3.0 外；ヘラミガキ→櫛描横線→３方向透孔内；シボリメ→ハケメ やや粗 灰 脚柱7/12 古墳前期

842 11903 土師器 高杯 ｃ99 ２面 ＳＲ４下層 (脚柱)3.6 外；ヘラミガキ→櫛描横線内；シボリメ→ナデ やや粗 浅黄 脚柱完存

843 8905 土師器 高杯 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 (脚柱)4.0 外；ヘラミガキ→櫛描横線文内；シボリメ→ハケメ やや粗 にぶい黄橙 脚柱8/12 古墳前期初頭

844 18704 土師器 台付甕 ａ７ ２面 ＳＲ４最下層 (口)16.4 外；ハケメ→ヨコナデ→押し引き刺突
内；ハケメ→ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁2/12 Ｓ字甕Ａ類

845 18701 土師器 台付甕 ａ３ ２面 ＳＲ４最下層 (口)13.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁4/12 Ｓ字甕Ｃ類新

tab.20 河田宮ノ北遺跡出土遺物観察表 (19)
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番号 実測
番号 名 称 グリッド 遺 構 ・ 層 名 計 測 値 (㎝) 材 質 特 記 事 項

846 8201 笊形 ａ７ ２面 ＳＲ４下層 長76.8 幅32.4 厚0.3 木の薄板で編んでいる

847 8301 曲物・蔓 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 (曲物) 横幅35.2 高2.6 曲物内に蔦が入っている

848 5701 ナスビ形鍬 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 長23.5 幅4.5 厚1.0 樫？

849 2203 ナスビ形鍬 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 長16.7 幅5.0 厚1.3 樫？

850 7701 ナスビ形鍬 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ４９ 長41.5 厚1.0 樫？

851 7601 ナスビ形鍬 ａ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１３０ 長39.1 幅12.8 厚3.3 樫？

852 7501 ナスビ形鍬 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ１１ 長43.4 幅14.2 厚4.1

853 5802 エブリ ｂ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ６４ 長40.0 幅7.8 厚1.9 樫？

854 4501 手鍬 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層 長34.4 幅14.8 厚2.5 樫？

855 3801 泥除 ａ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ１６９ 長36.7 幅11.8 厚1.0 樫？

856 302 エブリ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ９ 長12.0 幅34.8 樫？ 鋸歯状

857 7801 鍬曲柄 ａ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１３５ 長28.8 幅10.5 厚1.7 樫？

858 5903 曲柄 ａ５ ２面 ＳＲ４下層ｗ９５ 長39.0 樫？

859 1901 曲柄？ ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ１４ 柄長129.0 刃長41.6 刃幅6 樫？ 曲柄状だが長大に過ぎる

860 3701 又鍬？ ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ１７３ 長32.9 幅9.1 厚3.0 樫？ 枝の又部分を使用か？

861 2401 鋤 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長34.5 幅13.8 厚1.3 樫？ 未完成品かもしれない

862 6001 一本鋤 ａ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ１７０①② 長46.8 幅13.2 厚5.6 樫？ 未完成品かもしれない

863 5902 鋤 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ１５９ 長46.0 幅14.5 樫？ 破損後に縫合か？

864 5901 鋤 ａ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１２５ 長45.5 幅16.5 樫？ 使用中に破損か？

865 4302 鋤 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 長15.3 幅9.9 厚1.3 樫？ 鋤先の転用か？

866 4403 鋤 (把手) ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長12.0 幅4.5 厚2.9 樫？

867 6402 一本鋤 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１６７ 長81.2 幅13.8 厚4.4 樫？ 未完成かも知れない

868 6401 竪杵 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１６３ 長95.4 幅10.4 頂部は平坦

869 7103 竪杵 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１０８ 長86 幅8.5 頂部は平坦

870 5404 竪杵 ａ12 ２面 ＳＲ４下層ｗ２０６ 長98.7 幅9.5 厚9.15 頂部は円錐形

871 7202 竪杵 ａ５ ２面 ＳＲ４下層ｗ９４ 長85.4 幅8.1 厚8.4 頂部は円錐形

872 5601 竪杵 ａ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１３３ 長88.9 径8.4 頂部は円錐形

873 2602 竪杵 ａ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１３２ 長46.0 幅9.1 厚7.3 頂部は円錐形

874 501 穂積み具 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層 長9.0 幅4.5 厚1.5 ツゲ？

875 5702 履物 ｂ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ６２ 長25.6 幅11.5 厚2.0 沓？左足か？

876 5801 田下駄 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１６１ 長47.8 幅12.0 厚1.9 裏面にしばり紐の痕跡？あり

877 1401 田下駄 ａ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ２９ 長24 幅10.9 厚1.4

878 402 田下駄 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ１ 長26.7 幅7.4 厚1.3

879 2301 田下駄 ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１５２ 長34.2 幅14.9 厚2.3 田下駄か

880 1301 火鑚板 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 長20 幅2.8 厚2 発火具

881 3402 柄 ｂ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１１５ 長16.6 幅5 厚3.4

882 2701 横槌 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ１７１ 長2.52 幅6.2 厚5

883 4701 横槌 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長15.6 幅7.6 厚7.0

884 2101 横槌 ａ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ９３ 長27.3 幅5.1 厚5.3 中央がすりへる

885 3102 横槌 ｂ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ６３ 長37.5 幅8.4 厚6.7

886 1201 横槌 ａ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ５１ 長38.7 幅12.2 厚9.6 杵の転用？

tab.21 河田宮ノ北遺跡出土木製品観察表 (１)
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番号 実測
番号 名 称 グリッド 遺 構 ・ 層 名 計 測 値 (㎝) 材 質 特 記 事 項

887 2601 あて具 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１８０ 長53.8 幅10.6 厚2.2

888 7901 あて具 ａ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１２６ 長33.5 幅15.2 2.0 杉？ 目釘穴4ヶ所 翳の転用の可能
性あり

889 2402 櫂 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１８０ 長23.0 幅9.8 厚2.2

890 6002 アカ取り ａ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ１５８ 身部 長16.9 幅14.7 厚0.7～4.9
柄部 長16.8 径2.5～3.5

891 502 木錘 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 長7.9 幅15.4 厚4.9

892 1501 木錘 ｂ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ２６ 長15.6 幅7 厚5.3

893 4202 木錘 ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１４９ 長15 幅7.2 厚3.7

894 2002 木錘 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１０９ 長14.2 幅6.4 厚5.5

895 4201 木錘 ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１４７ 長15.4 幅7.0 厚4.4

896 2003 木錘 ｂ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ７７ 長13.2 幅5.9 厚4.0

897 2001 木錘 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１０２ 長12.1 幅7.4 厚4.5

898 1703 木錘 ａ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ１９ 長10.7 幅7.2 厚4.2

899 1503 木錘 ａ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ３０ 長11.3 幅7.1 厚5.5

900 4203 木錘 ｂ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１５４ 長9.1 幅6.1 厚5.3

901 4204 木錘 ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１６８ 長6.4 幅6.3 厚6.3

902 4002 紡績具 ｂ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１５３ 長48.5 幅3.1 厚2.0 紡織具の横軸を杭に再加工

903 4802 紡績具 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長41.0 幅3.6 厚1.4 杉？

904 5602 紡績具 ａ８ ２面 ＳＲ４下層
ｗ１１３ｗ１２８ 長76.5 幅6 厚4.4

905 4101 曲物 ｂ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１２３ 長14.5 幅6.2 厚0.3 木釘残

906 401 曲物 ｃ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ６ 長23.5 厚1.2 底板

907 1702 曲物 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ２２ 長21.2 幅8.9 厚1.4 曲物底板か？

908 2201 刳物 ａ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ８８ 長23.2 幅8.5 厚1.8 槽？

909 3101 刳物 ａ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１３１ 長31.8 幅36.3 厚9.9

910 4001 刳物 ａ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ１７４ 長36 幅12.2 厚11.8

911 1303 刳物 ａ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ５９ 長38.5 最大厚1.5 木釘2ヶ所残

912 3403 部材 ａ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１３４ 長17.2 幅8.5 厚1.5 杉？

913 3401 部材 ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１２７ 長14.8 幅6.6 厚2.2 杉？

914 4102 部材 ｂ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１５６ 長13.6 幅4.9 厚0.3

915 3503 部材 ａ11 ２面 ＳＲ４下層 長10.8 幅2.6 厚0.9

916 3303 部材 ａ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ８３ 長18.2 幅2.7 厚１ 杉？ 両木口を面取り

917 2103 部材 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１０５ 長10.2 幅4.1 厚6.2 ホゾ付き

918 2801 部材 ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１７９ 長21.4 幅9.4 厚4 穴は全て未貫通

919 3602 部材 ａ12 ２面 ＳＲ４下層 長22.0 幅4.7 厚2.6

920 1002 部材 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ３６ 長25.2 幅5.7 厚1.4 ホゾ孔あり

921 1502 部材 ａ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ２８ 長21.9 幅7.2 厚3.6 挿入型留具か把手

922 3302 部材 ａ５ ２面 ＳＲ４下層ｗ９６ 長25.9 幅6.8 厚3.6 挿入型留具か把手

923 3603 部材 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ１９２ 長21.0 幅6.0 厚2.7 杉？ ホゾ孔あり

924 3202 部材 ａ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１２９ 長36.1 幅8.8 厚1.3 ホゾ孔あり

925 4402 部材 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長22.9 幅7.4 厚1.6 ホゾ孔あり

926 3501 部材 ａ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ１８８ 長25.0 幅8.8 厚1.2 ホゾ孔あり

927 4602 部材 ｂ１ ２面 ＳＲ４最下層 長26.5 幅7.4 厚1.0 杉？ ホゾ孔あり

tab.22 河田宮ノ北遺跡出土木製品観察表 (２)
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番号 実測
番号 名 称 グリッド 遺 構 ・ 層 名 計 測 値 (㎝) 材 質 特 記 事 項

928 2202 部材 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 長20.7 幅5.9 厚2.5

929 601 部材 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ４７ 長32.1 幅7.4 厚3.8

930 3601 部材 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 長17.6 幅6.0 厚2.0

931 4803 部材 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長33.2 幅5.6 厚2.1 杉？

932 3901 部材 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 長30.4 幅5.1 厚3.0

933 301 部材 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ８ 長40.7 幅5.6 厚5.3

934 4004 部材 ａ６ ２面 ＳＲ４下層 長16.4 幅11.2 厚6.6

935 2501 部材 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 長47 幹径約5 ホゾ付き 上部は自然の枝を
残す

936 7401 頭椎太刀把頭 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長8.5 幅9.0 厚5.2 ツゲ？

937 4104 刀形 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１４５ 長26.8 幅3.3 厚0.8

938 6004 刀形 ａ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１３０ 長29.6 幅2.6 厚1.2

939 804 刀形 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ４２ 長12.8 幅2.75 厚0.5

940 4003 刀形 ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１５１ 長49.5 幅3.5 厚1.5

941 5803 刀形 ｂ０ ２面 ＳＲ４下層 長45.8 幅4.8 厚0.9 杉？

942 801 刀形 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ４６ 長35.1 幅2.9 厚１

943 3702 刀鞘 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ１９１ 長40.3 幅3.9 厚0.5

944 4801 刀鞘？ ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長53.4 幅5.4 厚2.6

945 1302 鉾形 ａ１ ２面 ＳＲ４下層 長19.7 幅1.9 厚1.1

946 6005 鏃形 ａ６ ２面 ＳＲ４下層 長33.3 先端部太さ2.1～1.3
長11.9 径１

947 5503 弓 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長62.6 破損後ヘラ状に加工する

948 1403 不明 ａ２ ２面 ＳＲ４上層 長4.6 幅3.6 厚3.1 形代か？

949 6003 舟形 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ４８ 長20.4 幅10.1 厚4

950 5501 武器形？ ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ２０９ 長35.8 123.5 ムクロジ 長刀状を呈する

951 6501 ｢ヤス｣ 形具 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ１７２ 長169.5 径9

952 7104 装飾付板状具 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１０７ 長103.3 幅10.8 厚1.9

953 4804 装飾付板状具 ｂ０ ２面 ＳＲ４下層 長48.2 幅5.3 厚2.2

954 6802 不明 ａ５ ２面 ＳＲ４下層ｗ１３８ 長56.6 幅5.1 梯子？

955 6202 有溝板状製品 ｂ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１１６ 長99.4 幅5.3 クスノキ

956 5504 棒状部材 ａ１ ２面 ＳＲ４下層ｗ２０１ 長61.5

957 6604 二又成形部材 ｂ１ ２面 ＳＲ４最下層 長109.1 杭に再加工？

958 6803 円棒状具 ｂ１ ２面 ＳＲ４最下層 長62.3 厚2.3 極めて丁寧な加工

959 6503 円棒状具 ａ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１８１ 長85.5 径2.3 極めて丁寧な加工

960 6601 円棒状具 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長124.1 径2.8 ツゲ？ 極めて丁寧な加工 硬質の針
葉樹

961 6603 棒状具 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長109.0 幅6.1 厚4.8

962 2603 棒状具 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長49.5 幅2.8 厚1.9 杉？

963 6403 棒状具 ｂ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１６３ 長63.1 幅2.9 厚1.9 杉？

964 1601 棒状具 ａ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ５２ 長67.7 幅3.6 厚2.4

965 5505 棒状具 ａ３ ２面 ＳＲ４下層 長62.6 幅5.0 厚3.2

966 5506 棒状具 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 長77 幅5.6 厚1.5

967 6702 棒状具 ｂ７ ＳＲ４下層ｗ１８２ 長74.2 幅4.2

968 6703 棒状具 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１４２ 長72.8 幅4.0

tab.23 河田宮ノ北遺跡出土木製品観察表 (３)
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番号 実測
番号 名 称 グリッド 遺 構 ・ 層 名 計 測 値 (㎝) 材 質 特 記 事 項

969 6704 棒状具 ａ５ ２面 ＳＲ４下層ｗ１３９ 長78.0 幅4.6

970 1203 角材 ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ５７ 長24 幅6.7 厚6.3

971 1802 角材 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 長22.6 幅7.2 厚5.6 木口はホゾ孔状だが粗雑であ
る

972 4401 角材 ａ０ ２面 ＳＲ４最下層 長20.5 幅8.0 厚3.0 杉？

973 802 板材 ａ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ３５ 長17.2 幅4.7 厚0.8

974 3002 凹字状部材 ｂ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１１８ 長15.5 幅20.9 厚6.2

975 3001 凹字状部材 ｂ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１１９ 長19.95 幅22.4 厚7.5

976 902 凹字状部材 ａ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ２５ 長14.7 幅31.1 厚3.3

977 7301 板材 ｂ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１１７ 長23.1 幅21.1 厚4.4

978 2901 板材 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１１０ 長30.45 幅23.45 厚3 ヒノキ？

979 1102 部材 ａ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ２７ 長42.5 幅11.45 厚1.9

980 3502 部材 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ１９７ 長20.7 幅13.9 厚2.4

981 803 部材 ｂ４ ２面 ＳＲ４下層青灰粘土 長12 幅9.3 厚1.8 翳状にも見える

982 3201 板材 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１１１ 長32.7 幅12.6 厚1.1

983 1701 板材 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ１２ 長37.5 幅10.5 厚2.0

984 1001 板材 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ４３ 長33.15 幅15.6 厚1.9

985 7101 板材 ａ５ ２面 ＳＲ４下層ｗ９８ 長45.3 幅23.2 厚1.5

986 7102 板材 ａ５ ２面 ＳＲ４下層ｗ１００ 長42.7 幅15.1 厚2.6

987 3301 有孔板材 ｂ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ６１ 長37.7 幅5.0 厚1.6

988 6504 有孔板材 ｂ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ７６ 長54.2 幅6.6 厚2.4

989 6301 有孔板材 ａ５ ２面 ＳＲ４下層ｗ９７ 長50.0 幅7.5

990 1101 舟材 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層青灰粘土 長56.3 幅12.75 厚3 緩やかなカーブを描く 舟端
部材か

991 5603 舟材？ ａ２ ２面 ＳＲ４下層 長53

992 5301 舟材 ａ２ ２面 ＳＲ４最下層 長96.2 幅7.75 厚2.4 ホゾ孔が等間隔に２列

993 101 舟材 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ２０ 長98.6 幅12.1 厚3.0

994 6101 有孔板材 ｂ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１６２ 長114.2 幅10.5 厚2.5

995 7002 大形板材 ｂ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ７８ 長81.5 幅15.5 厚2.8

996 6903 大形板材 ａ５ ２面 ＳＲ４下層ｗ１０１ 長101.7 幅20.0 厚3.0

997 6701 大形板材 ａ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ１９３ 長91.8 幅21.9 建築？板材

998 6902 大形板材 ａ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１２４ 長108.6 幅23.3 厚2.7

999 7203 大形板材 ｂ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ７９ 長65.5 幅19.9 厚1.6

1000 8102 大形板材 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１０４ 長184.9 幅6.7

1001 8101 大形板材 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ２ 長205.9 幅10.8

1002 6901 大形板材 ａ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ７３ 長130.7 幅7.2 厚2.6

1003 7003 大形板材 ｂ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１１２ 長75.0 幅8.4 厚2.6

1004 7004 大形板材 ｂ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１２２ 長76.4 幅9.2 厚1.7

1005 7201 大形板材 ｂ９ ２面 ＳＲ４下層ｗ１２１ 長99.8 幅9.9 厚3.3

1006 5302 大形板材 ａ11 ２面 ＳＲ４下層ｗ207 長91.3 幅8.95 厚0.9

1007 5502 大形板材 ａ８ ２面 ＳＲ４下層ｗ１４８ 長99.1

1008 6303 大形板材 ａ７ ２面 ＳＲ４下層 長54.4 幅9.4 杉？

1009 6302 大形板材 ａ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ８２ 長57.3 幅9.4 ヒノキ？ 杭に転用

tab.24 河田宮ノ北遺跡出土木製品観察表 (４)
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番号 実測
番号 名 称 グリッド 遺 構 ・ 層 名 計 測 値 (㎝) 材 質 特 記 事 項

1010 701 柱材 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ４５ 長58.2 幅10.2 厚8

1011 5604 柱材 ｂ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ７５ 長55.8

1012 8002 柱材 ａ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１７５ 長73.5 幅14.7 厚16.7

1013 6201 柱材 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長79.9 幅13.3 ホゾ孔付き 杭に転用 広葉
樹

1014 5304 垂木 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長51.4 46.3 幅3.65 厚2.7

1015 702 杭 ａ２ ２面 ＳＲ４下層ｗ３７ 長33 幅12 厚12 焼けこげあり

1016 4301 杭 ａ２ ２面 ＳＲ４下層 長18.7 幅7.7 厚5.8

1017 6502 杭 ｂ２ ２面 ＳＲ４下層 長44.7 径6.8

1018 8001 杭 ａ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ１４１ 長51.7 径13.6

1019 6801 杭 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１４３ 長67.5

1020 203 杭 ａ３ ２面 ＳＲ４下層ｗ３４ 長58.2 幅12.0 厚11.5

1021 2702 杭 ａ10 ２面 ＳＲ４下層ｗ１７６ 長46 幅2.6 厚2.45

1022 1202 杭 ａ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ５８ 長42.2 幅5.2 厚3.9 炭化

1023 6104 杭 ｂ６ ２面 ＳＲ４下層ｗ１８４ 長59.8 径4.9

1024 202 杭 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長106 幅4.9 厚3.0

1025 6602 杭 ａ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ１８９ 長120.0 径3.1

1026 7001 杭 ｂ４ ２面 ＳＲ４下層ｗ６７ 長115.2 幅4.6

1027 5303 杭 ｂ１ ２面 ＳＲ４下層 長108.9 幅2.55 厚1.9

1028 6105 杭 ｂ７ ２面 ＳＲ４下層 長63.6 34.9 径2.2～2.8

1029 6102 杭 ａ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ１８７ 長104.0 径7.0

1030 201 杭 ａ７ ２面 ＳＲ４下層ｗ５３ 長114.5 幅4.2 厚2.1

1031 1402 部材 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層 長24.8 幅8.1 厚2.5 栓か？

1032 4903 建築部材 ａ13 ２面 ＳＲ２下層ｗ１３ 長88.4 幅13.3 厚2.4 ホゾ孔付き 杭に転用

1033 5001 板材 ａ12 ２面 ＳＲ２下層ｗ１２ 長70.5 幅13.1 厚5.1 杭に転用

1034 5401 板材 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ３ 長63 幅8.05 厚2.8 杭に転用

1035 4601 杭 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ１５ 長34.6 幅5.7 厚3.0

1036 5201 杭 ｂ11 1面 ＳＲ２下層ｗ１ 長39.1 幅5.6 厚3.3

1037 5101 杭 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ２ 長42.8 幅5.1 厚4.8

1038 5202 杭 ａ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ17 長30.7 幅4.7 厚4.7

1039 5004 杭 ａ12 ２面 ＳＲ２下層ｗ８ 長45.5 幅3 厚3.3

1040 5102 杭 ａ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ７ 長38 幅4.6 厚4

1041 4702 杭 ａ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ１６ 長33.0 幅3.9 厚3.6

1042 5403 杭 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ５ 長40.65 幅4.15 厚3.9

1043 5002 杭 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ４ 長71.5 幅4.5 厚5

1044 6103 杭 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ９ 長83.6 径5.0

1045 5402 杭 ｂ11 ２面 ＳＲ２下層ｗ６ 長50.45 幅6.6 厚6.45

1046 5003 杭 ａ12 ２面 ＳＲ２下層ｗ９ 長49.2 幅8.8 厚8

1047 4901 杭 ａ12 ２面 ＳＲ４下層ｗ１０ 長125.7 幅7 厚8.3

1048 4902 杭 ａ12 ２面 ＳＲ２下層ｗ１１ 長105.5 幅5.5 厚6.6

tab.25 河田宮ノ北遺跡出土木製品観察表 (５)
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宮ノ前遺跡の調査区は､ 鈴鹿市立河曲小学校東の

水田部分にある｡ 水路により開削される範囲内に限っ

て調査したため､ 幅約３ｍ､ 南総延長約260ｍのト

レンチ状を呈した調査区となっている｡

調査地は鈴鹿川南岸から約700ｍの地点で､ 現況

は田圃である｡ 標高は､ 田面部分で約10.6ｍである｡

調査区の土層は､ 東壁で観察した (fig.56) ｡ 調

査区は全体が沖積地であり､ 遺構確認面では微高地

部分と旧河道部分とがある｡ 微高地は､ 鈴鹿川の旧

流路から排出された土砂によって形成されている｡

遺構のベースとなるのは黄灰色系細砂質シルトで､

この土層上に弥生時代から古墳時代にかけての遺構

が形成されている｡ ただし､ 遺構埋土はベース土と

ほとんど変わらない黄灰色系細砂質シルトであった

ため､ 非常に確認しづらいものであった｡ 遺構は概

ねこの層上面で確認できる｡

なお､ 宮ノ前遺跡調査区は､ その大部分が中世の

流路 (ＳＲ９) 内である｡ そのため､ 遺構は調査区

南端と北端を中心に確認している｡ 北端部の遺構群

は､ 後述の八重垣神社遺跡と関連したものと考える

のが妥当である｡

� ������

今回の調査区からは､ 古墳時代前期から中世にか

けての遺構を確認している｡ 出土遺物には弥生時代

中期以降のものもあるが､ この時期の遺構は確認で

きなかった｡

先述のように､ 今回の調査区は中世の流路 (ＳＲ

９) 内がほとんどである｡ そこでは､ 流路による削

平のため､ 遺構は全く見られない｡ 遺構が認められ

たのは､ 流路外の部分と､ 流路肩部にあたる地点の

みである｡ したがってfig.55では､ 遺構の確認され

た調査区南部と北端部のみ図示している｡

ここでは主立った遺構について記述する｡ 個々の

遺構については遺構一覧表 (tab.26) も参照された

い｡
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fig.54 宮ノ前遺跡・八重垣神社遺跡調査区
位置図 (１：3,000) ■は試掘坑
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fig.55 宮ノ前遺跡 平面図 (１：200)
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fig.56 宮ノ前遺跡 調査区 南部東壁土層 (１：100)
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古墳時代前期の遺構には､ 竪穴住居６棟､ 溝１条､

杭列を伴う自然流路１条を確認した｡ 遺構は調査区

南部と北部に偏り､ 中央部分は中世以降の流路 (Ｓ

Ｒ９) の存在によってわからない｡ 調査区北部の遺

構については､ 後述の八重垣神社遺跡との関連が考

えられる｡

竪穴住居跡は､ 当章１で触れた層位的状況から､

確認した数よりも多くの棟数がある可能性もある｡

������ (fig.57) 調査区南部のｆ・ｇ63

グリットで確認した遺構である｡ 方形の竪穴住居跡

で､ 南北の一辺は約3.9ｍである｡ 検出面から遺構

底まではわずか10㎝である｡ 中央部に炉がある｡ 主

柱穴は方形に４本用いるものと考えられ､ 検出範囲

内ではそのうちの２箇所を確認した｡

遺構の床面に接する状態で､ 台付甕や台石などの

遺物がまとまって出土している｡ 出土状況を見る限

り､ これらの遺物は同時性の強いものと考えられる｡

また､ 床面上からはベンガラと思われる顔料小塊も

出土している｡

出土遺物は赤塚次郎氏の分類(以下､赤塚分類)�に

よるＳ字甕Ｃ類に相当し､ 古墳時代前期中葉頃のも

のである｡

������� 調査区南部のｆ 57グリット付近

で確認した遺構である｡ 方形の竪穴住居跡で､ 東壁

と南壁の一部を確認した｡ 検出面から遺構底までは

10㎝である｡

東壁の南寄りに炭を多量に含むピットが付属して

おり､ その内部から土器類がまとまって出土してい

る｡ 出土状況を見る限り､ これらの遺物は同時性が

高い｡

出土遺物は赤塚次郎氏の分類によるＳ字甕Ａ類に

相当し､ 古墳時代前期初頭頃のものである｡

������� 調査区南部のｆ60グリット付近で

確認した遺構である｡ 方形の竪穴住居跡で､ 南北の

一辺は約5.2ｍである｡ 検出面から遺構底までは約

30㎝である｡ 中央部に炉があり､ そこには台付甕を

据えたと思われる窪みも確認されている｡ 床面には

炭層が薄く広がっていたが､ 焼失家屋を示す状況で

はなく､ 炉からの掻き出しによるものと考えられる｡

主柱穴は確認できなかった｡

出土遺物には台付甕や砥石などが見られる｡ 時期

的には古墳時代前期初頭頃のものと考えられる｡

������� 調査区南部のｇ61グリット付近で

確認した遺構である｡ 方形の竪穴住居跡と考えられ

るが､ 平面形は今ひとつ判然としない｡ 炉は調査区

外に存在するものと考えられる｡

床面上から赤塚分類Ａ類のＳ字甕が出土しており､

古墳時代前期初頭頃の遺構と考えられる｡

���������� 調査区南部のｇ59・60グリッ

ト付近で確認した遺構である｡ 方形の竪穴住居跡が

２基重複したものと考えられるが､ 両者を明確に識
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fig.57 宮ノ前遺跡 竪穴住居ＳＨ８ 平面・断面図 (１：40)



別することはできなかった｡ 南東側をＳＨ25､ 北西

側がＳＨ26である｡ ＳＨ26は一辺約6.2ｍ｡ ｆ58グ

リットに､ 古墳時代後期の土坑ＳＫ３と重複する焼

土面があり､ ＳＨ26に伴う炉と考えられる｡ 主柱穴

は検出できなかった｡

遺構埋土内から高杯・壷などの土器類が出土して

おり､ 古墳時代前期初頭頃のものが見られる｡

������ 調査区南部のｆ50グリット付近で確認

した遺構である｡ 東西方向に流れる流路である｡ 幅

は約10ｍ､ 検出面からの深さは約2.5ｍである｡

遺構内には杭列が見られた｡ これは細木を用いて

直線的に数本打ち込まれた状態である｡ 川底がある

程度埋まった状態で打ち込まれているが､ 杭列の上

下で土器の形態に大きな違いは無い｡

埋土内からは､ Ｓ字甕Ａ～Ｂ類にかけての土器類

がまとまって出土している｡ また､ 遺構埋土の最上

層部からは古墳時代後期の須恵器が出土している｡

古墳時代前期には概ね埋まり､ 古墳時代後期頃まで

は窪み状の落ち込みとして痕跡をとどめていたもの

と考えられる｡

���	
(fig.58) 調査区北端部のｃ・ｄ３・４

グリット付近で確認した遺構である｡ 東西方向の溝

で､ 幅約1.6ｍ､ 深さ約60㎝の断面Ｕ字形を呈して

いる｡ 調査区内の総延長は3.8ｍ程度で､ 遺構の状
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fig.58 宮ノ前遺跡 溝ＳＤ27 平面・土層断面図 (１：40)



況から見て､ 東西にさらに伸びるものと考えられる｡

遺構埋土内からは､ Ｓ字甕Ａ類に相当する時期の

土器類がまとまって出土しており､ その一括性は極

めて高い｡

� �������	


古墳時代後期に相当する時期の遺構は土坑が中心

で､ 建物類は確認できなかった｡ また､ 前述の流路

ＳＲ15は､ この時期まで上層部分のみは機能してい

た可能性がある｡ この時期の遺構も､ 調査区の南部

と北部の２箇所にまとまっている｡

���� (fig.59) 調査区南部のｆ58グリット

で確認した遺構である｡ 西側が調査区外となるが､

調査区内では方形の土坑として確認した｡ 深さは約

１ｍである｡ fig.59の土層図では､ 第10～12層が下

層､ 第１～９層が上層に相当し､ 下層は比較的短期

で埋没した後､ 上層は炭化物などを含みながら､ や

や時間をかけて埋没したものと考えられる｡

上層を中心に土師器・須恵器などの土器類が､ 少

量ではあるが出土している｡ ５世紀末から６世紀初

頭頃の遺構と考えられる｡

���� 調査区南部のｇ61グリットで検出した

遺構である｡ 長軸約2.4ｍ､ 短軸約80㎝の不整楕円

形を呈するもので､ 検出面からの深さは約20㎝であ

る｡ 遺構埋土には､ 灰層が認められた｡

埋土内からは土師器・須恵器が出土している｡ 概

ね６世紀前半頃の遺構と考えられる｡

���� 調査区南部のｇ62グリット付近で確認

した遺構である｡ 土坑ＳＫ４と同様の不整楕円形を

呈する遺構で､ 長軸約4.4ｍ､ 短軸約1.8ｍ､ 検出面

からの深さ約30㎝である｡ この遺構からも灰層が確

認されている｡

埋土内からは土師器・須恵器が出土している｡ 概

ね６世紀前半頃の遺構と考えられる｡

���� (fig.60) 調査区南部のｆ54グリット

で検出した遺構である｡ 西半が調査区外であるが､

検出範囲内では南北約3.5ｍの方形の土坑である｡

検出面からの深さは約60㎝である｡ 最下層に炭・灰

層が認められる｡
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fig.60 宮ノ前遺跡 土坑ＳＫ６ 平面・土層断面図 (１：40)

fig.59 宮ノ前遺跡 土坑ＳＫ３
平面・土層断面図 (１:40)
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fig.61 宮ノ前遺跡 土坑ＳＫ10 平面・土層 断面図



埋土内からは土師器・須恵器が出土している｡ と

くに須恵器高杯と器台の形状が興味深い｡ 概ね６世

紀前半頃の遺構と考えられる｡

����７ 調査区南部のｆ52グリット付近で確認

した遺構である｡ 土坑ＳＫ４などと同様､ 不整楕円

形を呈する｡ 長軸1.8ｍ以上､ 短軸は約1.2ｍ､ 検出

面からの深さ約30㎝である｡

埋土内からは土師器・須恵器が出土している｡ 須

恵器には､ 把手付のジョッキ形土器もある｡ 概ね６

世紀前半頃の遺構と考えられる｡

������(fig.61) 調査区南部のｇ52・53グリッ

トで確認した遺構である｡ 確認当初の平面形は長軸

約７ｍの不整楕円形を呈していたが､ 掘削を進める

中､ ２基以上の土坑が重複していることが判明した｡

ただし､ 平面で確認した段階では､ 埋土の切り合い

などは確認できなかったため､ 中央の土坑､ つまり

大部分の遺物については､ 型式はともかく､ 廃棄の

同時性を言うことはできる｡

遺構の底面脇には馬の下顎骨が置かれており､ そ

の横には須恵器有蓋高杯の脚部を除去し杯身状とし

たものを添えている (fig.61)｡ その上部には炭層

が３層分互層となって埋積している｡ 馬下顎骨を置

いた段階と､ 炭互層が形成された時期は､ 土器型式

上はほとんど変わらない｡

埋土内からは土師器・須恵器が多量に出土してお

り､ ほかに鋳造鉄斧も出土している｡ 概ね５世紀末

から６世紀初頭頃の遺構と考えられる｡

������(fig.63) 調査区南部のｆ44グリット

付近で検出した遺構である｡ 中世の流路ＳＲ９に一

部破壊されているが､ 遺構そのものはほぼ遺存して

いたものと考えられる｡ 長軸約1.5ｍ､ 短軸約70㎝

の長楕円形を呈した小土坑

で､ 検出面からの深さは約

30㎝である｡ 土坑内からは

土師器・須恵器などの土器

類が比較的まとまって出土

している｡ とくに､ 257の

土師器甕内部からは､ 31点

の土玉が出土している｡ 土

玉のまとまった出土から､

当遺構が墓である可能性も

あるが､ その他の遺物出土状況からは意図的な埋納

状況を推察することができない｡ 出土した土師器・

須恵器は､ ６世紀中頃のものである｡

������(fig.62) 調査区南部のｆ52グリット

で確認した遺構である｡ 略方形の小土坑で､ 埋土内

には炭を含む｡ ＳＫ10に近接しており､ 関連がある

可能性も考えられる｡ 埋土上層からは､ ６世紀前半

頃の須恵器が出土している｡

����	�
	����(fig.64) 調査区北端部に集

中して確認されている遺構である｡ これらは､ いず

れも灰・炭層と少量の遺物を伴う小形の土坑である

点で､ 同種の遺構と推察できる｡ このうち､ 土坑Ｓ

Ｋ28には木質が土坑一面に敷かれた状態で確認され､

分析の結果､ ヤマグワと判明した (fig.64)｡ なお､

同じような遺構として､ 八重垣神社遺跡 (第１次)

の土坑ＳＫ３がある｡ 出土している土師器・須恵器

― 102―

※土層図はfig.65上段

fig.63 宮ノ前遺跡 土坑ＳＫ13 平面図 (１：20)

fig.62 宮ノ前遺跡 土坑ＳＫ14
平面・土層断面図 (１：40)



から､ これらの土坑は６世紀初頭前後の遺構と考え

られる｡

� �������

奈良時代の遺構としては､ ピットが数基あるのみ

で､ 建物としてはまとまらない｡ 遺構としては調査

区の北部にまとまっているが､ 流路ＳＲ９の埋土内

に当該時期の遺物を含むため､ 調査区南部付近にも

この時期の遺構が存在すると考えられる｡

	 
����

中世の遺構としては､ 土坑および流路がある｡ 確

認できた遺構・遺物ともに少なく､ 当遺跡の中心時

期とはいえない｡

���� 調査区南部のｅ63グリットで検出した

遺構である｡ 幅約1.2ｍ､ 深さ約30㎝の溝状を呈す

る遺構で､ 南部は調査区外に延びる｡ 遺構埋土には

多くの礫を含んでいた｡ 埋土内から陶器小皿が出土

しており､ 12世紀末頃の遺構と考えられる｡

������������� 調査前から､ かつての流路

を示す地割が認められていた｡ 調査の結果､ この地

割に沿うかたちで流路が確認され､ ＳＲ９とした｡

流路の底までは今回確認していないが､ 流路中心

部分に青灰色系粘土が堆積しており､ その中から中

世前期の山茶椀片が出土している｡

肩部の土層を観察すると､ 現地表面 (田圃) から

約80㎝下までの間に２面ほどの水田面が確認できる｡

旧流路の窪みを利用した水田から､ 次第にかさ上げ

を行い､ 現在のように起伏のない水田地帯へと変遷

していったことが窺われる｡

なお､ 流路ＳＲ９は北に隣接する八重垣神社遺跡

にも及んでおり､ 同じＳＲ９の名称を付けている｡

(伊藤)

＜註＞
� 赤塚次郎 『廻間遠跡』 ((財)愛知県埋蔵文化財センター 1990年)
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fig.65 宮ノ前遺跡 流路ＳＲ９ほか土層 (１：50)

fig.64 宮ノ前遺跡 土坑ＳＫ28 平面・断面図 (１：40)
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tab.26 宮ノ前遺跡遺構一覧表

遺構番号 性 格 時 期 位置 グリット 特徴・形状・計測数値など

ＳＤ１ 溝 中世？ 南部 ｆ６０ 土師器高杯

ＳＫ２ 土坑 中世 南部 ｅ６３ 土師器片､ 山茶椀 礫群あり

ＳＫ３ 土坑 古墳後期 南部 ｆ５８ 焼土・炭 土器多い

ＳＫ４ 土坑 古墳後期 南部 ｇ６１ 土器良好

ＳＫ５ 土坑 古墳後期 南部 ｇ６２ 土師器�

ＳＫ６ 土坑 古墳後期 南部 ｆ５４ 土師器､ 須恵器蓋など

ＳＫ７ 土坑 古墳後期 南部 ｆ５２ 台付甕なし

ＳＨ８ 竪穴住居 古墳前期 南部 ｇ６３ 炉 ベンガラ小塊 Ｓ字甕Ｃ類

ＳＲ９ 河道 中世～ 南部 ｅ～ｆ～５１ 灰釉陶器､ 山茶椀６型式

ＳＫ１０ 土 坑 古墳後期 南部 ｇ５２・５３ 土器多量 馬歯

ＳＨ１１ 竪穴住居？ 古墳後期 南部 ｄ６２・６３ 土器群 竪穴住居ではないかもしれない

ＳＨ１２ 竪穴住居 古墳前期 南部 ｆ・ｇ５７ Ｓ字甕Ａ類

ＳＫ１３ 土坑 古墳後期 南部 ｆ４４ ＭＴ８５ 土器群 土玉が甕内に入る

ＳＫ１４ 土坑 古墳後期 南部 ｆ５２ 須恵器高杯など

ＳＲ１５ 河道 古墳前期 南部 ｆ４７・４８ 杭列､ 古墳前期土器群良好

ＳＫ１６ 土坑 古墳前期 南部 ｇ５５ 高杯など

ＳＫ１７ 土坑 不明 南部 ｆ４４

ＳＤ１８ 溝 中世前期 北部 ｄ・ｅ６～８ 山茶椀片

ＳＫ１９ 土坑 不明 北部 ｅ８

ＳＫ２０ 土坑 古墳後期 北部 ｆ８ 炭混じり土坑

ＳＫ２１ 土坑 古墳後期 北部 ｄ・ｅ６ ＳＤ１８より古 灰白色埋土

ＳＤ２２ 溝 中世前期？ 北部 ｆ９～１０ ＳＤ１８と一連か

ＳＨ２３ 竪穴住居 古墳前期 南部 ｆ・ｇ６０ 炉跡３ヶ所 Ｓ字甕Ａ類

ＳＨ２４ 竪穴住居 古墳前期 南部 ｇ６０ Ｓ字甕Ａ類

ＳＨ２５ 竪穴住居 古墳前期 南部 ｆ５８ Ｓ字甕Ａ類､ ＳＨ26と重複するも､ 新古不明

ＳＨ２６ 竪穴住居 古墳前期 南部 ｆ５８ Ｓ字甕Ａ類

ＳＤ２７ 溝 古墳前期 北部 ｃ・ｄ３ 集落の区画溝か？ 土器一括 Ｓ字甕Ａ類

ＳＫ２８ 土坑 古墳後期 北部 ｄ３・４ 木炭層あり

ＳＫ２９ 土坑 古墳後期 北部 ｄ４ ＳＫ２８より新

ＳＫ３０ 土坑 古墳後期 北部 ｄ４ ＳＫ３１より新 須恵器ＴＫ４３～２０９

ＳＫ３１ 土坑 古墳後期 北部 ｄ４ ＳＫ３２との新古不明 遺物なし

ＳＫ３２ 土坑 古墳後期 北部 ｄ５ 炭層あり 須恵器

ＳＫ３３ 土坑 古墳後期 北部 ｄ４

ＳＫ３４ 土坑 古墳後期 南部 ｆ５８ 旧ＳＫ２３
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宮ノ前遺跡から出土した遺物は､ 整理箱にして約

51箱である｡ 時期的には弥生時代中期から中世にま

で及ぶ｡ その中心は､ 古墳時代前期と後期のもので

ある｡ 遺物の内訳は､ 土器類を中心としており､ 若

干の石製品・木製品・鉄製品なども含む｡

以下､ 主立った遺物を記述する｡ 個々の土器の詳

細は､ 遺物観察表 (tab.28～36) を参照されたい｡

� �����


�	� (１～７) 遺構には伴っていない｡ １は

壷で､ 内面に櫛歯状工具による綾杉文が施される｡

弥生時代後半から古墳時代初頭頃のものであろう｡

２は拡張口縁の壷で､ 弥生時代後期のもの｡ ３は壷

の体部上半から頸部にかけての破片と思われ､ 竹管

状工具による刺突文が施されている｡ 八重垣神社遺

跡 (第２次) の83 (p173.fig.107) と同様なものと

考えられる｡ ４は壷の底部で弥生中期のものであろ

う｡ ５～７は高杯の脚部｡ ７は脚裾を立ち上げるも

ので､ その付近に８箇所の穿孔がある｡ 弥生時代後

期初頭前後のものであろう｡

� ��������


���������		� (８～15) 炭層から出土

したものが中心で､ まとまりの良い一群である｡

８・９は高杯｡ 椀形の杯部に近いもの (８) と内

弯する杯口縁部のもの (９) がある｡ 10・11は台付

甕とも考えられるが､ 器高が低いので手焙り形土器

の可能性もある｡ 口縁部には押し引きの刺突文､ 体

部外面上半には装飾的ヨコハケを施す｡ 12・13はＳ

字状口縁台付甕 (以下､ ｢Ｓ字甕｣ と呼称) で､ 赤

塚次郎氏�および雲出島貫遺跡における川崎志乃氏

による分類� (以下､ ｢島貫分類｣､ 編年は ｢島貫編

年｣ と呼称) の､ Ｓ字甕Ａ類に相当する｡ 14はやや

内弯する口縁部で口縁端部には面が見られる｡ 布留

形甕に似るが､ おそらくはその影響下ではなく､ 在

来の受口状口縁系統のものであろう｡ 15は壷の底部｡

これらは､ 島貫ＣⅡ期古に併行するものである｡

���������	�
 (16～18) 遺構埋土内に

散在して出土したものであり､ 一括性には乏しい｡

16は自然石を利用した砥石で､ 研磨面は５面であ

る｡ 17は甑｡ 平底甕の底部と類似する｡ 18は台付甕

で､ Ｓ字甕とは別系統の､ 在来のものと考えられる｡

遺物が少なく時期を特定する要素に欠けるが､ 概

ね島貫ＣⅡ期の範疇で把握できる｡

���������		� (19) Ｓ字甕が１点のみ

図示可能である｡ 島貫分類のＡ類に相当する｡

�������� �!�		� (20～22) 遺構床面

上から出土したが､ ＳＨ25とＳＨ26とを峻別できな

いため､ 遺物としてのまとまりは指摘できない｡

20は壷底部｡ 21は高杯脚部｡ 22は壷で､ 口縁端部

外面に櫛歯状工具により鋸歯文に施文し､ 体部には

櫛歯状工具による直線文と刺突文を施す｡

これらは島貫ＣⅠ期に併行するものと考えられる｡

"#�$���		� (23～51) 上層出土の須恵器

(51) を除き､ 概ねまとまりの良い一群といえる｡

23～40は高杯｡ 23・24は椀形を呈する杯部である｡

成形は､ 有稜の高杯 (25～34) と同様､ 円盤状の杯

下部を成形した後に杯口縁部を立ち上げるものであ

る｡ したがって､ 23は通常の椀形高杯に比べてかな

り大きいものとなっている｡ 24はこれまでにも確認

例が無いような大形の椀形を呈するものである｡

有稜の高杯 (25～34) は､ 杯口縁部がやや内弯気

味に開き､ 脚部が直線的ないしはやや外反気味に開

くものを中心とする｡ 29・34は時期的にやや新しく､

それ以外は概ね同じ時期のものと考えられる｡

41は台付甕で､ 在来の系統のものであろう｡ 42～

44はＳ字甕の系統で､ いずれもＡ類に相当する｡

45～50は壷｡ 46は内弯する口縁部で外面には煤が

付着しており､ 煮沸具として用いられている｡ 48は

完形の壷で､ 口縁部外面には弱い面を持ち､ 体部は

下膨れ気味となる｡ 49は強く外反する口縁部で､ 東

部瀬戸内地域の影響と考えられる｡ 50は頸部に突帯

を持ち､ 突帯上には刻目文が施されている｡

51は須恵器で､ 有蓋高杯の蓋｡ この土器のみ上層

から出土している｡

以上の土器は､ 須恵器以外は島貫ＣⅡ期新からＣ

― 105―



Ⅲ期古併行と考えられる｡ 須恵器は､ 田辺昭三氏に

よる陶邑編年� (以下､ ｢田辺編年｣ と呼称) のＴＫ

23型式に併行し､ ５世紀後葉頃のものであろう｡

��������	
� (52～60) 竪穴住居の床

面直上から出土した一群で､ まとまりは良い｡

52はいわゆる ｢柳ヶ坪｣ 形壷｡ 二重口縁を呈する｡

口縁部上段には櫛歯状工具の刺突による綾杉文が､

外面に１段､ 内面に２段施されている｡

53～58はＳ字甕｡ 体部外面上半に装飾的ヨコハケ

を施している｡ 口縁端部は外側に開く｡ 脚台部の裾

は内面に折り返される｡ Ｃ類に相当する｡

59は用いる素地や調整手法などがＳ字甕と共通す

るものの､ これまでに類例の無いような大形の甕で

ある｡ 底は欠損するものの､ 脚台が付くと考えられ

る｡ 口縁部は緩く外反し､ 端部に面を持つ｡ 頸部外

面には断面三角形の突帯が付加されている｡ そのた

め､ 口縁部の外観はＳ字甕のように見える｡

60は調理や工作に用いたと考えられる台石である｡

上面にわずかながら工具のアタリ痕がある｡

これらは､ 島貫ＣⅢ期新に併行する一群であろう｡

�����	
� (61～93) 遺構内から折り重な

るように出土しており､ 溝とはいえ､ 一括資料とし

て扱っても差し支えないものと考えられる｡

61は椀形高杯｡ 口縁部内面が強くナデられた結果､

面をなしている｡ この点はやや異質であるが､ 脚部

高が低く､ 裾が大きく開くため､ 椀形高杯としてお

く｡ 62～68は有稜の高杯｡ 杯下部と杯口縁部との境

目が､ 丸みを帯びて不明瞭なもの (62～65) と､ 比

較的屈曲の明瞭なもの (66・67) がある｡ 脚部は内

弯しながら開くものである｡ したがって､ 大勢とし

ては先述のＳＲ15出土土器よりも古相を帯びている｡

69・70は小形壷｡ 底部は突出しない平底を呈する｡

69の口縁部は直口気味となる｡ 70は頸部外面に櫛歯

状工具による横線文が施されている｡

71～73は､ 口縁部が内弯しながら開くもので､ い

わゆる ｢瓢壷｣ の系統に属すると考えられるもの｡

71は外面の口縁端部・口縁下部・体部上半に櫛歯状

工具による横線文が施されている｡ また､ 口縁部外

面の中央部には､ 同じ櫛歯状工具を横位に用いて刺

突文を施している｡ これは､ 瓢壷によく見られる､

二枚貝腹縁部による刺突文を模したものと考えられ

る｡ 72は内弯する口縁部であるが､ かなり大きく開

くものであるため､ 脚付壷かも知れない｡

74は直立気味に短く開く口縁部｡ 75は､ 74とは別

個体であるが､ 同様の口縁部と考えられる｡

76～78は広口壷｡ 76・77は､ 体部外面上半に櫛歯

状工具による横線文と波状文が交互に施されている｡

78は口縁端部の上端部分に板状工具による刻目文が

ある｡

79は軽石｡ 全体が任意に研磨面として用いられて

いるもので､ 一種の磨石あるいは砥石であろう｡

80は鉢｡ 突出しない平底で､ 外面は丁寧にミガキ

が施されている｡

81～84は､ ｢く｣ の字形に開く口縁部の甕｡ 81は

粗雑な調整である｡ 82はやや内弯する口縁部となる｡

受口状口縁甕の粗雑な形態であろう｡ 83は脚台部を

持つ｡ 口縁端部外面には板状工具による刻目文があ

る｡ 外面のハケメは､ 下部から上部にかけて順に施

されており､ この点はＳ字甕と共通するが､ 脚裾部

に折り返しは無い｡ 84も脚台部があり､ 82と同様な

ものであろう｡ ハケメは､ 頸部付近を調整した後に

体部外面に施しており､ Ｓ字甕の手法とは異なる｡

85～88は受口状口縁を呈する台付甕｡ 91・92も同

様なものの脚台部である｡ 口縁部外面に刻目文､ 体

部上半の頸部寄りに装飾的ヨコハケを施すもの (85・

88) と､ そうでないもの (86・87) とがある｡ 88は､

体部外面のハケメを下方から施してきた後に装飾的

ハケメを施すもので､ 基本的にはＳ字甕と共通する｡

89・90はＳ字甕｡ 口縁部は受口状に短く開き､ 外

面には押し引きの刺突文を施している｡ 体部外面に

は羽状のハケメを施した後に装飾的ヨコハケを体部

上半に施している｡ 脚台部の裾は､ 内側への弱い折

り返しが見られる｡

93は大形の鉢｡ 口縁部が内弯し､ 内面に面を持つ

もので､ 個々の手法と形態は73・75などの壷と共通

する｡ ただし､ 底部は突出する平底である｡

これらの一群は､ 島貫ＣⅡ期新に併行するもので

あるが､ 先述のＳＲ15の土器群よりはやや古いもの

と考えられる｡

� ��������
�

	������	
� (94～208) 土坑内から折り
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重なって出土した遺物である｡ 出土の状況からは一

定の時期的なまとまりはあると考えられるが､ 土坑

そのものが２基以上の重複が考えられるため､ やや

幅を持たせて考える必要のある資料群である｡

94～106は須恵器杯蓋､ 107～119は須恵器杯身で

ある｡ 杯身は口縁部径が10～12㎝であり､ 田辺編年

のＴＫ23～47型式の範疇で把握できる｡

120～129は須恵器高杯類｡ 123は馬の下顎骨に副

られえていた｡ 脚部が除去され､ 接合部に研磨が見

られるため､ 杯として用いられたのであろう｡ 126

は､ 波状文を施した杯蓋を裏返して杯部としたもの

で､ 珍しい形態である｡ 128は深手の杯部｡ 129は土

師器と同様な円形の透かし孔を持つものである｡

130は短頸壺､ 131は�と考えられる｡

132～147､ 159～163は土師器の小形鉢類｡ 133は

台付小形鉢｡ 133・134は深手のもので､ 小形鉢Ｃ１

と小形鉢Ｂの中間的な形態でるが､ 小形鉢Ｃ１の類

に含めておく｡ 135は口縁部が外反する浅手のもの

で､ 小形鉢Ｄとする｡ 136～147は口縁部が内弯する

浅手のもので､ 小形鉢Ｂ｡ 137の外面には､ 焼成前

に記号 (施文？) が施されている｡ 159～163は小形

鉢Ｃ１｡ 口縁部は短く外反し､ 内側が強いヨコナデ

によって窪むことなど､ Ｓ字甕と手法的に共通する｡

148～156は土師器高杯｡ 杯部が椀形をなす高杯Ｂ

(148～ 154) と､ 杯部が有稜の高杯Ｃ (155・156)

がある｡ 有稜高杯は､ 口縁端部が上方に突出する｡

157・158は土師器の長頸壺｡ 体部外面の上半には

ミガキが施されている｡

165～171は ｢く｣ の字形口縁部の土師器甕で､ 丸

底と考えられる｡ 167・169の体部外面に見られるハ

ケメは､ Ｓ字甕のものに近い｡ 164はやや内弯する

口縁部で､ 台付甕か丸底甕か判断がつかない｡

172・173は土師器で片口の付く鉢｡ 173には把手

があり､ 挿入により成形されている｡

174～200は台付甕｡ 174以外は､ いずれもＳ字甕

の系統に相当する｡ 175は小形鉢Ｃ１との共通性が

ある｡ 174は口縁部が ｢く｣ の字形をする以外はＳ

字甕系統に相当する手法である｡ 口縁部径では､ 12

～15㎝前後の小形のものと､ 18～22㎝前後の大形の

ものとに大別できる｡ 体部外面は羽状ハケメが基本

で､ 193のみナデで仕上げられている｡ 193の手法は､

同じ時期の大形鉢などに見られる傾向と同じである｡

脚台裾部は内側に折り返されるものが多い｡

201・202は土師器甑｡ 把手は２箇所で挿入によっ

て成形されている｡ 口縁部の収め方はＳ字甕などと

共通する｡ 202の底部は一文字に削り残されている｡

203～206は須恵器｡ 203～205は壷で､ 203は二重

口縁を呈する｡ 206は甑｡ 外面はタタキで下半部に

はヘラケズリが施される｡ 把手は２箇所で方頭､ 挿

入により成形され､ 上部に半月状の切り込みを入れ

ている｡ 底部は､ 中央に円､ その周囲には４箇所の
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tab.27 宮ノ前遺跡ＳＫ10土器組成
(対象部の遺存1/12を１とする)

部位 処理方法と数値 合計 抽出数値 比率

須

恵

器

杯蓋 口縁 実 測 70 94 94 8.8%未実測 24

杯身 口縁 実 測 89 113 113 10.6%未実測 24

有蓋高杯蓋 口縁 実 測 28 28 28 2.6%未実測 0

無蓋高杯 口縁 実 測 4 4 33 3.1%未実測 0

有蓋高杯 口縁 実 測 14 14未実測 0

高杯 脚裾 実 測 24 33未実測 9

小形壷・� 口縁 実 測 10 13 13 1.2%未実測 3

壷・甕 口縁 実 測 9 10 10 0.9%未実測 1

甑 口縁 実 測 4 4 4 0.4%未実測 0

土

師

器

小形鉢Ａ 口縁 実 測 82 145 145 13.6%未実測 63

脚付小形鉢 脚裾 実 測 2 2 2 0.2%未実測 0

小形鉢Ｂ・Ｃ 口縁 実 測 39 66 66 6.2%未実測 27

高杯Ａ

口縁 実 測 3 13

54 5.1%

未実測 10

脚裾 実 測 4 15未実測 11

脚柱 実 測 12 54未実測 42

高杯Ｂ

口縁 実 測 25 74

159 14.9%

未実測 49

脚裾 実 測 37 88未実測 51

脚柱 実 測 48 159未実測 111

台付甕

口縁 実 測 93 140

237 22.2%

未実測 47

脚裾 実 測 112 154未実測 42

脚柱 実 測 120 237未実測 117

丸底甕 口縁 実 測 32 51 51 4.8%未実測 19

大形鉢 口縁 実 測 17 19 19 1.8%未実測 2

小形壷 頸部 実 測 13 19 19 1.8%未実測 6

大形壷 口縁 実 測 0 2 2 0.2%未実測 2

甑 口縁 実 測 15 18 18 1.7%未実測 3



半月形を削り込んでいる｡

207は鉄斧で､ 鋳造のもの｡ 刃部は両刃である｡

208は片岩製の砥石で､ あまり使い込まれていない｡

ＳＫ10の遺物は､ 須恵器では田辺編年のＴＫ23～

47型式に相当し､ 概ね５世紀後葉頃のものである｡

なお､ ＳＫ10出土資料の組成を､ tab.27に示した｡

河田宮ノ北遺跡ＳＲ４出土土器と同様､ 口縁部計測

法により､ 1/12を１として集計している｡

���������� (209～216) まとまって出土

した遺物で､ 一括資料に準じる扱いが可能である｡

209～122は須恵器｡ 209・210は蓋杯で､ いずれも

丁寧な回転ケズリを施す｡ 全体に扁平な形態をなし

ている｡ 211・212は壷｡ 211の口縁部外面には２段

の波状文がある｡

213～216は土師器｡ 213・214は高杯で､ 椀形の杯

部を持つ高杯Ｂ｡ 216は台付甕｡ 217は壷Ａ｡

これらは､ 須恵器では田辺編年ＴＫ216型式に併

行するものであり､ 概ね５世紀中葉頃のものである｡

����	���� (217～227) まとまって出土

しており､ 一括資料に準じるものとして扱える｡

217は須恵器杯身｡ 218は須恵器高杯の脚部で､ 長

脚のものである｡

219～227は土師器｡ 219は小形鉢Ｃ１で､ 口縁部

が短く外反する｡ 220・221は内弯する口縁部となる

小形鉢Ｂ｡ 222は高杯Ｂ､ 223は高杯Ａで､ 224は高

杯ＡかＢの脚部｡ 225は高杯Ｃの脚部である｡ 224に

は貫通しない円孔が１箇所ある｡ 226は台付甕｡ 228

は甑で､ 底部は一文字に削り残される｡

これらは､ 須恵器では田辺編年のＭＴ15型式に併

行するもので､ ６世紀前葉頃のものであろう｡

����
���� (228～233) 小規模な土坑で

あり､ 比較的まとまった一群である｡

図示したのはいずれも須恵器｡ 228・229は杯蓋､

230～232は杯身である｡ 232のみ異質だが､ 他はい

ずれも田辺編年のＭＴ85型式に併行しよう｡ 233は

把手の付くジョッキ形のもの｡ 把手は円管状だが､

上面図に示したように､ やや斜めに取り付いている｡

��������� (234～238) 遺構は小規模な

不定形土坑であるが､ 出土遺物はまとまっており､

一括資料に準じる扱いが可能である｡

234は須恵器有蓋高杯蓋､ 235・236は須恵器杯身

である｡ 口縁端部内面は凹線状の段をなす｡ 237は

土師器高杯Ａで､ 杯部は有稜となる｡ 238は土師器

台付甕で､ 直立気味の口縁部となるＳ字甕系統であ

る｡

これらは須恵器が田辺編年のＭＴ15～ＴＫ10型式

併行である｡

���������� (239) 小規模な土坑で､ 図

示できたのは239の須恵器高杯のみである｡ やや長

脚となるもので､ 透かしを伴わない｡ 田辺編年のＭ

Ｔ15型式に併行しよう｡

��������� (240～242) 出土遺物は少な

い｡ 240は須恵器高杯の脚部｡ 241は受口状の口縁部

を有する甕｡ 形態的に見て､ 古墳時代前期のものと

は考えられない｡ 242は土師器台付甕の脚台部｡

須恵器は､ 田辺編年のＴＫ47～ＭＴ15型式に併行

するものである｡

��������� (243～248) 出土量は少ない

が､ 比較的まとまって出土している｡

243～246は須恵器蓋杯類｡ 245・246は口縁部外面

が段をなす｡ この特徴の土器は､ 前述の河田宮ノ北

遺跡でも出土している｡ 247は受口状口縁の甕｡ 240

と同様のものである｡ 248は台付甕の脚台部から体

部下半にかけての部分｡ 脚裾は折り返されない｡

これらの土器群は､ 須恵器では田辺編年のＭＴ15

型式に併行するものであろう｡

���������� (249～291) まとまって出土

したもので､ 一括資料として扱える｡

249～252は須恵器蓋杯類｡ いずれも口縁端部に段

や凹線状の窪みが見られない｡ 253は土師器高杯の

脚部で､ 高杯Ｂと考えられる｡ 254～259は台付甕で､

いずれもＳ字甕系統｡ 256～258はハケメの間が細か

いものである｡ 脚部の残るのは256のみであるが､

脚裾部に折り返しは見られない｡ 260は須恵器壷で､

口縁部上半には波状文が施されている｡

261～291は土玉で､ 257の甕の中に収まる状態で

出土している｡ 直径が6.5～10.0㎜､ 縦幅4.5～6.8

㎜､ 重さ0.175～0.52ｇのものである｡

これらの遺物は､ 須恵器では田辺編年のＴＫ10～

ＭＴ85型式に併行するものであろう｡

��������物 (292～320) 出土遺物は破片

が多く､ 一括性は乏しい｡
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292～303は須恵器｡ 292～296は蓋杯類､ 297～302

は高杯である｡ 蓋杯は､ 大形のもの (295・296) も

含む｡ 297は上面にヘラ描きの放射状文がある｡ 301

は長脚の高杯であろう｡ 302は鉢形を呈する杯部で､

外面に波状文を施すやや特殊なものである｡ 303は

口縁部は鉢形をなす特殊な器台と考えられる｡ 口縁

部は外側に面をなし､ ３段の波状文が施されている｡

304は砥石｡ ３面の研磨面を持つ｡

305～320は土師器｡ 305は高杯Ｂの脚部､ 306は鉢

Ｂ､ 307・308は鉢Ａである｡ 306は片口を持つ｡ 308

は調整の手法が甑に似る｡ 309～319は台付甕で､ い

ずれもＳ字甕系統のものである｡ 口縁部は､ 外へ開

くものと直立気味になるものとがある｡ 脚台部は折

り返しのあるものと無いものとがある｡ 320は広口

壷の口縁部で､ 壷Ａに相当｡

これらの遺物は､ 須恵器杯類はＭＴ15～ＴＫ10型

式に併行すると考えられるが､ 302・303といった特

殊なものはさらに古いものである可能性も高い｡ 土

師器類も台付甕の形態に差異があり､ 時期的なまと

まりが無いことを示している｡

��������� (321～335) あまりまとまり

の無い資料である｡

321～329は須恵器｡ 349は壷ないしは�で､ 内面

にはベンガラが付着する｡ 330～335は土師器｡ 330

は高杯Ｃ､ 331は高杯Ｂ｡ 332は小形壷に相当する｡

333～335はＳ字甕系統の台付甕で､ 355は体部外面

がナデで調整される｡

これらの遺物は､ 須恵器ではＭＴ15・ＴＫ10・Ｍ

Ｔ85型式のものが混在している｡

� 	
�
���

�������� (336～339) ピットから出土し

た土器類である｡ 古墳時代後期のもの (336～358)

と､ 奈良時代のもの (359) とがある｡ 336は高杯Ａ｡

��������� (342～354) 中世前期の流路

ＳＲ９から出土した遺物である｡

342～346は古墳時代の土器類で､ 混入である｡ 34

2は土師器高杯Ａ｡ 343は高杯の脚部に似るが､ 外面

を台付甕の脚部と同様な板ナデで調整している｡ 中

央に焼成前穿孔があり､ 器台かも知れない｡ 手法的

には､ 島貫ＣⅢ期新に並行するものと考えられる｡

347は灰釉陶器で､ 猿投窯編年の黒笹90号窯式に

併行する�｡

348～353は中世前期の陶器椀皿類で､ いわゆる山

茶椀類である｡ 知多・猿投産のものばかりである｡

藤澤良祐氏の山茶椀編年�では､ 尾張型第５・６型

式に相当するものがある｡ 354は知多産の陶器壷底

部と考えられる｡

��������� (355) 陶器小皿が１点図示

できたにとどまる｡ 知多・猿投産で､ 藤澤山茶椀編

年の尾張型第５型式に相当する｡

������� (340・341・356～371) 遺構に伴

わないものである｡

356～378は古墳時代前期の土器類｡ 388は口縁部

が ｢く｣ の字形に屈曲し､ 体部外面はタタキメ風の

ハケメが見られ､ その状況はＳ字甕に類似する｡

340・341は古墳時代後期の須恵器である｡

369～371は中世の遺物｡ 369は加工円盤で､ 側面

を研磨して仕上げている｡ 370は陶器椀で､ 藤澤山

茶椀編年の尾張型第８型式に相当すると考えられる｡

371は南伊勢系の土師器皿�で､ 370と同じ頃のもの

であろう｡

�������� (372～380) 宮ノ前遺跡に相当

する場所の試掘調査で出土した土器類である｡

372は古墳時代前期のＳ字甕｡ Ｂ類に相当する｡

底部には焼成後の穿孔がある｡ 373～380は古墳時代

後期に相当する土器類｡ 須恵器では､ 田辺編年のＴ

Ｋ23～ＭＴ85型式併行頃のものが見られる｡

(伊藤)

＜註＞
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� 赤塚次郎 『廻間遺跡』 ( (財) 愛知県埋蔵文化財センター 1990年)

� 川崎志乃 ｢古墳時代前期の雲出島貫遺跡｣ ( 『嶋抜』 Ⅲ 三重県埋蔵文化

財センター 2001年)

� 田辺昭三【須恵器大成】 (角川書店 1981年)

� 齋藤孝正 ｢東海地方の施釉陶器生産～猿投窯を中心に～｣ ( 『古代の土器

研究～律令的土器様式の西東３～』 古代の土器研究会 1994年)

� 藤澤良祐 ｢山茶碗研究の現状と課題｣ ( 『研究紀要』 第３号 三重県埋蔵

文化財センター 1994年)

� 南伊勢系の土師器皿については､ 伊藤裕偉 ｢調査のまとめと検討｣ ( 『岩

出地区内遺跡群発掘調査報告』 三重県埋蔵文化財センター 1993年)
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fig.66 宮ノ前遺跡 出土遺物 (１) (１：４)
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fig.67 宮ノ前遺跡 出土遺物 (２) (１：４)

ＳＲ15 (23～45)
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fig.68 宮ノ前遺跡 出土遺物 (３) (１：４)
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fig.69 宮ノ前遺跡 出土遺物 (４) (１：４)

ＳＤ27 (61～78)
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fig.70 宮ノ前遺跡 出土遺物 (５) (１：４)

ＳＤ27 (79～93)
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fig.71 宮ノ前遺跡 出土遺物 (６) (１：４)

ＳＫ10 (94～147)
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fig.72 宮ノ前遺跡 出土遺物 (７) (１：４)

ＳＫ10 (148～173)
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fig.73 宮ノ前遺跡 出土遺物 (８) (１：４)

ＳＫ10 (174～200)
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fig.74 宮ノ前遺跡 出土遺物 (９) (１：４)

ＳＫ10 (201～208)
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fig.75 宮ノ前遺跡 出土遺物 (10) (１：４)
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fig.76 宮ノ前遺跡 出土遺物 (11) (262～292は１：２､ 他は１：４)
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fig.77 宮ノ前遺跡 出土遺物 (12) (１：４)
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fig.78 宮ノ前遺跡 出土遺物 (13) (１：４)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

1 6604 弥生土器 壷 ｄ６３ ＳＨ８ (下) (口)18.0 外；ハケメ・ヨコナデ→貝殻刺突
内；ハケメ・ヨコナデ→刺突 粗 橙 口縁1/12 内面刺突 円管状のタバ 赤彩

2 6602 弥生土器 壷 ｄ６３ ＳＨ７ (Ｆ) (口)15.0 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ やや粗 にぶい橙 口縁2/12 弥生後期 口縁部に黒斑

3 6606 弥生土器 壷 ｄ６３ ＳＨ８ (下) (体)－ 外；ハケメ→竹管文
内；剥離 粗 にぶい黄橙 体部片

4 8903 弥生土器 壷 ｇ５９ ＳＨ２３(下) (底)11.0 外；ナデ・ハケメ
内；ナデ 粗 褐灰 底3/12

5 4007 弥生土器 高杯 ｇ６２ ＳＨ２４ (脚裾)7.5 外；ナデ・ヨコナデ内；ナデ 粗 にぶい黄橙 脚裾3/12 弥生後期

6 6603 弥生土器 高杯 ｄ６３ ＳＨ８ (下) (脚柱)4.6 外；ヘラミガキ内；ナデ 粗 灰白 脚柱完存 弥生後期

7 5303 弥生土器 高杯 ｆ６３ Ｐｉｔ１
ｐ１ (口)11.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

8 8901 土師器 高杯 ｆ５７ ＳＨ１２
南端炭層 (口)21.2 外；ヨコナデ・ヘラミガキ

内；ヨコナデ→ヘラミガキ やや密 にぶい橙 口縁1/12 黒変

9 8902 土師器 高杯 ｆ５７ ＳＨ１２
南端炭層 (口)14.9

外；ヨコヘラミガキ→タテヘラミガキ ハケ
メ→ヘラミガキ→クシ描き横線→３方向透孔
内；ヨコヘラミガキ→タテヘラミガキ ナデ

やや密 灰褐 口縁3/12

10 8803 土師器 台付甕 ｆ５７ ＳＨ１２
南端炭層 (口)19.0 外；ハケメ→ヨコハケ→ヨコナデ→刺突

内；ハケメ→ヨコナデ 粗 にぶい橙 口縁2/12 黒変

11 8802 土師器 台付甕 ｆ５７ ＳＨ１２
南端炭層 (口)20.6 外；ハケメ→ヨコハケ→ヨコナデ→押し引き刺突

内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁3/12 黒変 手焙りか？

12 8806 土師器 台付甕 ｆ５７ ＳＨ１２
南端炭層 (口)17.3 外；ハケメ→ヨコナデ→押し引きし刺突

内；ハケメ→ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁2/12

13 8805 土師器 台付甕 ｆ５７ ＳＨ１２
南端炭層 (口)16.8 外；ハケメ→ヨコナデ→押し引き刺突

内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12 外面に煤付着
Ａ類

14 8801 土師器 台付甕 ｆ５７ ＳＨ１２
南端炭層 (口)16.1 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ハケメ・工具ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい橙 口縁3/12

15 5404 土師器 壷 ｆ５６ ＳＲ１２北 (底)6.8 外；ナデ・ハケメ→ヘラミガキ
内；ナデ やや粗 褐灰 底完存

16 8906 石製品 砥石 ｇ６０ ＳＨ２３ (幅)4.4 側面の全面と端面に研磨痕 － － 約半分 泥岩

17 8904 土師器 甑 ｆ６０ ＳＨ２３ (口)13.4 外；ナデ・ハケメ･ヨコナデ
内；工具ナデ やや粗 褐灰 底部完存 黒変

18 8804 土師器 台付甕 ｆ６０ ＳＨ２３ (体)16.2 外；ハケメ
内；ナデ・工具ナデ やや粗 明褐灰 脚柱上部

完存
内面黒変
Ｓ字Ａ類Ｏ類のハケ手法 ただし器壁は厚い

19 3901 土師器 台付甕 ｇ６２ ＳＨ２４
ｐ１ (口)18.4 外；羽状ハケ→ヨコハケ・ナデ→押し引き刺突

内；オサエ・ハケメ・ナデ やや粗 灰黄褐 口縁10/12

20 3902 土師器 壷 ｇ５８ ＳＨ２６
ｐ１ (底)6.4 外；ナデ・ハケメ

内；ハケメ 粗 にぶい黄橙 底完存

21 8905 土師器 高杯 ｇ５９ ＳＨ２５､
２６ ｐ６ (脚柱)2.9 外；ヘラミガキ内；ヘラケズリ やや粗 にぶい褐 脚柱完存

22 6301 土師器 壷 ｇ５８ ＳＨ２５､
２６ ｐ２ (口)17.6 外；ハケメ・ヘラミガキ･ヨコナデ→刺突文

内；オサエ･ナデ・ハケメ・ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12 体部に赤彩 (ベンガラ)

23 4901 土師器 高杯 ｆ４９ ＳＲ１５ (口)20.6 外；ヨコナデ・ヘラミガキ→凹線→３方向透孔
内；絞りメ・ハケメ やや粗 褐灰 口縁3/12

24 6901 土師器 高杯 ｆ４８ ＳＲ１５ (口)22.5 外；ヘラミガキ
内；ヘラミガキ やや密 橙 口縁10/12 黒変

25 5801 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５下層
青灰シルト (口)25.6 外；ナデ→ヘラミガキ

内；ナデ→ヘラミガキ やや密 にぶい黄橙 口縁3/12

26 5401 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５ (口)28.6 外；ヨコナデ･ナデ→ハケメ→ヘラミガキ
内；ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12 黒斑

27 5502 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５下層
青灰シルト (口)約30 外；ヘラミガキ

内；ヘラミガキ やや粗 橙 口縁2/12 歪み大 黒変

28 5702 土師器 高杯 ｆ４９ ＳＲ１５ (口)13.6 外；ヨコヘラミガキ→タテヘラミガキ
内；ハケメ→ヘラミガキ やや粗 浅黄橙 口縁6/12

29 6004 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５ (口)20.5 外；ヨコナデ→ヘラミガキ
内；ヨコナデ→ヘラミガキ やや密 橙 口縁2/12

30 5402 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５ (口)26 外；ヨコナデ→ハケメ→ヘラミガキ
内；ヨコナデ→ハケメ→ヘラミガキ やや粗 橙 口縁3/12 黒斑

31 5701 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５下層
青灰シルト (口)24.8 外；ヘラミガキ→クシ描き直線文

内；ヘラミガキ・ハケメ 粗 にぶい黄橙 口縁5/12

32 7101 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５ (口)26.7 外；ヨコナデ・ハケメ→ヘラミガキ→３方向透孔
内；ヨコナデ→ヘラミガキ 絞りメ・ハケメ やや粗 にぶい橙 口縁6/12 口縁部黒斑

33 5801 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５下層
青灰シルト (口)26.0 外；ハケメ→ヘラミガキ

内；ヘラミガキ 絞りメ･ナデ・ハケメ やや粗 灰白 口縁2/12

34 6003 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５ (口)16.8 外；ヨコナデ→ヘラミガキ
内；ヨコナデ→ヘラミガキ やや密 にぶい黄橙 口縁6/12

35 5704 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５下層
青灰シルト (脚裾)8.0 外；ヘラミガキ内；工具ナデ やや密 褐灰 脚裾9/12

36 5606 土師器 高杯 ｆ４８ ＳＲ１５ (脚裾)
12.1

外；ヘラミガキ→クシ描き横線→3方向透孔
内；ハケメ 粗 灰 脚裾4/12

37 5503 土師器 高杯 ｅ５０ ＳＲ１５ (脚柱)3.6 外；刺突文→クシ描き横線→透孔内；絞りメ・ナデ やや粗 浅黄橙 脚柱完存 透かし孔１ヶ所確認 数不明

38 5504 土師器 高杯 ｅ５０ ＳＲ１５
青灰砂質土

(脚裾)
10.3

外；ハケメ→ヘラミガキ→3方向透孔
内；ヨコナデ・ハケメ やや粗 にぶい橙 脚裾完存 脚裾部にワラ痕

39 6002 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５ (脚裾)
11.3

外；ハケメ→ヘラミガキ→クシ描き凹線→３方向透孔
内；絞りメ→ハケメ→ナデ やや粗 浅黄橙 脚裾6/12

40 5605 土師器 高杯 ｆ５０ ＳＲ１５ (脚裾)9.9 外；ヨコナデ・ヘラミガキ→3方向透孔内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 にぶい橙 脚裾9/12

41 5902 土師器 台付甕 ｅ５１ ＳＲ１５ (口)14.8 外；ハケメ→ヨコナデ･ナデ
内；ハケメ・ナデ→ヨコナデ 工具ナデ やや粗 橙 口縁1/12 畿内第Ⅴ様式形甕のタタキ風に見えるハケメ

内面底部にコゲ

42 5405 土師器 台付甕 ｆ５０ ＳＲ１５下層
青灰シルト (脚台)7.9 外；ハケメ内；工具ナデ やや粗 にぶい橙 脚台ほぼ

完存 Ｓ字Ｏ類か

43 5203 土師器 台付甕 ｆ４８ ＳＲ１５ (口)17.8 外；ハケメ→ヨコハケ→ヨコナデ→刺突文
内；オサエ・ナデ・ヨコナデ・ハケメ 粗 黄灰 口縁3/12 S字甕Ａ類

tab.28 宮ノ前遺跡出土遺物観察表 (１)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

44 5705 土師器 台付甕 ｆ５０ ＳＲ１５下層
青灰シルト (脚台)9.5 外；ハケメ→ナデ内；オサエ・ナデ やや粗 にぶい褐 脚台完存 Ｓ字Ａ類

45 5703 土師器 壷 ｆ５０ ＳＲ１５下層
青灰シルト (底)5.4 外；ハケメ･ナデ

内；ハケメ やや粗 褐灰 底完存 擬口縁段階でかなり丁寧なハケメ
をしている

46 6902 土師器 壷 ｆ５０ ＳＲ１５ (口)12.0 外；ハケメ･ナデ・オサエ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 黒褐 口縁8/12 頸部内面の面の出し方はＳ字と共

通する

47 5201 土師器 壷 ｆ５０ ＳＲ１５
砂礫層 (口)11.0 外；ヨコナデ→ハケメ→ナデ

内；ヨコナデ・ハケメ･ナデ 粗 橙 口縁8/12

48 7001 土師器 壷 ｆ４８ ＳＲ１５ (口)13.1 外；ハケメ→ナデ一部ケズリ状・ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・工具ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 口縁完存 底部黒斑

49 6001 土師器 壷 ｆ４８ ＳＲ１５ (口)14.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ・オサエ→ヨコナデ 粗 にぶい橙 口縁8/12 外面に煤付着

50 5901 土師器 壷 ｆ４８ ＳＲ１５法面 (頸部)
11.3

外；ハケメ→ヘラミガキ･突帯貼り付け→刺突文
内；ハケメ 粗 にぶい黄橙 頸部2/12 外面に煤付着

51 5602 須恵器 有蓋高杯蓋 ｆ４８ ＳＲ１５法面 (口)13.1 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁10/12

52 4703 土師器 壷 ｇ６３ ＳＨ８ ｐ５ (口)19.2 外；ハケメ→ヨコナデ→刺突文
内；ヨコナデ→羽状文 粗 橙 口縁7/12 ｢柳ヶ坪形壷｣

53 4803 土師器 台付甕 ｇ６３ ＳＨ８ ｐ４ (口)14.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁3/12 S字甕Ｃ類

54 4802 土師器 台付甕 ｇ６３ ＳＨ８ ｐ２ (口)14.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁3/12 Ｓ字甕Ｃ類

55 4801 土師器 台付甕 ｇ６３ ＳＨ８ ｐ１ (口)14.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁1/12 Ｓ字甕Ｃ類 外面に煤付着

56 4804 土師器 台付甕 ｇ６３ ＳＨ８ ｐ２ (口)17.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12 Ｓ字甕Ｃ類 外面に煤付着

57 4806 土師器 台付甕 ｇ６３ ＳＨ８ ｐ２ (脚台)9.5 外；ナデ→ハケメ内；オサエ・ナデ やや粗 にぶい橙 脚台6/12 Ｓ字甕Ｃ類

58 4805 土師器 台付甕 ｇ６３ ＳＨ８ ｐ４ (脚台)9.8 外；ナデ→ハケメ内；オサエ・ナデ 粗 灰黄 脚台4/12 Ｓ字甕Ｃ類 内面に砂

59 9201 土師器 台付甕 ｇ６３ ＳＨ８ ｐ６ (口)46.5 外；ハケメ→突帯貼り付け・ヨコナデ
内；ナデ・オサエ・ヨコナデ やや粗 黒褐 口縁4/12 Ｓ字甕の影響 内面に煤・コゲ

外面に煤付着

60 4701 石製品 磨石の台 ｇ６３ ＳＨ８ ｓ１ (幅)16.0
(厚)6.4 自然石を使用する － － 完存 チャート

61 7802 土師器 高杯 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ３６ (口)9.0 外；ヨコナデ・ヘラミガキ→クシ描横線

内；ナデ・ハケメ･ヨコナデ 粗 橙 口縁ほぼ
完存 黒斑

62 7602 土師器 高杯 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ３１ (口)19.8 外；ヨコナデ・ハケメ→ヘラミガキ

内；ヘラミガキ やや粗 浅黄橙 口縁2/12

63 8003 土師器 高杯 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ６ (口)23.0 外；ヨコナデ→ヘラミガキ

内；ヘラミガキ やや密 にぶい褐 口縁3/12

64 7801 土師器 高杯 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ５ (口)26.0 外；ヘラミガキ

内；ヨコナデ→ヘラミガキ やや密 にぶい褐 口縁3/12 外面に煤付着

65 7301 土師器 高杯 ｃ３
ｄ３

ＳＤ２７ ｐ２１
ＳＤ２７ ｐ１４ (口)22.7

外；ハケメ→ヘラミガキ→ヨコナデ→３方向透孔
内；ヘラミガキ・工具ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい赤褐 口縁6/12 内側･外側に焼けた部分あり

66 8201 土師器 高杯 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ３ (口)27.0 外；ハケ・ヨコナデ・ヘラミガキ→凹線→３方向透孔

内；ナデ・ヨコナデ・ヘラミガキ やや密 橙 口縁6/12

67 7401 土師器 高杯 ｃ３ ＳＤ２７
ｐ３４ (頸)4.0 外；ヘラミガキ→横線

内；ヘラミガキ・絞りメ やや密 にぶい橙 頸部完存

68 7805 土師器 高杯 ｄ２ ＳＤ２７
ｐ４

(脚裾)
11.4

外；ヨコナデ→ヘラミガキ→クシ描き→３方向透孔
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 浅黄橙 脚裾3/12

69 7804 土師器 小形壷 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ１９ (口)4.4 外；ヨコヘラミガキ→タテヘラミガキ

内；ナデ・タテヘラミガキ やや粗 橙 ほぼ完存

70 8102 土師器 小形壷 ｃ３ ＳＤ２７
ｐ３２ (頸)6.6 外；ナデ・ハケメ→ヘラミガキ→横線

内；オサエ・ナデ・ヨコナデ・工具ナデ 粗 にぶい黄橙 頸部完存 口縁端部は欠損の可能性あり

71 8701 土師器 瓢壷 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ３７ (口)7.9 外；ヘラミガキ→クシ描き→櫛刺突

内；ナデ・ハケメ・ヘラミガキ やや粗 にぶい黄橙 口縁完存

72 7603 土師器 瓢壷 ｃ２ ＳＤ２７ (口)13.8 外；ヘラミガキ
内；摩滅のため調整不明 やや粗 橙 口縁3/12

73 8202 土師器 瓢壷 ｃ３ ＳＤ２７
ｐ２３ (口)10.7 外；ハケメ→ヘラミガキ

内；ナデ→ヘラミガキ やや粗 橙 口縁ほぼ
完存

74 7904 土師器 壷 ｄ２ ＳＤ２７
ｐ１１ (口)12.0 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ハケメ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12 黒変

75 7501 土師器 壷 ｃ３ ＳＤ２７
ｐ２８・３０ (底)6.1 外；ハケメ→ヘラミガキ･ナデ

内；ナデ・ハケメ 粗 にぶい橙 底完存

76 8501 土師器 壷 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ１５ (底)5.4 外；ヘラケズリ→ヘラミガキ・クシ描き横線→波状文・刺突

内；ナデ・オサエ やや粗 橙 底9/12 黒斑

77 7903 土師器 壷 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ９

外；波状文・横線文→刺突
内；オサエ・ナデ やや密 にぶい橙 体部片

78 8601 土師器 壷 ｄ２ ＳＤ２７
ｐ１２ (口)15.0 外；オサエ・ハケメ→ヘラミガキ･ヨコナデ→刺突

内；ハケメ→工具ナデ・ナデ・オサエ→ヘラミガキ やや粗 橙 口縁10/12 外面に煤付着

79 7604 石製品 砥石 ｄ３ ＳＤ２７ (重)40ｇ 側面の全面と端面に研磨痕 － － 端部欠損 軽石

80 7803 土師器 鉢 ｄ２ ＳＤ２７
ｐ１６ (口)9.7 外；ヨコナデ・ヘラケズリ・ヘラミガキ

内；ヨコナデ・ヘラミガキ やや密 暗褐灰 底部完存 黒斑

81 7902 土師器 甕 ｃ３ ＳＤ２７
ｐ２４ (口)14.0 外；オサエ・ナデ

内；工具ナデ・ハケメ 粗 灰黄 口縁1/12

82 7503 土師器 甕 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ２１ (口)15.6 外；ハケメ･ヨコナデ

内；ハケメ･ヨコナデ 粗 にぶい橙 口縁2/12

83 8101 土師器 台付甕 ｄ２ ＳＤ２７
ｐ２・３ (口)16.3 外；ヨコナデ・ハケメ→刺突

内；工具ナデ・ナデ 粗 黒褐 口縁完存 外面に煤付着

84 8001 土師器 台付甕 ｄ３ ＳＤ２７ (口)15.7 外；ナデ・ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・工具ナデ・ハケメ・ヨコナデ 粗 灰褐 口縁2/12 外面に煤付着 内面底部に炭化物付着

ハケの感じは違うがＳ字Ａ類と同じ手法

85 8002 土師器 甕 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ３５ (口)11.9 外；ハケメ→クシ描き横線→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁6/12 外面に煤付着

86 7901 土師器 甕 ｃ３ ＳＤ２７
ｐ２９ (口)17.2 外；ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ・ハケメ→ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁5/12 ハケの感じはＳ字Ｏ～Ａ類 器壁
もかなり薄い

tab.29 宮ノ前遺跡出土遺物観察表 (２)
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87 8302 土師器 台付甕 ｄ３ ＳＤ２７ (脚台)7.2 外；ハケメ内；ハケメ→ナデ 粗 にぶい褐 脚台完存 外面に煤付着

88 8301 土師器 台付甕 ｃ３ ＳＤ２７
ｐ２５ (口)16.2 外；ハケメ→ヨコナデ→刺突

内；オサエ・ハケメ・ヨコナデ・ナデ 粗 淡赤橙 口縁8/12 外面に煤付着 内面にコゲ

89 7601 土師器 台付甕 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ１０ (口)17.4 外；羽状ハケ→ヨコハケ→ヨコナデ→押し引き刺突

内；ハケメ･ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁2/12 Ｓ字甕Ａ類 外面に煤付着

90 8401 土師器 台付甕 ｄ２
ｄ３

ＳＤ２７
ｐ２０・２ (口)20 外；羽状ハケメ→ヨコハケ・ヨコナデ→押し引き刺突

内；ハケメ→ヨコナデ・ナデ 粗 黒褐 口縁ほぼ
完存 Ｓ字甕Ａ類 外面に煤付着

91 7502 土師器 台付甕 ｄ３ ＳＤ２７ (脚台)
9.7

外；ハケメ→面取り風ナデ･ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 脚台ほぼ完存

92 7905 土師器 台付甕 ｄ３ ＳＤ２７
ｐ７

(脚台)
6.8

外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ やや密 灰黄褐 脚台完存 黒斑

93 7701 土師器 大形鉢 ｄ２ ＳＤ２７
ｐ１６ (口)24.5 外；ハケメ→ヘラミガキ

内；ハケメ→ヨコナデ 粗 橙 口縁6/12 内面煤？黒変？

94 101 須恵器 杯蓋 ｇ５２ ＳＫ１０北 (口)12.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰 口縁9/12

95 104 須恵器 杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ・ナデ やや密 灰 口縁6/12

96 805 須恵器 杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁9/12

97 102 須恵器 杯蓋 ｇ５２ ＳＫ１０ (口)13.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12 口縁部摩滅する

98 502 須恵器 杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口) 13.7 外；回転ナデ→回転ケズリ内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

99 106 須恵器 杯蓋 ｇ５２ ＳＫ１０ (口)12.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ・オサエ・ナデ 密 灰 口縁6/12

100 506 須恵器 杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

101 503 須恵器 杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口) 12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ内；回転ナデ 密 灰 口縁4/12

102 505 須恵器 杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12

103 501 須恵器 杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ (口)12.6 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

104 105 須恵器 杯蓋 ｇ５２ ＳＫ１０ (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰 口縁2/12

105 103 須恵器 杯蓋 ｇ５２ ＳＫ１０ (口)19.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ・ナデ やや密 灰 口縁ほぼ

完存

106 504 須恵器 杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰 口縁2/12

107 205 須恵器 杯身 ｇ５２ ＳＫ１０ (口)11.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12 口縁～体部にかけて摩滅顕著

108 803 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 灰白 口縁4/12 瓦質

109 202 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰白 口縁5/12

110 203 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０ (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰 口縁8/12 瓦質

111 201 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰 口縁4/12

112 403 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁8/12

113 802 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 灰白 口縁ほぼ

完存 口縁使用のためか？かなり脆い

114 402 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ (口)10.5 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰白 口縁10/12 内面に渦巻きの線刻あり

115 406 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.4 外；回転ナデ
内；回転ナデ 密 灰 口縁9/12 自然釉がダンゴ状に付着

116 405 須恵器 杯身 ｇ５２ ＳＫ１０南 (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁3/12

117 206 須恵器 杯身 ｇ５２ ＳＫ１０ (口)10.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ・ナデ やや密 灰 口縁6/12

118 404 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０ (口)10.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁3/12

119 204 須恵器 杯身 ｇ５３ ＳＫ１０ (口)10.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12 歪み

120 303 須恵器 有蓋高杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁6/12

121 302 須恵器 有蓋高杯蓋 ｇ５２ ＳＫ１０ (口)12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁ほぼ

完存

122 301 須恵器 有蓋高杯蓋 ｇ５３ ＳＫ１０ (口)12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁10/12

123 804 須恵器 有蓋高杯 ＳＫ１０下層
ｐ１ (口)10.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→３方向透孔

内；回転ナデ やや粗 灰 杯部完存

124 305 須恵器 有蓋高杯 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 淡黄 口縁1/12 焼成不良

125 306 須恵器 有蓋高杯 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→３方向透孔
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁2/12 面取り状にケズリ

126 401 須恵器 無蓋高杯 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)16.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁1/12 杯部は杯蓋を逆にした形態

127 602 須恵器 無蓋高杯 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)15.5 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ 密 黄灰 口縁1/12

128 304 須恵器 無蓋高杯 ｇ５２ ＳＫ１０ (口)16.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→波状文・４方向透孔
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

129 604 須恵器 高杯 ｇ５２ ＳＫ１０ (脚柱)3.6 外；回転ナデ→穿孔内；回転ナデ 密 灰 脚柱3/12 円形の穿孔１個残

tab.30 宮ノ前遺跡出土遺物観察表 (３)
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130 902 須恵器 短頚壷 ｇ５２ ＳＫ１０ (口)11.0 外；回転ナデ→タタキメ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

131 601 須恵器 ハソウ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.2 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ 密 暗灰 口縁4/12

132 2303 土師器 台付小形鉢 ｇ５２ ＳＫ１０ (脚裾)8.7 外；ヨコナデ内；ナデ やや密 橙 脚裾2/12 台付小型鉢

133 2201 土師器 小形鉢Ｂ１ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.4 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ やや粗 淡黄 口縁3/12 摩滅のため調整不明瞭

134 2202 土師器 小形鉢Ｂ１ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.5 外；オサエ・ナデ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 灰白 口縁3/12

135 1106 土師器 小形鉢Ｄ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)14.0 外；ヘラケズリ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁4/12

136 1403 土師器 小形鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)11.25 外；ナデ・ヘラケズリ・ヘラミガキ･ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁9/12

137 1305 土師器 小形鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)11.4 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ→ヘラ記号
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁6/12

138 1405 土師器 小形鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.5 外；ナデ・オサエ→ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁6/12 口縁沈線状

139 1401 土師器 小形鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.4 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ・ヘラケズリ
内；工具痕・ヨコナデ やや密 橙 口縁10/12 口縁沈線状

140 1306 土師器 小形鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.5 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ・ヘラケズリ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁8/12 黒斑

141 1103 土師器 小形鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ (口)13.3 外；ヘラケズリ・ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁4/12

142 1406 土師器 小形鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)12.5 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 粗 橙 口縁9/12 外面に煤付着

143 1404 土師器 小形鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)12.3 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁2/12

144 1303 土師器 小形鉢Ａ ｇ５２ ＳＫ１０ (口)13.0 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ・ヘラケズリ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁5/12

145 1304 土師器 小形鉢Ａ ｇ５２ ＳＫ１０北 (口)13.5 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ・ヘラケズリ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 赤橙 口縁2/12

146 1302 土師器 小形鉢Ａ ｇ５２ ＳＫ１０ (口)12.4 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ・ヘラケズリ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい橙 口縁6/12

147 1402 土師器 小形鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)13.5 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ・ヘラケズリ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁3/12

148 702 土師器 高杯Ｂ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)14.4 外；工具ナデ・ヨコナデ
内；絞りメ・ヨコナデ やや粗 橙 口縁3/12 一部黒斑

149 701 土師器 高杯Ｂ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)13.8 外；オサエ・ナデ・ヨコナデ・工具ナデ
内；絞りメ→ナデ・ヨコナデ 粗 橙 口縁ほぼ

完存

150 1201 土師器 高杯Ｂ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)14.9 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 橙 口縁10/12

151 1301 土師器 高杯Ｂ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)14.6 外；ナデ・オサエ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 灰褐 口縁4/12

152 1205 土師器 高杯 ｇ５３ ＳＫ１０南 (脚裾)8.7 外；面取り風ナデ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 脚裾4/12

153 1204 土師器 高杯 ｇ５３ ＳＫ１０南 (脚裾)8.1 外；面取り風ナデ→ヨコナデ内；絞りメ→ヨコナデ やや密 橙 脚裾完存 黒斑

154 1702 土師器 高杯 ｇ５３ ＳＫ１０ (脚裾)8.8 外；面取り風ナデ→ヨコナデ内；絞りメ→ヨコナデ やや粗 橙 脚裾6/12 脚裾部爪の痕

155 1101 土師器 高杯Ｃ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)23.2 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ
内；ヨコナデ やや密 橙 口縁3/12

156 1202 土師器 高杯Ｃ ｇ５３ ＳＫ１０南 (脚裾)
14.0

外；ナデ・面取り風ナデ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい褐 脚裾4/12

157 1203 土師器 小形壷Ｃ ｇ５３ ＳＫ１０南 (頸)6.0 外；ナデ→ヘラミガキ・ヘラケズリ
内；オサエ・工具ナデ・ナデ やや密 にぶい黄橙 頸部8/12

158 1104 土師器 小形壷Ｃ ｇ５３ ＳＫ１０ (体)15.0 外；ナデ→ヘラケズリ
内；工具ナデ やや粗 橙 体部4/12

159 1603 土師器 小形鉢Ｂ２ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)13.9 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁2/12 小型台付甕 Ｓ字様

160 1604 土師器 小形鉢Ｂ２ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)13.7 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁1/12

161 1704 土師器 小形鉢Ｂ２ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)13.7 外；工具ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁1/12

162 2203 土師器 小形鉢Ｂ２ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)10.3 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい褐 口縁9/12 赤変

163 1703 土師器 小形鉢Ｂ２ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)11.8 外；ヘラケズリ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 口縁4/12

164 1504 土師器 甕Ａ１ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)13.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁3/12 鉢かも知れない ハケメはＳ字甕

手法に類似

165 605 土師器 甕Ａ１ ｇ５２ ＳＫ１０北 (口)13.3 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ 粗 灰白 口縁4/12

166 1601 土師器 甕Ａ１ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)14.5 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁4/12 ハケメはＳ字様 台付甕の可能性

あり

167 2302 土師器 甕Ａ１ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)16.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 灰白 口縁2/12

168 1105 土師器 甕Ｂ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)19.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ・ハケメ→ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁1/12

169 2102 土師器 甕Ｂ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)19.1 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰白 口縁10/12 Ｓ字的手法 台付甕の可能性あり

外面に煤付着

170 2101 土師器 甕Ｂ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)20.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・ハケメ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁10/12 黒斑

171 2401 土師器 甕Ｂ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)20.1 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁10/12

172 2701 土師器 鉢Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)27.0 外；ナデ→ヨコナデ
内；板ナデ→ヨコナデ やや密 暗灰 口縁6/12 底を意図的に抜く？

tab.31 宮ノ前遺跡出土遺物観察表 (４)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

173 3101 土師器 鉢Ｂ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)27.4 外；オサエ・ヨコナデ・ナデ･工具ナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 灰白 口縁10/12

174 2501 土師器 台付甕Ｃ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)14.2 外；ハケメ状板ナデ→ヨコナデ･ナデ・工具オサエ
内；板ナデ→ヨコナデ やや密 橙 口縁ほぼ

完存 手法はＳ字甕と違う

175 1701 土師器 台付甕Ａ ｇ５２ ＳＫ１０ (口)12.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 口縁8/12 底部は意図的な穿孔かも知れない

176 2402 土師器 台付甕Ａ ｇ５２ ＳＫ１０ (口)11.5 外；ハケメ･ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12 外面に煤付着

177 1801 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)12.6 外；ヘラケズリ→ハケメ・ナデ→ヨコナデ
内；ナデ 粗 にぶい橙 口縁9/12

178 1102 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)13.6 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁4/12

179 1503 土師器 台付甕Ａ ｇ５２ ＳＫ１０北 (口)13.3 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁4/12

180 2205 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)15.5 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁3/12

181 1802 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ (口)15.9 外；ヨコナデ→ハケメ→ヘラ記号？

内；オサエ・工具ナデ・ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁3/12

182 1501 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)15.8 外；ヨコナデ→ハケメ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 灰白 口縁4/12

183 1502 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)18.0 外；ヨコナデ→ハケメ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12

184 1804 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ (口)16.2 外；ハケメ・ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ やや粗 黒褐 口縁3/12

185 1902 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ (口)16.8 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁3/12

186 1803 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ (口)15.0 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ 粗 褐灰 口縁4/12

187 1903 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ (口)14.0 外；ナデ・オサエ→ハケメ→ヨコナデ

内；工具ナデ→ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁3/12

188 2204 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)14.8 外；ハケメ→ヨコナデ→ヘラ描
内；オサエ・ナデ･ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁2/12

189 1505 土師器 台付甕Ａ ｇ５２ ＳＫ１０北 (口)14.7 外；ハケメ→ヨコナデ
内；板ナデ･ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁3/12

190 3001 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)13.9 外；ハケメ→ヨコナデ→ヘラ描
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい褐 口縁ほぼ

完存 外面に煤付着

191 2801 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)18.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；板ナデ→ヨコナデ やや密 灰白 口縁6/12

192 3002 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)16.4 外；ハケメ→ヨコナデ→ヘラ描
内；オサエ･ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁ほぼ

完存

193 2301 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)20.2 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁4/12

194 703 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (脚裾)8.2 外；ナデ・ハケメ・オサエ・ナデ内；オサエ・ナデ 粗 にぶい黄橙 脚裾完存

195 2304 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (脚裾)
11.0

外；ナデ･ヘラケズリ
内；オサエ・ナデ 粗 にぶい黄橙 脚裾完存

196 606 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ (脚裾)9.2 外；オサエ・ナデ内；オサエ・ナデ 粗 橙 脚裾完存

197 1206 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (脚台)
10.0

外；ナデ・オサエ
内；オサエ・ナデ やや密 赤灰 脚台10/12

198 2305 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０南 (脚裾)9.7 外；オサエ・ナデ内；オサエ・ナデ 粗 にぶい橙 脚裾4/12

199 1602 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (脚台)7.8 外；ナデ・オサエ・ハケメ・ヘラケズリ内；工具ナデ オサエ→工具ナデ 粗 淡橙 脚台ほぼ
完存 外面に煤付着

200 2901 土師器 台付甕Ａ ｇ５３ ＳＫ１０ (脚裾)9.9 外；オサエ･ナデ→ハケメ内；ナデ 粗 褐灰 脚裾完存

201 2001 土師器 甑Ａ１ ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)27.6 外；ナデ・オサエ・ヘラケズリ･ヨコナデ
内；工具ナデ･ヨコナデ やや粗 灰白 口縁3/12

202 2601 土師器 甑Ａ１ ｇ５３ ＳＫ１０ (口)27.6 外；ヘラケズリ･ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 粗 橙 口縁完存 Ｓ字甕的な口縁部形態

203 603 須恵器 壺 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)14.8 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ 密 灰 口縁3/12

204 901 須恵器 壺 ｇ５３ ＳＫ１０南 (口)18.3 外；回転ナデ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁9/12

205 3201 須恵器 壺 ｇ５３ ＳＫ１０ (頸)14.0 外；ハケメ・ヨコナデ
内；工具ナデ・ナデ・ヨコナデ やや粗 橙 頸部3/12

206 1001 須恵器 甑 ｇ５３ ＳＫ１０南 (底)12.8 外；タタキメ→挿入ナデ・タテ方向ナデ→ヘラケズリ
内；オサエ・ナデ・工具痕 粗 灰 底部4/12

207 801 鉄製品 鋳造鉄斧 ｇ５３ ＳＫ１０ ソケット部分幅3.5､ 刃幅5.6 鋳造 － － 完存

208 9301 石製品 砥石 ｇ５３ ＳＫ１０
ｓｅｃ

(長)10.9
(幅)3.5 重さ53.0ｇ 平面を研磨 － － 端部欠損 片岩製

209 5603 須恵器 杯蓋 ｄ６３ ＳＨ１１ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁2/12

210 5604 須恵器 杯身 ｄ６３ ＳＨ１１ (口)10.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 赤灰 口縁3/12

211 5601 須恵器 壷 ｄ６３ ＳＨ１１ (口)17.8 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

212 6101 須恵器 壷 ｄ６３ ＳＨ１１
ｐ１

(体部)
22.9

外；タタキメ
内；工具ナデ・ナデ 密 灰 体部4/12

213 7402 土師器 高杯Ｂ ｄ６３ ＳＨ１１
ｐ４ (口)15.2 外；ナデ？

内；ナデ 密 橙 口縁2/12

214 7404 土師器 高杯 ｇ６３ ＳＨ１１
ｐ２ (脚裾)9.7 外；工具ナデ内；絞りメ・ナデ 密 明赤褐 脚裾4/12

215 6202 土師器 台付甕Ａ ｄ６２ ＳＨ１１
ｐ５ (口)14.8 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁3/12

tab.32 宮ノ前遺跡出土遺物観察表 (５)
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216 6201 土師器 壷Ａ２ ｄ６３ ＳＨ１１
ｐ３ (口)20.4 外；オサエ・ナデ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 橙 口縁2/12 内外面摩滅多い

217 9105 須恵器 杯身 ｇ６２ ＳＫ５ (口)10.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 青灰 口縁3/12

218 9103 須恵器 高杯 ｇ６２ ＳＫ５ (脚裾)
12.0

外；回転ナデ→４方向透孔
内；回転ナデ やや密 灰 脚裾2/12 長脚一段

219 9102 土師器 小形鉢Ｂ２ ｇ６２ ＳＫ５ (口)12.0 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 密 橙 口縁2/12

220 9002 土師器 小形鉢Ａ ｇ６３ ＳＫ５ ｐ１ (口)13.1 外；ナデ・ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 橙 口縁完存

221 9003 土師器 小形鉢Ａ ｇ６２ ＳＫ５ (口)13.4 外；工具ナデ→ヨコナデ
内；ヨコナデ やや密 橙 口縁3/12

222 9004 土師器 高杯Ｂ ｇ６２ ＳＫ５ (口)14.6 外；ナデ・オサエ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 橙 口縁3/12

223 9005 土師器 高杯Ａ ｇ６２ ＳＫ５ (口)14.8 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 明赤褐 口縁6/12

224 9106 土師器 高杯 ｇ６２ ＳＫ５ (脚裾)9.0 外；ナデ→ヨコナデ・４方向未貫通孔内；絞りメ・工具ナデ･ヨコナデ 密 橙 脚裾10/12 円形四方向未貫通孔

225 9104 土師器 高杯Ｃ ｇ６２ ＳＫ５ (脚裾)
13.8

外；ナデ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ やや密 橙 脚裾8/12

226 9101 土師器 台付甕Ａ ｇ６２ ＳＫ５ (口)12.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ やや密 灰褐 口縁2/12

227 9001 土師器 甑Ａ１ ｇ６２ ＳＫ５ (口)20.3 外；ナデ・ヘラケズリ･ヨコナデ
内；ヨコナデ・ナデ やや粗 橙 口縁6/12 小形鉢Ａと同質の胎土

228 6504 須恵器 杯蓋 ｆ５２ ＳＫ７ (口)14.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

229 6505 須恵器 杯蓋 ｆ５２ ＳＫ７ (口)13.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

230 6501 須恵器 杯身 ｆ５１ ＳＫ７ ｐ１ (口)12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰白 受部4/12

231 6502 須恵器 杯身 ｆ５２ ＳＫ７ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰白 受部8/12

232 6503 須恵器 杯身 ｆ５２ ＳＫ７ (口)11.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

233 6402 須恵器 ジョッキ形 ｆ５２ ＳＫ７ (口)11.0 外；回転ナデ→オサエ･ナデ
内；回転ナデ やや密 褐灰 口縁4/12 楕円形

234 6803 須恵器 有蓋高杯蓋 ｇ６１ ＳＫ４ ｐ２ (口)13.5 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

235 6801 須恵器 杯身 ｇ６１ ＳＫ４ ｐ３ (口)10.7 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰 口縁9/12

236 6802 須恵器 杯身 ｇ６１ ＳＫ４ (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 暗赤灰 口縁2/12

237 6701 土師器 高杯Ａ ｇ６１ ＳＫ４ ｐ１ (口)14.4 外；ナデ・面取り風ナデ→ヨコナデ
内；絞りメ・ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁ほぼ

完存

238 6704 土師器 台付甕Ａ ｇ６１ ＳＫ４ (口)13.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ･ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁6/12 外面に煤付着

239 6403 須恵器 有蓋高杯 ｆ５２ ＳＫ１４南 (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 脚裾6/12

240 7403 土師器 壺Ｂ ｄ４ ＳＫ２８ (口)13.7 外；ヨコナデ･ナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 にぶい橙 口縁2/12

241 7303 須恵器 高杯 ｄ４ ＳＫ２８ (脚台)8.8 外；回転ナデ→４方向透孔内；回転ナデ 密 灰 脚台3/12

242 7302 土師器 台付甕Ａ ｄ４ ＳＫ２８ (脚台)8.0 外；ハケメ→ナデ･ヨコナデ内；ナデ・ヨコナデ やや粗 黒褐 脚台9/12 外面に煤付着

243 7204 須恵器 杯蓋 ｄ５ ＳＫ３２ (口)13.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

244 7203 須恵器 杯身 ｄ５ ＳＫ３２ (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

245 7201 須恵器 杯身 ｄ５ ＳＫ３２ (口)11.9 外；回転ナデ→回転ケズリ (手持ちヘラ状)
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12 口縁沈線状

246 7202 須恵器 杯身 ｄ５ ＳＫ３２ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁4/12 口縁沈線状

247 7103 土師器 壷Ｂ ｄ５ ＳＫ３２ (口)14.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁3/12

248 7102 土師器 台付甕Ａ ｄ５ ＳＫ３２ (脚台)8.0 外；ハケメ→ヘラケズリ・オサエ内；ナデ・ヨコナデ やや粗 褐灰 脚台4/12 外面に煤付着

249 4503 須恵器 杯蓋 ｆ４４ ＳＫ１３ (口)14.3 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ・ナデ やや密 灰 口縁2/12

250 4504 須恵器 杯蓋 ｆ４４ ＳＫ１３
ｐ７ (口)13.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

251 4602 須恵器 杯身 ｆ４４ ＳＫ１３ (口)13.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→ヘラ描き
内；回転ナデ・ナデ 粗 灰 口縁3/12

252 4603 須恵器 杯身 ｆ４４ ＳＫ１３
ｐ６ (口)12.7 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ･ナデ やや密 灰 口縁2/12

253 4405 土師器 高杯 ｆ４４ ＳＫ１３ (脚裾)9.5 外；工具ナデ･ナデ・ヨコナデ内；オサエ・ナデ 粗 橙 脚裾1/12

254 4402 土師器 台付甕Ａ ｆ４４ ＳＫ１３ (口)13.8 外；ハケメ→ヨコナデ→ヘラ描き
内；板ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄褐 口縁2/12

255 4404 土師器 台付甕Ａ ｆ４４ ＳＫ１３
ｐ８ (口)13.2 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁2/12 ハケメ細かい

256 4502 土師器 台付甕Ａ ｆ４４ ＳＫ１３
ｐ１ (口)12.4 外；ハケメ→ヨコナデ･ナデ・オサエ・キザミ

内；ナデ→ヨコナデ やや密 褐灰 口縁ほぼ
完存 ハケメ細かい

257 4401 土師器 台付甕Ａ ｆ４４ ＳＫ１３
ｐ４ (口)15.1 外；ハケメ→ヨコナデ→ヘラ描き

内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁6/12 ハケメ細かい

258 4501 土師器 台付甕Ａ ｆ４４ ＳＫ１３
ｐ５ (口)17.4 外；ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 橙 口縁4/12

tab.33 宮ノ前遺跡出土遺物観察表 (６)
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259 4403 土師器 台付甕Ａ ｆ４４ ＳＫ13 ｐ９ (口)16.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁3/12

260 4601 須恵器 甕 ｆ４３
ｆ４４

ＳＫ13 ｐ10
ＳＫ13 ｐ２ (口)24.2 外；回転ナデ→波状文

内；回転ナデ 密 灰 口縁6/12

261 4304 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)7.8 (厚)6.8 (重)0.370g 密 褐灰 完存

262 4107 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)8.5 (厚)6.5 (重)0.505g 密 褐灰 完存

263 4109 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)9.3 (厚)6.0 (重)0.515g 密 褐灰 完存

264 4110 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)7.7 (厚)6.5 (重)0.365g 密 褐灰 完存

265 4208 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)8.7 (厚)6.5 (重)0.440g 密 褐灰 完存

266 4111 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)8.0 (厚)6.0 (重)0.460g 密 褐灰 完存

267 4104 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)8.0 (厚)5.8 (重)0.430g 密 褐灰 完存

268 4203 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)7.0 (厚)5.5 (重)0.300g 密 褐灰 完存

269 4209 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)6.5 (厚)4.5 (重)0.175g 密 褐灰 完存

270 4102 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)6.0 (厚)4.5 (重)0.140g 密 褐灰 完存

271 4105 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)6.5 (厚)4.5 (重)0.230g 密 褐灰 完存

272 4301 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)7.0 (厚)4.5 (重)0.245g 密 褐灰 完存

273 4106 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)7.0 (厚)4.6 (重)0.505g 密 褐灰 完存

274 4205 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)6.0 (厚)4.7 (重)0.215g 密 褐灰 完存

275 4212 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)7.0 (厚)4.5 (重)0.215g 密 褐灰 完存

276 4307 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)5.0 (厚)5.8 (重)0.295g 密 褐灰 一部欠損

277 4202 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)9.0 (厚)6.5 (重)0.510g 密 褐灰 完存

278 4201 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)9.0 (厚)6.5 (重)0.490g 密 褐灰 完存

279 4103 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)8.5 (厚)6.0 (重)0.425g 密 褐灰 完存

280 4211 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)8.2 (厚)6.3 (重)0.425g 密 褐灰 完存

281 4112 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)8.5 (厚)6.0 (重)0.385g 密 褐灰 完存

282 4204 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)8.0 (厚)6.3 (重)0.315g 密 褐灰 一部欠損

283 4210 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)8.6 (厚)6.0 (重)0.445g 密 褐灰 完存

284 4108 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)10.0 (厚)6.5 (重)0.550g 密 褐灰 完存

285 4302 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)7.3 (厚)4.6 (重)0.325g 密 褐灰 完存

286 4207 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)7.5 (厚)5.5 (重)0.295g 密 褐灰 完存

287 4305 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)6.2 (厚)3.5 (重)0.155g 密 褐灰 完存

288 4206 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)6.5 (厚)6.0 (重)0.175g 密 褐灰 完存

289 4303 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)7.0 (厚)4.3 (重)0.220g 密 褐灰 完存

290 4101 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)6.5 (厚)5.5 (重)0.230g 密 褐灰 完存

291 4306 土師質 土玉 ｆ４４ ＳＫ１３ｐ４
の中 (幅)6.5 (厚)4.0 (重)0.135g 密 褐灰 一部欠損

292 3906 須恵器 杯蓋 ｆ５４ ＳＫ６北 (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 にぶい橙 口縁2/12 土師質

293 4002 須恵器 杯蓋 ｆ５４ ＳＫ６北 (口)13.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

294 3806 須恵器 杯身 ｆ５４ ＳＫ６南 (口)12.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁1/12

295 3802 須恵器 杯蓋 ｆ５４ ＳＫ６ (口)14.8 外；回転ナデ→回転ケズリ→波状文→６方向透孔
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12 脚部剥離 透かし窓３ヶ所残存

全部で６ヶ所と思われる

296 3805 須恵器 杯身 ｆ５４ ＳＫ６ (口)14.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

297 3803 須恵器 有蓋高杯蓋 ｆ５４ ＳＫ６南 (口)13.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 灰白 口縁3/12 おそらくツマミが付く

外面上部に放射状にヘラ描き

298 4001 須恵器 有蓋高杯蓋 ｆ５４ ＳＫ６ (口)13.8 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12

299 3807 須恵器 高杯 ｆ５４ ＳＫ６北 (脚裾)
10.0

外；回転ナデ→カキメ→３方向透孔
内；回転ナデ やや密 暗灰 脚裾8/12

300 4003 須恵器 高杯 ｆ５４ ＳＫ６南 (脚裾)
10.6

外；回転ナデ
内；回転ナデ やや密 青黒 脚裾4/12

301 3804 須恵器 無蓋高杯 ｆ５４ ＳＫ６南 (口)11.7 外；回転ナデ→カキメ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

tab.34 宮ノ前遺跡出土遺物観察表 (７)



― 130―

番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

302 3801 須恵器 無蓋高杯 ｆ５４ ＳＫ６ (口)14.8 外；回転ナデ→ケズリ・波状文
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12 断面褐色を呈する

303 4004 須恵器 器台 ｆ５４ ＳＫ６ (口)16.8 外；回転ナデ→波状文
内；回転ナデ やや密 にぶい赤褐 口縁2/12 器台？

304 3904 石製品 砥石 ｆ５４ ＳＫ６南 (長)6.6
(幅)2.8 － － － 全体の1/2

か 砂岩

305 3704 土師器 高杯 ｆ５４ ＳＫ６ (脚裾)7.7 外；工具ナデ･ナデ・ヨコナデ内；絞りメ・ヨコナデ やや密 橙 脚裾4/12

306 3601 土師器 鉢Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (口)22.6 外；オサエ･ナデ→ヨコナデ
内；ナデ やや密 橙 口縁2/12 片口ではないかも知れない

307 3604 土師器 鉢Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (口)－ 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁部片

308 3602 土師器 鉢Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (口)29.4 外；ナデ･ヘラケズリ→ヨコナデ
内；板ナデ・ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁2/12 内面一部黒変

309 4006 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６北 (脚台)7.8 外；ハケメ・ナデ内；ナデ やや粗 褐灰 脚台完存

310 4005 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (脚台)
10.1

外；ハケメ・ナデ
内；ナデ やや粗 にぶい橙 脚台4/12

311 3707 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (脚台)8.3 外；工具ナデ内；オサエ・ナデ やや密 橙 脚台10/12

312 3706 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (脚台)8.1 外；オサエ・ナデ内；オサエ・ナデ やや粗 褐灰 脚台完存

313 3705 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６北 (脚台)8.2 外；オサエ内；オサエ・ナデ・工具ナデ やや密 にぶい橙 脚台完存 内面黒変

314 3702 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (口)16.5 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁4/12

315 3701 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (口)15.1 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 密 にぶい褐 口縁2/12

316 3905 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (口)12.6 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 橙 口縁3/12

317 3903 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６北 (口)13.9 外；ハケメ･ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁2/12

318 3703 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６南 (口)12.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい黄橙 口縁4/12

319 4008 土師器 台付甕Ａ ｆ５４ ＳＫ６ (口)16.0 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁2/12

320 3603 土師器 壷Ａ２ ｆ５４ ＳＫ６南 (口)14.6 外；ヨコナデ
内；ヨコナデ 密 にぶい黄橙 口縁2/12

321 3504 須恵器 壷蓋 ｆ５８ ＳＫ３ (口)10.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 暗灰 口縁4/12

322 3502 須恵器 壷蓋 ｆ５８ ＳＫ３ (口)11.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁3/12

323 3501 須恵器 杯蓋 ｆ５８ ＳＫ３ (口)12.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁3/12

324 3503 須恵器 杯蓋 ｆ５８ ＳＫ３ (口)12.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰白 口縁1/12

325 3507 須恵器 杯身 ｆ５８ ＳＫ３ (口)12.2 外；回転ナデ→ヘラおこし
内；回転ナデ 粗 灰 口縁2/12

326 3506 須恵器 杯身 ｆ５８ ＳＫ３ ３層 (口)11.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁6/12

327 3405 須恵器 有蓋高杯蓋 ｆ５８ ＳＫ３ ３層 (口)13.2 外；回転ナデ→回転ケズリ→貼り付けナデ
内；回転ナデ→同心円あて具痕 やや粗 暗青灰 口縁3/12

328 3404 須恵器 高杯 ｆ５８ ＳＫ３ １０
層 (脚裾)9.4 外；回転ナデ→４方向透孔？内；回転ナデ 密 灰 脚裾4/12

329 3505 須恵器 � ｐ５８ ＳＫ３ (体)10.2 外；回転ナデ→タタキメ・波状文
内；回転ナデ やや密 暗灰 体部3/12 瓦質か 内面にベンガラ付着

330 3402 土師器 高杯Ｃ ｆ５８ ＳＫ３ (口)18.6 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや密 橙 口縁6/12

331 3403 土師器 高杯 ｆ５８ ＳＫ３ (脚裾)9.3 外；面取りナデ・工具ナデ・ナデ内；絞りメ・ナデ・一方向ナデ やや密 橙 脚裾9/12

332 3303 土師器 小形壷Ｂ ｆ５８ ＳＫ３ (口)10.6 外；ハケメ･ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ 粗 赤橙 口縁6/12 外面に煤付着

333 3401 土師器 台付甕Ａ ｆ５８ ＳＫ３ (口)13.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 淡橙 口縁4/12

334 3302 土師器 台付甕Ａ ｆ５８ ＳＫ３ (口)19.1 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁4/12

335 3301 土師器 台付甕Ａ ｆ５８ ＳＫ３ (口)18.8 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁8/12 ハケメの無いもの

336 5302 土師器 高杯Ａ ｆ６ Ｐｉｔ１ (口)15.9 外；ヨコナデ・オサエ･ナデ・面取り風工具ナデ
内；絞りメ・オサエ やや密 明赤褐 口縁6/12

337 5304 須恵器 杯蓋 ｆ６３ 包含層ｐ１ (脚裾)
14.0

外；ハケメ→ヘラミガキ・ヨコナデ→８方向透孔
内；ナデ・ハケメ やや粗 褐灰 脚裾2/12 透かし孔３方確認 ８方か？弥生

後期

338 5202 土師器 壷Ａ２ ｆ６２ Ｐｉｔ２ (脚柱)2.8 外；ヨコナデ内；オサエ・ナデ・ハケメ 粗 灰褐 口縁2/12

339 6406 須恵器 杯身 ｄ５ Ｐｉｔ１ (高台)
11.5

外；糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ やや密 灰 高台3/12

340 6404 須恵器 器台 ｇ５４ 検出中 (脚裾)
12.7

外；回転ナデ→刺突文→透孔
内；回転ナデ やや密 灰 脚裾2/12

341 6401 須恵器 壷 ｇ５４ 検出中 (口)18.6 外；タタキメ→回転ナデ
内；あて具痕･ナデ・回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

342 4903 土師器 高杯Ａ ｆ４７ ＳＲ９法面 (口)15.3 剥離顕著 密 橙 口縁完存 古墳前期末

343 5102 土師器 器台 ｆ５１ ＳＲ９ (脚裾)9.4 外；ハケメ･ヘラケズリ内；ハケメ やや粗 にぶい黄橙 脚裾10/12 器台 異形 島貫Ｃ１並行か

344 4902 土師器 高杯 ｆ４５ ＳＲ９ (脚裾)
14.3

外；ナデ→ハケメ→ヘラミガキ→３方向透孔
内；絞りメ・ハケメ・ナデ 粗 にぶい橙 脚裾4/12 弥生末～古墳初

tab.35 宮ノ前遺跡出土遺物観察表 (８)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

345 5001 須恵器 有蓋高杯 ｆ５０ ＳＲ９ (口)11.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 粗 暗灰 口縁1/12

346 5101 土師器 甕Ｂ ｆ５０ ＳＲ９ (口)20.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 橙 口縁4/12 古墳後期

347 5008 灰釉陶器 椀 ｅ４９ ＳＲ９ (高台)8.6 外；回転ナデ→糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ内；回転ナデ 密 灰白 高台3/12 猿投

348 5007 陶器 小皿 ｆ５１ ＳＲ９ (口)7.6 外；回転ナデ→糸切り
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁1/12 山皿 知多・猿投

349 5006 陶器 小皿 ｆ５１ ＳＲ９ (口)8.5 外；回転ナデ→糸切り
内；回転ナデ→ナデ やや密 にぶい黄橙 口縁3/12 山皿 知多・猿投

350 5004 陶器 椀 ｆ４９ ＳＲ９ (高台)8.0 外；回転ナデ→糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ内；回転ナデ やや密 灰白 高台6/12 山茶椀 知多・猿投

351 5003 陶器 椀 ｆ４６ ＳＲ９ (高台)7.7 外；回転ナデ→糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ内；回転ナデ やや密 灰 高台完存 山茶椀 知多・猿投

352 5005 陶器 椀 ｆ５０ ＳＲ９ (口)16.0 外；回転ナデ→糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ
内；回転ナデ→ナデ 密 灰白 口縁1/12 山茶椀 知多・猿投

353 5002 陶器 椀 ｆ５０ ＳＲ９ (高台)7.8 外；回転ナデ→糸切り→貼り付け高台→高台にヨコナデ内；回転ナデ やや粗 灰白 高台完存 山茶椀 知多・猿投

354 5103 陶器 壷 ｅ４９ ＳＲ９ (底)－ 外；ナデ
内；オサエ･ナデ 粗 橙 底部片 常滑甕

355 6405 陶器 小皿 ｅ６３ ＳＫ２ (口)8.6 外；回転ナデ→糸切り
内；回転ナデ やや密 灰白 底完存 山皿 知多・猿投

356 5301 土師器 高杯 ｆ６３ 包含層 ｐ２ (口)29.8 外；ヨコナデ→ヘラミガキ
内；ヨコナデ→ヘラミガキ 密 橙 口縁6/12 一部黒変

357 6703 土師器 高杯 ｇ５５ 包含層 (口)21.5 外；ヘラミガキ・ヨコナデ→クシ描き凹線→３方向透孔
内；ヘラミガキ・ハケメ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁3/12

358 4702 土師器 高杯 ｇ６３ ＳＨ８ (脚柱)3.9 外；ヘラミガキ→クシ描き横線内；ハケメ やや粗 橙 脚柱完存 おそらく混入

359 5206 土師器 高杯 ｇ５４ 包含層 (脚裾)
10.0

外；ヘラミガキ→横線→３方向透孔
内；絞りメ・ナデ やや密 橙 脚裾ほぼ

完存 杯部接合時のオサエ痕あり

360 5205 土師器 高杯 ｆ６３ 包含層 ｐ２ (脚柱)3.2 外；ヘラミガキ→３方向透孔内；ヘラミガキ 絞りメ・ナデ やや密 にぶい橙 脚柱完存 黒変 ２ヶ所残存

361 5207 土師器 高杯 ｇ５６ 包含層 (脚裾)
10.4

外；ヘラミガキ→横線→３方向透孔
内；オサエ・ハケメ やや粗 にぶい黄橙 脚裾4/12

362 6608 土師器 壷 ｇ５８ 包含層 － 外；ハケメ→突帯
内；工具ナデ やや粗 浅黄橙 体部片 ｢パレススタイル｣ 壷 刺突内に

赤彩 (ベンガラ)

363 6605 土師器 台杯甕 ｇ６２ 包含層 (脚台)7.0 外；ハケメ・ヨコナデ内；ナデ 粗 にぶい黄橙 脚台4/12 Ｓ字Ｏ～Ａ類並行 黒斑

364 6607 土師器 台杯甕 ｅ６３ 包含層 (脚台)9.3 外；ヨコナデ・ハケメ内；ナデ・オサエ 粗 灰褐 脚台完存 Ｓ字Ｄ類

365 5204 土師器 甕 ｆ６３ 包含層 (口)15.3 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ・ヨコナデ 粗 灰黄褐 口縁3/12

366 2403 土師器 甕 ｇ５２ ＳＫ１０北 (口)15.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁2/12 外面に煤付着 古式土師器混入

367 6702 土師器 甕 ｇ６０ 包含層 (口)15.0 外；タタキ→ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁6/12 口縁内部～外面に煤付着

368 6601 土師器 台杯甕 ｇ６２ 包含層 (口)15.2 外；ハケメ→クシ描き→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・ハケメ→ヨコナデ やや粗 にぶい橙 口縁2/12 Ｓ字甕Ｂ類 外面に煤付着

369 6506 土師器転用 加工円盤 ｄ４ 包含層 (幅)3.6
(厚)1.6 重さ20.0ｇ 側面を研磨 やや密 にぶい橙 完存 土師器 大形壺の底を利用か？

370 7304 陶器 椀 ｄ３ ＳＤ２７ (上) (底)5.2 外；回転ナデ→糸切り
内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰白 底完存 山皿 瀬戸？８型式

371 7305 土師器 皿 ｃ３ ＳＤ２７ (上) (口)12.5 外；ヨコナデ･ナデ
内；ヨコナデ･ナデ 密 浅黄橙 口縁2/12 南伊勢系

372 10104 土師器 台付甕 試掘坑 №２５褐灰土 (口)13.0 外；ハケメ→ヨコハケ→ヨコナデ
内；ハケメ・オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐 口縁3/12 Ｓ字甕Ｂ類

373 10301 土師器 台付甕Ａ 試掘坑 №２５ (口)15.0 外；ハケメ→ヨコナデ・沈線
内；圧痕・ナデ･ヨコナデ やや密 にぶい橙 口縁2/12

374 10302 須恵器 杯蓋 試掘坑 №２５ (口)13.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

375 10305 土師器 甕Ｂ２ 試掘坑 №３１ (口)18.0 外；ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ 粗 橙 口縁2/12

376 10304 土師器 壷 試掘坑 №３１ (底)7.5 摩滅のため調整不明 粗 浅黄橙 底完存

377 10303 土師器 壷Ａ２ 試掘坑 №３１ (口)18.5 外；ナデ・ヘラケズリ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁6/12

378 10103 須恵器 杯蓋 試掘坑 №３１ (口)12.0 外；回転ナデ→ナデ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12

379 10101 須恵器 杯身 試掘坑 №３１ (口)12.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁3/12 外面底部にヘラ記号

380 10102 須恵器 杯身 試掘坑 №３１ (口)12.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁4/12

tab.36 宮ノ前遺跡出土遺物観察表 (９)
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八重垣神社遺跡第１次の調査区は､ 鈴鹿市立河曲

小学校北東の水田部分で､ 宮ノ前遺跡調査区から北

側へと続く延長線上にある｡ 水路およびかんがい排

水路により開削される範囲内の調査であり､ 第１次

調査区は ｢コ｣ の字形を呈した調査区である｡

調査地は鈴鹿川南岸から約550ｍほど南で､ 現況

は田圃である｡ 標高は､ 田面部分で約10.6ｍである｡

調査区の土層は､ 東壁 (fig.80) および北部東西

トレンチ北壁 (fig.81) で観察した｡ 調査区は全体

が沖積地であり､ 遺構確認面では微高地部分と旧河

道部分とがある｡ 微高地は､ 鈴鹿川の旧流路から排

出された土砂によって形成されている｡

遺構は､ ｢コ｣ の字形調査区の南北方向トレンチ

部分に集中する｡ 東西方向の２本のトレンチ部分は

古墳時代～中近世にかけての旧河道がほぼ全域に見

られるため､ 遺構として確認できたものは旧河道の

みである｡ ただし､ 北部東西トレンチの一部では微

高地が見られ､ その上面では古墳時代前期の遺物が

ややまとまって出土している｡

遺構のベースとなるのは､ 調査区南部では宮ノ前

遺跡と連続する黄灰色系細砂質シルトである｡ この

土層上に弥生時代から古代にかけての遺構が形成さ

れている｡ 黄灰色系細砂質シルトは調査区北部では

次第に下降し､ 暗褐色系粘質シルト層が現れ､ それ

が古墳時代の遺構面を形成している｡ 明確に微高地

と言えるのは黄灰色系細砂質シルト層であり､ 暗褐

色系粘質シルト層は微高地部縁辺に堆積した土砂で

ある｡ 古代に相当する遺構は､ 黄褐色系細砂質シル

ト層の存在する部分にのみ明確に確認できた｡

暗褐色系粘質シルト層の上部にはさらに褐色系粘

質シルト層が堆積しており､ この層上面が中世遺構

面に相当する｡ なお､ 中世遺構としては数条の溝が

確認されたにとどまる｡
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今回の調査区からは､ 古墳時代前期から中世にか

けての遺構を確認している｡ 出土遺物には弥生時代

中期以降のものもあるが､ この時期の遺構は確認で

きなかった｡

ここでは主立った遺構について記述する｡ 個々の

遺構については遺構一覧表 (tab.37) も参照された

い｡
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古墳時代前期の遺構は､ 溝および流路がある｡ 時

期的に前述の宮ノ前遺跡との関連が深い｡

$%&'( 調査区中央東部のｇ35グリット付近で確

認した遺構である｡ 幅約1.2ｍ､ 深さ約0.3ｍで､ 南

部は途切れる｡ 周溝墓になるかとも考えたが､ 明確

ではない｡ 出土遺物から前期初頭頃の遺構と考えら

れる｡

)*%+',(fig.82) 調査区を南北に流れる流路

である｡ 東側岸部を中心に確認した｡ 最下層は粘土

層で､ 一部木質を含むものの､ 加工されたものは含

まれていなかった｡ 東側肩部には土器群が見られ､

埋没の時期が古墳時代前期であることを示す (fig.

82)｡ 北部東西トレンチで確認した土器群ＳＺ25も､

ＳＲ12の埋土に相当するものと考えられる｡ 埋土上

層には古墳時代後期から奈良時代にかけての遺物が

認められ､ 最終的に埋没したのは８世紀代ではない

かと考えられる｡
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古墳時代後期に相当する時期の遺構は溝および土

坑である｡ また､ 前述の流路ＳＲ12も､ 上層部分は

この時期も継続して機能している｡

/0%1� (fig.83) 調査区中央東部のｎ36グリッ

ト付近で確認した遺構である｡ 長辺2.8ｍ以上､ 短

辺約1.6ｍ､ 検出面からの深さ約0.5ｍで､ 全体を検
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fig.79 八重垣神社遺跡 (第１次) 平面図 (１：200)
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fig.80 八重垣神社遺跡 (第１次) 調査区 東壁土層 (１：100)
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fig.81 八重垣神社遺跡 (第１次) 北部東西トレンチ北壁土層 (１：100)



出していないものの､ 奇麗な長方形を呈するものと

考えられる｡ 埋土中からは､ 第２・３層を中心に土

師器・須恵器類がまとまって出土している｡ なお､

この土坑からは､ 宮ノ前遺跡で見られたような木質

や炭・灰層は見られなかった｡

出土遺物から､ 古墳時代後期後半の６世紀後葉頃

に位置づけられるものと考えられる｡

����� (fig.84) 調査区中央東部のｍ36グリッ

トで確認した遺構である｡ 長軸約3.0ｍ､ 短軸約1.5

ｍ､ 検出面からの深さ約0.6ｍで､ 平面形は瓢形を

呈する｡ 埋土下層には､ 宮ノ前遺跡で確認したのと

同様な木質の有機物痕が灰層となって堆積している｡

出土遺物から､ 古墳時代後期前半頃の遺構と考え

られる｡

����� 調査区南東部のｆ35グリット付近で確

認した遺構である｡ 長軸約4.4ｍ､ 短軸約2.0ｍ､ 検

出面からの深さ約0.4ｍで､ 平面形は不整な長方形

を呈する｡ 形態的にはＳＫ２と類似するものである｡

出土遺物は多くないが､ 古墳時代後期後半頃の遺

構と考えられる｡

���	
�	� 調査区北東部の35～36ラインで確認

した遺構である｡ いずれも幅約30㎝､ 深さ約20㎝の

小規模な溝である｡ 流路ＳＲ12・ＳＤ18とおおむね

並行しており､ 何からの関係のもと掘削された遺構

と考えられる｡

埋土内からは後期前半頃の土器類が出土している｡

���	 調査区北東部のｃ35グリット付近で確認

した遺構である｡ 流路ＳＲ12とおおむね並行する｡

― 137―

fig.82 八重垣神社遺跡 (第１次) 流路ＳＲ12 土器群出土状況 (１：40)



幅約2.1ｍ､ 深さ約0.7ｍので､ 埋土最下層には粗砂

層が見られる部分もあるため､ 水流が激しい段階も

存在したものと思われる｡ その意味では､ 単なる溝

とするよりも人工流路の一種と考えるべきであろう｡

埋土内からは古墳時代前期の土器が多く出土する

が､ 埋土最下層からは古墳時代後期前半頃の須恵器

が見られるため､ 後期の遺構と考えられる｡

� �������

奈良時代の遺構としては､ 掘立柱建物および落ち

込み状の遺構がある｡ 先述のＳＲ12もこの段階では

ほぼ埋まっているものの､ 同じく落ち込み状遺構と

して遺存しているものと考えられる｡

	
������(fig.85) 調査区南東部のｍ36

グリット付近で検出した遺構である｡ 東西３間 (3.6

ｍ) 以上､ 南北３間 (3.7ｍ) で､ 柱間はおよそ1.2

～1.3ｍである｡ 主軸は､ Ｎ30°Ｅである｡ 柱掘形

は長方形で､ 一辺約50～70㎝程度である｡

出土遺物は少なく､ 明確な時期は分からないが､

遺構の重複状況から､ 奈良時代と考えられる後述の
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fig.83 八重垣神社遺跡 (第１次) 土坑ＳＫ２
平面・断面図 (１：40)

fig.84 八重垣神社遺跡 (第１次) 土坑ＳＫ３
平面・断面図 (１：40)

fig.85 八重垣神社遺跡 (第１次) 掘立柱建物
ＳＢ30・31 平面・断面図 (１：100)



掘立柱建物ＳＢ31よりも新しいものであることから､

一応奈良時代の遺構とした｡

��������1 (fig.85) 調査区南東部のｎ36

グリット付近で検出した遺構である｡ 東西１間 (1.8

ｍ) 以上､ 南北３間 (4.8ｍ) で､ 柱間はおよそ1.8

ｍである｡ 主軸は､ Ｎ19°Ｅである｡ 柱掘形は長方

形で､ 一辺約50～70㎝程度で､ 全体的にＳＢ30より

も大きめである｡ 東側柱列の北から３個目のピット

は､ 土坑ＳＫ２掘削時に確認できなかったが､ 本来

はこの位置に存在していたと考えられる｡

出土遺物は少なく､ 明確な時期は分からないが､

土坑ＳＫ２内と重複していたピットのものと思われ

る土器から､ 奈良時代前半頃の遺構と考えられる｡

	
���� 調査区南東部のｎ35グリット付近

で検出した遺構である｡ 長さ10ｍ以上の不整楕円形

を呈した遺構で､ 検出面からの深さは約30㎝である｡

ＳＲ12の上層と一体となって落ち込み状遺構になる

ものと考えられる｡

埋土内からは７世紀前半を中心とした土器類が出

土している｡

� �����

中世の遺構としては､ 溝および流路がある｡ 確認

できた遺構・遺物ともに少ない｡

���� (fig.86) 調査区東部中央ｊライン付近

で確認した遺構である｡ 東西方向に掘削され､ 調査

区東端でやや北に振れている｡ 幅約1.3ｍ､ 深さ約0.

8ｍの断面Ｖ字形をなすものである｡ 出土遺物は少

ないが､ 常滑産の陶器片があり､ 中世前期のものと

考えて大過なかろう｡

�������� 調査区北東部で確認した遺構である｡

幅約20㎝､ 深さ約10㎝の小規模な溝であるが､ 遺構

埋土の状況は溝ＳＤ７と類似しており､ 一連の関係

する遺構と考えられる｡ 時期を示す出土遺物は無い

が､ 層位的には中世のものと考えてよい｡

����� 調査区西部の東西トレンチ部分に相当

する流路は､ 宮ノ前遺跡流路ＳＲ９から連続するも

のである｡ 宮ノ前遺跡と同様､ 中世以降の自然流路

である｡ 底面までの掘削は行っていない｡

�  !"#���

時期不明の以降として､ 掘立柱建物が１棟ある｡

��������� 調査区北東部のｂ35グリット

付近で検出した遺構である｡ 東西２間 (3.7ｍ) 以

上､ 南北１間 (1.6ｍ) 以上で､ 主軸はＮ13°Ｗで

ある｡ ピットは40㎝ほどの円形である｡ 遺構の重複

関係から古墳時代後期以降のものである｡

$ %&

北部東西トレンチのＳＺ25付近で噴砂を確認した

(PL.24下段)｡ 古墳時代前期の遺構であるＳＺ25の

埋土を切ることから､ 古墳時代前期以降の地震に伴

うものと考えられる｡

(伊藤)
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fig.86 八重垣神社遺跡 (第１次) 溝ＳＤ７ 調査区西壁土層 (１：50)
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tab.37 八重垣神社遺跡 (第１次) 遺構一覧表

遺構番号 性 格 時 期 位置 グリット 特徴・形状・計測数値など

ＳＺ１ 落ち込み 古墳前期～奈良 １次 ＳＲ１２の肩部

ＳＫ２ 土坑 古墳後期 １次 ｍ・ｏ３６ 土器群､ 台付甕なし

ＳＫ３ 土坑 古墳後期 １次 ｌ・ｍ３６ 炭混じり

ＳＫ４ 溝状土坑 飛鳥 １次 ｍ３５ 飛鳥Ⅲ､ 暗文土師器

ＳＺ５ 落ち込み 古墳前期～奈良 １次 ｌ・ｍ３５ ＳＺ１下部､ ＳＲ１２の肩部

ＳＫ６ 土坑 古墳後期 １次 ｐ３５・３６ 台付甕なし

ＳＤ７ 溝 中世前期 １次 ｊ３４～３６ 断面Ｖ字形､ 山茶椀６型式

ＳＫ８ ピット？ １次 ｏ３６

ＳＲ９ 河道 中世～ １次 宮ノ前遺跡のＳＲ９と一連

ＳＫ１０ 土 坑 古墳後期 １次 ｎ３４ ＳＺ４内､ 円形土坑 ＴＫ４３

ＳＺ１１ 落ち込み 古墳後期 １次 ｎ３４ ＳＺ４の一部か？

ＳＲ１２ 河道 古墳前期～奈良 １次 ～ｌ３４・３５ 肩部に土器群あり

ＳＫ１３ 土坑 古墳前期～ １次 ｌ３４

ＳＤ１４ 溝 古墳前期 １次 ｇ３５

ＳＤ１５ 溝 古墳前期 １次 ｅ３５ 杭列

ＳＤ１６ 溝 古墳後期 １次 ｇ５５ ＳＲ１２に平行

ＳＺ１７ 落ち込み 古墳前期～ １次 ｆ３５ ＳＲ１２の肩部

ＳＤ１８ 溝 古墳後期 １次 ａ３５～ｅ３６ 須恵器 古墳前期の土器多く混じる

ＳＫ１９ 土坑 古墳前期 １次 ｃ３４ ＳＲ１２と関連か？

ＳＤ２０ 溝 中世？ １次 ａ３５ ＳＤ７と同質の埋土

ＳＤ２１ 溝 古墳後期？ １次 ａ３５～ｂ３６ 小流露か？

ＳＤ２２ 溝 中世？ １次 ｂ３４ ＳＤ２０と一連

ＳＤ２３ １次 ＳＤ１８と同一につき抹消

ＳＤ２４ 溝 古墳後期 １次 ａ３３～ 浅い

ＳＺ２５ 落ち込み 古墳前期 １次 ａ・ｂ１９～２２ ＳＲ１２の西肩部

ＳＤ２６ 溝 古墳後期 １次 ａ・ｂ３５ ＳＤ１８に接続

ＳＤ２７ 溝 古墳前期？ １次 ｆ３５ ＳＲ１２に接続

ＳＥ２８ 井戸 近世 １次 ｐ・ｑ３３・３４

ＳＤ２９ 溝 弥生中期 １次 ｈ・ｉ３６ 弥生土器

ＳＢ３０ 掘立柱建物 奈良？ １次 ｍ・ｎ３６ 東西２間以上､ 南北３間 主軸はＮ30°Ｅ

ＳＢ３１ 掘立柱建物 奈良？ １次 ｎ・ｏ３６ 東西１間以上､ 南北３間 主軸はＮ19°Ｅ

ＳＢ３２ 掘立柱建物 古墳後期より新 １次 ｂ３５・３６ 東西２間以上､ 南北１間以上 主軸はＮ13°Ｗ



� �������	
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八重垣神社遺跡第１次調査区から出土した遺物は､

整理箱にして約27箱である｡ 時期的には弥生時代後

期から中世にまで及ぶ｡ 土器類が中心で､ 若干の石

製品・金属製品なども含む｡

以下､ 主立った遺物を記述する｡ 個々の土器の詳

細は､ 遺物観察表 (tab.39～41) を参照されたい｡

� �������

���� (１～４) いずれも中期中葉頃のもので､

遺構には伴わない｡ １は甕で､ 外面は丁寧なミガキ

で調整される｡ ２は壷の頸部で､ 外面には櫛歯状工

具による横線文が密に施され､ 頸部に突帯を持つ｡

３は甕の底部｡ ４は高杯の脚部｡

� ���������

�� !"#���� (５～17) 後述の土器群以外

のものである｡ ５は鉢｡ 高杯脚部を逆さにした形態

である｡ ６～12は台付甕｡ ７・８はＳ字状口縁台付

甕 (以下､ ｢Ｓ字甕｣ と呼称) で､ 赤塚次郎氏�・川

崎志乃氏�の分類 (以下､ 両分類に準拠) によるＡ

類に相当する｡ 13～17は壷｡ 13は口縁部で､ 口縁部

外面には板状工具による刻目文が施される｡

これらは､ 島貫ＣⅡ期併行期の範疇で把握できる｡

�� !"#��$ (18～33) 遺構の肩部からまと

まって出土した一群で､ 一括資料に準じる｡

18～23は高杯｡ 脚部は､ 裾がやや内弯するもの

(18・21) と､ 直線状に開くもの (19・23) がある｡

杯部は､ 杯下部が狭く､ 口縁部が大きく開くもの

(22) が､ その他のものに比べてやや新しい傾向を

示している｡

24～27は台付甕｡ 25～27はＳ字甕で､ Ａ類ないし

はＢ類である｡ 24もそれに近いが､ 口縁部外面の施

文は板状工具による刺突文で､ 体部外面のハケメも

右下がりで統一されており､ 異質である｡ 27は非常

に扁平な形態をしており､ あまり例を見ない｡

28～33は壷｡ 28は横方向に大きく開く口縁部で､

全体をハケメで調整している｡ 29は櫛描直線文の間

に波状文と刺突文を同一原体により施している｡

これらの一群は､ Ｓ字甕の形態から､ 島貫ＣⅡ期

新に併行するものであろう｡

% &"'���� (34～36) 34は土器片を円形に

加工し､ 中央に穿孔したもの｡ 35は小形の鉢で､ 外

面の調整はＳ字甕のＢ類のものに類似する｡ 36は高

杯で､ 粗製のものである｡ これらは､ 島貫ＣⅡ期併

行期の範疇で把握できる｡

()*+ ,#-���� (37～39) 遺構は流路Ｓ

Ｒ12の一部とも考えられる｡ 37・38は壷､ 39は甕｡

39の口縁部形態と体部外面のハケメや口縁部の雰囲

気は､ Ｓ字甕Ｂ類と共通する｡ これらは､ 概ね島貫

ＣⅡ期併行期の範疇で把握できる｡

. ����/0�1�����

% &"2���� (40～45) 遺構の時期は古墳時

代中後期のであるが､ 前期の遺物を多く含む｡

40は須恵器杯蓋｡ やや内傾する口縁部で､ 田辺昭

三氏による陶邑編年�(以下､ ｢田辺編年｣ と呼称)

のＴＫ10型式に併行するものであろう｡ 41～45は混

入していた古墳時代前期の土器類｡ 41・42は台付甕､

43は高杯､ 44・45は壷である｡ 44の刺突文以下には

ベンガラによる彩色が見られる｡ 45は口縁部内面に

板状工具の刺突による綾杉文を施している｡

% &#'���� (46・47) 46は須恵器�｡ 外面

は無文である｡ 田辺編年のＴＫ10型式併行か｡ 47は

混入していた古墳時代前期初頭の台付甕｡

�3 4.���� (48～56) 出土遺物は少ない｡

48～55は土師器｡ 48・49は小形鉢Ｂで､ 50は小形鉢

Ｃ１､ 51は高杯ＡないしはＢの脚部｡ 52～54は台付

甕､ 55は甑である｡ 56は須恵器器台で､ 破片の一部

はＳＫ２からも出土している｡ 三角形の透かし孔を

３段に穿つ｡ 透かしの２段目はハケメ状工具により

施文する｡ これらは､ 須恵器では田辺編年のＭＴ15

～ＴＫ10型式に併行する頃のものであろう｡

% &"-���� (57・58) 須恵器を２点図示し

た｡ 57は杯蓋､ 58は杯身である｡ 田辺編年のＭＴ15

～ＴＫ10型式に併行するものであろう｡

�3 45���� (59～61) 59は粗製の鉢｡ 丸
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底気味の平底で､ 外面のハケメは丸底甕の系統と類

似する｡ 60は ｢く｣ の字形に屈曲する口縁部の甕で､

体部はおそらく丸底であろう｡ 61は須恵器壷｡ これ

らは概ね後述の土坑ＳＫ２と併行する時期であろう｡

��������� (62～99) 一括資料に準じる

扱いが可能な一群である｡

62は軽石｡ 全面に研磨痕が見られる｡ 63～79は須

恵器｡ 63～68は杯蓋で､ 外面の稜が不明瞭なものや､

稜の無いものもある｡ 69～75は杯身で､ 立ち上がり

が比較的明確な69や､ 扁平な75など違いが見られる｡

76は短頸壺､ 77は無蓋高杯､ 78・79は壷｡ 76は脚部

が取り付き､ 脚付短頸壺になるかも知れない｡

80～99は土師器｡ 80は壷｡ 81は小形壷Ｃで､ 長頸

である｡ 素地は白色で精錬されている｡ 82は小形鉢

Ｃ｡ 83は高杯ＡないしはＢ｡ 84・85は鉢Ｂ｡ 86～98

は甕で､ 口縁部は短く外反し､ 口縁端部が上方に突

出する形態である｡ いずれも丸底になると考えられ､

98は長胴と考えられる｡ 99は甑｡

これらは､ 須恵器では田辺編年のＴＫ43～ＴＫ209

型式に併行し､ ６世紀後葉のものと見られる｡ 資料

中に台付甕が全く含まれないことも､ 時期的な傾向

として重要である｡ なお､ tab.28に組成を示した｡

����	���
 (100～112) 概ね７世紀前半

を中心とした遺物であるが､ まとまりは無い｡

100～108は須恵器｡ 100～104は蓋杯類で､ 田辺編

年のＴＫ217型式前後であろう｡ 103・104は杯身と

したが､ 外面に凹線状の段があり､ 蓋かも知れない｡

105は平瓶の口縁部､ 106は短脚の２段透かしを持つ

高杯の脚部｡ 107は器台｡ 108は擂鉢であろうか｡

109～112は土師器および土製品｡ 109は円管状の

土錘｡ 110は杯で､ 内面には暗文がある｡ 111・112

は甕｡

����������
 (113～120) ６世紀後半

から７世紀後半にかけてのものがある｡

113～115は須恵器蓋杯類｡ 113・114は田辺編年の

ＭＴ85型式併行か｡ 115は底部に､ Ｕ字形と３本の

直線によるヘラ記号がある｡ 116は球状の土錘｡

117～119は須恵器蓋｡ いずれも宝珠摘みが取り付

く｡ 田辺編年のＴＫ48型式併行であろう｡ 120は須

恵器の壷で､ 把手が３方向以上に付けられている｡

������� (121) 121は土師器杯｡ 口縁部内

面にヨコナデによる凹線状の窪みが見られる｡ 奈良

時代前半のものと考えられる｡ この土器はＳＫ２か

ら出土したものであるが､ ＳＫ２の土器とは明らか

に時期的な違いがある｡ 検出時に掘立柱建物のピッ

トを認識できずに掘削したと考え､ ここに含めた｡

	 ������

������
 (122～129) 主立ったものを掲げ

た｡ 122は古墳時代前期初頭の甕｡ 外面を叩き目で

調整している｡ 123は球状の土錘で７世紀前後のも

のか｡ 124～127は須恵器で､ 127は底部外面に刺突

のある擂鉢である｡ 128は土師器杯で､ ７世紀後半

頃のものか｡ 129は緑釉陶器の椀で､ 素地は軟胎で

ある｡

�������
 (130～133) いずれも古墳時代

前期初頭に相当する土器｡ 130は高杯の杯部｡ 口縁

部内面に櫛描横線文を２単位施し､ それぞれの下部

に二枚貝腹縁部で弧状の施文を施している｡ 伊勢で

の出土例はほとんど無く､ 尾張北部かあるいは美濃

南部から影響を受けた土器と考えられる｡ 131・132

は高杯､ 133は台付甕の脚台部である｡

(伊藤)

＜註＞
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(１) 赤塚次郎 『廻間遺跡』 ( (財) 愛知県埋蔵文化財センター 1990年)

(２) 川崎志乃 ｢古墳時代前期の雲出島貫遺跡｣ ( 『嶋抜』 Ⅲ 三重県埋蔵文

化財センター 2001年)

(３) 田辺昭三【須恵器大成】 (角川書店 1981年)
tab.28 八重垣神社遺跡ＳＫ２土器組成

(対象部の遺存1/12を１とする)

部位 処理方法と数値 合計 抽出数値 比率

須

恵

器

杯蓋 口縁 実 測 26 33 33 13.4%未実測 7
杯身 口縁 実 測 46 50 50 20.3%未実測 4
� 口縁 実 測 2 2 2 0.8%未実測 0
短頸壺 口縁 実 測 3 3 3 1.2%未実測 0
壷 口縁 実 測 3 3 3 1.2%未実測 0
蓋？ 口縁 実 測 1 1 1 0.4%未実測 0

土

師

器

小形鉢 口縁 実 測 10 11 11 4.5%未実測 1

高杯

口縁 実 測 0 0

12 4.9%
未実測 0

脚裾 実 測 9 12未実測 3
脚柱 実 測 12 12未実測 0

壷 口縁 実 測 4 4 4 1.6%未実測 0

小形壷
口縁 実 測 2 2

9 3.7%未実測 0
頸部 実 測 6 9未実測 3

丸底甕 口縁 実 測 95 112 112 45.5%未実測 17
甑 口縁 実 測 3 6 6 2.4%未実測 3
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fig.87 八重垣神社遺跡 (第１次) 出土遺物 (１) (１：４)
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fig.88 八重垣神社遺跡 (第１次) 出土遺物 (２) (１：４)
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fig.89 八重垣神社遺跡 (第１次) 出土遺物 (３) (１：４)
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fig.90 八重垣神社遺跡 (第１次) 出土遺物 (４) (１：４)

ＳＫ２ (62～99)
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fig.91 八重垣神社遺跡 (第１次) 出土遺物 (５) (１：４)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

1 201 弥生土器 甕 ｉ３６ ＳＤ２６ (口)25.8 外；ヘラミガキ・ヨコナデ
内；ヘラケズリ→ナデ→ヘラミガキ やや粗 橙 口縁3/12

2 801 弥生土器 壺 ｇ３４ ＳＲ１２ (頸)16.0 外；櫛描横線文・ハリ付けナデ
内；ナデ・オサエ 粗 暗灰 頸部2/12 中期

3 203 弥生土器 甕 ｐ３７ 包(暗褐土) (底)7.2 外；オサエ・ナデ・ハケメ
内；表面剥離 粗 灰白 底部完存 弥生中期

4 504 弥生土器 高杯 ｌ３５ ＳＺ５ (脚裾)9.5 外；ヨコナデ→ヘラミガキ→透孔内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 脚裾6/12 ５方透孔残る ７方孔？

5 802 土師器 鉢 ｇ３４ ＳＲ１２ (口)11.4 外；ナデ・ハケメ・ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁5/12

6 2703 土師器 台付甕 ｊ３４ ＳＲ１２
ｐ６ (脚台)4.4 表面摩滅のため調整不明 粗 浅黄橙 脚台8/12

7 704 土師器 台付甕 ｇ３４ ＳＲ１２ (口)9.5 外；ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 暗灰 口縁2/12

8 2802 土師器 台付甕 ｊ３４ ＳＲ１２
ｐ４ (口)18.2 外；ハケメ→ヨコナデ→押し引き刺突

内；オサエ・ナデ・ハケメ・ヨコナデ 粗 灰黄 口縁6/12 外面に煤付着

9 804 土師器 台付甕 ｇ３４ ＳＲ１２ (脚台)9.1 外；ナデ・工具痕内；ナデ やや粗 浅黄橙 脚台4/12 黒斑あり

10 708 土師器 台付甕 ｇ３４ ＳＲ１２ (脚台)9.8 外；ナデ→ハケメ内；オサエ・ナデ やや粗 褐灰 脚台6/12 Ｓ字甕Ａ類

11 707 土師器 台付甕 ｇ３４ ＳＲ１２ (脚台)7.4 外；ナデ・ハケメ内；オサエ・ナデ・工具痕 やや粗 褐灰 脚台6/12 Ｓ字甕Ａ類 黒変

12 706 土師器 台付甕 ｇ３４ ＳＲ１２ (脚台)9.2 外；ナデ→ハケメ内；ナデ・オサエ やや粗 暗灰 脚台9/12 Ｓ字甕Ａ類

13 703 土師器 広口壷 ｇ３４ ＳＲ１２ (口)15 外；ハケメ→ヨコナデ→刺突
内；ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁5/12

14 2704 土師器 広口壷 ｊ３４ ＳＲ１２
ｐ２ (口)16.7 外；ハケメ

内；ハケメ 粗 明赤褐 口縁2/12 表面摩滅のため調整不明瞭 黒斑
あり

15 2901 土師器 壺 ｉ３４ ＳＲ１２
ｐ５ (体)17.2 外；ハケメ・ヘラケズリ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 橙 体部ほぼ
完存 黒変少量

16 3201 土師器 広口壷 ｆ３４ ＳＲ１２ (底)7.0 外；ハケメ→ヘラミガキ
内；ハケメ やや粗 橙 底完存

17 2702 土師器 広口壷 ｊ３４ ＳＲ１２
ｐ１ (底)7.2 外；ハケメ→ヘラミガキ

内；ハケメ 粗 橙 底完存 底に黒斑あり

18 2401 土師器 高杯 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ８ (口)22.8 外；ハケメ→ヘラミガキ→櫛描・透孔

内；シボリ目→ハケメ・ナデ→ヘラミガキ やや密 灰褐 口縁6/12 ３方透孔？

19 2402 土師器 高杯 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ８ (口)23.0 外；ヘラミガキ･ヨコナデ→透孔

内；ヘラミガキ 絞りメ→ハケメ・ナデ 粗 褐灰 口縁7/12 ３方透孔 黒斑あり

20 3202 土師器 高杯 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ８ (基部)3.6 外；ヘラミガキ→横線→3方向透孔内；ヘラミガキ 絞りメ・ハケメ 粗 にぶい橙 基部完存 内面に黒斑

表面剥離多い

21 3101 土師器 高杯 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ１７ (口)23.9 外；ヘラミガキ→ヨコナデ→3方向透孔

内；絞りメ→ハケメ・ナデ→ヘラミガキ やや粗 浅黄橙 口縁ほぼ
完存 ３方透孔２ヶ所残 黒斑

22 2801 土師器 高杯 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ１ (口)28.6 外；表面摩滅のため調整不明

内；ヘラミガキ 粗 浅黄橙 口縁片

23 3203 土師器 高杯 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ３

(脚裾)
11.5

外；ヘラミガキ・ヨコナデ→3方向透孔
内；絞りメ→ハケメ・ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 脚裾6/12

24 2601 土師器 台付甕 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜p4 (口)15.8 外；ハケメ→ヨコナデ→刺突文

内；ヘラケズリ・ケズリ状板ナデ→ヨコナデ ナデ 粗 褐灰 口縁3/12 台を除く全体に煤付着 台一部に
折り返しあり

25 2902 土師器 台付甕 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ１７ (口)17.1 外；ハケメ→横線・ヨコナデ→刺突

内；オサエ・ナデ・ハケメ･ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁3/12 表面剥離のため刺突か押し引き刺
突か不明

26 2803 土師器 台付甕 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ２ (口)14.8 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ナデ・ハケメ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁3/12

27 2501 土師器 台付甕 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ７ (口)27.2 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ハケメ・ナデ→ヨコナデ やや粗 橙 口縁完存 黒斑あり 台が付く？

28 2301 土師器 広口壷 ｊ３４
ｊ３４

ＳＲ12
ＳＲ12 ｐ３ (口)17.0 外；ハケメ→ヘラミガキ・ヨコナデ

内；ハケメ→ヨコナデ 粗 橙 ほぼ完存

29 3204 土師器 広口壷 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ１１ (頸)11.0 外；ヘラミガキ→櫛描横線・波状文→刺突文

内；ヨコナデ 剥離 粗 橙 頸部8/12

30 3001 土師器 広口壷 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ16・11 (体)27.8 摩滅激しく調整不明 粗 にぶい橙 体部8/12 黒斑

31 3301 土師器 広口壷 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ１１ (底)7.0 外；ハケメ→ヘラミガキ

内；ハケメ やや粗 にぶい橙 底完存 外面にベンガラ？

32 2701 土師器 広口壷 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ１２ (底)7.6 外；ハケメ→ヘラミガキ

内；ナデ 粗 にぶい黄橙 底6/12 体部黒斑あり 底にモミガラ痕

33 2903 土師器 広口壷 ｅ３４ ＳＲ１２土器
溜ｐ５ (頸)15.0 外；摩滅のため調整不明

内；ハケメ･ヨコナデ 粗 黒褐 頸部1/12

34 304 土師器転用 加工円盤 ｇ３５ ＳＤ１４ (径)4.8 円形に加工し､ 中央に穿孔する 粗 灰黄褐 ほぼ完存 土師器甕片

35 204 土師器 甕 ｆ３５ ＳＤ１４上 (口)6.3 外；ナデ・ハケメ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ・ハケメ 粗 にぶい黄橙 口縁1/12 Ｓ字Ａ類並行か

36 501 土師器 高杯 ｇ３５ ＳＤ１４ (口)14.8 外；表面剥離
内；表面剥離・絞りメ・ナデ 粗 オリーブ黒 口縁3/12

37 702 土師器 広口壷 ａ２１ ＳＺ２５
ｐ３ (口)14.9 外；ナデ・ハケメ・ヨコナデ→刺突

内；ナデ･ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁6/12

38 202 土師器 壺 ｂ２２ ＳＺ２５ (底)7.2 外；ナデ・ハケメ
内；表面剥離 粗 灰黄褐 底部完存 黒斑あり

39 701 土師器 台付甕 ａ２１ ＳＺ２５
ｐ２ (口)16.9 外；ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ・ナデ･ヨコナデ 粗 橙 口縁3/12 Ｓ字的口縁

40 104 須恵器 杯蓋 ｃ３５ ＳＤ１８ (口)13.4 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

41 302 土師器 台付甕 ｂ３５ ＳＤ１８ (口)17.5 外；ハケメ→ヨコナデ→押し引き刺突
内；オサエ・ナデ・ハケメ・ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁2/12

42 301 土師器 台付甕 ｂ３５ ＳＤ１８ (口)25.9 外；ハケメ→ヨコナデ→クシ描横線・押し引き刺突
内；ナデ・ハケメ・ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁3/12 Ｓ字Ａ類

43 803 土師器 高杯 ｃ３６ ＳＤ１８ (脚裾)7.7 外；ハケメ→ヘラミガキ→３方向透孔内；工具痕・ナデ 粗 にぶい黄橙 脚裾完存 黒斑

44 303 土師器 広口壷 ａ－ｂ３５ ＳＤ１８ (体)－ 外；ナデ→横線→ヘラ状工具による刺突
内；摩滅 粗 暗灰 体部片 外面に赤彩 (ベンガラ)

45 601 土師器 広口壷 ｃ３５ ＳＤ１８ (口)18.0 外；ハケメ→ナデ
内；工具ナデ・ヨコナデ→刺突 やや密 浅黄橙 口縁2/12

tab.39 八重垣神社遺跡 (第１次) 出土遺物観察表 (１)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

46 405 須恵器 � ａ３３ ＳＤ２４ (体)10.1 外；回転ナデ→ヘラケズリ→ナデ
内；回転ナデ やや密 灰 体部完存

47 505 土師器 台付甕 ｂ３４ ＳＤ２４ (脚裾)8.4 外；ハケメ→ナデ内；工具ナデ 粗 赤橙 脚裾6/12

48 1305 土師器 小形鉢Ａ ｍ３６ ＳＫ３ ｐ２ (口)12.8 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 明赤褐 口縁8/12

49 1304 土師器 小形鉢Ａ ｍ３６ ＳＫ３ ｐ１ (口)12.8 外；ナデ
内；ハケメ・ナデ やや粗 明赤褐 口縁3/12

50 1502 土師器 小形壷Ｂ ｍ３６ ＳＫ３ (口)11.1 外；ナデ→ヨコナデ
内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや密 淡赤橙 口縁3/12

51 1504 土師器 高杯 ｍ３６ ＳＫ３南 (脚裾)7.2 外；面取りナデ・工具ナデ内；絞りメ・ナデ・工具ナデ 密 橙 脚裾8/12

52 1501 土師器 台付甕Ａ ｍ３６ ＳＫ３北 (口)13.4 外；ハケメ→ヨコナデ
内；工具ナデ→ヨコナデ 粗 橙 口縁2/12

53 1503 土師器 台付甕Ａ ｍ３６ ＳＫ３北 (脚台)8.4 外；ナデ内；工具ナデ・ナデ 粗 淡赤橙 脚台ほぼ
完存

54 1505 土師器 台付甕Ａ ｍ３６ ＳＫ３ (脚台)8.3 外；ヘラケズリ・ナデ内；ナデ 粗 黒 脚台3/12

55 1401 土師器 甑Ａ ｍ３６ ＳＫ３北 (口)29.0 外；磨耗著しいため調整不明
内；ナデ 粗 浅黄橙 口縁2/12

56 1201 須恵器 器台 ｎ３６
ｍ３６

ＳＫ２
ＳＫ３北

(脚裾)
29.0

外；ヘラケズリ・ナデ→カキメ→波状文→透孔
内；ナデ やや粗 灰 脚裾1/12 上部 三角透窓 ４方向

下部 透窓 ４方向

57 101 須恵器 杯蓋 ｄ３４ ＳＤ１５ (口)14.1 外；回転ナデ→回転ケズリ・ヘラケズリ取り未調整
内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰白 口縁2/12

58 103 須恵器 杯身 ｆ３５ ＳＤ１５ (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

59 1101 土師器 鉢 ｐ３６ ＳＫ６ (口)13.2 外；ハケメ
内；ナデ 粗 にぶい黄橙 口縁5/12 表面摩滅､ 調整不明瞭

60 1103 土師器 甕Ａ ｐ３５ ＳＫ６西 (口)14.9 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁4/12

61 901 須恵器 壷 ｐ３６ ＳＫ６ (口)22.3 外；回転ナデ・タタキメ→カキメ
内；回転ナデ・あて具痕 密 灰 口縁3/12

62 1805 石製品 砥石 ｎ３６ ＳＫ２ (幅)4.0 重さ10.0ｇ 側面に研磨痕 － － 完存 軽石

63 2002 須恵器 杯蓋 ｎ３６ ＳＫ２ ｐ33 (口)13.7 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁6/12

64 2004 須恵器 杯蓋 ｎ３６ ＳＫ２東 (口)13.8 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁2/12

65 2003 須恵器 杯蓋 ｎ３６ ＳＫ２ ｐ３ (口)13.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 青灰 口縁4/12

66 2006 須恵器 杯蓋 ｎ３６ ＳＫ２東 (口)14.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

67 2001 須恵器 杯蓋 ｎ３６ ＳＫ２ ｐ31 (口)15.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ・ナデ やや密 灰 口縁7/12

68 2005 須恵器 杯蓋 ｎ３６ ＳＫ２ (口)15.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 青灰 口縁2/12

69 1904 須恵器 杯身 ｎ３６ ＳＫ２ ｐ20 (口)12.4 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰白 受部4/12

70 1902 須恵器 杯身 ｏ３７ ＳＫ２ ｐ46 (口)12.2 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁4/12

71 1903 須恵器 杯身 ｏ３６ ＳＫ２ ｐ23 (口)11.7 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁3/12

72 1907 須恵器 杯身 ｎ３６ ＳＫ２ ｐ６ (口)11.1 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁8/12

73 1906 須恵器 杯身 ｎ３６ ＳＫ２ ｐ40 (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰 口縁4/12

74 1901 須恵器 杯身 ｎ３６ ＳＫ２ ｐ１ (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→同心円 やや粗 灰白 受部ほぼ

完存

75 1905 須恵器 杯身 ｎ３６ ＳＫ２東 (口)10.7 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ
内；回転ナデ→あて具痕 やや密 灰白 受部6/12

76 2204 須恵器 小形鉢 ｎ３６ ＳＫ２東 (口)12.9 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁6/12

77 2202 須恵器 無蓋高杯 ｎ３６ ＳＫ２東 (口)14.3 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁2/12 無蓋高杯かもしれない

78 2201 須恵器 壷 ｎ３６ ＳＫ２ ｐ16 (口)14.8 外；回転ナデ→波状文・横線
内；回転ナデ 密 灰 口縁4/12

79 2203 須恵器 壺 ｎ３６ ＳＫ２ ｐ15 (口)15.0 外；回転ナデ
内；回転ナデ 粗 灰 口縁2/12

80 2102 土師器 壷Ａ２ ｎ３７ ＳＫ２ ｐ８・
34 (口)11.6 外；ハケメ・ヨコナデ

内；オサエ・ナデ・ヨコナデ・ハケメ 粗 にぶい黄橙 口縁4/12

81 2104 土師器 小形壷Ｃ ｎ３６ ＳＫ２東 (口)9.8 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや粗 浅黄橙 口縁2/12

82 2205 土師器 小形鉢Ｂ１ ｎ３６ ＳＫ２ ｐ９ (口)9.2 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 暗灰 口縁10/12

83 2206 土師器 高杯 ｏ３６ ＳＫ２
ｐ２４

(脚裾)
10.0

外；ナデ→工具ナデ
内；絞りメ・ナデ やや密 橙 脚裾9/12

84 1602 土師器 鉢 ｎ３６ ＳＫ２ (口)14.6 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 淡赤橙 口縁2/12

85 1603 土師器 鉢 ｎ３６ ＳＫ２東 (口)15.9 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ・ヨコナデ やや密 灰白 口縁3/12

86 2103 土師器 甕Ａ ｎ３６ ＳＫ２
ｐ１１ (口)13.7 外；ナデ・工具痕

内；ナデ 粗 橙 口縁3/12

87 2101 土師器 甕Ａ ｏ３６ ＳＫ２
ｐ２１ (口)16.2 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ハケメ→ヨコナデ 粗 黒褐 口縁完存

88 1303 土師器 甕Ａ ｎ３６ ＳＫ２
ｐ１８ (口)15.8 外；ハケメ・工具ナデ

内；ナデ・工具痕あり 粗 灰白 口縁4/12

89 1803 土師器 甕Ｂ ｎ３６ ＳＫ２ ｐ８ (口)20.6 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ・ヨコナデ 粗 赤褐 口縁2/12

90 1301 土師器 甕Ｂ ｎ３６ ＳＫ２ (口)19.6 外；ハケメ→回転ナデ
内；工具ナデ→回転ナデ 粗 橙 口縁9/12 表面摩滅

tab.40 八重垣神社遺跡 (第１次) 出土遺物観察表 (２)
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番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

91 1802 土師器 甕Ｂ ｎ３６ ＳＫ２
ｐ１０ (口)19.6 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ハケメ→ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁10/12

92 1703 土師器 甕Ｂ ｎ３６ ＳＫ２西 (口)19.2 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ナデ・オサエ･ヨコナデ 粗 灰褐 口縁2/12

93 1804 土師器 甕Ａ ｎ３６ ＳＫ２ (口)16.3 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙 口縁3/12

94 1302 土師器 甕Ｂ ｎ３６ ＳＫ２
ｐ３９ (口)18.8 外；ナデ・工具ナデ→回転ナデ

内；ハケメ・ナデ・回転ナデ 粗 褐 口縁9/12

95 1702 土師器 甕Ｂ ｎ３７ ＳＫ２
ｐ３８ (口)17.1 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ハケメ･ヨコナデ やや粗 褐灰 口縁9/12

96 1704 土師器 甕Ｂ ｎ３６ ＳＫ２
ｐ１０ (口)19.7 外；ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ→ハケメ→ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁12/12

97 1801 土師器 甕Ｂ ｎ３６ ＳＫ２
ｐ２ｐ４ (口)19.8 外；ハケメ→ヨコナデ

内；オサエ・ヨコナデ 粗 明赤褐 口縁10/12

98 1701 土師器 甕Ｂ ｎ３６ ＳＫ２
ｐ２７ (口)30.8 外；ハケメ→ヨコナデ

内；ハケメ・ヨコナデ 粗 橙 口縁4/12

99 1601 土師器 甑A ｎ３６ ＳＫ２
ｐ４１ (口)23.0 外；ナデ→ハリ付けナデ・ヨコナデ

内；ナデ・ヨコナデ 粗 浅黄橙 口縁2/12

100 1001 須恵器 杯蓋 ｎ３５ ＳＫ４南 (口)12.0 外；回転ナデ→回転ケズリ・ナデ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや密 灰 口縁5/12

101 1002 須恵器 杯蓋 ｎ３５
ｎ３５ ＳＫ４南 (口)9.8 外；回転ナデ→回転ケズリ

内；回転ナデ やや密 灰 口縁10/12

102 1004 須恵器 杯身 ｎ３５ ＳＫ４南 (口)9.7 外；回転ナデ→ヘラ切リ→ナデ
内；回転ナデ→一方向ナデ やや粗 灰白 口縁3/12

103 1006 須恵器 杯身 ｎ３５ ＳＫ４南 (口)10.5 外；回転ナデ→ヘラ切り
内；回転ナデ 密 灰白 口縁3/12 杯蓋かもしれない

104 1005 須恵器 杯身 ｎ３５ ＳＫ４南 (口)10.1 外；回転ナデ→ヘラ切り→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰白 口縁8/12 杯蓋かもしれない

105 1007 須恵器 平瓶 ｎ３５ ＳＫ４ (口)7.5 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや粗 暗灰 口縁4/12 平瓶か？

106 904 須恵器 高杯 ｍ３５ ＳＫ４北 (脚柱)5.0 外；回転ナデ→３方向透孔内；回転ナデ 密 灰 脚柱完存 ３方透窓 ２段

107 903 須恵器 器台 ｍ３５ ＳＫ４北 (脚柱)9.4 外；回転ナデ→カキメ→波状文→４方向透孔内；回転ナデ やや密 灰 脚柱1/12 ４方透孔 ２段

108 902 須恵器 練鉢？ ｎ３５ ＳＫ４南 (口)19.0 外；回転ナデ
内；回転ナデ 密 灰 口縁2/12

109 1106 土師質 土錘 ｎ３５ ＳＫ４ (長)7.8 重さ20.7ｇ ナデ､ 棒状工具巻き付けに
よる孔が貫通 密 灰白 一部欠損

110 1102 土師器 杯 ｎ３４ ＳＫ４ (口)17.1 外；ナデ→ヘラケズリ
内；ナデ→暗文 やや密 橙 口縁1/12 畿内系暗文土師器 飛鳥Ⅲか

111 1105 土師器 甕Ａ ｂ５ ＳＤ４２
ｐ1１ (口)13.6 外；ナデ→ヘラケズリ・ヨコナデ

内；オサエ・板ナデ→ヨコナデ 密 淡黄橙 口縁9/12

112 1104 土師器 甕Ａ ｎ３４ ＳＫ４ (口)18.8 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ・ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙 口縁3/12

113 805 須恵器 杯身 ｂ３３ ＳＲ１２ (口)11.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→３方向透孔
内；回転ナデ 密 灰 口縁3/12

114 806 須恵器 杯身 ａ３２ ＳＲ１２ (口)11.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰 口縁9/12

115 603 須恵器 杯蓋 ｋ３４ ＳＲ１２ － 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ 密 灰白 頂部の破

片 ヘラ描きあり

116 602 土師質 土錘 ｉ３４ ＳＺ１ (径)3.8 ナデ､ 中央に棒状工具巻き付けによる孔
が貫通 粗 にぶい黄橙 一部欠損

117 403 須恵器 杯蓋 ｊ３５ ＳＺ１ (摘)3.4 外；回転ケズリ→ハリ付けナデ
内；回転ナデ→研磨 やや密 灰 摘部完存

118 402 須恵器 杯蓋 ｋ３４ ＳＺ１ (口)16.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや粗 灰白 口縁2/12

119 401 須恵器 杯蓋 ｊ34～35 ＳＲ１２上層 (口)23.6 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ→ハリ付けナデ やや密 灰白 口縁2/12

120 105 須恵器 壷 ｋ～
134～35 ＳＺ１ (体)16.6 外；回転ナデ→ハリ付けオサエ・ナデ

内；回転ナデ やや密 灰 体部4/12 把手は３ヶ所以上

121 705 土師器 杯 ｎ３６ ＳＫ２東 (口)17.0 外；ナデ→ヘラケズリ
内；ナデ やや密 橙 口縁1/12 土師杯 奈良？

122 506 土師器 甕 ｇ３５ 包含層 (底)4.0 外；ナデ・タタキメ
内；工具ナデ 粗 灰白 底部完存 畿内第Ⅴ様式的な甕

123 807 土師質 土錘 ｌ３６ 包含層 (幅)2.9 重さ21.0ｇ ナデ､ 棒状工具巻き付けに
よる孔が貫通 やや粗 灰白 完存

124 404 須恵器 杯蓋 ｉ34～36 包含層 (摘)2.0 外；回転ナデ→回転ケズリ→ハリ付けナデ
内；回転ナデ 密 灰白 摘部完存

125 102 須恵器 杯身 ｅ３５ 包含層 (口)11.5 外；回転ナデ→回転ケズリ
内；回転ナデ やや密 灰白 口縁4/12

126 406 須恵器 壷 ｅ３５ 包含層 (口)5.0 外；回転ナデ
内；回転ナデ やや密 灰 口縁3/12

127 604 須恵器 練鉢 ｇ３４ 包含層 (底)10.8 外；ヨコナデ→刺突
内；回転ナデ やや密 灰白 底6/12

128 502 土師器 杯 ｐｑ33～34 包含層 (口)15.0 外；ナデ・ヨコナデ
内；ナデ･ヨコナデ やや密 橙 口縁2/12 飛鳥

129 503 緑釉陶器 椀 ａ１８ 包含層 (高台)7.6 外；回転ナデ→ハリ付け回転ナデ→施釉内；回転ナデ 密 緑 高台2/12 東濃

130 10201 土師器 高杯 試掘坑 №２ (口)21.2 外；ヘラミガキ
内；ヘラミガキ→横線→貝殻圧痕 やや密 橙 口縁ほぼ

完存 黒変

131 10204 土師器 高杯 試掘坑 №１ (脚柱)3.4 外；ヘラミガキ？内；ヘラミガキ 絞りメ 粗 赤橙 脚柱完存 黒変

132 10202 土師器 高杯 試掘坑 №６ (脚裾)
11.6

外；ヘラミガキ→3方向透孔
内；絞りメ やや粗 浅黄橙 脚裾4/12 黒変 摩滅大

133 10203 土師器 台付甕 試掘坑 №６ (脚台)8.4 外；ハケメ・ヨコナデ内；オサエ･ヨコナデ 粗 灰黄褐 脚台9/12 古墳前期初

tab.41 八重垣神社遺跡 (第１次) 出土遺物観察表 (３)
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第２次調査を行った箇所は､ Ａ地区の継続部分・

Ａ２地区・Ｂ地区・Ｃ地区である｡ Ａ地区 (南半部)

は第１次調査でも調査をおこなっている｡

調査区は､ 鈴鹿川右岸に形成された沖積地に相当

する｡ 今回の調査区は現状で水田として利用されて

いる部分で農業用水の水路が東西方向に２ヶ所流れ

ており､ 調査区を分断していたため､ 水路を挟んで

調査区を区分した｡

������

この調査区は､ １次調査の継続部分で､ Ａ地区南

端部・Ａ２地区の層位状況に関しては１次調査と同

様である｡ ただＡ地区に関しては､ 溝や竪穴住居な

どが密集する調査区中間部から標高約10.6ｍ前後で

褐色系の細砂質シルト層が厚く堆積しているが､ こ

の層は土器片を多く含み､ 古墳時代前期の遺構がこ

の層を基盤として存在する｡ 本来なら層の上面で遺

構を検出すべきではあるものの､ 土色の見にくさか

ら､ かなり掘り下げての検出となった｡

また､ 暗灰色シルト層 (fig 93・土層70) には､

畦畔とみられる高まりがみられ､ 古墳時代以前の水

田が存在していた可能性があったが､ 調査担当者が

認識出来なかったことを付記しておく｡ 遺憾の極み

である｡

���

遺構の確認面では旧河道部分と微高地部分に大別

される｡ 遺構の基盤面は黄灰色系のシルトで､ 遺構

埋土は砂質シルトである｡ 流路は､ 遺構の部分でも

述べるが､ 土層は最下層・下層・上層に分類でき､

上層にいくに従い､ 水流は少なくなっていったよう

である｡

���

微高地部分とやや低い湿潤な部分とに大別される｡

土層より､ 低地部に土砂が堆積していく様が確認で

きる｡ 明確な遺構は検出できていないため､ 水田の

可能性も考えられたが､ 畦畔とみられるのも確認で

きなかったことから､ 湿潤な状態であったと考えら

れる｡ 微高地部分は突如として起伏し､ 耕作土直下

に遺構面が存在した｡ しかし､ 遺構の重複が激しい

うえに､ 遺構面も最大約30cm程ある分厚い同一色の

包含層中に古墳前期の面が２面以上存在していたた

め､ やむなく同一面で検出した｡ 検出に際しては慎

重に行ったが､ 明確に輪郭をつかみきれなかった遺

構もあり､ 非常に困難を極めた｡ ベースは灰黄色系

の砂質シルトである｡
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fig.92 八重垣神社遺跡 (第２次) Ａ２地区 南壁・西壁土層図 (１：100)
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fig.93 八重垣神社遺跡 (第２次) Ａ地区 東壁土層図 (１：100)
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fig.94 八重垣神社遺跡 (第２次) Ｂ地区 東壁土層図 (１：100) ●は土壌サンプル採取地点 (第XⅢ章６)
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fig.95 八重垣神社遺跡 (第２次) Ｃ地区 東壁土層図 (１：100)



fig.96 八重垣神社遺跡 (第２次) 平面図 (１：200)
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今回の調査では､ 弥生時代から古墳時代にかけて

の遺構を確認している｡ ここでは､ 主だった遺構に

ついて記述する｡ 個々の遺構の詳細については遺構

一覧表 (tab.42) を参照されたい｡

��	


�����(fig.97) Ａ２地区のｅ48付近で確認

した遺構である｡ ＳＤ41と重複し､ ＳＤ41が先行す

る｡ やや浮いた状態で壺が２個体出土している｡ 埋

土には炭混じり層が確認できた｡ 出土遺物から弥生

後期のものと考えられる｡

���� Ａ２地区の南部のｂ42グリット付近から

Ａ２地区にかけて南北方向に縦断する溝である｡ 幅

は最大約1.3ｍ､ 深さ約35㎝程度の溝で断面形は船

底形を呈する｡ 土器片が底から比較的まとまって出

土した｡ 古墳時代前期初頭頃の遺構と考えられる｡

���� Ａ２地区のｄ47・ｄ48グリット付近で確

認した遺構である｡ ＳＤ41と一部重複し､ それに先

行する遺構である｡ 土器は小片が多いが古墳時代前

期初頭頃と考えられる｡

�	


�����(fig.98) Ａ地区の中央部ｂ36からｂ

38グリット付近で確認した遺構である｡ 複雑に繋がっ

ているが遺構埋土が同色のため切りあいは不明であ

る｡ Ｃ38付近の調査区の壁際からほぼ完全なかたち

の直口壺と高杯の脚部が出土しているが埋土中は小

片が殆どである｡

溝の底や周辺にはピットがみられ､ 掘立柱建物に

伴う排水溝の可能性もあるが建物としてまとめるこ

とはできなかった｡ 出土遺物から古墳時代前期初頭

頃のものと考えられる｡

������� Ａ地区のＣ36グリット付近で確認

した遺構である｡ 主柱穴は明確に確認できなかった

が埋土に炭や焼土が認められたため竪穴住居と判断

した｡ やや浮いた状態で台付甕が出土しており､ 古

墳時代前期のものと考えられる｡

����� Ａ地区のｂ34グリット付近で確認した

遺構である｡ 平面形は不整形ながら楕円形を呈する｡

遺構埋土には焼土がみられる｡ 浮いた状態ではある
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fig.97 八重垣神社遺跡 (第２次) Ａ２区 土坑ＳＫ51 建物出土状況図 (１：20)



が壺などが出土している｡

������ Ａ地区のｂ33グリット付近で確認した

遺構である｡ 平面形は不整形である｡ 埋土に炭が含

まれているものの遺構内に被熱はなかった｡

出土遺物から古墳時代前期のものと考えられる｡

��	
����(fig.99) Ａ地区のｂ35グリット

付近で確認したが､ 検出は困難を極めた｡ 方形の竪

穴住居跡とみられる｡ 規模は南辺が約4.5ｍ以上あ

る｡ 埋土に炭混じりの層が確認され､ 中央部付近に

は焼土があり被熱がみられ､ 地床炉と考えられる｡

主柱穴は確認できなかった｡

出土遺物から古墳時代前期と考えられる｡

��	
���(fig.99) Ａ地区のｂ34グリット

付近で確認した｡ ＳＨ58同様､ 検出は困難を極めた｡

ＳＫ54とＳＨ58と重複するが､ ＳＨ58よりは後出し､

ＳＫ54よりは先行する｡

方形の竪穴住居跡で､ 南北約3.2ｍ､ 東西約3.5ｍ

以上の規模である｡ 中央部には焼土がみられる｡ 主

柱穴と思われるピットが２ヶ所確認出来たが､ 直径

約15cmと小さいため､ 竪穴に伴うものとは断定でき

ない｡ 出土遺物より古墳時代前期と考えられる｡

�������(fig.100) Ａ地区のｂ39グリット

付近で検出した｡ すぐ南側は微高地が落ち込んでい

ることから､ 出土地点は落ち込みの肩部に相当する｡

出土土器には比較的残りの良い高杯のほか､ 受口状

口縁甕､ Ｓ字状口縁甕､ 手焙形土器片などがある｡

出土地点の北側には竪穴住居跡が検出されているこ

とを考えると使用されなくなった不要な土器を投棄

したものであると考えられる｡
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fig.98 八重垣神社遺跡 (第２次) Ａ地区
溝 ＳＤ44 土器出土状況図 (１：20)
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fig.99 八重垣神社遺跡 (第２次) Ａ地区 竪穴住居ＳＨ58・60 平面・断面図 (１：50)
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fig.100 八重垣神社遺跡 (第２次) 土器だまりＳＺ76 土器出土状況 (１：20)



���

����� Ｂ地区のｂ29からｃ31グリット付近で確

認した遺構である｡ 幅は最大約２ｍ､ 深さは約40cm

で断面は船底形を呈する｡ 出土遺物は小片が多いが

全体的に認められる｡ 古墳時代前期のものである｡

	
����(fig.101) Ｂ地区のｂ30グリット付

近で確認出来た｡ 平面形は楕円形である｡ 埋土には

炭が混じるが被熱はみられなかった｡ 中央部から弥

生土器の大きな壷が潰れた状態で出土した｡

������� Ｂ地区のＣ25グリット付近で確認

した｡ 遺構の南半分が流路によって削平されている｡

北側では壁周溝が確認できた｡ 南側からやや浮いた

状態で壺が出土した｡ 壷は口縁部を下に向け､ 倒立

させた状態であった｡ 壷の口縁部は打ち欠いてある

と思われる｡ 埋土中には炭が確認出来た｡ 出土遺物

より古墳時代前期と考えられる｡

������(fig.102) Ｂ地区の21～24グリット

で確認した｡ 土層の観察より旧河道は大きく上層､

下層､ 最下層の3段階に分けることができた｡ 最下

層・下層の段階には東西方向に流れているが上層段

階には南西から北東方向に流れていた｡ 出土遺物の

状況より弥生時代前期から古墳時代前期にかけて存

続したものである｡ 最下層は親指大の礫を多く含む

砂層で､ 量はさほど多くないが弥生前期の遺物を含

んでいる｡ 下層は砂利混じりの砂層で､ 古墳時代前

期の土師器片､ 木製品を含んでいる｡ 上層は砂層で､

古墳時代前期の土師器が肩部分からまとまって出土

している｡ 土器は､ 壊れてはいるものの比較的よく

残っており旧河道の南脇には竪穴住居を検出してい

ることから住居で使用されなくなったものを投棄し

たものと考えられる｡ また､ 埋土の状況から､ 最下

層段階には水量は多かったものの､ 徐々に流れは弱

まり､ 上層の段階には水量は少なかったものと推測

される｡
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fig.101 八重垣神社遺跡 (第２次) Ｂ地区 土坑ＳＫ65 土器出土状況 (１：20)
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fig.102 八重垣神社遺跡 (第２次) 流路ＳＲ67 土器・木製品出土状況図 (１：50)



���

����� 調査区南端のｂ19グリット付近で検出し

た遺構である｡ 炭を含んだ埋土からは､ 高杯脚部な

どの土器が出土しており古墳時代前期初頭頃と思わ

れる｡

	
����� 調査区南端のｂ19グリット付近で

確認した遺構である｡ 全体形は不明であるが､ 埋土

には焼土や炭が確認できたため竪穴住居と判断した｡

出土遺物より古墳時代前期頃と考えられる｡

����� 調査区中央部よりやや北のｂ７付近で検

出した遺構である｡ この辺りは南北方向にはしる溝

の直上にあたり､ ベースが砂質土のため雨が降り水

没した際に崩壊してしまい､ かろうじて残った部分

を図示したが､ 本来は東側に弧状のカーブを描いて

いた｡

なお､ ｂ７～９グリットにかけては非常に土が見

にくく､ 焼土も二箇所確認していることから数棟の

竪穴住居が存在したものとみられたが検出できなかっ

た｡ 遺憾の極みである｡

	
�����(fig.103) 調査区北部のｃ５グ

リット付近で確認した遺構である｡ 方形の竪穴住居

跡で､ 南辺および西辺の一部を確認した｡ 比較的残

りの良い遺構である｡ 規模は東西で約3.5ｍ以上で

ある｡ 主柱穴は遺構西隅寄り1ヵ所確認できたのみ

である｡ 調査区東壁際には焼土があり､ 地床炉と考

えられる｡ 壁際には壁周溝がみられ､ 壁柱穴も確認

できた｡ 西隅には壁周溝を切るかたちでピットが検

出され､ 土師器の壷片が出土しており､ 貯蔵穴の可

能性がある｡ 出土遺物は古墳時代前期のものがみら

れる｡

	
�����(fig.103) 調査区のｃ４グリッ

ト付近で確認した遺構である｡ 方形の竪穴住居で､

遺構の東辺を､ ＳＨ73に破壊されている｡ 遺構中央

付近には焼土があり､ 地床炉と考えられる｡ 遺構の

壁際には壁周溝がみられ､ 主柱穴は2ヵ所確認でき

た｡ 出土遺物は小片が多いが古墳時代前期頃のもの

である｡

����� 調査区中央部のｂ９グリット付近で確認

した遺構である｡ 調査区東壁付近で鋭角に曲がる｡

溝そのものは 深いところで12cm程であるが､ 底で

は良好なピットを検出した｡ プランは確認できなかっ

たが竪穴住居の壁周溝の可能性がある｡ 出土遺物か

ら古墳時代前期頃のものと考えられる｡

	
����� 調査区中央部のｂ10グリット付近

で検出した遺構である｡

遺構は北側をＳＤ75､ 東側をＳＨ80に破壊されてい

るが､ 方形の竪穴住居であったと思われる｡ 西側で

は壁周溝が確認できた｡ 主柱穴は明確に確認できな

かった｡ 出土遺物より古墳時代前期頃のものと思わ

れる｡

	
����� 調査区中央部のｃ10グリット付近

で検出した遺構で微高地と後背湿地の境目付近に位

置する｡ そのため遺構の南端部は表土剥ぎの段階で

担当者の不注意により削平してしまったことを明記

しておく｡

平面形は方形と考えられる｡ 東壁には焼土があり

地床炉とみられる｡ 主柱穴と壁周溝は確認できなかっ

た｡ 出土遺物より古墳時代前期頃と考えられる｡

	
����� 調査区北端部のｂ２グリット付近

で確認した遺構である｡ 他の遺構に破壊されている

ため規模等は不明である｡ 主柱穴は明確に確認でき

なかったが､ 焼土がみられ､ 地床炉と考えられる｡

また､ 床面には貼り床が確認できた｡

	
����� 調査区北端部のｂ３グリット付近

で確認した遺構である｡ 遺構は非常に浅く､ 壁周溝

と考えられる溝を検出したのみであるため､ 規模等

は不明である｡

	
����� 調査区の北端部のｃ２グリット付

近で確認した遺構である｡ 調査区外になるため住居

の南隅しか確認できなかったが､ 平面形はおそらく

方形と考えられる｡ 焼土は確認できなかったが､ 壁

周溝と主柱穴をそれぞれ検出した｡ 出土遺物は小片

が多いが古墳時代前期と思われる｡

	
����� 調査区北端部のｂ２グリット付近

で確認した遺構である｡ 遺構の西半分は調査区外で

ある｡ 規模は東西3.2ｍ以上､ 南北3.6ｍ以上である｡

中央部よりやや東よりに焼土がみられ､ 地床炉と

考えられる｡ 出土遺物は小片が多い｡ 古墳時代前期

と思われる｡

	
����� 調査区北端部のｂ３グリット付近

で確認した遺構である｡ 遺構の東側は､ 流路の埋土

である砂質土が広がるため非常に浅く､ 遺構は殆ど
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fig.103 八重垣神社遺跡 (第２次) Ｃ地区 竪穴住居ＳＨ73・74 平面・断面図 (１：50)



残っていなかったが､ 埋土には炭が混じり､ 焼土も

確認できたため､ 竪穴住居であると判断した｡

������� 調査区北端部の竪穴住居群を完掘し

たのち検出面では確認できなかった｡ ｂ３グリット

付近で確認した遺構である｡ (豊田)
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tab.42 八重垣神社遺跡 (第２次) 遺構一覧表 (１)

遺構番号 性 格 時 期 次数 グリット 特徴・形状・計測数値など

ＳＤ４１ 溝 古墳前期 ２ b～ｃ４２・４３・４４ 底より土器片出土｡ SD４３に切られている｡

ＳＫ４２ ― ― ― 抹消

ＳＤ４３ 溝 古墳前期 ２ ｄ～ｅ４７・４８

ＳＤ４４ 溝 古墳前期 ２ b～ｃ３６・３７・３８ 切り合い不明｡ 建物に伴なう溝か｡ 完形の壺出土｡

ＳＤ４５ 溝 古墳前期 ２ b３８・３９ 小溝｡ SD44より新しい｡

ＳＤ４６ 溝 古墳前期 ２ d～ｅ４８ SD43に流れ込む小溝

ＳＤ４７ 溝 古墳前期 ２ ｂ３３

ＳＤ４８ 溝 古墳前期 ２ ｂ～ｃ３８

ＳＤ４９ ― ― ― 抹消

ＳＤ５０ 溝 古墳前期 ２ ｂ３９

ＳＫ５１ 土坑 弥生後期 ２ ｅ４７・４８ SD43より古

ＳＤ５２ 溝 古墳前期 ２ ａ～ｂ２８・２９
ｂ～ｃ３０・３１ 断面台形

ＳＨ５３ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ～ｃ３６ 焼土あり

ＳＫ５４ 土坑 古墳前期 ２ ｂ３４・３５ 焼土あり

ＳＤ５５ 溝 古墳前期 ２ ｂ３３

ＳＫ５６ 土坑 古墳前期 ２ ｂ～ｃ３８ ｂ３９

ＳＤ５７ 溝 古墳前期 ２ ａ～ｃ２８

ＳＨ５８ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ３５・３６ 焼土あり

ＳＫ５９ 土坑 古墳前期 ２ ｂ３１

ＳＨ６０ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ～ｃ３４・３５

ＳＤ６１ 溝 古墳前期 ２ ｂ３１

ＳＤ６２ 溝 古墳前期 ２ ｂ３０ ｂ～ｃ３１

ＳＤ６３ 溝 古墳前期 ２ ｃ３３

ＳＺ６４ 落ち込み 古墳前期 ２ ｂ～ｃ３３ ｂ３４

ＳＫ６５ 土坑 弥生後期 ２ ｂ３０・３１

ＳＨ６６ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ～ｃ 口縁打ち欠き壺出土
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tab.43 八重垣神社遺跡 (第２次) 遺構一覧表 (２)

遺構番号 性 格 時 期 次数 グリット 特徴・形状・計測数値など

ＳＲ６７ 旧河道 弥生前期～
古墳前期 ２ ｂ～ｃ２２～２３ 土器片大量に出土・弥生時代前期の土器含む

ＳＲ６８ ― ― ― 抹消

ＳＤ６９ 溝 古墳前期 ２ ｂ～ｃ８

ＳＤ７０ 溝 古墳前期 ２ a～b２９・３０

ＳＫ７１ 土坑 古墳前期 ２ ｂ～ｃ２４

ＳＫ７２ 土坑 古墳前期 ２ ｂ～ｃ２４ ＳＨ66より古

ＳＨ７３ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ～ｃ５・６

ＳＨ７４ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ～ｃ４・５

ＳＤ７５ 溝 古墳前期 ２ b９ 竪穴壁周溝か

ＳＺ７６ 土器群 古墳前期 ２ ｂ39 土器溜まり Ｓ字Ａ類

ＳＨ７７ 竪穴住居 古墳前期 ２ b９・１０ 焼土あり

ＳＨ７８ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ～ｃ２・３ 焼土あり

ＳＨ７９ ― ― ― 抹消

ＳＨ８０ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ～ｃ９・１０ 焼土あり

ＳＤ８１ 溝 古墳前期 ２ ｂ～ｃ９

ＳＤ８２ ― ― ― 抹消

ＳＤ８３ 溝 古墳前期 ２ b１９ ｂ～ｃ２０

ＳＨ８４ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ～ｃ２

ＳＨ８５ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ２・３

ＳＨ８６ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ１９ 焼土あり

ＳＤ８７ 溝 古墳前期 ２ ｂ２８ ｂ～ｃ２９

ＳＫ８８ 土坑 古墳前期 ２ ｃ６・７

ＳＤ８９ 溝 古墳前期 ２ ｂ～ｃ７

ＳＤ９０ 溝 古墳前期 ２ ｂ６

ＳＨ９１ 竪穴住居 古墳前期 ２ ｂ～ｃ３ 焼土あり

ＳＤ９２ 溝 古墳前期 ２ ｂ２

ＳＤ９３ 溝 古墳前期 ２ ｃ2

ＳＫ９７ 土坑 古墳前期 ２ ｃ６・７

ＳＫ９８ 土坑 古墳前期 ２ ｂ３

ＳＤ９９ 溝 古墳前期？ ２ ｂ２ ｂ～ｃ３・４ 流路？

ＳＫ100 土坑 古墳前期 ２ ｂ３ 壺底部出土
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第２次調査区から出土した遺物は整理箱で約23箱

である｡ 縄文晩期から古墳時代前期に及ぶが､ 古墳

時代前期の土器が大半を占める｡ その他木製品も含

む｡

以下､ 出土遺物について遺構単位となるものを中

心に記述する｡ 個々の土器・木製品の詳細について

は､ 遺物観察表 (tab.44～51) を参照されたい｡

����

���������� (１～７) １～２は甕である｡

１は受口甕で､ 口縁部には刺突が施される｡

３・４は壷｡ ３は壷の口縁部である｡ 頸部に施文が

ある｡ ５・６は平底甕の低部である｡ ７は広口壷で､

口縁部は欠損している｡ 頸部にはヘラ状工具の押し

引きによる施文が行われ､ 体部下半部は下膨れ状を

呈する｡

これらは､ 時期を特定する要素にかけるものの､

弥生時代後期に相当しよう｡

��������� (10～18) 10は高杯の杯部で内

彎する口縁をもつ､ 11～13は脚部である｡ 13は透し

孔が穿孔されず､ 粗いタテハケで調整される｡ 14は

甑である｡ 15～18は台付甕の脚部である｡ 時期的に

新しいものとみられる13を除けばおおむね同じ時期

のものと考えられ､ 雲出島貫遺跡における川崎志乃

氏の編年�(以下 ｢島貫編年｣ と呼称) の概ね島貫Ｃ

Ⅱ期の範疇で把握できる｡

��������� (19) 広口壷の口縁部の破片19

がある｡ 口縁部の端部には板状工具による刺突が施

される｡

� !���� (８・９) ８は広口壷､ ９は高杯

の小片と考えられ北陸系の土器の可能性がある｡

���

��������� (20～24) 20・21・23は高杯の

脚部､ 22は台付甕の台部｡ 24は広口壷である｡ 24は

頸部と底部付近にナナメ方向のハケが散見される｡

"#$%�&�'���� (25～27) 高杯の杯部25

～27､ 小型の壷28､ 台付甕の台部29・30が出土して

いる｡ 25・26は有稜高杯の杯部で､ 26は内彎するも

のの､ 25は直線的に開く｡ 27は椀形の高杯である｡

遺物が少ないため時期を特定する要素に欠けるが､

島貫ＣⅢ期古相に相当すると考えられる｡

"#$%�&������ (31～33) 直口壷31､ 台

付甕の脚台部32・33がある｡ 33はＳ字状口縁台付甕

(以下､ Ｓ字甕と呼称) の脚台部で脚裾部をわずか

に折り返すタイプのものである｡

���������� (34) 広口壷34が出土してい

る｡ 口縁部端部を折り返しており､ 遠江系の土器で

ある｡

��()�*+,���� (35～72) 1箇所にまと

まって投棄された土器群とみられ､ 一括資料に準じ

るものである｡ 高杯 (35～43)､ 壷 (44・45)､ 手焙

形土器 (46～49)､ 甕 (50～60) が出土している｡

高杯は脚部の内彎が消失し､ 直線的に開く｡ 44は

ヒサゴ壷で口縁部は内彎する｡ 45は広口壷で肩部に

櫛描直線文が施される｡ 46～49は手焙形土器である｡

いずれも受け口状を呈し､ 外面には粗い横方向のハ

ケが施される｡ 46はＳ字甕の口縁部とよく似た手法

で成形されている｡ 50・51は受口の甕､ 52～54は有

段口縁台付甕である｡ 52は薄手で体部に粗いハケ目

を施し､ 口縁部には刺突が施文される｡ 58・59はＳ

字状口縁台付甕である｡ 58は口縁部の破片で､ 押し

引き施文が施され､ 赤塚次郎氏�や川崎志乃氏によ

る分類の､ Ｓ字甕Ａ類新段階に相当する｡ 59は脚台

部で脚裾部をわずかに折り返すものである｡

これらの一群は､ 島貫ＣⅡ期新相に併行するものと

考えられるが､ 高杯の脚部が直線的に広がっている

ことを考慮すると宮ノ前ＳＤ27の土器群よりは新し

く､ 八重垣ＳＲ12の土器群とほぼ同じ､ ないしはや

や後出すると考えられる｡

�����+���� (61) 61は広口壷である｡ 口

縁内外面に羽状文を施文する｡

� !���� (62～72) 遺構に伴わないものを

包含層出土のものとして報告する｡ 62～64・66は壷

で､ 65・66～71は甕､ 67は有孔円盤である｡ 62・63

は広口壷の口縁部で62の頸部には突帯がめぐる｡ 65

はＳ字状口縁台付甕､ 68もＳ字状口縁台付甕である

が､ やや大型のものである｡ 粗いハケメに口縁部に
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は押し引き施文が施される｡ 69～71は台付甕の脚台

部である｡

���

�����	

� (73～77)

高杯 (73・74) 甕 (75・76)､ 壷77が出土してい

る｡ 73は有稜高杯の杯部で内彎する口縁をもつ｡ 75

はＳ字甕で､ 口縁部外面には押し引きの刺突文がみ

られ､ 体部外面上部には右下がりのハケを施してい

る｡ Ａ類に相当する｡


����	

� (78) 椀形の高杯の杯部 (78)

が出土している｡


����	

� (79～80) 甕79・80が出土し

ている｡ 外面は縦方向のハケが施され､ 内面はヘラ

ケズリされている｡

���	

� (81) Ｓ字状口縁台付甕の口縁部

(81) が出土している｡

��������	

� (82) 直口壷82がみられ

る｡ 口縁部の上半部分より下は殆ど完存の状態であ

ることを考慮すると､ 意図的に打ち欠いた可能性が

ある｡ 体部外面には粗い右下がりのハケで成形され

ている｡


����	

� (83) 大形の広口壷83が出土

した｡ 体部には部分的に縦方向のハケが施され､ 口

縁部から肩部にかけては竹管文が施文されており､

口縁端部は擬凹線である｡

���	

� (84～94) 遺構に伴わないものを

包含層出土として報告する｡ 84～86は高杯､ 87・88・

90は壷､ 89・92～94は甕である｡ 84は椀形の高杯､

86は盤状高杯の脚台部である｡ 87は広口壷で口縁内

面に羽状文が施文される｡ 90は小型丸底壷で外面に

ヘラ磨きが施される｡ 92・93は受口状口縁甕である｡

������	
 ! (95～241) 流路からは木製

品を含め多くの土器が出土した｡ 遺構の記述では､

最下層・下層・上層に分けているが上層・下層に関

しては土層断面から判明したものであり､ 遺物は区

別出来ていないため上層と下層の遺物をここでは一

括して ｢上層｣ 遺物として報告する｡ 従ってここで

は､ 上層と最下層に分割して記述する｡

"#�	

� (95～134) 95～129は弥生時代前

期の土器である｡ 壷 (95～116)､ 甕 (117～128) が

ある｡

95は壷の口縁部で頸部にヘラ描き沈線が２条巡ら

せ端部付近には焼成前に小孔を穿孔している｡ 97～

101は頸部にヘラ描き沈線が数条巡らされ､ 多条化

している｡ 102や107は貼り付け突帯を巡らせたのち

突帯に刻目を施す｡ 105は粘土紐を貼り付けた文様

であると考えられ､ こうした土器は伊勢湾沿岸地域

を中心に分布するとされる｡ 106は突帯を貼り付け

たのち指圧痕によって施文されている｡ 113～116は

壺の底部と考えられる｡

117～128は甕の口縁部の破片である｡

124は断面より２条単位で施文されており､ 半截

竹管によるものと考えられる｡

これらは､ ヘラ描き沈線の多条化､ 半截竹管・貼

り付け突帯の存在から前期新段階�に相当しよう｡

130～133は弥生時代後期初頭の土器で､ 高杯 (130

～133) が出土している｡ 130～133は盤状高杯の破

片で､ 130は杯部､ 131・132は脚部で棒状を呈し､

ヘラ磨きで仕上げられている｡ 133は脚台部で破片

資料であるが､ 残存度から推定すると脚台部裾付近

には10個の孔が焼成前に穿孔されていたと考えられ

る｡

$�	
 ! (135～241) 135～241は古墳時代前

期の土器である｡ 高杯 (135～142)､ 壷 (143～

175・177・178)､ 鉢 (176)､ 土錘 (179・180) 砥石

(181・182)､ 甕 (183～232)､ 木製品 (233～241)

が出土している｡

135～137は有稜高杯である｡ 杯部は下部でゆるや

かに屈曲する｡ 外面は､ ヘラミガキで仕上げられて

いる｡

138・141も有稜高杯である｡ 立ちあがりのややき

ついものと大きく外側に開くものがある｡ 142は椀

状高杯である｡ 脚部には櫛描直線文が巡らされる｡

143は長頸壷で内彎する長い口縁をもち､ ヘラミガ

キで仕上げられている｡ 144は二重口縁壷の口縁部

としたが高杯の口縁部の可能性がある｡ 145は広口

壷の口縁部としたが器台の可能性もある｡ 口縁端部

を折り返しており､ 遠江系の要素がみられ搬入品の

可能性も考えられる｡ 147は口縁部にいくに従いす

ぼまっていく特異な形状をした小型の壷である｡

149～163は広口壷である｡ 149～153は目立った文

様は施されていない｡ 156は口縁部端部に羽状文を
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施したのち､ 棒状浮文を施文している｡ 159は口縁

部内外面に板状工具による刺突により施文される｡

160～163は口縁内面に羽状文を施している｡ 164は

やや内彎した口縁をもつ壷である｡ 165・166は直口

壷である｡ 口縁部外面には縦方向のハケがみられる｡

167～175は壷の体部で､ その形状は下膨れ状を呈す

るものが多い｡

176は､ 小型の有段口縁壷である｡ 頸部は若干傾

いているがほぼ直立に立ちあがり､ 強く屈曲して外

方に伸びる｡ 肩部外面と口縁の内面には貝殻沈線に

よって施文される｡ 176は小形鉢で､ 前面にヘラミ

ガキが施される｡

179・180は土錘､ 181・182は砥石である｡

183～232は甕である｡ 183～192はS字状口縁台付

甕である｡ 183～189､ 191・192はＳ字状口縁台付甕

で､ 外面には羽状ハケが施され､ 口縁部には押し引

き施文がみられ､ Ａ類新段階に相当する｡ 190は押

し引き施文が省略されたもので､ Ｂ類古段階に相当

する｡

193は三河系の台付甕である｡ 194・195は､ 緩く

屈曲する口縁をもつ｡ 197は台付甕であるが口縁部

はＳ字状ではなく口縁端部を折り曲げて突帯状に仕

上げている｡ 受口甕 (199～208) は様様なバリエー

ションがある｡ 199は粗いナナメハケののち､ 肩部

に櫛描直線文を施す｡ 203～208は近江系の甕､ 207・

208部には板状工具による刺突文が施文され､ 赤塚

次郎氏のいう ｢湖南型甕｣ に相当するものと考えら

れる�｡ 210～232は台付甕の脚台部である｡ 210はＳ

字状口縁台付甕の脚台部である｡

この土器群は､ おおむね島貫ＣⅡ期新相～ＣⅢ期

新相に併行するものと考えられる｡

��� (233～241) 233～241は木製品�である｡

233は曲柄鍬で､ いわゆる東海系曲柄鍬である｡ 234

はナスビ形二又鍬である｡ 235は横槌､ 236は鍬先で

ある｡ 239～240は梯子､ 241は刀状のものである｡

���

��	
���(242～243) 甕 (242～243) が出

土している｡ 242は甕である｡ 外面には左下がりの

叩き目が施される｡

��	
���(250～253) 250は近江系の受口

甕である｡ 口縁部と頸部には板状工具による刺突文

が施文される｡ 251は広口壷の口縁部である｡ 252は

小形の壷である｡

������(256) 256は台付甕である｡ 外面には

細かいナナメハケが施されたのちランダムなヨコ方

向のハケメが施される｡

������� (258～261) 259・260は台付甕の

台部である｡ 261は小形の壺である｡ 頸部はしまり

がなく外方に開く｡

����������� (262～263) 壺 (262・263)

が出土した262は平底の壺の底部で､ 外面にはヘラ

ミガキが施される｡

������ (264～291) 264は縄文時代晩期

の突帯文土器�である｡ 口縁部よりやや下に突帯が

貼りつけられるが､ 無文である｡ 晩期後半の五貫森

式に相当するものであろう｡

265～291は古墳時代前期の遺物である｡ ワイング

ラス形土器である｡ 267～268は椀形高杯である｡ 267

の脚部には櫛描き直線文が施される｡

271～277は壺の口縁部である｡ 276には半截竹管

と考えられる沈線ののち､ 円形浮文が施される｡

278～283は壺の底部､ 284～290は台付甕である｡

284は器壁が厚く､ 調整は押し引き施文が施される

などＳ字甕と同様の調整を行っている｡

291は砥石である｡

(豊田)

＜註＞

― 169―

� 川崎志乃 ｢古墳時代前期の雲出島貫遺跡｣ (『嶋抜』 Ⅲ 三重県埋蔵文化財

センター 2001年)

� 赤塚次郎 『廻間遺跡』 ((財) 愛知県埋蔵文化財センター 1990年)

� 佐原真 ｢畿央地方｣ (『弥生土器集成本編２』 東京堂出版 1968年)

� 矢作健二・赤塚次郎 ｢八王子古宮式と近江湖南甕｣ (『研究紀要第４号』

(財) 愛知県埋蔵文化財センター 2003年)

� 木製品については穂積裕昌氏にご教示いただいた｡

� 小濱学氏 (斎宮歴史博物館) にご教示いただいた｡
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fig.104 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (１) Ａ２・Ａ地区 (１：４)
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fig.105 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (２) Ａ地区 (１：４)



― 172―

fig.106 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (３) Ａ・Ｂ地区 (１：４)
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fig.107 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (４) Ｂ地区 (１：４)
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fig.108 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (５) Ｂ地区 (１：４)
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fig.109 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (６) Ｂ地区 (１：４)

ＳＲ67 (上層138～163)
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fig.110 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (７) Ｂ地区 (１：４)

ＳＲ67 (上層164～182)
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fig.111 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (８) Ｂ地区 (１：４)

ＳＲ67 (上層183～219)
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fig.112 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (９) Ｂ地区 (１：４)

ＳＲ67 (上層220～238)
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fig.113 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (10) Ｂ・Ｃ地区 (239・240は１：６､ 他は１：４)
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fig.114 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物 実測図 (11) Ｃ地区 (１：４)
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tab.44 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物観察表 (１)

番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

1 054－１ 弥生土器 甕 ｅ48 ＳＫ５１ (口)13.7 外；刺突 (板) →ナデ
内；指頭ナデ 粗 灰白色 口6/12 口縁部に煤付着

2 063－１ 弥生土器 甕 ｅ48 ＳＫ５１ (口)17.8 外；ヘラミガキ？調整不明瞭
内；ケズリ→オサエ・ナデ 粗 橙色 口6/12 体部に煤付着

3 055－２ 弥生土器 壺 ｅ48 ＳＫ５１ (口)12.8 外；ナデ→刺突 (板)
内；風化のため不明 粗 浅黄橙色 口3/12

4 054－２ 弥生土器 壺 ｅ48 ＳＫ５１ (底)8 外；ヘラミガキ
内；風化のため不明 粗 灰白色 底部4/12

5 054－３ 弥生土器 甕 ｅ48 ＳＫ５１ (底)6.3 外；風化のため不明
内；風化のため不明 粗 にぶい橙色 底部完存 黒斑あり

6 054－４ 弥生土器 甕 ｅ48 ＳＫ５１ (底)4.1 外；風化のため不明
内；風化のため不明 粗 灰白色 底部完存

7 034－１ 弥生土器 壺 ｅ48 ＳＫ５１ (底)6.1 外；横方向のハケ→刺突 (板)
内；ナデ 粗 浅黄橙色 胴部ほぼ

完存

8 049－１ 弥生土器 壺 ｅ47 包含層 口10.0 外；櫛状の直線文→ナデ
内；指頭ナデ→櫛状の直線文 粗 灰白色 口3/12

9 050－２ 土師器 高杯？ ｅ47 包含層 (脚裾)
10.6

外；風化のため不明
内；風化のため不明 粗 橙色 脚裾1/12 高杯の脚部？

10 014－１ 土師器 高杯 ｅ48 ＳＤ４１ (口)26 外；ヘラミガキ
内；ヘラミガキ やや粗 橙色 口3/12

11 014－２ 土師器 高杯 ｅ48 ＳＤ４１ (脚裾)10 外；ヘラミガキ→櫛描横線文→３方向穿孔
内；横方向のハケ やや粗 橙色 脚部2/12

12 013－３ 土師器 高杯 ｅ47 ＳＤ４１ (脚裾)10 外；ヘラミガキ→３方向穿孔
内；ナデ やや粗 にぶい橙色 脚10/12

13 013－４ 土師器 高杯 ｄ47 ＳＤ４１ (脚裾)9 外；縦方向のハケ
内；ナデ 粗 にぶい橙色 脚2/12

14 013－２ 土師器 甑 ｄ47 ＳＤ４１ － 外；ハケ→ナデ
内；ナデ 粗 にぶい橙色 底2/12 底部に小孔｡ 甑か

15 014－４ 土師器 台付甕 ｄ47 ＳＤ４１ (脚台)8.5 外；ハケ→ナデ内；ナデ 粗 にぶい橙色 台部9/12

16 014－３ 土師器 台付甕 ｅ47 ＳＤ４１ (脚台)
8.8～9.5

外；ハケ→ナデ
内；ナデ 粗 褐灰色 台部完存

17 014－５ 土師器 台付甕 ｄ47 ＳＤ４１ (脚台)6.6 外；ハケ→ナデ内；ナデ 粗 にぶい橙色 台部完存

18 014－６ 土師器 台付甕 ｅ48 ＳＤ４１ (脚台)6.8 外；ハケ→ナデ内；ナデ やや粗 にぶい橙色 台部5/12

19 013－１ 土師器 壺 ｅ48 ＳＤ４３ (口)16.2 外；刺突 (板) →ナデ
内；風化のため不明 やや粗 にぶい橙色 口2/12

20 001－４ 土師器 高杯 ｂ42 ＳＤ４４ (脚裾)
12.3

外；ハケ→ヘラミガキ→３方向穿孔
内；シボリ→ナデ 粗 橙色 脚部完存

21 001－３ 土師器 高杯 ｂ38 ＳＤ４４ (脚裾)
12

外；ヘラミガキ→３方向穿孔
内；オサエ→ナデ 粗 橙色 脚部完存

22 001－１ 土師器 台付甕 ｂ38 ＳＤ４４ (脚台裾)
9.4

外；タテ方向のハケ→ナデ
内；ナナメ方向のハケ 粗 にぶい黄橙色 台部完存

23 002－３ 土師器 高杯 ｃ38 ＳＤ４４ (脚裾)
11.6

外；風化のため不明
内；シボリメ→ナナメ方向のハケ やや粗 にぶい橙色 脚部完存 黒斑あり

24 002－１ 土師器 壺 ｃ38 ＳＤ４４ (口)13 外；ナナメハケ→ナデ
内；風化のため不明 粗 灰白色 完存

25 004－５ 土師器 高杯 ｂ36 ＳＨ５８ (口)24.2 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ→ナデ やや粗 橙色 口3/12

26 003－３ 土師器 高杯 ｂ35 ＳＨ５８ (口)25 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ→ナデ やや粗 にぶい橙色 口1/12

27 003－１ 土師器 高杯 ｂ35 ＳＨ５８ (口)18 外；風化のため不明
内；ヘラミガキ→ナデ やや粗 にぶい橙色 口2/12

28 003－４ 土師器 高杯？ ｂ36 ＳＨ５８ (口)7.4 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ→ナデ やや粗 にぶい橙色 口8/12

29 003－５ 土師器 台付甕 ｂ36 ＳＨ５８ (脚台裾)
8.4

外；タテ方向のハケ→ナデ
内；横方向のハケ 粗 明赤褐色 脚台3/12

30 003－２ 土師器 台付甕 ｂ36 ＳＨ５８ (脚台裾)
5.9

外；縦方向のハケ
内；ナデ→オサエ やや粗 にぶい橙色 台部完存

31 004－４ 土師器 壺 ｃ36 ＳＨ５３ (口)11.8 外；ヨコハケ→ナデ
内；ヨコハケ 粗 明赤褐色 口4/12

32 004－３ 土師器 台付甕 ｃ36 ＳＨ５３ (脚裾)5.3 外；タテ方向のハケ→ナデ内；風化のため不明 粗 にぶい黄橙色 台部完存

33 005－２ 土師器 台付甕 ｃ31 ＳＨ５３ (脚台裾)
8.2

外；タテ方向のハケ→ナデ
内；指頭ナデ 粗 灰黄褐色 台部2/12

34 055－１ 土師器 壺 ｂ35 ＳＫ５４ (口)16.2 外；縦方向のハケ
内；横方向のハケ 粗 にぶい橙色 頸部完存 遠江系か

35 007－１ 土師器 高杯 ｂ39 ＳＺ７６ (口)26.7 外；ヘラミガキ→櫛描直線文→３方向穿孔
内；ヘラミガキ やや粗 にぶい橙色 口2/12

36 065－１ 土師器 高杯 ｂ39 ＳＺ７６ (口)26.8 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ→ナデ やや粗 にぶい黄橙色 口4/12 黒斑あり

37 064－２ 土師器 高杯 ｂ39 ＳＺ７６ (脚部裾)
11

外；ハケ
内；ヘラミガキ→ナデ 粗 にぶい橙色 脚部10/12

38 045－１ 土師器 高杯 ｂ39 ＳＺ７６ (口)21.6 外；風化のため不明
内；シボリメ 粗 にぶい橙色 口・脚6/12

39 016－４ 土師器 高杯 ｂ39 ＳＺ７６ (脚部裾)
12.3

外；ヘラミガキ→櫛描直線文→３方向透かし
内；風化のため不明 やや粗 にぶい橙色 脚部5/12

40 066－４ 土師器 高杯 ｂ39 ＳＺ７６ (脚部裾)
11.2

外；風化のため不明
内；シボリメ 粗 にぶい橙色 脚部4/12

41 017－１ 土師器 高杯 ｂ39 ＳＺ７６ (口)25.2 外；ヘラミガキ→ナデ
内；シボリメ→ハケ→ナデ やや粗 にぶい橙色 口4/12脚完存 黒斑あり

42 064－１ 土師器 高杯 ｂ39 ＳＺ７６ (口)25.2 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ→ナデ やや粗 にぶい橙色 口6/12 黒斑あり

43 063－２ 土師器 高杯 ｂ39 ＳＺ７６ (口)23.5 外；ヘラミガキ→ナデ
内；シボリメ→ハケ→ナデ 粗 にぶい橙色 口3/12脚部6/12

44 015－６ 土師器 壺 ｂ39 ＳＺ７６ (口)8.2 外；風化のため不明
内；風化のため不明 やや粗 にぶい褐色 口完存

45 006－１ 土師器 壺 ｂ39 ＳＺ７６ ― 外；ヘラミガキ→櫛描き直線文→ナデ
内；ケズリ？→オサエ→ヨコナデ 粗 橙色 胴部ほぼ

完存 黒斑あり
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tab.45 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物観察表 (２)

番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

46 064－４ 土師器 手焙 ｂ39 ＳＺ７６ (口)16.4 外；横方向のハケメ→刺突 (ヘラ)
内；板状工具によるナデか やや粗 にぶい黄橙色 口1/12

47 015－４ 土師器 手焙 ｂ39 ＳＺ７６ (口)15.6 外；横方向のハケメ→ナデ→刺突 (ヘラ)
内；風化のため不明 粗 にぶい黄橙色 口3/12

48 015－２ 土師器 手焙 ｂ39 ＳＺ７６ (口)18.6 外；風化のため不明
内；風化のため不明 粗 明褐灰色 口4/12

49 016－３ 土師器 甕 ｂ39 ＳＺ７６ (口)18.0 外；ハケ→刺突 (ヘラ？) →沈線→刺突 (板)
→ナデ 内；ナデ やや粗 にぶい黄橙色 口3/12

50 015－５ 土師器 甕 ｂ39 ＳＺ７６ (口)16.0 外；ハケ→ナデ
内；風化のため不明 やや粗 にぶい黄橙色 口4/12

51 016－２ 土師器 甕 ｂ39 ＳＺ７６ (口)16.2 外；刺突 (板) →ナデ？
内；風化のため不明 やや粗 にぶい黄橙色 口3/12

52 067－１ 土師器 台付甕 ｂ39 ＳＺ７６ (口)23.0 外；ナナメ方向のハケ→刺突 (板) →ナデ
内；横方向のハケ→ナデ 粗 にぶい橙色 口5/12脚9/12

53 066－２ 土師器 甕 ｂ39 ＳＺ７６ ― 外；ハケ→ナデ
内；風化のため不明 粗 にぶい橙色 小片

54 066－１ 土師器 甕 ｂ39 ＳＺ７６ ― 外；ハケ→ナデ→刺突 (板)
内；風化のため不明 粗 にぶい橙色 小片

55 016－１ 土師器 甕 ｂ39 ＳＺ７６ (口)18.8 外；風化のため不明
内；風化のため不明 やや密 灰白色 口4/12

56 015－１ 土師器 甕 ｂ39 ＳＺ７６ (口)20.0 外；ハケ→ナデ
内；ハケ→ナデ やや粗 浅黄橙色 口3/12

57 015－３ 土師器 甕 ｂ39 ＳＺ７６ (口)19.1 外；ハケ→ナデ
内；ハケ→ナデ 粗 褐灰色 口2/12

58 016－５ 土師器 台付甕 ｂ39 ＳＺ７６ (口)21 外；ナナメハケ→横方向ハケ→押し引き
施文→ヨコナデ 内；ハケ→ナデ やや粗 灰白色 口6/12 Ｓ字甕Ａ類

59 065－２ 土師器 台付甕 ｂ39 ＳＺ７６ (脚台)8.8 外；ハケ→ナデ内；横方向のハケ 粗 灰白色 脚9/12

60 064－３ 土師器 台付甕 ｂ39 ＳＺ７６ (口)6.6 外；ハケ
内；ナデ やや粗 にぶい橙色 脚部8/12

61 005－３ 土師器 壺 ｂ33 ＳＫ４７ ― 外；羽状文→ナデ
内；羽状文→ナデ 粗 にぶい橙色 口縁部小片

62 012－１ 土師器 壺 ― 包含層 (口)16.6 外；縦方向のハケ→ナデ
内；風化のため不明 やや粗 にぶい橙色 口3/12

63 048－５ 土師器 壺 ｂ38 包含層 (口)13.8 外；縦方向のハケ→ナデ
内；風化のため不明 やや粗 にぶい黄橙色 口2/12

64 049－２ 土師器 壺 ｂ34 包含層 (口)12.0 外；ハケ
内；風化のため不明 粗 にぶい橙色 口3/12

65 048－６ 土師器 台付甕 ― 包含層 (口)20.0 外；斜め方向のハケ→横方向のハケ→押
し引き施文 内；横方向のハケ→ナデ 粗 灰白色 口2/12

66 011－１ 土師器 壺 ― 包含層 (底)7.5 外；ナデ？
内；横方向のハケ→ナデ 粗 灰白色 底部完存

67 053－５ 石製品 有孔円盤 ― 包含層 ― 外；研磨痕あり やや粗 灰黄褐色 6/12残存

68 042－１ 土師器 台付甕 ― 包含層 (口)31.6 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ナデ→
押し引き施文 内；横方向のナデ→ナデ やや粗 灰白色 口1/12

69 046－４ 土師器 台付甕 ― 包含層 (脚台)8.0 外；ヘラミガキ内；ハケ→ナデ？ やや密 橙色 脚台部完
存

70 046－５ 土師器 台付甕 ― 包含層 (脚台)9.1 外；ハケ内；風化のため不明 やや粗 にぶい黄橙色 脚部小片

71 052－６ 土師器 台付甕 ｂ34 包含層 (脚台)7.8 外；ハケメ内；オサエ→ナデ やや密 にぶい黄橙色 脚台9/12

72 053－３ 土師器 手焙 ｂ37 包含層 ― 外；ハケ→突帯貼り付け
内；風化のため不明 やや粗 にぶい橙色 小片

73 005－１ 土師器 高杯 ｃ31 ＳＤ５２ (口)19.6 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ→ナデ やや粗 にぶい橙色 口3/12

74 069－４ 土師器 高杯 ｂ29 ＳＤ５２ (脚裾)
11.3

外；ハケ→ヘラミガキ→ヨコナデ
内；ハケ→３方向穿孔 やや密 にぶい橙色 ―

75 069－２ 土師器 台付甕 ｂ30 ＳＤ５２ (口)15.0 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ナデ
→押し引き施文 内；ハケ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙色 小片 Ｓ字甕Ａ類

76 069－５ 土師器 台付甕 ｂ30 ＳＤ５２ (脚台)7.5 外；ナナメハケ→ヨコナデ内；オサエ→ヨコナデ やや粗 灰白色 脚台3/12

77 070－２ 土師器 壺 ｃ31 ＳＤ５２ (底部)5.8 外；ヘラミガキ→ナデ内；ナデ やや粗 灰白色 底部8/12

78 010－２ 土師器 高杯 Ｃ24 ＳＫ７１ (口)13.7 外；ヘラミガキ→ヨコナデ
内；ヘラミガキ→ヨコナデ 粗 浅黄橙色 口8/12

79 004－１ 土師器 甕 ｂ31 ＳＫ５９ (口)11.2 外；ハケメのちヨコナデ
内；ナデ→ケズリ→ヨコナデ やや粗 浅黄色 口4/12

80 004－２ 土師器 甕 ｂ31 ＳＫ５９ (底)5.0 外；風化のため調整不明
内；風化のため調整不明 粗 褐灰色 底8/12 煤付着

81 069－３ 土師器 台付甕 ｂ25 Ｐｉｔ (口)16.5 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ナデ→
押し引き施文 内；ヨコハケ→ヨコナデ やや粗 にぶい橙色 口小片 Ｓ字甕Ａ類

82 037－１ 土師器 壺 ｃ25 ＳＨ６６ (底)7.0 外；ナナメ方向のハケ→タテハケ
内；縦方向のハケ→ヨコハケ→指頭ナデ 粗 橙色 口縁端部

欠損 口縁部打ち欠き

83 056－１ 土師器 壺 ｂ30 ＳＫ６５ (口)21.7 外；縦方向のハケ→竹管文→擬凹線文
内；横方向のハケ 租 にぶい黄橙色 全体の1/2

84 046－３ 土師器 高杯 ― 包含層 (口)18.7 外；ヨコハケ
内；風化のため調整不明 粗 にぶい黄橙色 口6/12

85 049－４ 土師器 不明 ― 包含層 (脚裾？)
14.0

外；ハケ
内；風化のため不明 やや粗 褐灰色 脚？6/12

86 010－３ 土師器 高杯 ｃ25 包含層 (脚裾)8.8 外；ヘラミガキ→ヨコナデ→小孔穿孔(９箇所) 内；ナデ 粗 灰白色 脚台部完
存

87 047－１ 土師器 壺 ― 包含層 (口)21.8 外；ナデ→凹線
内；ナデ→羽状文 やや密 浅黄橙色 口2/12

88 050－５ 土師器 壺 ｃ31 包含層 ― 外；風化のため不明
内；風化のため不明 粗 にぶい黄橙色 胴部ほぼ完存

89 047－４ 土師器 甕 ― 包含層 (口)11.1 外；ハケ？→ナデ
内；ヘラケズリ→ナデ やや粗 浅黄橙色 口4/12

90 002－２ 土師器 壺 b～ｃ20 包含層 (口)12.7 外；ヘラミガキ→ヨコナデ
内；ハケ→ナデ やや粗 橙色 口2/12 小形丸底壺
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91 047－２ 土師器 壺 ― 包含層 (口)15.0 外；ハケ→ヨコナデ
内；風化のため不明 やや粗 灰黄褐色 台3/12

92 052－１ 土師器 甕 ｂ30 包含層 (口)17.0 外；ハケ→ヨコナデ
内；ハケ→ヨコナデ 粗 にぶい黄橙色 口2/12

93 050－１ 土師器 甕 ｂ29 包含層 (口)17.0 外；ハケ→ヨコナデ
内；ナナメハケ→横方向のハケ→ヨコナデ 粗 明赤褐色 口3/12

94 050－３ 土師器 台付甕 ｃ31 包含層 (脚台)8.2 外；縦方向のハケ内；風化のため不明 粗 灰白色 口6/12

95 018－２ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 (口)22.0 外；ハケ→ヘラ描き沈線→ヨコナデ→小
孔穿孔 内；ヘラミガキ やや粗 にぶい橙色 口2/12 口縁部に小孔あり

96 018－１ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 (口)37.0 外；縦方向のハケ→ヘラミガキ→ヨコナデ
内；横方向のハケ→ヘラミガキ やや粗 にぶい橙色 口2/12

97 019－２ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ヘラ描き沈線→ヨコナデ
内；ナデ 粗 にぶい橙色 小片

98 019－４ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヘラ描き沈線
内；ナデ 粗 にぶい黄橙色 小片

99 020－１ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ヘラミガキ→ヘラ描き沈線
内；ハケ→ヘラミガキ やや粗 灰黄色 小片

100 019－６ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→半截竹管による沈線
内；オサエ・ナデ 粗 にぶい橙色 小片

101 020－３ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ヘラ描き沈線
内；ハケ→ヘラミガキ 粗 灰黄色 小片

102 020－８ 弥生土器 壺 ｃ23 ＳＲ６７最下層 ― 外；ヘラミガキ→突帯貼り付け→刺突 (板)
内；ナデ 粗 灰白色 小片

103 023－２ 弥生土器 壺 ｂ23 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヘラ描き沈線
内；ナデ 粗 灰黄色 小片

104 023－１ 弥生土器 壺 ｃ27 ＳＲ６７最下層 ― 外；風化のため不明
内；風化のため不明 粗 灰黄色 小片

105 020－５ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヘラ描き沈線→粘土紐貼り付け
内；ナデ 粗 灰黄褐色 小片 粘土紐貼り付け

106 020－７ 弥生土器 壺 ｂ23 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヘラ描き沈線→突帯貼り付け
→指頭オサエによる施文 内；ナデ やや粗 にぶい橙色 小片

107 020－２ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ヘラミガキ→突帯→ヘラ刻み
内；ナデ やや粗 灰黄色 小片

108 023－３ 弥生土器 壺 ｃ27 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヘラ描き沈線
内；ナデ 粗 明褐灰色 小片

109 023－４ 弥生土器 壺 ｂ23 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヘラ描き沈線
内；ナデ 粗 にぶい黄橙色 小片

110 020－９ 弥生土器 壺 ｃ23 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ヘラ描き沈線
内；ナデ 粗 灰黄色 小片

111 023－５ 弥生土器 壺 ｃ27 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヘラ描き沈線
内；ナデ やや粗 暗灰色 小片

112 020－６ 弥生土器 壺 ｃ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ヘラ描き沈線→突帯貼り付け→刺突(ヘラ)
内； 粗 灰黄色 小片

113 032－３ 弥生土器 壺 ｂ23 ＳＲ６７最下層 ― 外；縦方向のハケ→ナデ
内；オサエ・ナデ 粗 にぶい橙色 底部のみ

114 032－２ 弥生土器 壺 ｂ23 ＳＲ６７最下層 ― 外；ヘラミガキ→ナデ
内；板ナデ やや粗 灰黄色 底部のみ

115 001－２ 弥生土器 壺 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ
内；ナデ・指頭オサエ 粗 灰白色 底部のみ

116 022－４ 弥生土器 壺 ｂ27 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ？
内；風化のため不明 粗 灰白色 底部のみ

117 018－４ 弥生土器 甕 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ナデ→ヘラ描き沈線→刺突
(ヘラ) 内；ハケか 粗 灰白色 小片

118 022－６ 弥生土器 甕 ｂ23 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ナデ→ヘラ描き沈線→刺突
(ヘラ) 内；ヨコナデ やや粗 灰白色 小片

119 019－１ 弥生土器 甕 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヘラ描き沈線→ヨコナデ
内；ナデ 粗 にぶい橙色 小片

120 022－５ 弥生土器 甕 ｃ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ヨコナデ→ヘラ描き沈線→刺
突 (ヘラ) 内；ヨコナデ 粗 にぶい黄橙色 小片

121 018－３ 弥生土器 甕 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヘラ描き沈線→刺突 (ヘラ)
内；ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄褐色 小片

122 023－７ 弥生土器 甕 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ヨコナデ→ヘラ描き沈線→刺突(ヘラ)
内；ヨコナデ 粗 明褐灰色 小片

123 023－８ 弥生土器 甕 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヨコナデ
内；ナデ 粗 橙色 小片

124 018－５ 弥生土器 甕 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ヨコナデ→半截竹管による沈線→刺突 (ヘラ)
内；ナデ やや粗 にぶい橙色 小片 亜流遠賀川？

125 018－６ 弥生土器 甕 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ヨコナデ→ヘラ描き沈線→刺
突 (板) 内；ヨコナデ 粗 灰黄色 小片

126 019－３ 弥生土器 甕 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→ヨコナデ→ヘラ描き沈線
内；ハケ→ナデ 粗 灰黄色 小片

127 022－７ 弥生土器 甕 ｃ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ナデ→ヨコナデ→ヘラ描き沈線
内；ナデ 粗 灰白色 小片

128 019－５ 弥生土器 甕 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ハケ→半截竹管による沈線
内；オサエ・ナデ 粗 黄灰色 小片

129 020－４ 弥生土器 高杯 ｂ22 ＳＲ６７最下層 ― 外；ヘラミガキ→ヨコナデ
内；ヨコナデ 粗 灰黄色 小片 小孔あり

130 024－２ 弥生土器 高杯 ｂ27 ＳＲ６７上層 (口)24.0 外；ナデ？
内；ヘラミガキ 粗 灰黄色 小片

131 024－４ 弥生土器 高杯 ｃ23 ＳＲ６７上層 ― 外；ヘラミガキ
内；オサエ・ナデ 粗 黄灰色 小片 盤状高杯

132 024－３ 弥生土器 高杯 ｂ23 ＳＲ６７上層 ― 外；ヘラミガキ
内；オサエ・ナデ やや粗 にぶい橙色 小片 黒斑あり 盤状高杯

133 024－１ 弥生土器 高杯 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚裾)18.0 外；ヘラミガキ→ヨコナデ内；ハケ→ヘラミガキ やや粗 にぶい橙色 脚部6/12 盤状高杯脚部

134 033－２ 弥生土器 壺 ｂ27 ＳＲ６７上層 ― 外；ハケメ→ミガキ
内；横方向ナデ→ナナメナデ やや粗 灰黄色 底部完存

135 024－７ 土師器 高杯 ｂ22 ＳＲ６７上層 ― 外；ヘラミガキ→４方向穿孔
内；シボリメ→ハケ→オサエ・ナデ やや粗 灰黄色 杯部

脚柱12/12

tab.46 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物観察表 (３)
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136 024－６ 土師器 高杯 ｂ23 ＳＲ６７上層 ― 外；ハケ→ヘラミガキ→穿孔 (４方向以上)
内；ハケ やや密 にぶい褐色 口縁脚柱12/12

137 024－５ 土師器 高杯 ｃ22 ＳＲ６７上層 ― 外；ヘラミガキ→３方向穿孔
内；ハケ→ヘラミガキ 粗 にぶい黄橙色 口縁脚柱12/12

138 043－３ 土師器 高杯 ｃ27 ＳＲ６７上層 (口)18.2 外；ヘラミガキ
内；ヘラミガキ→横方向ナデ やや密 灰白色 口5/12

139 041－３ 土師器 高杯 ｃ22 ＳＲ６７上層 (脚裾)
11.5

外；ヘラミガキ→ナデ→櫛描直線文→３
方向穿孔 内；ハケ→ナデ やや密 灰白色 脚6/12

140 041－４ 土師器 高杯 ｃ23 ＳＲ６７上層 (脚裾)7.9 外；ハケ→ヘラミガキ→ヨコナデ→６方向穿孔 内；ナデ やや密 にぶい黄橙色 脚部のみ

141 061－１ 土師器 高杯 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)27.4 外；ハケ→ヘラミガキ→ナデ→３方向穿孔
内；風化のため不明 粗 浅黄橙色 8/12残存

142 017－２ 土師器 高杯 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)19.5 外；ハケ→ヘラミガキ→櫛描き直線文→３
方向穿孔 内；シボリメ→ハケメ→ナデ やや粗 にぶい橙色 9/12残存 椀形高杯

143 036－２ 土師器 壺 ｂ24 ＳＲ６７上層 (口)14.1 外；ヘラミガキ→ヨコナデ
内；指頭ナデ→タテナデ→ヘラミガキ→ナデ 粗 にぶい橙色 6/12

144 040－３ 土師器 壺 ｃ23 ＳＲ６７上層 (口)30.0 外；ヘラミガキ→ヨコナデ
内；ヘラミガキ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙色 口１/12 高杯の可能性あり

145 041－２ 土師器 壺 ｃ22 ＳＲ６７上層 (口)23.0 外；縦方向のハケ→ヨコハケ→粘土紐貼り
付け→ヨコナデ 内；ハケ→ヘラミガキ やや密 明褐灰色 口１/12 遠江系

146 040－２ 土師器 壺 ｃ23 ＳＲ６７上層 (口)9.0 外；ヘラミガキ→ヨコナデ
内；ヘラミガキ→ヨコナデ やや密 浅黄色 口完存

147 032－５ 土師器 壺？ ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)4.5 外；ナデ→ヨコナデ
内；オサエ→ナデ やや粗 灰黄色 口2/12 壺としたが器種不明

148 035－２ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 (底)5.2 外；ハケ→ヘラミガキ
内；ハケメ→ナデﾞか？ やや密 にぶい橙色 口縁端部欠損のみ

149 025－１ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)15.5 外；ハケ→櫛描き横線文→ヨコナデﾞ
内；ナデ 粗 淡橙色 口完存

150 025－４ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)15.0 外；ヨコナデ
内；風化のため不明 粗 褐灰色 口2/12

151 025－５ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)14.6 外；ハケのちナデ
内；ナデ やや密 橙色 口2/12

152 025－２ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)15.6 外；ハケ→ナデ
内；ナデ やや密 橙色 口3/12

153 039－４ 土師器 壺 ｃ22 ＳＲ６７上層 (口)13.2 外；ハケ→ヘラミガキ→ヨコナデ
内；タテナデ→ヨコナデ やや密 にぶい橙色 口4/12

154 032－６ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 ― 外；ハケ→ヘラミガキ→竹管文
内；ハケ→ナデ やや密 灰黄色 小片

155 025－３ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)15.7 外；ハケ→ヘラミガキ→ヨコナデ
内；ナデ やや密 にぶい橙色 口2/12

156 026－１ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)15.2 外；ハケ→櫛描き横線文→刺突 (板) →羽状文
(板) →棒状浮文内；ヘラミガキ→ヨコナデ 密 灰白色 口4/12

157 025－６ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)15.8 外；ヨコナデ→刺突 (板)
内；ナデ 粗 灰白色 口2/12

158 043－１ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)15.6 外；ハケ→ヘラミガキ→ヨコナデ→刺突 (板)
内；ハケ→ヘラミガキ→オサエ・ナデ やや粗 にぶい橙色 口4/12

159 033－１ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)16.4 外；ハケ→ナデ→櫛描き横線文→刺突 (櫛)
内；ヨコナデ→刺突 (櫛) やや粗 灰黄色 口完存

160 027－１ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)19.7 外；ハケ→凹線文→棒状浮文
内；ヘラミガキ→羽状文 (板) →刺突 (櫛) やや粗 褐灰色 口1/12

161 026－３ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)20.8 外；ハケ→ヨコナデ→刺突 (板)
内；ナデ→刺突 (板) やや粗 明褐灰色 口2/12

162 040－４ 土師器 壺 ｃ23 ＳＲ６７上層 (口)19.6 外；オサエ→ヨコナデ→擬凹線文
内；ヨコナデ→羽状文 (板) 粗 灰白色 口2/12 口縁内面に赤彩あり

163 026－４ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)22.0 外；ハケ→ヨコナデ→刺突 (板)
内；ハケ→羽状文 (櫛) 密 灰黄褐色 口2/12

164 044－１ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)15.4 外；ハケ→ナデ
内；ハケ→オサエ→ナデ やや粗 にぶい橙色 上半部完存 黒斑あり

165 062－１ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)16.0 外；ハケ→ヘラミガキ→ナデ
内；指頭オサエ→ナデ→ヨコミガキ→ハケ やや密 にぶい橙色 上半部完存 黒斑あり・胴部歪みあり

166 036－１ 土師器 壺 ｂ24 ＳＲ６７上層 (口)14.1 外；ナナメハケ→ヨコナデ
内；横方向ハケ→ヨコナデ 粗 にぶい橙色 上半部ほぼ完存 煤付着

167 059－１ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 ― 外；ハケ
内；工具ナデ やや密 橙色 胴部のみ 黒斑あり

168 039－３ 土師器 壺 ｃ22 ＳＲ６７上層 ― 外；ハケ→ヘラミガキ→ナデ
内；ハケ やや粗 にぶい黄橙色 底部6/12 煤付着

169 059－３ 土師器 壺 ｃ23 ＳＲ６７上層 (底)6.8 外；ハケ→ナデ
内；ハケ→ナデ やや粗 灰黄色 下半部

完存 黒斑あり

170 041－１ 土師器 壺 ｃ22 ＳＲ６７上層 (底)5.8 外；ハケ→ヘラミガキ→ナデ
内；ハケ→オサエ・ナデ やや密 褐灰色 下半部

完存 煤付着

171 033－４ 土師器 壺 ｂ27 ＳＲ６７上層 (底)6.4 外；ハケ→ヘラミガキ？
内；ハケ 粗 にぶい黄橙色 下半部完存 煤付着

172 032－１ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 (底)5.1 外；ヘラケズリ→ヘラミガキ
内；ハケ→ナデ やや粗 にぶい橙色 底部12/12

173 039－２ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (底)7.2 外；ハケ→ヘラミガキ
内；工具ナデ やや密 にぶい黄橙色 底部12/12 黒斑あり

174 059－２ 土師器 壺 ｃ23 ＳＲ６７上層 (底)5.1 外；ハケ
内；ナデか やや密 にぶい橙色 底部12/12

175 032－４ 土師器 壺 ｂ23 ＳＲ６７上層 (底)4.7 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ナデ やや祖 褐灰色 底部12/12

176 043－２ 土師器 鉢 ｃ22 ＳＲ６７上層 (口)9.6 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ やや密 にぶい黄橙色 完形 黒斑あり

177 042－３ 土師器 壺 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)10.2 外；ヘラミガキ→突帯貼り付け→ヨコナデ→
貝殻腹縁文 内；ケズリ→ナデ→刺突 (貝) やや粗 橙色 上半部

178 040－１ 土師器 壺 ｃ23 ＳＲ６７上層 (口)18.1 外；タテ方向ハケ→ヨコハケ→刺突 (板)
内；ナデ→ハケメ 粗 灰黄色 口１/8

179 027－２ 土製品 土錘 ｂ22 ＳＲ６７上層 (径)3.9 外；ナデ→焼成前穿孔
内；― やや密 にぶい黄橙色 ―

180 027－３ 土製品 土錘 ｂ22 ＳＲ６７上層 (径)3.4 外；ナデ→焼成前穿孔
内；― やや密 灰黄褐色 ―

tab.47 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物観察表 (４)
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181 060－１ 石製品 砥石 ｂ22 ＳＲ６７上層 11.1 外；使用面あり
内；― ― ― ほぼ完存

182 060－２ 石製品 砥石 ｂ22 ＳＲ６７上層 ― 外；使用面あり
内；― ― ― ―

183 021－２ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)21.9 外；ナナメハケ→ヨコナデ
内；ハケ→ヨコナデ やや粗 灰白色 口2/12 Ｓ字甕Ａ類

184 031－５ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)25.0 外；縦方向のハケ→ヨコハケ→ヨコナデ→押
し引き施文 内；横方向のハケ→ヨコナデ やや粗 黄灰色 口2/12 器壁やや厚い Ｓ字甕Ａ類

185 021－１ 土師器 甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)25.8 外；ハケ→ヨコナデ→押し引き施文
内；ハケ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐色 口1/12

186 022－１ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)19.6 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコナ
デ→押し引き施文 内；ハケ→ヨコナデ やや粗 灰白色 口1/12 煤付着 Ｓ字甕Ａ類

187 038－１ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)17.0 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコナ
デ→押し引き施文 内；ハケ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐色 口2/12 Ｓ字甕Ａ類

188 031－４ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)17.0 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコナ
デ→押し引き施文 内；ハケ→ヨコナデ やや粗 灰黄色 口3/12 Ｓ字甕Ａ類

189 031－２ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)16.0 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコナデ
→押し引き施文 内；ヨコハケ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐色 口3/12 Ｓ字甕Ａ類

190 031－１ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)14.0 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコナデ
→押し引き施文 内；ヨコハケ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙色 口3/12 Ｓ字甕Ｂ類

191 042－２ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)16.9 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコナ
デ→押し引き施文 内；ハケ→ヨコナデ やや粗 灰黄色 口2/12 Ｓ字甕Ａ類

192 031－３ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)16.0 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコナデ
→押し引き施文 内；ハケ→オサエ→ナデ やや粗 浅黄色 口3/12 Ｓ字甕Ａ類

193 058－１ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)28.0 外；ハケ→ヨコナデ
内；ハケ やや粗 灰黄褐色 口2/12 三河系？

194 038－３ 土師器 甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)12.1 外；ハケ→ヨコナデ
内；ナデ やや粗 灰黄褐色 口2/12

195 038－４ 土師器 甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)14.4 外；ハケ→ヨコナデ
内；ナデ やや密 にぶい黄色 口2/12

196 038－２ 土師器 甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)14.5 外；ハケ→ヨコナデ
内；ナナメナデ やや密 暗灰黄色 口2/12

197 039－１ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)11.0 外；縦方向のハケ→端部折り曲げ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄色 口7/12 Ｓ字甕模倣

198 038－５ 土師器 甕 ｂ21 ＳＲ６７上層 (口)12.4 外；縦方向のハケ→ナナメハケ→ヨコナデ
内；ナナメ方向の工具ナデ→横方向のハケ やや密 灰黄色 ほぼ完形

199 033－３ 土師器 甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)16.6 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコ
ナデ 内；ケズリ？→ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄色 約3/12

200 021－３ 土師器 甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)16.6 外；ハケ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙色 口6/12

201 035－１ 土師器 甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)15.9 外；ハケ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙色 約6/12 三河系？煤付着

202 021－４ 土師器 甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)15.8 外；ヨコナデ→刺突 (板)
内；ヨコナデ やや密 にぶい黄橙色 口2/12

203 021－５ 土師器 甕 ｃ22 ＳＲ６７上層 (口)14.6 外；ヨコナデ→刺突 (板)
内；ヨコナデ やや粗 暗灰色 口2/12

204 023－６ 土師器 甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 ― 外；ハケ→ヨコナデ→刺突 (板)
内；ヨコナデ 粗 褐灰色 ―

205 021－６ 土師器 甕 ｃ22 ＳＲ６７上層 (口)15.0 外；ヨコナデ→刺突 (板)
内；ヨコナデ 粗 にぶい黄橙色 口2/12

206 031－６ 土師器 甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)24.0 外；縦方向のハケ→ヨコナデ→刺突 (板)
内；ハケ→ナデ やや密 黒褐色 口2/12

207 022－２ 土師器 甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (口)16.0 外；縦方向のハケ→櫛描き横線文→ヨコ
ナデ→刺突 (板) 内；ナデ やや密 灰黄褐色 口2/12

208 022－３ 土師器 甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (口)13.0 外；縦方向のハケ→櫛描き横線文→ヨコ
ナデ→刺突 (板) 内；ナデ やや粗 にぶい黄橙色 口2/12 煤付着

209 039－５ 土師器 甕 ｃ23 ＳＲ６７上層 (口)19.1 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコナ
デ→押し引き施文 内；ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄色 口1/8

210 029－４ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)9.3 外；ハケ→ナデ内；ハケ→砂充填→ナデ やや粗 灰白色 脚台部完
存

211 029－６ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)8 外；ハケ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰白色 脚台部完

存

212 026－５ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)8.8 外；タテハケ→ヨコナデ内；オサエ・ナデ→ハケ やや粗 灰白色 脚台部完
存

213 030－３ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (脚台)8.5 外；ハケ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰褐色 脚台部
9/12

214 029－８ 土師器 台付甕 ｃ22 ＳＲ６７上層 (脚台)6.7 外；ハケ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや粗 褐灰色 脚台9/12

215 028－１ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (脚台)8.5 外；ハケ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや密 灰黄色 脚台部完
存

216 030－７ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)8.5 外；タテハケ→ヨコナデ内；ハケ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐色 脚台部完
存

217 030－６ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)9 外；タテハケ→ヨコナデ
内；ハケ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐色 脚台部完

存

218 030－２ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)8.5 外；タテハケ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや粗 褐灰色 脚台部完
存

219 030－４ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (脚台)7.5 外；タテハケ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄褐色 脚台9/12

220 061－２ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (脚台)9.3 外；タテハケ→ヨコナデ内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 浅黄橙色 脚台
約3/12

221 028－２ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (脚台)7.6 外；タテハケ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや粗 橙色 脚台部完
存

222 029－２ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)7.4 外；タテハケ→ヨコナデ内；ハケ→ヨコナデ やや粗 黄灰色 脚台部完
存

223 029－３ 土師器 台付甕 ｃ22 ＳＲ６７上層 (脚台)7.5 外；タテハケ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや密 にぶい褐色 脚台部完存

224 028－３ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (脚台)6.8 外；タテハケ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ 粗 灰黄褐色 脚台部完
存

225 028－５ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (脚台)5.8 外；タテハケ→ヨコナデ内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 橙色 脚台部完
存
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226 029－１ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)6.0 外；タテハケ→ヨコナデ内；ナデ→ヨコナデ やや密 明褐灰色 脚台完存

227 029－５ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)8.5 外；タテハケ→ヨコナデ内；オサエ・ナデ→横方向のハケ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙色 脚台3/4

228 030－５ 土師器 台付甕 ｃ23 ＳＲ６７上層 (脚台)8.0 外；タテハケ→ヨコナデ内；横方向のハケ→ヨコナデ やや粗 にぶい橙色 脚台完存

229 030－１ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)7.8 外；タテハケ→ヨコナデ内；横方向のハケ→ヨコナデ 粗 黄灰色 脚台完存

230 028－４ 土師器 台付甕 ｂ23 ＳＲ６７上層 (脚台)6.6 外；タテハケ→ヨコナデ内；オサエ・ナデ→ヨコナデ 粗 褐灰色 脚台完存

231 029－７ 土師器 台付甕 ｂ22 ＳＲ６７上層 (脚台)7.0 外；風化のため不明内；タテハケ 密 にぶい橙色 脚台完存

232 026－２ 土師器 台付甕 ｃ23 ＳＲ６７上層 (脚台)5.9 外；タテハケ→ヨコナデ内；オサエ・ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい橙色 脚台ほぼ完存

242 008－１ 土師器 甕 ｂ２ ＳＨ７８ (口)11.0 外；ハケ→タタキ→ヨコナデ
内；ハケ→工具ヨコナデ→ヨコナデ やや密 灰白 小片 タタキ甕

243 008－２ 土師器 台付甕 ｂ２ ＳＨ７８ (脚台)5.6 外；タテハケ→ヨコナデ内；横方向のハケ→ヨコナデ やや密 にぶい橙色 脚台完存

244 008－５ 土師器 壺 ｂ３ ＳＨ９１ (底)5.0 外；タテハケ→ヨコナデ
内；横方向のハケ→ヨコナデ 粗 浅黄橙色 底部片

245 009－３ 土師器 甕 Ｃ２ ＳＨ８４ (脚台)8.0 外；風化のため不明内；風化のため不明 やや粗 橙色 脚台3/12

246 008－４ 土師器 壺 ｂ７ ＳＤ８９ (口)13.1 外；風化のため不明→焼成前穿孔
内；風化のため不明 やや密 灰白 口3/12

247 009－６ 土師器 壺 ｂ７ ＳＤ８９ (口)15.0 外；ヨコナデ→刺突 (板)
内；ヨコナデ やや粗 灰黄褐色 口3/12

248 008－７ 土師器 壺 ｂ10 ＳＨ７７ (底)3.3 外；ヨコナデ
内；ナデ 粗 にぶい橙色 下半部完存 黒斑あり

249 059－１ 土師器 瓢壺 ｂ27 ＳＤ９６ (口)10.4 外；ハケ→ヘラミガキ
内；ハケ→ヘラミガキ やや密 にぶい橙色 小片

250 010－４ 土師器 甕 ｃ６ ＳＨ７３ (口)17.2 外；ハケ→櫛描き横線文→刺突 (板) →
ヨコナデ 内；ナデ やや粗 灰白色 小片

251 010－１ 土師器 壺 ｃ６ ＳＨ７３ (口)18.0 外；ヘラミガキ→ヨコナデ
内；ヘラミガキ やや密 灰黄褐色 口2/12

252 009－１ 土師器 壺 ｂ６ ＳＨ７３ (口)7.3 外；風化のため不明
内；風化のため不明 やや密 浅黄橙色 完形

253 009－２ 土師器 台付甕 ｂ６ ＳＨ７３ (脚台)7.8 外；ハケ→ヨコナデ内；ナデ やや粗 淡赤橙色 脚台完存

254 009－５ 土師器 壺 ｃ３ ＳＨ７９ (口)16.4 外；ヨコナデ→刺突 (板)
内；ヨコナデ やや粗 にぶい橙色 口2/12

255 009－４ 土師器 台付甕 ｃ２ ＳＨ８４ (口)17.4 外；タテハケ→横方向のハケ→ヨコナデ
内；ナデ→ヨコナデ やや粗 灰黄色 口2/12

256 068－１ 土師器 台付甕 ｃ２ ＳＫ９４ (口)13.2 外；タテハケ→ヨコハケ→ヨコナデ
内；シボリメ→ナデ やや粗 橙色 約4/12

257 008－３ 土師器 壺 ｂ17 ＳＨ９５ (底)5.0 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ハケ 粗 にぶい黄橙色 下半部完存

258 069－６ 土師器 壺 ｂ７ Ｐｉｔ (口)12.4 外；風化のため不明
内；ヨコナデ やや粗 灰白色 口4/12

259 012－２ 土師器 台付甕 ｃ10 Ｐｉｔ (脚台)8.4 外；ハケ内；ハケ→ナデ やや粗 褐灰色 脚台3/12

260 050－４ 土師器 台付甕 ｃ８ Ｐｉｔ (脚台)6.4 外；ハケ？→ナデか内；ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙色 脚台完存

261 068－２ 土師器 壺 ｃ３ Ｐｉｔ (口)10.2 外；ナデ→タテハケ
内；ナデ→横方向のハケ 粗 灰白色 口縁若干

欠損 黒斑あり

262 070－３ 土師器 壺 ｂ３ ＳＫ１００ (底)6.0 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ナデ 粗 にぶい黄橙色 9/12 黒斑あり

263 070－１ 土師器 壺 ｂ３ ＳＫ１００ (底)6.0 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ハケ 粗 橙色 口縁部欠

損のみ

264 012－３ 土師器 甕 ｂ２ 包含層 (口)30.0 外；風化のため調整不明
内；風化のため調整不明 粗 褐灰色 小片 突帯文土器

265 053－２ 土師器 壺 ｂ11 包含層 (口)11.4 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ→ナデ 粗 にぶい橙色 小片

266 068－３ 土師器 壺 ｂ４ 包含層 (底)3.0 外；風化のため調整不明
内；風化のため調整不明 やや粗 灰白色 口縁部欠

損のみ

267 046－１ 土師器 高杯 ― 包含層 (口)13.8 外；櫛描き横線文→3方向穿孔→ヘラミガキ→
ナデ 内；シボリメ→ヘラミガキ→ヨコナデ やや密 にぶい橙色 脚部下部欠損のみ

268 051－１ 土師器 高杯 ― 包含層 (口)25.0 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ→ナデ やや密 橙色 口3/12 黒斑あり

269 046－２ 土師器 高杯 ― 包含層 ― 外；ヘラミガキ→櫛描き横線文→３方向穿孔
内；ハケメ→ナデ やや粗 橙色 脚部裾欠

損のみ

270 053－１ 土師器 高杯 ｂ２ 包含層 ― 外；ヘラミガキ→櫛描き横線文→ヨコナ
デ→３方向穿孔 内；ナデ→ヘラミガキ やや粗 灰褐色 杯部欠損

のみ

271 047－３ 土師器 壺 ｂ２ 包含層 (口)13.0 外；タテ方向のハケ→ヨコナデ
内；ヨコナデ やや密 にぶい橙色 口3/12

272 048－４ 土師器 壺 ― 包含層 (口)12.4 外；横方向のハケ
内；風化のため不明 粗 にぶい橙色 口2/12

273 048－１ 土師器 壺 ― 包含層 (口)14.6 外；タテハケ→ヨコナデ
内；ヨコナデ？ 粗 にぶい橙色 口2/12

274 048－３ 土師器 壺 ― 包含層 (口)14.8 外；ナデ→刺突 (板)
内；ナデ 粗 にぶい橙色 口2/12

275 048－２ 土師器 壺 ｂ16 包含層 (口)15.8 外；ヨコナデ
内；ナデ やや密 灰褐色 口4/12

276 051－４ 土師器 壺 ― 包含層 (口)20.2 外；ヘラミガキ→半截竹管による沈線？
→円形浮文 内；ヘラミガキ→ヨコナデ やや粗 灰褐色 口2/12

277 051－５ 土師器 壺 ― 包含層 (口)18.2 外；突帯貼り付け→タテハケ→ヨコナデ
→穿孔 内；ナデ やや密 にぶい橙色 口2/12

278 011－２ 土師器 壺 ｃ９ 包含層 (底)5.6 外；ヘラミガキ→ナデ
内；ヘラミガキ→ナデ 密 にぶい橙色 体部下半完存

279 051－２ 土師器 壺 ― 包含層 (底)6.3 外；風化のため調整不明
内；ハケメ やや粗 にぶい橙色 底12/12 黒斑あり

tab.49 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物観察表 (６)
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280 049－５ 土師器 壺 ― 包含層 (底)15.4 外；風化のため調整不明
内；風化のため調整不明 粗 橙色 小片 穿孔あり？

281 052－４ 土師器 壺 ― 包含層 (底)4.0 外；ハケ→ヘラミガキ
内；ナデ やや密 橙色 完形 黒斑あり

282 051－３ 土師器 壺 ― 包含層 (底)7.4 外；ハケ
内；ハケ やや粗 にぶい黄橙色 底部のみ 黒斑あり

283 012－４ 土師器 壺 ｂ７ 包含層 (底)6.2 外；ハケ
内；ハケ→ナデ 粗 橙色 底部のみ

284 052－２ 土師器 甕 ― 包含層 ― 外；縦方向のハケ→横方向のハケ→ヨコナ
デ→押し引き施文 内；ハケ→ヨコナデ やや粗 浅黄橙色 口縁部小

片

285 049－６ 土師器 台付甕 ― 包含層 (脚台)9.1 外；風化のため不明内；指頭ナデ→ヨコナデ やや粗 にぶい黄橙色 脚台部6/12 Ｓ字甕脚台部

286 008－６ 土師器 台付甕 ｂ19 包含層 (脚台)7.1 外；ハケメ→ヨコナデ内；ハケメ→ヨコナデ やや粗 赤橙色 脚台部
6/12 煤付着

287 046－６ 土師器 台付甕 ― 包含層 (脚台)6.8 外；オサエ？内；脚台貼り付け やや粗 にぶい橙色 脚台部完存

288 052－５ 土師器 台付甕 ― 包含層 (脚台)6.6 外；ハケメ？内；ヨコナデ やや粗 橙色 脚台部
9/12

289 052－３ 土師器 台付甕 ― 包含層 (脚台)5.2 外；ハケ→ミガキ内；ヨコナデ やや密 橙色 脚台部
6/12

290 011－３ 土師器 台付甕 ｃ3 包含層 (脚台)8.1 外；ハケメ→ヨコナデ内；ヨコナデ 粗 にぶい黄橙色 脚台部完存

291 053－４ 石製品 砥石 包含層 (長)9.0 使用面あり ― ― ―

番号 実測番号 名 称 グリッド 遺構・層名 計 測 値(㎝) 材 質 備 考

233 073－１ 曲柄鍬 ｂ23 ＳＲ６７上層 長さ47.5､ 幅11.8､ 厚さ2.6

234 071－１ ナスビ形二又鍬 ｂ21 ＳＲ６７上層 長さ36､ 幅最大16､ 厚さ1.7 樫？ 鍬先に小孔

235 077－１ 横槌 ｂ22 ＳＲ６７上層 長さ47､ 幅14.8､ 厚さ4.8 (柄)

236 075－１ 鍬先 ｂ22 ＳＲ６７上層 長さ12,4､ 幅12.5､ 厚さ2.7 下半分欠損

237 072－１ 不明木製品 ｃ23 ＳＲ６７上層 長さ18.2､ 幅1.5､ 厚さ2.6

238 072－２ 不明木製品 ｃ23 ＳＲ６７上層 長さ19.2､ 幅3.35､ 厚さ1.15

239 076－１ 梯子 ｂ23 ＳＲ６７上層 長さ84.9､ 幅14.5､ 厚さ2.5

241 076－２ 梯子 ｂ23 ＳＲ６７上層 長さ68.1､ 幅13.2､ 幅2.8

242 074－１ 刀？ ｂ22 ＳＲ６７上層 長さ33.5､ 幅5.4､ 厚さ2.2

tab.50 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土遺物観察表 (７)

tab.51 八重垣神社遺跡 (第２次) 出土木製品観察表
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第３次調査区は､ 第２次調査区の道を挟んだ北側

に位置している｡ 地形的には現在の鈴鹿川が流れる

北側に向かって緩やかに傾斜している｡ 当調査区は､

第２次調査区で付加したＡ～Ｃ地区のつづきである

ため､ Ｄ地区と呼称した｡

調査区南側は､ 整地の際､ 約１ｍほどの分厚い盛

土が行われており､ その下に旧耕作土 (fig.15～116・

土層２・３) がみられる｡ その直下から遺構基盤層

であるにぶい黄橙色砂質シルトがあるが北へ20ｍほ

どいくと下がっていくことから､ 微高地の北限とな

る｡ また調査区は西側から東側に向かって緩やかに

下がっており､ 東側に緩やかに傾斜している｡ 調査

区南側では､ 旧耕作土直下に遺構基盤層がみられる｡

なお南端と北端の検出面の高低差はおおよそ35㎝前

後ある｡

� ������
� ��

第３次調査区からは弥生時代後期から古墳時代前

期の遺構を確認した｡ 以下､ 主だった遺構について

記述する｡ 個々の遺構については遺構一覧表 (tab.

52) を参照されたい｡

!"#$���

%&'()*) 調査区南部で確認した遺構である｡

出土した壷の口縁部片より弥生後期後半のものと考

えられる｡

+'�)*, 調査区南部で確認した遺構である｡ 幅

約1.1ｍ､ 深さ約40㎝で､ ＳＨ124に切られている｡

出土遺物は少ないが弥生時代末頃のものと考えられ

る｡

-.#$���

+'�)/, 調査区北部で確認した遺構である｡ 幅

約1.3ｍ､ 深さ 約40ｍである｡ 出土遺物は少ない

が高杯が出土しており古墳時代前期後半と考えられ

る｡

+'�)/) 調査区北部で確認した遺構である｡ 幅

最大約1.7ｍ､ 深さ約50㎝である｡ ＳＤ120と平行し

ている｡ 出土遺物は微量であるが古墳時代前期と考

えられる｡

01'2)// 調査区北部で確認した｡ 幅約5.5ｍ､

深さ約70㎝の自然流路である｡ 遺物は殆ど出土せず､

古墳時代後期の高杯片が若干出土したのみである｡

3456'7)/8(fig.118) 調査区の南で確認し

た遺構である｡ 長方形の平面形をなす｡ 全体のほぼ

３分の２､ 西側を検出し､ 東側は調査区外にあたる

南北辺約5.6ｍであるが東西辺は不明である｡ 主柱

穴は２箇所確認した｡

検出した部分の大半に壁周溝が認められるが､ 南

西よりの部分では途切れている｡

中央よりやや南側部分で焼土塊がみられ､ その南

東に被熱部が確認できることからこの部分が炉に相

当するものと考えられる｡

床面には､ 南部分で硬質部分があり居住者の踏み

しめによるものとみられる｡

出土遺物は小片が多く､ 埋土中のものが大半であ

るが､ 古墳時代前期後半頃の遺構とみてよい｡

(豊田)

― 188―



― 189―

fig.115 八重垣神社遺跡 (第３次) Ｄ地区 西壁土層図 (１) (１：100)
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fig.116 八重垣神社遺跡 (第３次) Ｄ地区 西壁土層図 (２) (１：100)



fig.117 八重垣神社遺跡 (第３次) 平面図 (１：200)
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fig.118 八重垣神社遺跡 (第３次) Ｄ地区 竪穴住居 ＳＨ124 平面図・断面図 (１：50)

tab.52 八重垣神社 (第３次) 遺構一覧表

遺構番号 性 格 時 期 次数 グリット 特徴・形状・計測数値など

ＳＤ120 溝 古墳前期 ３ ａ２～ｂ３

ＳＤ121 溝 古墳前期 ３ ａ４～ｂ４

ＳＲ122 流路 古墳後期 ３ ａ６

ＳＤ123 溝 古墳前期 ３ ｂ25・ａ26

ＳＨ124 竪穴住居 古墳前期 ３ ｂ25 焼土あり

ＳＺ125 落ち込み 古墳前期 ３ ａ28

ＳＤ126 溝 古墳前期 ３ ａ25

ＳＫ127 土坑 古墳前期 ３ ｂ26

ＳＤ128 溝 古墳前期 ３ ａ23

ＳＤ129 溝 古墳前期 ３ ａ27・ｂ27

ＳＤ130 溝 弥生末 ３ ｂ23～ｂ24

ＳＫ131 土坑 弥生後期 ３ ａ28
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第３次調査で出土した遺物は､ 整理箱にして約８

箱である｡ しかし､ 小片が大半で､ 図示し得るよう

な資料はわずかであった｡ 時期的には古墳時代前期

の土器が大半を占め､ 弥生時代後期の土器､ 古墳時

代後期の須恵器片､ 中世の山茶椀片を若干含む｡ 以

下主だった遺物について記述する｡ 個々の遺物の詳

細については､ 遺物観察表 (tab.53) を参照された

い｡

����������� (１) 壺の口縁部片である｡

外面は縦方向のハケが施され､ 口縁端部には擬凹線

が施される｡

���������� (２～４) ２は高杯の杯部の

破片と考えられる｡ 内彎気味に立ち上がり､ 屈曲し

て外方にやや突出する特異な形状を呈する｡ 屈曲部

は上から強くナデられていて平坦な面をもつ｡ 平坦

面には赤色顔料がみられる｡ ３は壺の底部､ ４は近

江系の受口甕の破片で､ 頸部から口縁部にかけて強

く屈曲し､ 口縁部はやや内傾して立ち上がる｡ 外面

には板状工具による刺突文が施文される｡

����� �!"���� (５・６) 土師器片は

多く出土しているが小片が大半で図示できるものが

殆どない｡ ５は高杯の脚部､ ６は台付甕の脚部であ

る｡

����!����� (８) ８は高杯である｡ 風化

によって外面の調整などは不明瞭であるが､ 脚部の

外面にはナデによって整形されている｡ 古墳時代前

期後半に相当する｡

����!#���� (９) ９は台付甕の脚部であ

る｡

$%�&�!!���� (10) 10は高杯の杯部の脚

部との接合部分である｡ 古墳時代後期前半頃のもの

とみられる｡

― 194―

fig.119 八重垣神社遺跡 (第３次) 出土遺物 (１：４)



������� (11～20) 遺構に伴わないものを

包含層出土のものとして報告する｡ 11は盤状高杯の

脚部である｡ 外面はヘラミガキが施され中身は中空

である｡ 12は壺の口縁部で端部外面には擬凹線文が

施され､ 内面には綾杉文が施文される｡ 13は壺の底

部｡ 14～17は高杯の脚部である｡ 15以外は櫛描直線

文が施文されている｡ 18は甕の破片で､ 口縁部のみ

器壁が厚くなる｡ 20は山茶椀の高台である｡

(豊田)
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tab.53 八重垣神社遺跡 (第３次) 出土遺物観察表

番号 実測番号 様・質 器種など グリット 遺構・層名等 法量(㎝) 調整・技法の特徴 胎土 色 調 残存度 特記事項

1 002－１ 弥生土器 壺 Ａ27 ＳＫ131 (口)23.7 外；ハケメ→ヨコナデ→擬凹線
内；横方向のハケメ 粗 橙色 口2/12

2 001－４ 土師器 高杯？ Ｂ24 ＳＤ130 ― 外；ヘラミガキ→ヨコナデ
内；ヘラミガキ→ナデ 粗 にぶい黄橙色 小片

3 001－２ 土師器 壺 Ｂ24 ＳＤ130 (底)5.7 外；ハケメ→ヨコナデ
内；ハケメ→ヨコナデ 粗 灰黄色 底部のみ

4 001－３ 土師器 甕 Ｂ24 ＳＤ130 ― 外；風化のため調整不明
内；風化のため調整不明 粗 にぶい黄橙色 小片

5 002－３ 土師器 高杯 Ｂ24 ＳＨ124 (脚柱)4.2 外；ヘラミガキ→３方向穿孔内；風化のため調整不明 粗 褐灰色 脚柱12/12

6 002－２ 土師器 台付甕 Ｂ24 ＳＨ124 (胴台)8.0 外；ハケメ→ヨコナデ内；ハケメ 粗 褐灰色 脚台部完
存

7 001－７ 土師器 甕 Ｂ25 ＳＤ123 ― 外；風化のため調整不明
内；風化のため調整不明 粗 灰白色 小片

8 001－６ 土師器 高杯 Ｂ３ ＳＤ120 (口)15.4 外；タテナデ→ヨコナデ
内；シボリメ→ナデ 粗 にぶい黄橙色 4/12

9 001－１ 土師器 台付甕 Ａ23 ＳＤ128 (脚台)7.2 外；ナデ→ヨコナデ内；ナデ 粗 にぶい黄色 脚台3/12

10 001－５ 土師器 高杯 Ａ６ ＳＲ122 ― 外；風化のため調整不明
内；風化のため調整不明 粗 にぶい橙色 小片

11 002－４ 弥生土器 高杯 Ｂ24 包含層 (脚柱)4.1 外；ヘラミガキ内；ナデ 粗 灰白色 脚柱12/12 黒斑あり 盤状高杯

12 003－５ 土師器 壺 Ａ22 包含層 (口)21.0 外；ヨコナデ→擬凹線
内；ヨコナデ→羽状文 粗 灰白色 口2/12

13 003－６ 土師器 壺 Ａ26 包含層 (底)5.3 外；ハケメ
内；風化のため調整不明 粗 にぶい橙色 底12/12

14 002－７ 土師器 高杯 Ａ25 包含層 (脚柱)4.9 外；櫛描き横線文→３方向穿孔内；調整不明 粗 にぶい黄橙色 脚柱12/12

15 002－５ 土師器 高杯 Ｂ26 包含層 (脚柱)3.4 外；ヘラミガキ→３方向穿孔内；風化のため調整不明 粗 灰黄褐色 脚柱12/12

16 003－３ 土師器 高杯 Ｂ22 包含層 (脚柱)4.2 外；櫛描き横線文→穿孔 (１方向)内；風化のため調整不明 粗 にぶい橙色 脚柱12/12

17 003－４ 土師器 高杯 Ａ24 包含層 (脚柱)4.2 外；櫛描き横線文→３方向穿孔内；風化のため調整不明 やや粗 にぶい黄橙色 脚柱12/12

18 002－６ 土師器 甕 Ｂ26 包含層 (口)15.9 外；ハケ→ヨコナデ
内；ヨコナデ 粗 灰黄褐色 口2/12

19 003－１ 須恵器 壺 Ａ17 包含層 (口)26.9 外；ロクロナデ
内；ロクロナデ やや密 灰白色 口1/12 自然釉付着

20 003－２ 陶器 山茶椀 Ａ16 包含層 (高台)7.6 外；ロクロナデ→高台ハリツケ→ヨコナデ内；ロクロナデ やや密 灰白色 底4/12 底部に籾殻痕あり
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河曲中部地区発掘調査関係資料の化学分析を､ パ

リノ・サーヴェイ株式会社および環境考古学研究所

に委託して実施した｡

河田宮ノ北遺跡では､ 河道ＳＲ４下層の土壌を分

析することで､ 大量の遺物が投棄された時期の周辺

自然環境を復元することを試みた｡ また､ 同じく出

土した貝類や動物体についても同定を依頼した｡

宮ノ前遺跡では､ 土坑ＳＫ10の馬下顎骨周辺を土

壌分析した｡ これは､ 埋納されたのが下顎骨のみか

そうではないのかを判断する材料とするためである｡

また､ 宮ノ前遺跡と八重垣神社遺跡 (第１次) で

検出した炭層や木質を含む土坑について､ 樹種や花

粉の分析および寄生虫の有無の確認を委託した｡ こ

れは土坑の性格としてどのような可能性が想定でき

るのかを探るための資料とするためである｡

当章は､ 委託先から提出された報告を基本に､ 一

部編集者の加筆・修正を行っている｡ 分析に関する

事実関係には一切手を加えていない｡

� ��
��

������� 河田宮ノ北遺跡の珪藻化石分析で

は､ 止水性種の珪藻が多く産出した｡ これは､ 大量

に出土したＳＲ４下層が､ 沼地状であったと判断し

ていた調査時の所見と一致する｡ つまり､ ＳＲ４下

層の遺物は､ ほとんど止水の状況下で次々に投棄さ

れたものと考えられる｡ ＳＲ４下層に投棄した人々

の居住地は､ 現在の川神社以南と考え得る資料とい

える｡

��������� !�� 宮ノ前遺跡から八重

垣神社遺跡にかけて多く検出した古墳時代中期の土

坑群には､ 遺構の報告文中でも触れたように､ 多く

が有機質層を持つものであった｡ なかにはＳＫ28の

ように､ 有機質層を敷いたような状態で確認された

ものもあることから､ 木屑を敷くことで何らかの意

味を持った土坑ではないかと考え､ その候補のひと

つとして ｢トイレ｣ を想定し､ 寄生虫分析も実施し

た｡ 分析の結果は､ ｢トイレ｣ と積極的に言えるよ

うな状況は確認できず､ それ以外の目的で開削され

た土坑と見るべきである｡ 木質が ｢クワ｣ であった

ことの評価は今後に委ねざるを得ない｡

また､ 土坑埋土中から出土した多くのイネ科の花

粉に対し､ プラント・オパールが検出されなかった

ことは､ これらの土坑が直接的に稲作作業と関わっ

たものではないことを示唆する｡ 馬の下顎骨の出土

から祭祀的なものと把握できると考えられるが､ そ

れが水稲耕作と関係しないものであることは分析結

果からも言えるのではなかろうか｡

(伊藤)
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宮ノ前遺跡土坑ＳＫ10では､ 馬の下顎骨が出土し､

その横に副葬品と考えられる須恵器が置かれていた｡

このような出土状況から､ 土坑内に馬が埋葬された

可能性があると指摘されている｡ そこで､ その埋納

状態に関する情報を得ることを目的として､ リン・

カルシウム分析と脂肪酸分析を実施した｡

� )*

試料は､ ＳＫ10の第18層､ 骨の出土部位から約20

㎝東側に離れた場所より採取された､ 土壌１点であ

る｡ 採取された試料は､ 2.5Ｙ4/2暗灰黄色を呈する

重埴土 (ＨＣ：粘土45～100％､ シルト０～55％､

砂０～55％) からなる｡ なお､ 土色は新版標準土色

帖に (農林省農林水産技術会議事務局監修, 1967)､

土質は土壌調査ハンドブック (ペドロジスト懇談会

編, 1984) に基づく｡
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リン酸は硝酸・過塩素酸分解－バナドモリブデン

酸比色法､ カルシウムは硝酸・過塩素酸分解－原子

吸光光度法､ 腐植はチューリン法でそれぞれ行った

(土壌養分測定法委員会, 1981)｡ 以下に､ 各項目の

具体的な操作工程を示す｡

試料を風乾後､ 軽く粉砕して2.00㎜の篩を通過さ

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

細土試料の一部を粉砕し､ 0.5㎜φのふるいを全通

させる (微粉砕試料)｡ 風乾細土試料2.00ｇをケル

ダール分解フラスコに秤量し､ 硝酸約５mlを加えて

加熱分解する｡ 放冷後､ 過塩素酸約10mlを加えて､

再び加熱分解を行う｡ 分解終了後､ 水で100mlに定

容してろ過する｡ 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

(P2O5) 濃度を測定する｡ 別にろ液の一定量を試験管

に採取し､ 干渉抑制剤を加えた後に､ 原子吸光光度

計によりカルシウム (CaO) 濃度を測定する｡ これ

ら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 (P2O5㎎/g) とカルシウム含量

(CaO㎎/g) を求める｡

��������

分析は､ 坂井ほか (1995) に基づき､ 脂肪酸およ

びステロール成分の含量測定を行う｡ 試料が浸るに

十分なクロロホルム：メタノール (２：１) を入れ､

超音波をかけながら脂質を抽出する｡ ロータリーエ

バポレーターにより､ 溶媒を除去し､ 抽出物を塩酸－

メタノールでメチル化を行う｡ ヘキサンにより脂質

を再抽出し､ セップパックシリカを使用して脂肪酸

メチルエステル､ ステロールを分離する｡ 脂肪酸の

メチルエステルの分離は､ キャピラリーカラム

(ULBON, HR－SS－10, 内径0.25㎜, 長さ30ｍ) を装

着したガスクロマトグラフィー (ＧＣ－14Ａ,

SHIMADZU) を使用した｡ 注入口温度は250℃､ 検出

器は水素炎イオン検出器を使用する｡ ステロールの

分析は､ キャピラリーカラム (Ｊ＆Ｗ SCIENFIC,

DB－１, 内径0.36㎜､ 長さ30ｍ) を装着する｡ 注入

口温度は320℃､ カラム温度は270℃恒温で分析を行

う｡ キャリアガスは窒素を､ 検出器は水素炎イオン

化検出器を使用する｡

� ��
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各成分の測定値は､ リン酸含量が4.19P2O5㎎/g､

カルシウム含量が5.16CaO㎎/gであった｡

��������

結果を図１に示す｡ 脂肪酸ではミリスチン酸 (Ｃ

14)､ パルチミン酸 (Ｃ16)､ オレイン酸 (Ｃ18：１)

が多く検出され､ ミリスチン酸 (Ｃ14)､ パルミト

レイン酸 (Ｃ16：１)､ ステアリン酸 (Ｃ18) など

が検出される｡ その他､ アラキジン酸 (Ｃ20)､ ベ

ヘン酸 (Ｃ22)､ リグノセリン酸 (Ｃ24)､ エイコア

ペンタエン酸 (ＥＰＡ) ドコサヘキサエン酸 (ＤＨ

Ａ) が微量ながら検出される｡ 一方､ ステロールで

は､ コレステロールとスティグマステロールの２種

類が検出される｡

� ��

骨の主成分の一つであるカルシウムの含量は､

5.16CaO㎎/gであった｡ ただし､ カルシウムは土壌
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fig.120 脂肪酸・ステロール組成



中に普通に含まれる量､ いわゆる天然賦存量が１～

50CaO㎎/gとされており (藤貫, 1979)､ 含有幅が比

較的大きい傾向にある｡ よって､ ここでは補足的に

扱うことにする｡ 一方､ リン酸含量は4.19P2O5㎎/g

を示した｡ リン酸の天然賦存量は､ Bowen (1983)､

Bolt ＆ Bruggenwert (1980)､ 川崎ほか (1991)､

天野ほか (1991) などの調査例がある｡ これらの事

例から推定される天然賦存量の上限は､ 約3.0P2O5㎎

/g程度である｡ また､ 化学肥料の施用など人為的な

影響を受けた黒ボク土の既耕地では､ 5.5P2O5㎎/gと

いう報告例がある (川崎ほか, 1991)｡ さらに､ こ

れまでの分析調査において骨片などの痕跡が認めら

れる土壌では､ 6.0P2O5㎎/gを越える場合が多い｡ な

お､ 各調査例の記載単位が異なるため､ ここではす

べてP2O5㎎/gで統一している｡ これらの値を著しく

越える土壌では､ おそらく人為的影響による外的要

因によるリン酸成分の富化が指摘できる｡ 今回の測

定値は､ 上記の天然賦存量の上限を上回る値である｡

これは､ 本土坑から出土した骨の影響を受けている

ことを反映していると考えられる｡

ところで､ 脂肪酸・ステロール組成では､ ミリス

チン酸 (Ｃ14) ・パルチミン酸 (Ｃ16) ・オレイン

酸 (Ｃ18：１) などが多く検出された｡ これらの脂

肪酸は､ 動物油・植物油ともに多く含まれるとされ

ている (島薗, 1988)｡ また､ 今回の結果をみると

分子量が小さく､ 二重結合が０～１の脂肪酸の割合

が高い｡ これは､ 分子量の大きい脂肪酸や不飽和脂

肪酸が分解されやすいとされることから (坂井・小

林, 1995)､ 経年変化により分子量の小さい脂肪酸

の割合が相対的に高くなったためと考えられる｡ し

たがって､ これらの脂肪酸は遺体埋納の指標になり

にくい｡ 一方､ 微量ながら検出されたアラキジン酸

(Ｃ20)､ ベヘン酸 (Ｃ22)､ リグノセリン酸 (Ｃ24)

などは､ 動物リン脂質の一種で生体膜の構成成分と

して重要とされている脂肪酸､ あるいは脳や神経に

多く含まれる脂肪酸とされている (島薗, 1988；中

野, 1993)｡ これらの脂肪酸は､ 馬の脳などに由来

する可能性がある｡ 一方､ ステロール組成は動物由

来のコレステロールが高く､ 馬の筋組織や臓器など

に由来する可能性がある｡ ただし､ 土壌中に含まれ

るステロール量が少ないと検出感度が鈍くなり､ 種

類が少なくなり､ 特定の種類が多産することもある｡

以上のことから､ 今回の分析試料ではリン酸含量

が高く､ また組織や臓器に由来する可能性がある脂

肪酸や､ 動物由来のコレステロールが検出された｡

ただし､ 今回の分析試料は土坑覆土１点であり､ 遺

構外試料との比較ができていない｡ 今後､ 遺構外の

基本土層との比較を行い､ 遺体埋納の可能性をさら

に検証することが必要である｡ また､ 出土したウマ

の下顎骨の形質的な特徴 (例えば､ 解体痕など) な

どについても検討し､ 土坑内に埋納された理由など

に関する情報を得たい｡ なお､ ウマの下顎骨が土坑

に廃棄される理由として､ 水田における農耕祭祀､

祈晴・祈雨祭祀と建物に係わる祭祀に伴い､ 土坑内

へウマやウシの部分骨が埋納される例がしられてい

る (松井, 1997；松井・久保, 1999)｡ また､ 松阪

市川島遺跡では､ 土坑出土の須恵器壺からウマの臼

歯片が検出されている (小濱ほか, 2002)｡ 今回の

ウマ下顎骨の出土は､ 上記したような祭祀・儀礼な

どに伴うものの可能性もある｡
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河田宮ノ北遺跡では､ 多量の木製品や土器ととも

に動植物遺体などが数多く検出される､ 古墳時代後

期初頭前後 (５世紀末～６世紀前半) の河道 (ＳＲ

４) が検出されている｡ この旧河道ＳＲ４は最下層・

下層・上層の３層に大別され､ おもに下層より大量

の遺物が出土している｡ そこからは遺物とともに検

出された骨・貝類も含まれている｡

今回､ この大量に遺物が投棄された時期の自然環

境の復元を目的として､ 珪藻分析､ 花粉分析､ 微細

遺物分析を実施する｡ また､ 当時の動物利用に関す

る情報を得るために､ 動物遺体同定を行う｡

� ��

土壌試料は､ 旧河道ＳＲ４から採取された５点で

ある｡ 試料は､ 暗灰黄色～黒褐色を呈するシルト・

粘土よりなる (tab.54)｡ なお､ これら５試料には､

便宜的に試料番号を付した｡ これら５試料を分割し､

珪藻分析・花粉分析・微細遺物分析をそれぞれ実施

する｡

また､ 動物遺体同定を行った試料は､ 同じく旧河

道ＳＲ４から採取された､ 貝類と動物骨の計12点

(貝１～６､ 歯､ 骨１～５) の計12点である｡ 大半

は湿気を帯びた泥質の土塊に貼りついた状態で､ タッ

パーで密封されている｡ 多くの骨の内部は､ ビビア

ナイト (藍鉄鉱) が析出して濃青色を呈する｡ 骨表

面も劣化して非常に脆いため､ 調査以前に土壌中で

消滅した骨も多いと考えられる｡ なお､ 試料の詳細

は､ 結果とともに表示する｡

� ���
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試料を湿重で７ｇ前後秤量し､ 過酸化水素水､ 塩

酸処理､ 自然沈降法の順に物理・化学処理を施して､

珪藻化石を濃集する｡ 検鏡に適する濃度まで希釈し

た後､ カバーガラス上に滴下し乾燥させる｡ 乾燥後､

プリュウラックスで封入して､ 永久プレパラートを

作製する｡ 検鏡は､ 光学顕微鏡で油浸600倍あるい

は1000倍で行い､ メカニカルステージで任意の測線

に沿って走査し､ 珪藻殻が半分以上残存するものを

対象に200個体以上同定・計数する (化石の少ない

試料はこの限りではない)｡ 種の同定は､ 原口ほか

(1998)､ Krammer, K. (1992)､ Krammer, K. ＆

Lange-Bertalot, H. (1986,1988,1991a,1991b) な

どを参照する｡

同定結果は､ 汽水生種､ 淡水～汽水生種､ 淡水生

種順に並べ､ その中の各種類はアルファベット順に

並べた一覧表で示す｡ なお､ 淡水生種はさらに細か

く生態区分し､ 塩分・水素イオン濃度 (pH) ・流水

に対する適応能についても示す｡ また､ 環境指標種

についてはその内容を示す｡ そして､ 産出個体数200

個体以上の試料については､ 産出率2.0％以上の主

要な種類について､ 主要珪藻化石群集の層位分布図

を作成する｡ また､ 産出した化石が現地性か異地性

かを判断する目安として､ 完形殻の出現率を求める｡

堆積環境の解析にあたり､ 海水～汽水生種について

は小杉 (1988)､ 淡水生種については安藤 (1990)､

陸生珪藻については伊藤・堀内 (1991)､ 汚濁耐性
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tab.54 河田宮ノ北遺跡土壌資料一覧

番号 試 料 名 土 色 土 質 備 考

１ ａ３ ２面 ＳＲ４下層土サンプル 10YR3/1 黒褐色 粘土質シルト 植物遺体・炭化物混じる

２ ＳＲ４下層 東西土層第90層サンプル 2.5Y3/2 黒褐色 粘土質シルト 植物遺体混じる

３ ＳＲ４下層 東西土層第92層サンプル 10YR3/2 黒褐色 粘土質シルト 植物遺体混じる

４ ＳＲ４下層 東西土層第97層サンプル 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト質粘土 炭化物混じる

５ ＳＲ４ベース土サンプル 南北土層第33層 5Y3/1 オリーブ黒色 シルト質粘土 細礫・植物遺体混じる



については､ Asai, K. ＆ Watanabe, T. (1995) の

環境指標種を参考とする｡

�������

試料約10ｇについて､ 水酸化カリウムによる泥化､

篩別､ 重液 (臭化亜鉛：比重2.3) よる有機物の分

離､ フッ化水素酸による鉱物質の除去､ アセトリシ

ス (無水酢酸９：濃硫酸１の混合液) 処理による植

物遺体中のセルロースの分解､ の順に物理・化学的

処理を施して花粉を濃集する｡ 残渣をグリセリンで

封入してプレパラートを作成し､ 光学顕微鏡下でプ

レパラート全面を走査し､ 出現する全ての種類につ

いて同定・計数する｡

結果は､ 木本花粉は木本花粉総数を､ 草本花粉・

シダ類胞子は総数から不明花粉を除いた数をそれぞ

れ基数として､ 百分率で出現率を算出し図示する｡

図表中で複数の種類をハイフォンで結んだものは､

種類間の区別が困難なものである｡ なお､ 木本花粉

総数が100個体未満のものは､ 統計的に扱うと結果

が歪曲する恐れがあるので､ 出現した種類を＋で示

すにとどめておく｡

���	
����

送付試料を､ 300ｇを目安に秤量した｡ 秤量した

試料に数％の水酸化ナトリウム水溶液を入れて放置

し､ 試料を泥化させる｡ 0.5㎜の篩を通して水洗し､

残渣を集める｡ 残渣を双眼実体顕微鏡で観察し､ 同

定可能な微細遺物を抽出・同定する｡

��������

乾燥による変形を防ぐため､ 現状のまま付着土を

部分的に除き､ 肉眼観察により種と部位の同定を行

なう｡ また､ 補強のためバインダーNo.17を塗布す

る｡ 同定は､ 金子浩昌氏にお願いした｡ なお､ 記載

した種名は､ 海産貝類は奥谷ほか (2000)､ 淡水産

貝類は波部・小菅 (1967)､ 哺乳類は阿部ほか (1994)

に従う｡

� ��

�������

結果をtab.55～57・fig.121に示す｡ 珪藻化石は､

試料５でほとんど産出しなかったが､ その他の４試

料から豊富に産出する｡ 化石の保存状態を示す完形

殻の出現率は､ 試料２～４が50％前後､ 試料１が約

70％であった｡ 産出分類群数は､ 合計で30属170種

類である｡ 以下に珪藻化石群集の特徴を述べる｡

・試料番号５

陸上の好気的環境に耐性のある陸生珪藻のNavicula

mutica などが産出する｡

・試料番号２～４

淡水生種のなかでも､ 水域に生育する水生珪藻が

優占する｡ 淡水性種の生態性 (塩分濃度､ 水素イオ

ン濃度､ 流水に対する適応能) の特徴は近似してお

り､ 貧塩不定性種 (小量の塩分には耐えられる種)､
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fig.121 河田宮ノ北遺跡における主要珪藻化石群集の層位分布
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tab.55 河田宮ノ北遺跡の珪藻分析結果 (１)
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tab.57 河田宮ノ北遺跡の珪藻分析結果 (３)



真＋好アルカリ性種 (pH7.0以上のアルカリ性水域

に最もよく生育する種)､ 流水不定性種 (流水域に

も止水域にも普通に生育する種) が優占あるいは多

産する｡ なお､ 試料番号２・３では真＋好酸性種

(pH7.0以下の酸性水域に最もよく生育する種) が､

また試料番号２・４では真＋好流水性種 (流水域に

最も良く生育する種) が多産する｡

群集組成は､ 層ごとに多少の増減が認められるも

のの近似しており､ 淡水域から塩分を含む汽水域､

あるいは富栄養水域に生育するRhopalodia gibberula､

好流水性のCymbella sinuata､ C. turgidula､ C.

turgidula var. nipponica､ 流水不定性のCymbella

silesiaca､ Eunotia pectinalis var. minor､ 好止

水性のGomphonema acuminatum 等が産出する｡ この

内､ Cymbella sinuata､ C. turgidula は､ 中～下

流性河川指標種群 (安藤, 1990)､ Eunotia pectinalis

var. minor､ Gomphonema acuminatum は､ 沼沢湿地

付着生種群 (安藤, 1990) でもある｡ なお､ 中～下

流性河川指標種群は､ 河川中～下流部や河川沿いの

河岸段丘・扇状地・自然堤防・後背湿地など集中し

て出現し､ その環境を指標することができる種群､

沼沢湿地付着生種群は沼よりも浅く､ 水深が１ｍ前

後で一面に水生植物が繁茂している沼沢やさらに水

深の浅い湿地で優勢な出現が見られ､ その環境を指

標できる種群とされる (安藤, 1990)｡

������

淡水生種の生態性は試料番号３に近似し､ 流水性

種が少なく流水不定性種や止水性種が多産する｡ 主

な産出種は､ 流水不定性のGomphonema parvulum､

Achnanthes minutissima､ Eunotia pectinalis var.

minor､ Sellaphora pupula､ 好止水性で酸性水域に

多いEunotia bilunaris､ Tabellaria flocculosa､

Pinnularia braunii 等である｡ この内､ Sellaphora

pupula は有機汚濁の済んだ富栄養水域に一般的な

好汚濁性種 (Asai, K. & Watanabe, T., 1995)､

Gomphonema parvulum は富栄養種でもある｡

��	
��

結果をtab.58・fig.122に示す｡ 試料番号１～４

では､ 花粉化石・シダ類胞子の保存状態も良く多量

に産出した｡ これら４試料の群集組成は類似してお

り､ 木本花粉ではコナラ属アカガシ亜属が最も多く

産出し､ クリ属－シイノキ属・コナラ属コナラ亜属・

モミ属・マツ属・スギ属などが認められる｡ また､

｢東西土層第97層｣ ではモミ属・スギ属が多く､ マ

ツ属・アカガシ亜属などが次いで産出している｡ 草

本花粉では､ イネ科を中心にカヤツリグサ科・ゴキ

ヅル属・ヨモギ属などが産出する｡ また､ ガマ属・

サジオモダカ属・オモダカ属・イボクサ属・ミズア

オイ属・ヒシ属などの水生植物花粉も認められた｡

試料番号５では､ 花粉化石があまり産出せず､ 保

存状態も悪い｡ シダ類胞子はやや多く認められるが､

それ以上に微細炭化片が多く散在する｡

��	�����

結果をtab.59に示す｡ 以下に形態的特長を記す｡
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fig.122 河田宮ノ北遺跡における主要花粉化石群集の層位分布
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・モミ近似種 (Abies cf. firma Sieb. et Zucc.)

マツ科モミ属

葉が検出された｡ 葉は針状､ 偏平で長さ20㎜､ 幅

２㎜程度｡ 先端部は凹頭で､ 基部は楔状に細くなる

が茎に接着する部分は吸盤状に丸く広がっている｡

裏面中肋の両側には､ 気孔帯がある｡

・ヒノキ (Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.)

ndlcher) ヒノキ科ヒノキ属

葉が検出された｡ 大きさ３㎜程度｡ 複数の葉が合

着して鱗状をなす｡ 表面はやや堅く､ 光沢がある｡

葉が合わさったところはＹ字状になる｡

・ノブドウ (Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.)

Trautv.) ブドウ科ノブドウ属

種子が検出された｡ 黒色､ ほぼ球形で大きさは４

㎜程度｡ 腹面は破損している｡ 背面には ｢さじ状｣

の ｢へそ｣ がある｡ 種皮は厚く硬い｡

・タラノキ (Aralia elata (Miq) Seemann) ウコ

ギ科

核が検出された｡ 茶褐色で側面観は半円形､ 上面

観は卵形｡ 長さ２㎜程度｡ 核はやや厚く硬い｡ 核の

表面には不規則な瘤状突起がある｡

・サジオモダカ属 (Alisma) オモダカ科

果実が検出された｡ 倒卵形で大きさは２㎜程度｡

果皮は淡褐色で柔らかい｡ 中にＵ字形の細長い種子

がみられる｡ 側面に溝が存在する｡ 果皮が失われ黒

褐色のＵ字形種子はオモダカ科 (Alismataceae) と

した｡

・イネ (Oryza sativa L.) イネ科イネ属

炭化した胚乳が検出された｡ 黒色､ 長楕円形でや

や偏平｡ 長さ４㎜､ 幅2.5㎜程度｡ 両面には２～３

本の浅い縦溝がある｡

・エノコログサ属 (Setaria) イネ科

穎が検出された｡ 淡褐色､ 半球形で大きさ3.5㎜

程度｡ 表面には横方向に長い細胞が密に配列する｡

柔らかくて弾力があり､ 薄い｡

・カヤツリグサ科Ａ (Cyperaceae A)

果実が検出された｡ 褐色､ 長倒卵型で､ 三稜があ

り､ 大きさは１㎜程度｡ 表面は薄くてやや堅く､ ざ

らつく｡ 先端がやや尖る｡

・カヤツリグサ科Ｂ (Cyperaceae B)

果実が検出された｡ 褐色､ 片凸レンズ状の倒卵形
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tab.58 河田宮ノ北遺跡の花粉分析結果

種 類
試料番号 １ ２ ３ ４ ５

木本花粉
マキ属 4 6 7 9 -
モミ属 14 22 34 50 -
ツガ属 8 7 10 13 -
トウヒ属 - - 1 1 -
マツ属複維管束亜属 15 11 12 23 1
マツ属 (不明) 4 9 14 15 1
コウヤマキ属 3 2 3 2 -
スギ属 10 16 25 60 -
イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科 1 1 1 3 -
ヤナギ属 3 3 - 3 -
ヤマモモ属 1 1 2 5 -
サワグルミ属 1 1 1 2 -
クマシデ属－アサダ属 11 9 5 8 -
カバノキ属 2 2 2 4 1
ハンノキ属 2 2 3 1 1
ブナ属 4 7 6 8 -
コナラ属コナラ亜属 14 7 22 15 -
コナラ属アカガシ亜属 69 85 72 32 2
クリ属－シイノキ属 35 24 20 8 -
ニレ属－ケヤキ属 7 7 6 1 -
エノキ属－ムクノキ属 1 2 1 3 -
キハダ属 - 3 - 1 -
ウルシ属 - - 1 - -
モチノキ属 - 1 - 1 -
カエデ属 2 1 2 - -
トチノキ属 3 1 - - -
ブドウ属 1 4 2 1 -
ノブドウ属 1 1 3 - -
シナノキ属 1 - - - -
ウコギ科 - 1 1 - -
ツツジ科 - 1 - 1 -
ハイノキ属 - - - 1 -
イボタノキ属 1 14 1 7 -
ニワトコ属 1 - - - -
ガマズミ属 - 1 - - -
ツクバネウツギ属 - 1 - - -
スイカズラ属 - 2 - 2 -

草本花粉
ガマ属 1 - 4 - -
サジオモダカ属 - - 1 - -
オモダカ属 3 1 3 4 -
イネ科 118 160 80 158 3
カヤツリグサ科 17 20 18 17 -
イボクサ属 - - - 1 -
ミズアオイ属 3 3 3 1 -
クワ科 5 3 4 1 -
サナエタデ節－ウナギツカミ節 1 9 1 7 3
タデ属 - - 1 - -
アカザ科－ヒユ科 2 5 - 2 -
ナデシコ科 3 1 - - -
カラマツソウ属 1 - - - -
キンポウゲ属 - 1 - - -
キンポウゲ科 3 1 - - -
アブラナ科 2 - - 3 -
バラ科 12 - 3 2 -
マメ科 - - 1 1 -
ツリフネソウ属 - - 1 - -
アオイ科 1 - - - -
キカシグサ属 1 - - - -
ヒシ属 - - 1 - -
アカバナ属 1 - - - -
アリノトウグサ属 1 - - - -
セリ科 2 2 3 2 -
ゴキヅル属 11 20 15 - -
ヨモギ属 39 19 21 6 1
オナモミ属 - 1 1 - -
キク亜科 1 - 1 2 6
タンポポ亜科 - 1 - - -
不明花粉 17 7 11 8 -

シダ類胞子
ヒカゲノカズラ属 1 5 2 1 4
イノモトソウ属 11 5 4 19 7
他のシダ類胞子 60 61 73 127 62

合 計
木本花粉 219 255 257 280 6
草本花粉 228 247 162 207 13
不明花粉 17 7 11 8 0
シダ類胞子 72 71 79 147 73
総計 (不明を除く) 519 573 498 634 92



で幅が広い｡ 大きさは２㎜程度｡ 表面は薄くてやや

堅く､ ざらつく｡ 先端がやや尖る｡

・カヤツリグサ科Ｃ (Cyperaceae C)

果実が検出された｡ 褐色､ 紡錘形で､ 三稜があり､

大きさは１㎜程度｡ 上面観は凸レンズ型｡ 表面は薄

くてやや堅く､ ざらつく｡ 先端は尖る｡

・カヤツリグサ科Ｄ (Cyperaceae D)

果実が検出された｡ 褐色､ 細長く三稜があり､ 大

きさは１㎜程度｡ 表面は薄くてやや堅く､ ざらつく｡

先端がやや尖る｡

・カヤツリグサ科 (Cyperaceae)

破片など保存が悪く､ 科より下位の同定が難しい

個体を一括してカヤツリグサ科とした｡

・スゲ属Ａ (Carex A) カヤツリグサ科

果実が検出された｡ 大きさは２㎜程度｡ 褐色でや

や透き通る｡ 倒卵形で三稜があり､ 先端部は細くな

る｡ 表面は薄くて柔らかく､ ざらつきがあり､ 弾力

がある｡

・スゲ属Ｂ (Carex B) カヤツリグサ科

果実が検出された｡ 大きさは３㎜程度｡ 褐色､ 倒

卵形で､ 上面観は凸レンズ型｡ 先端部は細くなる｡

表面は薄くて柔らかく､ 弾力がある｡

・スゲ属 (Carex) カヤツリグサ科

果実が検出された｡ 大きさは３mm程度｡ 褐色､ ３

稜形で､ 先端部は細くなる｡ 表面は薄くて柔らかく､

弾力がある｡

・イボクサ (Aneilema Keisak Hassk.) ツユクサ

科イボクサ属

種子が検出された｡ 灰色､ 不定形で､ 大きさは２

㎜程度｡ 種皮はやや柔らかい｡ くぼんだ発芽孔が存

在し､ その側面には一文字のくぼみがあり､ それに

直行するしわ模様が存在する｡ 表面には円形の小孔

が多数存在する｡

・タデ属Ａ (Polygonum A) タデ科

果実が検出された｡ 大きさは２mm程度｡ 黒色､ ３

陵形で表面は薄くて堅い､ 表面は平滑で光沢がある｡

・タデ属Ｂ (Polygonum B) タデ科

果実が検出された｡ 大きさは２mm程度｡ 紡錘形で､

上面観は両凸レンズ型｡ 表面は薄くて堅く､ ややざ

らつく｡

・タデ属Ｃ (Polygonum C) タデ科
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tab.59 河田宮ノ北遺跡の微細遺物分析結果

種 類
試料番号 １ ２ ３ ４ ５

モミ近似種 (葉) 破 - - - -
ヒノキ (葉) 破 - - - -
ノブドウ 1 - - - -
タラノキ 1 - - - -
オモダカ科 2 10 - 5 -
サジオモダカ属 2 - - - -
イネ 1 2 - - -
エノコログサ属 6 - - - -
カヤツリグサ科Ａ - 2 1 - -
カヤツリグサ科Ｂ - 1 - - -
カヤツリグサ科Ｃ - - 1 - -
カヤツリグサ科Ｄ 4 - - - -
カヤツリグサ科 14 - - - 1
スゲ属Ａ 17 32 4 - -
スゲ属Ｂ 4 - - - -
スゲ属 3 - - - -
イボクサ 2 1 - - -
タデ属Ａ 17 - - - -
タデ属Ｂ 1 - - - -
タデ属 - 1 - - -
サナエタデ近似種 - 2 - - -
カラムシ属 3 - - - -
アカザ科ーヒユ科 6 1 - - -
ナデシコ科 18 - - - -
トウゴクサバノオ 4 6 13 - -
キジムシロ属－ヘビイチゴ 1 - - - -
属－オランダイチゴ属Ａ
キジムシロ属－ヘビイチゴ 9 - - - -
属－オランダイチゴ属Ｂ
カタバミ属 4 - - - -
エノキグサ 2 - - - -
ヒシ属 破 - - - -
セリ科 - - 2 - -
キランソウ属 1 1 - - -
イヌコウジュ属 6 1 1 - -
ナス科A 4 - - - -
ナス科 2 1 - - -
メロン類 1 2 - - -
キク科 2 - - - -
メナモミ属 3 - - - -
不明Ａ - 破 1 - -
不明Ｂ 59 50 多 - -
不明 33 3 1 - 4
不明葉片 破 - 破 - -
材 破 破 破 破 -
不明炭化物 - 1 - - -
動物遺骸 - 6 - 破 -
昆虫 破 破 破 - -
菌核 4 - - - -



果実が検出された｡ 大きさは２mm程度｡ 偏平な円

形で､ 中央部が少し窪む｡ 表面は薄くて堅く､ 光沢

がある｡

・サナエタデ近似種 (Polygonum lapathifolium L.)

タデ科タデ属

果実が検出された｡ 黒褐色で大きさは２㎜程度｡

偏平な円形で､ 両側面は少しくぼむ｡ 果皮は平滑で

光沢があり､ 薄く堅い｡

・カラムシ属 (Boehmeria) イラクサ科

果実が検出された｡ 淡黄褐色､ 非対称な広倒卵形

で偏平｡ 径１㎜程度｡ 中央部は両凸レンズ形｡ 果皮

は薄く表面はざらつく｡

・アカザ科－ヒユ科 (Chenopodiaceae -

Amaranthaceae)

種子が検出された｡ 黒色｡ 側面観は円形で､ 上面

観は凸レンズ形を呈している｡ 大きさは１㎜程度｡

側面に ｢へそ｣ がある｡ 表面は細胞が亀甲状に配列

している構造がみられる｡

・ナデシコ科 (Caryophyllaceae)

種子が検出された｡ 黒色で､ 大きさは１mm程度｡

表面には荒い突起が密に配列している｡

・トウゴクサバノオ (Isopyrum trachyspermum

Maxim.) キンポウゲ科シロカネソウ属

果実が検出された｡ 淡褐色､ 球形｡ 径１㎜程度｡

果皮は薄く､ 表面は小突起が密布する｡

・キジムシロ属－ヘビイチゴ属－オランダイチゴ属

Ａ (Potentilla-Duchesnea-Fragaria A) バラ科

種子が検出された｡ 褐色｡ 大きさは､ １㎜程度｡ 半

月形で､ 一端に ｢へそ｣ が存在する｡ 表面全体は浅

い不規則な網目状の模様があるが､ 不鮮明である｡

・キジムシロ属－ヘビイチゴ属－オランダイチゴ属

Ｂ (Potentilla-Duchesnea-Fragaria B) バラ科

種子が検出された｡ 褐色｡ 大きさは､ １㎜程度｡ 半

月形で､ 一端に ｢へそ｣ が存在する｡ 表面全体はす

じ状の模様があるが､ 不鮮明である｡

・カタバミ属 (Oxalis) カタバミ科

種子が検出された｡ 黒色､ 楕円形で大きさは約1.5

㎜｡ 表面に横軸方向に平行に溝が数本走っている｡

・エノキグサ (Acalypha australis L.) トウダ

イグサ科エノキグサ属

種子が検出された｡ 黒色､ 卵形で長さ1.5㎜､ 幅

１㎜程度｡ 先端部はやや尖る｡ 表面は薄くて硬く､

細かな窪みが配列し､ ざらつく｡

・ヒシ属 (Trapa) アカバナ科

果実の先端部の棘が検出された｡ 褐色､ 大きさは

５㎜程度｡ 先端は鋭く尖り､ 逆棘もみられる｡

・セリ科 (Umbelliferae)

果実が検出された｡ 半球状で淡褐色｡ 大きさは２

㎜程度｡ 球面側では数本の縦方向に大きく裂けた溝

があり､ 内部が露出している｡ 果実が分離した面で

は､ 中央に縦軸方向に延びた紡錘形のくぼみがあり､

内部が露出している｡

・キランソウ属 (Ajuga) シソ科

果実が検出された｡ 灰白色､ 卵球状で大きさは２

㎜程度｡ 表面には荒く不規則な網目状隆起がみられ

る｡ 下端に大きな ｢へそ｣ が存在する｡

・イヌコウジュ属 (Mosla) シソ科

果実が検出された｡ 褐色｡ 大きさは1.5㎜程度｡

いびつな球形で､ 先端に ｢へそ｣ が見られる｡ 表面

全体には､ 荒い亀甲状の網目模様がある｡

・ナス科Ａ (Solanaceae A)

種子が検出された｡ 大きさは２mm程度｡ 楕円形で

扁平｡ 側面の一端に ｢へそ｣ がある｡ ｢へそ｣ を中

心に同心円上の網目模様が存在する｡ なお､ 破損な

どで保存が悪いものを一括してナス科とした｡

・メロン類 (Cucumis melo L.) ウリ科キュウリ属

― 207―

tab.60 河田宮ノ北遺跡の検出動物名一覧

軟体動物門 Phylum Mollusca
腹足綱 Class Gastropoda
新腹足目 Order Neogastropoda
アッキガイ科 Family Muricidae
アカニシ Rapana venosa

二枚貝綱 Class Bivalvia
カキ目 Order Ostreoida
イタボガキ科 Family Ostreidae
マガキ Crassostrea gigas

古異歯目 Order Palaeoheterodonta
イシガイ科 Family Unionidae
ドブガイ Anodonta (Sinanodonta) woodiana

マルスダレガイ目 Order Veneroida
バカガイ科 Family Mactridae
シオフキ Mactra veneriformis

マルスダレガイ科 Family Veneridae
ハマグリ Meretrix lusoria

脊椎動物門 Phylum Vertebrata
哺乳綱 Class Mammalia
ウシ目 (偶蹄目) Order Artiodactyla
シカ科 Family Cervidae
ニホンジカ Cervus nippon



種子が検出された｡ 大きさは８mm程度｡ 側面観は

楕円形､ 上面観はやや偏平な楕円形｡ 表面は比較的

平滑｡

・キク科 (Composite)

果実が検出された｡ 淡褐色｡ 大きさは２mm程度｡

惰円錐形で先端部はやや尖る｡ 表面は細かい網目状

の模様がある｡

・メナモミ属 (Siegesbeckia) キク科

果実が検出された｡ 黒色｡ 大きさは2.5㎜程度｡

惰円錐形で先端部が曲がる｡ 基部にはおおきな楕円

形の ｢へそ｣ が存在する｡ 縦軸方向に平行に多数の

溝がみられる｡

・不明Ａ (Unknown A)

大きさ２㎜程度で鱗片状｡ ３～４枚が合わさって

いたものと考えられ､ 果皮の一部 (タデ科？) のよ

うに見える｡

・不明Ｂ (Unknown B)

大きさは１㎜程度｡ 褐色で柔らかい｡ 楕円形で中

心部が半球状に凹み､ 帽子状になっている｡ ・不明

葉片 (Unknown leafs)

広葉樹の葉と思われるが､ 微細片で種類の同定は

難しい｡

・菌核 (Sclerotium)

１㎜程度の球体｡ 黒色で堅い｡
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試料は､ 全て古墳時代後期初頭前後の河道ＳＲ４

下層から検出されたものである｡ tab.60に検出動物

種名を､ tab.61に試料の検出状況を示す｡ 以下､ 種

ごとに概要を述べる｡

＜貝類＞

貝類はすべて泥土中に型が残された状態であった｡

・アカニシ (Rapana venosa)

１点出土する｡ アカニシは内湾性の巻貝のなかで

は､ 食用として好まれる貝である｡ 中・近世の遺跡

でも出土例を多くみる｡ おそらく本遺跡でも好まれ

て搬入されていたのであろう｡

・マガキ (Crassostrea gigas)

やや大型の殻１点が出土する｡ カキ殻は脆いので､

採取できなかった標本もあった可能性を考慮すると､

もう少し個体数が多い可能性もある｡

・ハマグリ (Meretrix lusoria)

貝１・貝２で出土する｡ 貝類としてはもっとも多

く検出されている｡ 大小の殻が残され､ もっとも好

まれた貝であったことは､ 他の遺跡からも本種の出

土が多く知られていることからも推測される｡ これ

も内湾の海岸部から搬入されてきたものと考えられ

る｡

・シオフキ (Mactra veneriformis)
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tab.61 河田宮ノ北遺跡の動物遺体検出状況

遺構・層位 遺物番号 地区名 分 類 部 位 左右 部 分 数 備 考

ＳＲ４ 下層

貝

No.1 ｂ２ ２面 シオフキ 左右 1
ハマグリ 2 殻長51.84±mm

No.2 ａ２ ２面 ハマグリ 右 1 殻長47.37mm
No.3 ａ２ ２面 ハマグリ 左 1 殻長60.0±mm
No.4 ｂ１ ２面 マガキ 左右 1

No.5 ａ２ ２面 アカニシ 1 殻高93.0±㎜頂部欠
体層の一部をのこす｡

No.5 ａ２ ２面 ハマグリ 左 1 殻長75.00±mm
No.6 ｂ２ ２面 ドブガイ 左 1 後縁を欠く

歯 ｂ２ ２面 ニホンジカ 上顎骨 左 1 Ｍ１～３

骨

No.1 ｂ２ ２面 ニホンジカ 下顎骨 右 骨体 1 Ｍ３

ニホンジカ 下顎骨 右 関節突起 1
ニホンジカ 環椎 左右 後関節面
ニホンジカ 脛骨 左 近位端 1
ニホンジカ 不明 破片

No.2 ｂ２ ２面 ニホンジカ 下顎骨 左 1 Ｍ３・Ｍ２

No.3 ａ４ ２面 ニホンジカ 角幹部？ 1 緻密部・海綿部
No.4 ａ４ ２面 ニホンジカ 大腿骨 遠位部？ 1
No.5 ｂ２ ２面 ニホンジカ 大腿骨 左 遠位部 1 骨端外れ

Ｍ：大臼歯 (上付き数字は上顎､ 下付き数字は下顎骨)



１点出土する｡ ハマグリに混入して搬入されたの

であろう｡

・ドブガイ (Anodonta(Sinanodonta) woodiana)

１点出土する｡ 淡水に棲む二枚貝である｡ 殻の一

部が残存するのみであるが､ 殻長は180㎜前後にな

ると推測される｡ 検出された貝類の中で淡水貝は､

本種のみであった｡

＜獣類＞

・ニホンジカ (Cervus nippon)

角片､ 顎骨､ 四肢骨が出土している｡ 顎骨は比較

的保存状況が良好であった｡ 四肢骨は保存が悪く､

同定を充分にすることができなかった｡

顎骨では､ いずれも左上顎骨１点､ 下顎骨一対が

出土しているが､ 不完全である｡ しかし､ 下顎枝部

などは破片が残され､ 埋存時に遠心骨端が完存して

いたことが推測される｡ これらシカ遺骸の臼歯の摩

耗状況､ 大腿骨遠位骨端の未骨化などの状況から､

３歳前後の個体であったと考えられる｡
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ＳＲ４のベース土サンプルとされる南北土層第33

層は､ 珪藻化石の産出が少なかった｡ 一方､ 花粉分

析の結果をみると､ 炭化した微細植物片が多く産出

するものの､ 花粉化石があまり産出せず､ シダ類胞

子が多く認められている｡ 一般的に花粉・シダ類胞

子は､ 腐蝕に対する抵抗性が種類により異なり､ 落

葉広葉樹に由来する花粉よりも､ 針葉樹に由来する

花粉やシダ類胞子の方が酸化に対する抵抗性が高い

とされている (中村, 1967；徳永・山内, 1971)｡

また､ 草本類においても比較的分解に強い花粉や､

分解が進んでも同定可能な花粉が検出されている｡

花粉が常に酸化状態に置かれている場所では､ 花粉

は酸化や土壌微生物によって､ 分解・消失するとさ

れている｡ 以上のことを考慮すると､ 本層は､ 堆積

後に生じた何らかの経年変化によって化石が分解・

消失した可能性が高い｡ 少なくとも花粉化石がほと

んど検出されないこと､ 僅かであるが陸生珪藻が産

出することから､ 堆積時あるいは堆積後に乾いた環

境であった可能性がある｡

東西土層の第90層・第92層・第97層は､ 中～下流

性河川指標種群を含む流水性種､ 沼沢湿地付着生種

群を含む流水不定性種や止水性種が多産する｡ また､

水素イオン濃度に対しては､ 第90層・第92層で真＋

好酸性種の割合が高かった｡ このような群集組成は､

流水の流れ込む沼沢地～湿地で堆積した堆積物の組

成に近い｡ また､ ｢ａ３ ２面ＳＲ４下層土｣ の珪

藻化石群集も東西土層の組成に近似しており､ 沼沢

湿地付着生種群を含む流水不定性種や止水性種が多

く認められ､ 真＋好酸性種の割合も高い｡

以上のことから､ 旧河道ＳＲ４下層が堆積した古

墳時代後期初頭前後 (５世紀末～６世紀前半) 頃､

河道の内部は流速が比較的緩やかであり､ 弱酸性の

水質を呈した沼沢地～湿地のような状態となってい

たと考えられる｡ このように､ 流水の影響をあまり

受けない環境のため河道内に腐植酸が蓄積し､ 水質

が弱酸性を呈していたと考えられる｡
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河道ＳＲ４下層の試料で得られた花粉化石群集を

みると､ 木本類ではアカガシ亜属・クリ属－シイノ

キ属・モミ属・マツ属・スギ属などが認められる｡

ただし､ 第97層は､ アカガシ亜属が少なく､ スギ属

が比較的多く検出され､ 他の試料と異なる傾向を示

す｡ これらの種類は､ 高木であり､ 花粉生産量が多

く､ しかも風媒花である｡ そのため､ これらの花粉

は堆積物中に比較的均等に取り込まれる可能性が高

い｡ 古墳時代後期とほぼ限定される時期であること

を考えると､ ここでの群集組成の違いは周辺植生の

変化や局地的な植生を反映していると考えにくい｡

詳細は不明であるが､ 第97層については､ 花粉化石

群集の形成過程が､ 他の層準と異なっていた可能性

もある｡

検出された種類の中で､ アカガシ亜属は暖温帯常

緑広葉樹林の主要な構成要素である｡ また､ マキ属､

ヤマモモ属 (おそらくヤマモモと思われる)､ クリ

属－シイノキ属など､ 暖温帯林に特徴的にみられる

種類を含む分類群が検出されている｡ したがって､

当時周辺には､ アカガシ亜属を中心とした暖温帯常

緑広葉樹林が存在していたと推定される｡ 検出され

た植物化石群集の中で､ モミ属 (モミ近似種)､ ス

ギ属､ ヒノキなどは､ いずれも温帯針葉樹で､ 気温

の年較差が大きく､ 降水量が多い地域に生育する種

類であることから､ おそらく後背地に生育していた
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ものに由来すると考えられる｡ また､ 林縁部や明る

い林地などには､ モチノキ属､ タラノキ､ ツツジ科､

イボタノキ属､ スイカズラ属などの低木類､ ブドウ

属やノブドウ属などのツル性木本類が生育していた

と考えられる｡ 三重県内の現存植生ならびに潜在自

然植生は､ 沿岸部にシイ・カシ類などの暖温帯林が､

山間部にモミ・ツガなどの温帯針葉樹林が成立して

いたとされる (宮脇編著, 1984)｡ 一般国道23号中

勢道路建設に伴い発掘調査された幾つかの遺跡で当

社が実施した花粉分析結果では､ 縄文時代晩期～弥

生時代前期の層準でアカガシ亜属が多産する群集組

成が得られている｡ また､ 新宮市でおこなわれた花

粉分析結果によると､ 伊勢湾沿岸部では縄文海進時

以降になると､ シイ・カシ類の花粉化石が多産する

とされる (松下ほか, 1988)｡ これらのことから､

先に述べた木本植生は､ 三重県の広範囲にわたり広

がっていたと推測される｡

一方､ 草本類をみると､ 花粉化石でイネ科が多産

する｡ また､ 種実遺体で検出されたエノコログサ属､

カヤツリグサ科､ タデ属､ カラムシ属､ アカザ科ー

ヒユ科､ ナデシコ科､ トウゴクサバノオ､ キジムシ

ロ類､ カタバミ属､ エノキグサ､ キランソウ属､ イ

ヌコウジュ属､ ナス科､ キク科､ メナモミ属は､ 人

里近くなど､ 明るい草地に生育する､ いわゆる ｢人

里植物｣ および ｢人里植物｣ の種類を多く含む分類

群である｡ 周辺の開けた空間において､ これらの種

類などが草地を形成していたものと考えられる｡ さ

らに､ 水生植物や水辺や湿地に生える種類を含む分

類群が特徴的に検出されている｡ このことから､ 河

道内あるいはその周辺の湿った場所には､ ガマ属・

サジオモダカ属・オモダカ属・カヤツリグサ科 (ス

ゲ属など) ・イボクサ・ミズアオイ属・ツリフネソ

ウ属・キカシグサ属・ヒシ属・セリ科・ゴキヅル属

などが生育していたと考えられる｡

ところで､ 種実遺体には､ イネ・メロン類といっ

た有用植物もみられる｡ これらの種類は､ ともに栽

培のために渡来した種類で､ 当時周辺での栽培・利

用が考えられる｡ 木製品や土器などとともに投棄さ

れた可能性もあるが､ まとまって検出されていない

ことから､ 他の細屑物に混じって上流部からもたら

されたとも考えられる｡ このことから､ 河道沿いな

どで稲作や畑作などが行われていたと考えられ､ 周

辺に生産域が存在していたことが推定される｡ なお､

前述した草本類は､ 田畑の雑草としてよくみられる

種類でもある｡ 中でもイボクサ､ サナエタデ､ カタ

バミ､ エノキグサ､ エノコログサは､ 栽培植物の渡

来にともなって日本に帰化した ｢史前帰化植物｣ と

いわれている (前川, 1975)｡ また､ サジオモダカ

属・オモダカ属・ミズアオイ属などは水田内に生育

することもある｡ したがって､ これらの種類の中に

は､ 周辺で栽培されていたと考えられるイネやメロ

ン類の耕作地に雑草として生育していた可能性もあ

る｡

��������	
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貝類では､ 淡水種が少なく､ ハマグリを初めとし

た鹹水種が検出された｡ これらの種類は､ 当時､ 遺

跡の周辺で利用されていたものが､ 食物残渣として

廃棄されたと想像される｡ 今回の試料を見る限りで

はハマグリが多く､ アカニシ・マガキ・シオフキが

僅かに検出された程度である｡ しかし､ これらの保

存状態が悪いことを考えると､ 分解・消失した貝類

も存在することも考えられ､ 実際には多く運ばれて

いた可能性もある｡ いずれにしても､ こうした内湾

地域の貝が搬入されている状況が伺える､ 興味深い

資料といえよう｡

獣類としては､ シカの遺骸のみが検出された｡ 角

片､ 顎骨､ 四肢骨が出土する｡ 解体痕などは､ 保存

状態が悪く､ 確認できない｡ これらの骨が､ どのよ

うな経路で河道内に入ったか不明である｡ 金子

(1993) によると､ イノシシとニホンジカは､ 狩猟

の主要な対象であるとされている｡ 詳細は不明であ

るが､ シカは､ 本遺跡の周辺でも何らかの用途で利

用されていたと考えられる｡
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pho.１ 河田宮ノ北遺跡 珪藻化石 (１)
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pho.２ 河田宮ノ北遺跡 珪藻化石 (２)



― 214―

pho.３ 河田宮ノ北遺跡 花粉化石
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pho.４ 河田宮ノ北遺跡 種実遺体 (１)
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pho.５ 河田宮ノ北遺跡 種実遺体 (２)
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トイレ遺構は､ 特異的な寄生虫卵群集と花粉群集

から糞便堆積物が示唆され､ その蓋然性が示される｡

寄生虫卵分析からは人の居住域周辺の汚染も示唆さ

れる｡ 宮ノ前遺跡では土坑の花粉分析と寄生虫卵分

析を行い､ 検討を行う｡ 他に炭灰のプラント・オパー

ル分析､ 樹種同定を併せて行う｡

� ��

宮ノ前遺跡ＳＫ32・ＳＫ６の土坑より採取された

堆積物２点を対象に花粉分析､ 寄生虫卵分析を行っ

た｡ なお､ ＳＫ６の堆積物中に炭灰が包含されてお

り､ 炭灰のみプラント・オパール分析を行った｡

また､ ＳＫ28・ＳＫ32・ＳＫ６の土坑より出土し

た木材２点､ 炭化材２点の合計４点については樹種

同定を行った｡

� ����
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種子植物やシダ植物等が生産する花粉・胞子は分

解されにくく堆積物中に保存される｡ 花粉は空中に

飛散する風媒花植物と虫媒花植物等があり､ 虫媒花

植物に対し風媒花植物は非常に多くの花粉を生産す

る｡ 花粉は地表に落下後､ 一部土壌中に留まり､ 多

くは雨水や河川で運搬され水域に堆積する｡ 堆積物

より抽出した花粉の種類構成や相対比率から､ 地層

の対比を行ったり､ 植生や土地条件の古環境や古気

候の推定を行う｡

普通､ 比較的広域に分布する水成堆積物を対象と

して､ 堆積盆単位などのやや広域な植生や環境と地

域的な対比に用いられる｡ 考古遺跡では堆積域の狭

い遺構などの堆積物も扱い､ 局地的な植生や環境の

復元にも用いられている｡

� �!"

花粉粒の分離抽出は､ 基本的には中村 (1973) を

参考にして､ 試料に以下の物理化学処理を施して行っ

た｡

１) ５％水酸化カリウム溶液を加え15分間湯煎する｡

２) 水洗した後､ 0.5㎜の篩で礫などの大きな粒子

を取り除き､ 沈澱法を用いて砂粒の除去を行う｡

３) 25％フッ化水素酸溶液を加えて30分放置する｡

４) 水洗した後､ 氷酢酸によって脱水し､ アセトリ

シス処理 (無水酢酸９：濃硫酸１のエルドマン

氏液を加え１分間湯煎) を施す｡

５) 再び氷酢酸を加えた後､ 水洗を行う｡

６) 沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色を行い､ グ

リセリンゼリーで封入しプレパラートを作製す

る｡

以上の物理・化学の各処理間の水洗は､ 遠心分離

(1,500rpm､ ２分間) の後､ 上澄みを捨てるという

操作を３回繰り返して行った｡

検鏡はプレパラート作製後直ちに､ 生物顕微鏡に

よって300～1,000倍で行った｡ 花粉の同定は､ 島倉

(1973) および中村 (1980) をアトラスとして､ 所

有の現生標本との対比で行った｡ 結果は同定レベル

によって､ 科亜科､ 属､ 亜属､ 節および種の階級で

分類した｡ 複数の分類群にまたがるものはハイフン

(－) で結んで示した｡ なお､ 科・亜科や属の階級

の分類群で一部が属や節に細分できる場合はそれら

を別の分類群とした｡ イネ属に関しては､ 中村

(1974､ 1977) を参考にして､ 現生標本の表面模様・

大きさ・孔・表層断面の特徴と対比して分類してい

るが､ 個体変化や類似種があることからイネ属型と

した｡

�#�$%
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出現した分類群は､ 樹木花粉18､ 樹木花粉と草本

花粉を含むもの１､ 草本花粉15､ シダ植物胞子２形

態の計36である｡ これらの学名と和名および粒数を

tab.62に示し､ 花粉数が200個以上計数できた試料

は､ 花粉総数を基数とする花粉ダイアグラムをfig.

123に示す｡ なお､ 主要な分類群はpho.６に示した｡

以下に出現した分類群を記す｡

)*+��,

マキ属､ モミ属､ ツガ属､ マツ属複維管束亜属､

スギ､ コウヤマキ､ イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ
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科､ ヤマモモ属､ サワグルミ､ ハンノキ属､ カバノ

キ属､ クマシデ属－アサダ､ クリ､ シイ属､ ブナ属､

コナラ属コナラ亜属､ コナラ属アカガシ亜属､ ニレ

属－ケヤキ [樹木花粉と草本花粉を含むもの]

クワ科－イラクサ科

������

オモダカ属､ イネ科､ イネ属型､ カヤツリグサ科､

イボクサ､ ミズアオイ属､ ユリ科､ タデ属サナエタ

デ節､ ギシギシ属､ アカザ科－ヒユ科､ アブラナ科､

チドメグサ亜科､ セリ亜科､ キク亜科､ ヨモギ属

���	
���

単条溝胞子､ 三条溝胞子

 �������
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花粉密度は低くカヤツリグサ科､ ヨモギ属､ チド

メグサ科などが少量検出される｡

�����

草本花粉の占める割合が非常に高い｡ 特にイネ科､

イネ属型が優占し､ 次いでヨモギ属が多く出現する｡

樹木花粉はコナラ属アカガシ亜属､ スギがやや多く

検出される他にコナラ属コナラ亜属､ シイ属､ イチ

イ科－イヌガヤ科－ヒノキ科などが出現する｡

�������� !"#$%	&'()
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花粉密度が低く､ 花粉など有機質遺体が分解され

る乾燥ないし乾湿を繰り返す堆積環境が示唆される｡

�����

草本花粉が占める割合は非常に高いため､ 堆積地

周辺にはイネ科を主とする草本が繁茂する開地の環

境が推定される｡ 特にイネ属型の出現率が高いこと

から周辺で水田が営まれていたと考えられる｡ 周辺

地域の森林はコナラ属アカガシ亜属､ スギ､ コナラ

属コナラ亜属､ シイ属､ イチイ科－イヌガヤ科－ヒ

ノキ科などを構成要素としていたと考えられる｡

* +&,-��
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人､ 動物などに寄生する寄生虫の卵殻は堆積物中

に残存しやすい｡ 人が密度高く居住すると周囲の寄

生虫卵の汚染度が高くなる｡ また､ トイレ遺構等の

糞便の堆積物では寄生虫卵密度が高く､ 他の堆積物

と識別することができトイレ遺構を確認することも

可能である｡ さらに､ 寄生虫の特有の生活史や感染

経路から食物を探ることもできる｡ 現状では近年研

究されだした研究であり分析例も少ない｡

���01

微化石分析法を基本に以下のように行った｡

１) サンプルを採量する｡

２) 脱イオン水を加え撹拌する｡

３) 篩別により大きな砂粒や木片等を除去し､ 沈澱

法を施す｡

４) 25％フッ化水素酸を加え30分静置｡ (２・３度

混和)

５) 水洗後､ サンプルを２分する｡

６) ２分したサンプルの一方にアセトリシス処理を

施す｡

７) 両方のサンプルを染色後グリセリンゼリーで封

入しそれぞれ標本を作製する｡

８) 検鏡はプレパラート作製後直ちに､ 生物顕微鏡

によって300～1,000倍で行う｡

以上の物理・化学の各処理間の水洗は､ 1,500rpm､

２分間の遠心分離を行った後､ 上澄みを捨てるとい

う操作を３回繰り返して行った｡

�2�34

ＳＫ32､ ＳＫ６より採取された堆積物より寄生虫

卵および明らかな消化残査は検出されなかった｡ な

お､ 花粉密度とともに結果をtab.63に示す｡

���56
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花粉密度も非常に低く､ 花粉や寄生虫卵などの有

機質遺体は分解された可能性が高いが､ 寄生虫卵が

当初より含まれていたかどうか判断できない｡

�����

花粉密度は比較的高いため､ 有機質遺体が分解さ

れる堆積環境であったとは考えにくく､ 寄生虫卵は

当初より含まれていなかった可能性が高い｡

7 89:;<=>?@��
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植物にはその細胞内にガラスの主成分である珪酸

を蓄積するものがあり､ それはプラント・オパール

(植物珪酸体) になって半永久的に残存する｡ プラ

ント・オパール (植物珪酸体) は形態的にイネ科を

主に葉針起源のものが同定が行え､ イネ､ ヨシ属､
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tab.62 宮ノ前遺跡における花粉分析結果



― 220―

地区名 遺構 層 位 等 結 果 (和名／学名)

ｄ4 SK28 樹皮サンプル ヤマグワ Morus australis Poiret

ｄ5 SK32 土サンプル 草本？ grass?

f54 SK6 第6層(炭灰分) コナラ属コナラ節 Quercus sect. Prinus

コナラ属クヌギ節 Quercus sect. Aegilops

分 類 群 ｄ５ ｆ54

学 名 和 名 ＳＫ32 ＳＫ６

Helminth eggs 寄生虫卵 (－) (－)

明らかな消化残渣 (－) (－)

試料1cm3中の花粉密度 7.2 1.5

×10 ×10４

tab.64 宮ノ前遺跡における樹種同定結果

tab.63 宮ノ前遺跡における寄生虫卵分析結果

fig.123 宮ノ前遺跡における花粉ダイアグラム



ウシクサ族､ タケ亜科などが主要な同定要素となり､

特に水田層の検出を示唆することに効力を発する｡

�����

試料には以下の物理化学処理を施し､ プレパラー

トを作成した｡

１) 試料から１�を秤量する｡

２) 10％過酸化水素水を加え､ 加温し反応させなが

ら､ 一晩放置する｡

３) 上澄みを捨て､ 細粒のコロイドおよび薬品の水

洗を行う｡ 水を加え､ 1.5時間静置後､ 上澄み

を捨てる｡ この操作を５､ ６回繰り返す｡

４) 残渣をマイクロピペットでカバーグラスに滴下

し乾燥させる｡ マウントメディアによって封入

しプレパラートを作成する｡

プレパラートは生物顕微鏡で600～1,500倍で検鏡

し､ 直線視野法により計数を行う｡ 計数は､ 同定・

計数は100個体以上になるまで行い､ 少ない試料に

ついてはプレパラート全面について精査を行う｡

�����

ＳＫ６より採取された炭灰からプラントオパール

は検出されなかった｡

�	�
�

ＳＫ６の炭灰はプラントオパールを生産する植物

に起因していないと考えられる｡

� ���

�����

木材は､ セルロースを骨格とする木部細胞の集合

体であり､ その構造は年輪が形成され針葉樹材や広

葉樹材で特徴ある組織をもつ｡ そのため､ 解剖学的

に概ね属レベルの同定が可能となる｡ 木材は大型の

植物遺体であるため移動性が少なく､ 堆積環境によっ

ては現地性の森林植生の推定が可能になる｡ 考古学

では木材の利用状況や流通を探る手がかりになる｡

�����

試料の内､ 木材はカミソリを用いて､ 新鮮な基本

的三断面 (木材の横断面､ 放射断面､ 接線断面) を

作製し､ 生物顕微鏡によって60～600倍で観察した｡

炭化材は割折して新鮮な基本的三断面 (木材の横断

面､ 放射断面､ 接線断面) を作製し､ 落射顕微鏡に

よって75～750倍で観察した｡ 同定は解剖学的形質

および現生標本との対比によって行った｡

�����

結果はtab.64に示し､ 主要な分類群の顕微鏡写真

をpho.７・８に示す｡ 以下に同定根拠となった特徴

を記す｡

�������� ����������� !�"#�� $�%

横断面：年輪のはじめに大型の道管が､ １～数列配

列する環孔材である｡ 晩材部では薄壁で角張った小

道管が､ 火炎状に配列する｡ 早材から晩材にかけて

道管の径は急激に減少する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 放射組織は平伏

細胞からなる｡

接線断面：放射組織は同性放射組織型で､ 単列のも

のと大型の広放射組織からなる複合放射組織である｡

以上の形質よりコナラ属コナラ節に同定される｡

コナラ属コナラ節にはカシワ､ コナラ､ ナラガシワ､

ミズナラがあり､ 北海道､ 本州､ 四国､ 九州に分布

する｡ 落葉高木で､ 高さ15ｍ､ 径60㎝ぐらいに達す

る｡ 材は強靭で弾力に富み､ 建築材などに用いられ

る｡

����&'(� ����������� )�*"+,-� $�

%

横断面：年輪のはじめに大型の道管が､ １？数列配

列する環孔材である｡ 晩材部では厚壁で丸い小道管

が､ 単独でおよそ放射方向に配列する｡ 早材から晩

材にかけて道管の径は急激に減少する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 放射組織は平伏

細胞からなる｡

接線断面：放射組織は同性放射組織型で､ 単列のも

のと大型の広放射組織からなる複合放射組織である｡

以上の形質よりコナラ属クヌギ節に同定される｡

コナラ属クヌギ節にはクヌギ､ アベマキなどがあり､

本州､ 四国､ 九州に分布する｡ 落葉の高木で､ 高さ

15ｍ､ 径60㎝に達する｡ 材は強靭で弾力に富み､ 器

具､ 農具などに用いられる｡

./01 2,���3����3+"�!,"��� &1%

横断面：年輪のはじめに中型から大型の丸い道管が､

単独あるいは２～３個複合して配列する環孔材であ

る｡ 孔圏部外の小道管は複合して円形の小塊をなす｡

道管の径は徐々に減少する｡

放射断面：道管の穿孔は単穿孔で､ 小道管の内壁に

はらせん肥厚が存在する｡ 放射組織はほとんどが平
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pho.６ 宮ノ前遺跡花粉・胞子
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pho.７ 宮ノ前遺跡木材及び炭化材 (１)



伏細胞であるが､ 上下の縁辺部は直立細胞である｡

接線断面：放射組織は上下の縁辺部が直立細胞から

なる異性放射組織型で､ １～６細胞幅ぐらいである｡

小道管の内壁にはらせん肥厚が存在する｡

以上の形質よりヤマグワに同定される｡ ヤマグワ

は北海道､ 本州､ 四国､ 九州に分布する｡ 落葉高木

で､ 通常高さ10～15m､ 径30～40cmである｡ 材は堅

硬､ 靭性に富み､ 建築などに用いられる｡ なお本試

料は､ ほとんどが樹皮であったが､ 一部木部が存在

したので､ その部分を観察した｡

��� ������

木材の形質を呈していない｡

�	
��

同定の結果､ ＳＫ28の木材はヤマグワ､ ＳＫ32よ

り出土した植物遺体は木材の形質を呈しておらず草

本？と考えられる｡ ＳＫ６の炭化材は､ コナラ属コ

ナラ節､ コナラ属クヌギ節であった｡ これらの樹種

は温帯に広く分布する落葉高木である｡ 本遺跡の周

辺地域にも普通に分布していたと考えられる｡

＜参考文献＞
中村純 (1973) 花粉分析. 古今書院, p.82-110.
金原正明 (1993) 花粉分析法による古環境復原. 新版古代の日本第10巻古代資
料研究の方法, 角川書店, ｐ.248-262.
島倉巳三郎 (1973) 日本植物の花粉形態. 大阪市立自然科学博物館収蔵目録第
5集, 60p.
中村純 (1980) 日本産花粉の標徴. 大阪自然史博物館収蔵目録第13集, 91p.

中村純 (1974) イネ科花粉について､ とくにイネ (Oryza sativa) を中心とし
て. 第四紀研究, 13, p.187-193.
中村純 (1977) 稲作とイネ花粉. 考古学と自然科学, 第10号, p.21-30.
Peter J.Warnock and Karl J.Reinhard (1992) Methods for Extraxting Pollen
and Parasite Eggs from Latrine Soils.Jounal of Archaeological Science,
19, p.231-245.
金原正明・金原正子 (1992) 花粉分析および寄生虫. 藤原京跡の便所遺構？藤
原京７条１坊？, 奈良国立文化財研究所, p.14-15.
金子清俊・谷口博一 (1987) 線形動物・扁形動物. 医動物学, 新版臨床検査講
座, 8, 医歯薬出版, p.9-55.
金原正明 (1999) 寄生虫. 考古学と動物学, 考古学と自然科学, 2, 同成社, p.
151-158.
Hustedt,F.(1937-1938)Systematische und ologishe Untersuchungen uber
die DiatomeenFlora von Java,Bali und Sumatra nach dem Material der
Deutschen Limnologischen Sunda-Expedition. Arch.Hydrobiol,Suppl.15,p.
131-506.
Patrick, R.eimer, C. W.(1966) The diatom of the United States, vol.1.
Monographs of Natural Sciences of Philadelphia, No.13, The Academy of
Natural Siences of Philadelphia, 644p.
Lowe,R.L.(1974)Environmental Requirements and pollusion tolerance of
fresh-water diatoms. 333p., National Environmental Reserch.Center.
Patrick, R.eimer, C. W.(1975) The diatom of the United States, vol.2.
Monographs of Natural Sciences of Philadelphia, No.13, The Academy of
Natural Siences of Philadelphia, 213p.
Asai,K.&,Watanabe,T.(1995)Statistic Classification of Epilithic Diatom
Species into Three Ecological Groups relaiting to Organic Water Pollution
(２) Saprophilous and saproxenous taxa.Diatom,10,p.35-47.
小杉正人 (1986) 陸生珪藻による古環境解析とその意義～わが国への導入とそ
の展望～. 植生史研究, 第１号, 植生史研究会, p.29-44.
小杉正人 (1988) 珪藻の環境指標種群の設定と古環境復原への応用. 第四紀研
究, 27, p.1-20.
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用. 珪藻学会誌, 6, p.23-45.
佐伯浩・原田浩 (1985) 針葉樹材の細胞. 木材の構造, 文永堂出版, p.20-48.
佐伯浩・原田浩 (1985) 広葉樹材の細胞. 木材の構造, 文永堂出版, p.49-100.
島地謙・伊東隆夫 (1988) 日本の遺跡出土木製品総覧, 雄山閣, 296p.
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pho.８ 宮ノ前遺跡木材及び炭化材 (２)
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種子植物やシダ植物等が生産する花粉・胞子は分

解されにくく堆積物中に保存される｡ 花粉は空中に

飛散する風媒花植物と虫媒花植物等があり､ 虫媒花

植物に対し風媒花植物は非常に多くの花粉を生産す

る｡ 花粉は地表に落下後､ 一部土壌中に留まり､ 多

くは雨水や河川で運搬され水域に堆積する｡ 堆積物

より抽出した花粉の種類構成や相対比率から､ 地層

の対比を行ったり､ 植生や土地条件の古環境や古気

候の推定を行う｡ 普通､ 比較的広域に分布する水成

堆積物を対象として､ 堆積盆単位などのやや広域な

植生や環境と地域的な対比に用いられる｡ 考古遺跡

では堆積域の狭い遺構などの堆積物も扱い､ 局地的

な植生や環境の復元にも用いられている｡

� ��

試料は八重垣神社遺跡のＳＫ３より採取された堆

積物１点である｡

� ��

花粉粒の分離抽出は､ 基本的には中村 (1973) を

参考にして､ 試料に以下の物理化学処理を施して行っ

た｡

１) ５％水酸化カリウム溶液を加え15分間湯煎する｡

２) 水洗した後､ 0.5mmの篩で礫などの大きな粒子

を取り除き､ 沈澱法を用いて砂粒の除去を行う｡

３) 25％フッ化水素酸溶液を加えて30分放置する｡

４) 水洗した後､ 氷酢酸によって脱水し､ アセトリ

シス処理 (無水酢酸９：濃硫酸１のエルドマン

氏液を加え１分間湯煎) を施す｡

５) 再び氷酢酸を加えた後､ 水洗を行う｡

６) 沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色を行い､ グ

リセリンゼリーで封入しプレパラートを作製す

る｡

以上の物理・化学の各処理間の水洗は､ 遠心分離

(1500rpm､ ２分間) の後､ 上澄みを捨てるという操

作を３回繰り返して行った｡

検鏡はプレパラート作製後直ちに､ 生物顕微鏡に

よって300？1000倍で行った｡ 花粉の同定は､ 島倉

(1973) および中村 (1980) をアトラスとして､ 所

有の現生標本との対比で行った｡ 結果は同定レベル

によって､ 科亜科､ 属､ 亜属､ 節および種の階級で

分類した｡ 複数の分類群にまたがるものはハイフン

(？) で結んで示した｡ なお､ 科・亜科や属の階級

の分類群で一部が属や節に細分できる場合はそれら

を別の分類群とした｡ イネ属に関しては､ 中村

(1974､ 1977) を参考にして､ 現生標本の表面模様・

大きさ・孔・表層断面の特徴と対比して分類してい

るが､ 個体変化や類似種があることからイネ属型と

する｡

� ��
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出現した分類群は､ 樹木花粉１の計１である｡ これ

らの学名と和名および粒数をtab.65に示し､ 分類群

はpho.６を参照されたい｡

以下に出現した分類群を記す｡

!"#�$

コナラ属コナラ亜属

���� %&'(

試料は花粉密度が非常に低く､ コナラ属コナラ亜

属の花粉が１個検出された｡

) ���*+,-./�01234

八重垣神社遺跡のｍ36ＳＫ３より採取された堆積

物は花粉密度が非常に低く､ 花粉などの有機質遺体

は乾燥あるいは乾湿を繰り返す堆積環境において分

解されたと考えられる｡

＜参考文献＞
中村純 (1973) 花粉分析. 古今書院, p.82-110.

金原正明 (1993) 花粉分析法による古環境復原. 新版古代の日本第10巻古代資

料研究の方法, 角川書店, p.248-262.

島倉巳三郎 (1973) 日本植物の花粉形態. 大阪市立自然科学博物館収蔵目録第

5集, 60p.

中村純 (1980) 日本産花粉の標徴. 大阪自然史博物館収蔵目録第13集, 91p.

中村純 (1974) イネ科花粉について､ とくにイネ (Oryza sativa) を中心とし

て. 第四紀研究, 13, p.187-193.

中村純 (1977) 稲作とイネ花粉. 考古学と自然科学, 第10号, p.21-30.
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tab.65 八重垣神社遺跡 (第１次) における花粉分析結果

分 類 群 ｍ36

学 名 和 名 ＳＫ３

Arboreal pollen 樹木花粉

Quercus subgen. Lepidobalanus コナラ属コナラ亜属 1

Arboreal pollen 樹木花粉 1

Total pollen 花粉総数 1

試料１�中の花粉密度 0.6

×10

Unknown pollen 未同定花粉 0

Fern spore シダ植物胞子 0

Helminth eggs 寄生虫卵 (－)

明らかな消化残渣 (－)
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八重垣神社遺跡は鈴鹿川右岸の氾濫原に位置する｡

調査区内では古墳時代以前に形成された流路跡が確

認されている｡ この流路により浸食されている堆積

層の上部には腐植質に富んだ土壌が認められる｡ 発

掘調査所見では､ この有機質土壌層の形成は縄文時

代頃と考えられ､ その年代は八重垣神社遺跡の変遷

を考える上で重要な指標とされている｡ 今回はこの

腐植質堆積物について､ 加速器による放射性炭素年

代測定 (ＡＭＳ法) を実施し､ その堆積年代に関す

る情報を得る｡

� � 

試料は､ 八重垣神社遺跡第２次調査B地区土層断面

で認められた暗灰色を呈するやや腐植質のシルト層

より採取された14Ｃ－１ (fig.94の第48層) の１点

である｡

! "#$%

測定は株式会社加速器研究所の協力を得て､ AMS

法により行った｡ なお､ 放射性炭素の半減期はLIBB

Yの半減期5,568年を使用する｡ また､ 測定年代は

1950年を基点とした年代 (BP) であり､ 誤差は標準

偏差 (One Sigma) に相当する年代である｡ なお､

暦年較正は､ RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM

CALIB REV4.4 (Copyright 1986-2002 M Stuiver and

PJ Reimer) を用いた｡

& '(

結果をtab.66に､ 暦年較正結果をtab.67に示す｡

旧流路跡に浸食されている堆積層上部に認められた

腐植質堆積物の測定年代 (同位体補正年代) は､ 約

3400年前の値を示した｡ この年代値は､ 縄文時代遺

跡の年代測定例と比較すると､ 縄文時代後期とされ

る年代に相当する (谷口,2001)｡ 今回測定を行った

堆積物は､ 土壌の発達が行われる堆積環境下で形成

されたものであることから､ その形成期間は時間幅

をもっていることになる｡ したがって､ 腐植質堆積

物の形成年代については､ 今回の測定値が含まれる

可能性があるものの､ ある程度の幅をもって評価す

る必要がある｡ このことは､ 今後､ 調査地点の地形

発達史と合わせた評価が必要と考える｡

＜引用文献＞
谷口康浩 (2001) 縄文時代遺跡の年代. 季刊考古学第77号,p.17-21.
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遺 跡 名 地点名 試料名 試料の質
補正年代 δ13Ｃ 測定年代

Code.No.
ＢＰ (‰) ＢＰ

八重垣神社遺跡(第２次) Ｂ地区 14Ｃ－１ 腐植質シルト 3380±40 －18.04±0.99 3270±30 IAAA－31141

１) 年代値の算出には､ Libbyの半減期5568年を使用｡
２) BP年代値は､ 1950年を基点として何年前であるかを示す｡
３) 付記した誤差は､ 測定誤差σ (測定値の68％が入る範囲) を年代値に換算した値｡

試 料 補正年代(ＢＰ) 較 正 年 代 (cal) 相対比 Code No.

14Ｃ－１ 3379±37
cal BC 1738－BC 1708 cal BP 3688－3658 0.271

IAAA－31141
cal BC 1694－BC 1619 cal BP 3644－3569 0.729

１) 計算には､ RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV4.4 (Copyright 1986-2002 M Stuiver and PJ Reimer) を使用
２) 計算には表に示した丸める前の値を使用している｡
３) 付記した誤差は､ 測定誤差σ (測定値の68％が入る範囲) を年代値に換算した値｡

tab.66 放射性炭素年代測定結果

tab.67 暦年較正結果
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河曲中部地区の県営圃場整備関連事業にかかる発

掘調査によって､ 河田宮ノ北遺跡・宮ノ前遺跡・八

重垣神社遺跡の３遺跡を調査した｡ 開発に伴う､ 極

めて限られた調査面積ではあったが､ 河曲地区の低

地部 (以下､ この付近一帯を ｢河曲中部低地｣ と呼

称する) における貴重な成果を得ることができた｡

当章では､ 遺跡の評価に関わる問題などについて､

調査担当者としての見解を触れておく｡ (伊藤)

� ����������

今回の調査では幾つかの流路と微高地上に展開す

る集落跡を確認した｡ 確認した流路は弥生～古墳時

代のものと鎌倉時代のものである｡ ここでは調査成

果をもとに古墳時代における当遺跡周辺の地形環境

の復元と､ 時代毎の遺跡展開をみていく｡
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河曲中部低地は､ 鈴鹿川右岸の標高10ｍほどの沖

積平野である｡ 遺跡は鈴鹿川の形成した自然堤防上

に位置し､ ここを頂点にして南東方向に断続して形

成された自然堤防とその間に生じた後背湿地からな

る三角州性の扇状地�となっている｡ 調査成果の項

でも触れたが､ 宮ノ前遺跡・八重垣神社遺跡の生活

基盤層下部には褐色の砂礫が確認され､ 扇状地の砂

利と考えられることから､ 埋没微高地�であること

が確認された｡ また､ この砂礫の上に洪水氾濫によっ

て遺構基盤層その他が堆積したと考えられる｡

河曲中部低地は､ ｢河曲｣ の名が示すように幾つ

もの河川が蛇行・分流しており､ その結果形成され

た微高地上に現況集落が営まれていると考えられる｡

調査の成果から､ 古墳時代の微高地はfig.124に示

したような状況と推定できる｡ 宮ノ前遺跡南端部に

は安定した微高地が存在している｡ さらにその南に

は､ 弥生時代後期の集落が展開する神戸中学校遺

跡�があり､ 当時の居住域の中枢と考えられる｡ こ

の微高地は宮ノ前遺跡の東側にも広がっており､ 現

在の集落域とほぼ重複する｡ また､ 所々で微高地を

分断するかたちで流路がみられる｡ 八重垣神社遺跡

のＳＲ12は､ 埋土の状況からＳＲ67に接続するもの

と考えられるが､ ＳＲ67でのみ弥生時代前期の遺物

を含むので､ ＳＲ12はＳＲ67に注ぎ込む流路であろ

う｡

ＳＲ67は､ 中世の流路ＳＲ９と同様に東側に大き

く弧状にカーブを描き流れていたものと考えられ､

集落の存在した箇所はちょうど自然堤防上に位置し

ており安定した微高地であったようである｡ また､

宮ノ前遺跡で確認された古墳時代前期の流路である

ＳＲ15は､ 東西方向に流れており､ 条里型地割が形

成された段階には埋没していたと見られる�河田－

須賀町－林崎町－上箕田町へ流下していた旧河道の

一部とも考えられる｡

古墳時代前期から古代にかけて存続していた河田

宮ノ北遺跡の流路の東側延長部分については､ 宮ノ

前・八重垣神社遺跡がちょうどそれを確認できるよ

うな南北に長い調査区であったにもかかわらず､ 確

認されなかった｡ そのため､ 河田宮ノ北遺跡調査区

の東側付近で北東方向に蛇行するものと推測する｡

また､ 中世の流路ＳＲ９に関しては､ 調査前の図

面に北西方向から南東方向に弧状を描く地割が明確

に残存し､ 調査の結果､ 中世前期には埋没する流路

であることを確認した｡
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今回の調査では､ 縄文時代の遺構を確認すること

は出来なかったものの､ 八重垣神社Ｃ地区で少量な

がら突帯文土器の破片が出土した｡ 周辺に縄文時代

の遺構が存在している可能性がある｡

#$� %"

弥生時代前期の遺構は確認されていないものの､

流路ＳＲ67最下層からは弥生時代前期新段階の土器

が比較的多く出土しており､ 付近に集落跡の存在が

想定される｡ 2003年に八重垣神社遺跡Ｂ地区の西側

にで行った試掘調査�では､ 弥生時代前期の土器が
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多く出土しており､ 調査区の西側に集落が存在して

いた可能性が高い｡

鈴鹿川下流域の弥生時代前期の遺跡としては､ 拠

点集落として著名な上箕田遺跡�の他､ 大木ノ輪遺

跡�が挙げられるのみである｡ 上箕田遺跡は鈴鹿川

の氾濫によって形成された自然堤防上の微高地に立

地する前期から後期の集落跡で､ 水田耕作の技術を

獲得した人々により長期にわたって形成された遺跡

であることが判明している｡ 鈴鹿川右岸の下流域一

帯は田園地帯であったとされ､ 重要な生産基盤とな

りえたであろう｡ 八重垣神社遺跡では住居跡は確認

できなかったが､ 人口の増加に伴い集落域が沖積平

野の各地に展開していったものと考えられ､ 河曲中

部低地にも形成されたものと解される｡
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弥生時代中期については現在､ 遺構・遺物とも確

認されておらず､ 当遺跡の空白期間である｡

後期初頭頃になると､ 宮ノ前・八重垣神社遺跡の

包含層や流路から土器が出土しているが､ 明確な遺

構は確認されていない｡ 当該期の土器については類

例が少なく､ 貴重な資料である｡ また､ 八重垣神社

Ａ地区では断面観察ではあるが水田の畦畔の可能性

がある高まりを確認しており､ この時期の前後に水

田が形成された可能性のあることを付記しておく｡

弥生時代後期には､ 環濠が確認されている神戸中

学校遺跡が､ 河曲中部低地における中心と考えられ

る｡ 今回報告の調査区からは住居跡が確認されてお

らず､ 土坑が確認されているのみである｡

なお､ 当該時期の遺物として注目できるのが､ 宮

ノ前・八重垣神社遺跡から出土した盤状高杯と近江

系受口状口縁甕である｡ 赤塚次郎氏は､ 長脚の盤状

高杯と湖南型甕 (受口状口縁甕) は､ 近江湖南部を

起点に拡散し､ 広域に共有された弥生時代後期前葉

を象徴する器種としている�｡ 宮ノ前・八重垣神社

遺跡では赤塚氏が丹後型とする盤状高杯が､ 八重垣

神社遺跡Ｂ地区からは湖南型甕が出土している｡

北勢地域の様相については不明な点が多いが､ 鈴

鹿川流域の当遺跡群での出土は､ 赤塚氏が指摘する

野洲川流域から鈴鹿地域を経て濃尾平野に至るとい

う経路	を想定するうえで貴重な類例となろう｡
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遺跡の東側の微高地上を中心に集落が展開し､ 最

も盛行する時期である｡ 集落は､ 流路を挟んだ微高

地上に営まれ､ 時期的には島貫ＣⅡ期～ＣⅢ期
の

範疇に収まるものがほとんどで､ 古墳時代前期後半

の遺構は希薄である｡ 神戸中学校遺跡でも､ 当該期

の遺構が確認されており､ 大規模な集落域が形成さ

れていたと考えられる｡ 集落域については､ 宮ノ前

遺跡南端部と八重垣神社遺跡Ａ地区およびＣ地区の

大きく３地点に分類できる｡ その中でも北端部に相

当するＣ地区の集落域では他地域からの影響が窺え

る土器片が多く､ 集団の性格に若干の差異があった

可能性もある｡

なお､ 当該時期のＳ字状口縁台付甕に見られる特

長については､ 後に改めて触れていく｡
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河曲中部低地を最も特長付けるのがこの時期であ

る｡ 流路が中心であるが､ 河田宮ノ北遺跡からは土

器類・木製品類・石製品類・自然遺物などの膨大な

量の遺物が出土した｡ なかには極めて特異なものも

含んでいる｡ 今回の調査区南部が微高地になると考

えられるため､ そこにこの時期の極めて重要な施設

が存在するものと考えられる｡

一方､ 宮ノ前・八重垣神社遺跡でも､ この時期の

住居跡は確認されていない｡ しかし､ 多くの遺物を

含む土坑が数多く開削されている｡

土坑には灰層を含むものほか､ 馬の下顎骨と須恵

器がおかれたものや､ 木質が一面に敷かれたもの､

土玉の入った甕が収められたものなど､ 特異なもの

がみられる｡ これらは何らかの祭祀行為に伴う土坑

と推察され､ この一帯が祭祀空間として機能してい

たのではなかろうか｡ 当該期の居住域については遺

跡南部の微高地､ ないしは河曲宮ノ北遺跡近辺が考

えられよう｡
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奈良時代の遺構としては､ 八重垣神社遺跡で掘立

柱建物２棟､ 河田宮ノ北遺跡で流路が検出されてい

る｡ 八重垣神社遺跡 (第１次) の掘立柱建物ＳＢ32

は､ 現存する条里型地割の方向と概ね一致しており､

何らかの関係を考えることもできる｡

― 229―



― 230―

fig.124 河曲中部地区の遺跡配置 (古墳時代)
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河田宮ノ北遺跡では鎌倉時代前半の溝が､ 宮ノ前

遺跡や八重垣神社遺跡でも土坑や溝が確認されてい

る｡ いずれも居住域の区画を目的としたような形態

を呈している｡ 全体的に中世に相当する遺構・遺物

は少ないといえる｡ 神戸中学校遺跡では中世の濃密

な遺構分布が確認されており､ この時期の中心は再

度神戸中学校遺跡方面に移動したようである｡ なお､

八重垣神社遺跡Ｄ地区や､ その北側の試掘調査では､

遺構は確認されていないものの､ 山茶椀が出土して

おり､ 遺跡の東に広がる現在の集落域に中世の集落

が展開していたものと考えられる｡ (豊田)
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古墳時代前期の土器類は､ 宮ノ前遺跡と八重垣神

社遺跡で数多く出土している｡ 中には､ 一括性の高

い資料もある｡ 鈴鹿川下流域の古墳時代前期土器は

あまり良好な資料に恵まれていなかったが､ 今回の

資料はそれを補完するものである｡

しかし､ 今回の調査で確認できた一括資料は時期

的に連続するものは少なく､ 全体の流れを把握する

までには至らない｡ ここでは､ それぞれの土器群を

｢河曲○群土器｣ と把握し､ 今後に備えたい｡
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宮ノ前遺跡ＳＨ12・ＳＤ27､ 八重垣神社遺跡 (第

１次) ＳＲ12土器群を標識として ｢河曲ＡⅠ群土器｣

とする｡ 他に､ 補完的な資料として､ 宮ノ前遺跡Ｓ

Ｒ15および八重垣神社遺跡 (第２次) ＳＲ67の資料

がある｡ これらは､ 既存の編年観でいえば､ 大きく

は欠山期に相当し､ 川崎志乃氏の島貫ＣⅡ期新相～

ＣⅢ期古相�､ 赤塚次郎氏の廻間Ⅰ式～Ⅱ式前半頃�

に相当する｡ より細かく見ると､ 宮ノ前ＳＤ27は島

貫ＣⅡ期新相 (廻間Ⅰ式３段階)､ 宮ノ前ＳＨ12は

島貫ＣⅡ期新相 (廻間Ⅰ式４段階)､ 八重垣ＳＲ12

が島貫ＣⅡ期新相～ＣⅢ期古相 (廻間Ⅱ式１段階)

に比定することができる｡

Ｓ字甕は赤塚氏および川崎氏のＡ類を中心とし､

その中のやや新しいものにはＢ類も含んでいる｡ 高

杯は､ 深い内弯杯部＋内弯脚裾部→浅い内弯杯部＋

直線 (やや外反) 脚裾部という変化が見て取れる｡

ＡⅠ群の高杯と台付甕について､ おおよその変遷

を示したのがfig.125である｡
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宮ノ前遺跡ＳＨ８の資料を標識として ｢河曲ＡⅡ

群土器｣ とする｡ 既存の編年観では､ 大きくは元屋

敷期に相当し､ 島貫ＣⅢ期新相､ 廻間Ⅲ式の前半に

相当する｡

Ｓ字甕はＣ類で､ いわゆる柳ヶ坪形壷を含んでい

る｡ 高杯の資料には恵まれなかった｡

なお､ 河曲ＡⅠ群とＡⅡ群との間には､ もう１群

の別型式が設定できるものと考えられるが､ 今回は

資料に恵まれなかった｡
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河田宮ノ北遺跡ＳＲ４最下層の資料を標識として

｢河曲Ｂ群土器｣ とする｡ 既存の編年観では､ 須恵

器出現の直前時期に相当し､ 島貫ＣⅣ期新相､ 松河

戸Ⅱ式期�に相当する｡

Ｓ字甕ではＤ類の新しい段階に相当する｡ 高杯は､

前代以来の有稜高杯 (高杯Ａ) とともに､ 古墳時代

後期に高杯の中心的存在となる椀形の高杯 (高杯Ｂ､

古墳時代前期のものとの型式学的連続性は考えにく

い) が出現する｡ また､ 体部外面上半にハケ状工具

によって施文を行う壷 (壷Ａ) が標準的に含まれて

いることが確認できる｡
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河曲ＡⅠ・Ⅱ群はいずれも古墳時代前期に相当す

る土器群であり､ 河曲地区における特徴と把握でき

そうな要素もいくつか散見できる｡

まず､ 河曲ＡⅠ群土器では､ これまでの編年観で

は通常別時期 (型式) として把握されていたものが

同一遺構内から共伴して出土しているという特徴が

ある｡ とくにそれは高杯に顕著であり､ 宮ノ前ＳＤ

27の66と 67､ あるいは八重垣ＳＤ12の18・19・22

などは､ それぞれ別型式として認定される場合が通

常である｡ 遺構上からはそれぞれ一括性が高いもの

であり､ 廃棄時としての同時性は疑えない｡ したがっ

て､ 河曲地域における土器形態上の保守性がこれら

の要因として考えられる｡
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次に個々の土器に見られる特徴を見る｡ 宮ノ前Ｓ

Ｄ27の椀形高杯 (62) は､ 口縁部を屈曲させて短く

開くものであり､ ワイングラス形高杯との折衷的な

ものである｡ 宮ノ前ＳＲ15には大形の椀形高杯があ

る (24・25)｡ いずれも､ 通常の有稜高杯と同様の

円盤状杯下部を成形した後に杯口縁部を作るもので､

河曲地域以外での確認例は今のところ見当たらない｡

台付甕では､ 宮ノ前ＳＤ27の88・89､ 八重垣ＳＲ

12の24など､ Ｓ字甕とは脚部整形技法などが若干異

なる受口状口縁のものが確認できる点である｡ Ｓ字

甕はそれとして確実に一定量存在しているため､ こ

の地域の特徴として考えることが可能であろう｡

河曲ＡⅡ群土器では､ 宮ノ前ＳＨ８の大形甕 (60)

が特徴的である｡ この土器は､ 調整手法はＳ字甕と

共通しており､ おそらくは台付甕であろう｡ 頸部に

突帯を付加することによって口縁部の外面形をＳ字

形に見せるという疑似的な手法を用いているもので､

他の遺跡では類例を見ないものである｡

他では､ 宮ノ前ＳＲ15の甕 (47) は､ 平底ながら

口縁部形態は布留形甕を連想させるものである｡ 同

様なものは､ 宮ノ前ＳＤ27の甕にもある (83)｡ 時

期的にも布留形甕発生期に相当する｡ 形態的には､

東海地域に分布する内弯口縁の土器との共通性も考

えられるため､ 布留形甕発生の問題とも絡めると興

味深い資料と言えるかも知れない｡

� �������	
��

河田宮ノ北遺跡および宮ノ前遺跡からは､ 須恵器
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fig.125 河曲Ａ���群土器における高杯・台付甕の変遷 (１：８)



と共伴する時期 (古墳時代後期) の土師器類が数多

く出土している｡ 量的に見ても､ 鈴鹿川下流部にお

ける組成基準ともなり得るので､ ｢河曲Ｃ群土器｣

として､ 以下検討する｡ 河曲Ｃ群土器は､ 田辺昭三

氏による陶邑編年 (以下､ ｢田辺編年｣ と呼称)�の

ＴＫ23～ＭＴ85型式にかけての土師器､ とする｡

土師器類の形態は､ 次のように分類できる｡ なお､

便宜上､ 筆者が以前に雲出島貫遺跡の資料を分類し

た際の区分� (以下､ ｢島貫分類｣ と呼称) を併記す

る｡ なお､ ミニチュア土器については､ 今回の分類

からは除外する｡

����

底部は丸底を基本とする｡ 形態により､ つぎのと

おり細分できる｡

���� 全体形が扁平で､ 口縁部はやや内弯気味

で端部のみが外側に屈曲して短く開き､ 内側は面な

いしは凹線状を呈する｡ 外面は粗いヘラケズリで調

整され､ 稀にヘラミガキを施すものがある｡ 島貫分

類の小形鉢Ａに相当する｡

���� 全体形が丸い体部を呈する｡ 口縁部の収

め方は小形鉢Ａと共通する｡ 外面はナデで調整され

るものが多い｡ 口縁部の収め方から､ そのまま丸く

収めるものをＢ１ (例；宮ノ前133)､ 後述のＳ字甕

状に弱い屈曲を伴って納められるものをＢ２ (例；

河田宮ノ北405・410) とする

���� 小形鉢Ａに類似するが､ 体部から口縁部

にかけて外側に開き､ 口縁部の屈曲が小形鉢Ａより

も明確である (例；宮ノ前135)｡

���� 口縁部が外反しながら短く開き､ 全体の

調整は粗雑である (例；河田宮ノ北344)｡

	
����

小形鉢Ａに脚台部が付加されたものである｡ 島貫

分類の小形鉢Ｂに相当する｡

���

量的には少ないが､ 前代までの小形丸底壷の系譜

に乗ると考えられるものを含む｡

��� 口縁部が直線的に開くもの (例；河田宮

ノ北434)｡

��� 全体にハケメで調整され､ 甕との関連が

考えられるもの｡ 島貫分類では壷Ｂ２としたもので

ある (河田宮ノ北435)｡

��� 長頸となるもの｡ 体部外面は上半にのみ

ヘラミガキされ､ 下半はヘラケズリのみである｡ 島

貫分類の壷Ｂ１に相当する｡

���

形態から大きく３者に分類できる｡

��� 杯下部から屈曲して開く杯口縁部となる｡

口縁端部はやや外反する｡ 脚部資料が明確でないが､

後述の高杯Ｂと共通すると思われる｡ 島貫分類で高

杯Ａとしたものに相当し､ 前代までの高杯の系譜上

にあるものである｡

��� 杯部が椀形を呈するもの｡ 杯口縁部の調整

は小形鉢Ａと共通する｡ 脚部は屈曲を持って開くも

ので､ 脚柱には貫通しない円孔を持つものが稀に見

られる｡ 島貫分類の高杯Ｂに相当する｡

��� 屈曲して開く杯部で､ 口縁端部は上方に突

出して収められる｡ 脚部は屈曲をほとんど持たずに

開く｡

�

壷は､ 基本的に広口壷となるもので､ 二重口縁を

呈するものも稀に存在する｡

� 広口壷である｡ 外面にＳ字甕と共通する装飾

的ハケメの施されるものをＡ１､ 無文のものをＡ２

(例；河田宮ノ北446) とする｡ それぞれ島貫分類の

壷Ａ１・Ａ２に相当する｡ 体部下半には擬口縁を有

し､ 後述の鉢やＳ字甕と手法的に共通する｡

� 二重口縁を呈するもの｡ 出土数は少ない (例；

河田宮ノ北448・449)｡

� 外面に面をなし､ やや拡張口縁気味のもの｡

これも例は少ない (例：河田宮ノ北444)｡

��

頸部から口縁部があまり屈曲を持たずに開くもの

で､ 底部は平底となる｡ 口縁部の形態は後述のＳ字

甕と､ 底部は前述の壷との手法的共通性がある｡ 片

口が付くものが多い｡

把手の無いものを鉢Ａ､ 有るものを鉢Ｂとする｡

鉢Ａには､ 大形・小形の法量差がある｡

�
��

台付甕は､ 前代から続くＳ字甕に基本的な系統を

持つものである｡


��� 前代までのＳ字甕の系統上にあるもの｡

口縁部のＳ字形は完全に崩れ､ その名残が口縁部内
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fig.126 河曲Ｃ群土器形式分類 (１：８) ｢宮ノ前｣ としたもの以外は河田宮ノ北遺跡出土土器



面のわずかな段や口縁端部の面などに見られる｡ 体

部には､ 粗いハケ状工具により､ 刻みつけるように

羽状ハケメが施される｡ 脚台部は､ 裾を内面に折り

返すものとそうでないものとがあり､ 後者の方が後

出的であるが､ 共伴する例も見られる｡ 大別して､

小形と大形の２法量が見られる｡

���� 形態・手法ともに台付甕Ａに似るが､ 調

ハケメ調整の手法や､ 口縁部の形態といった細部に

若干の違いが見られる一群を台付甕Ｂとする｡ Ｓ字

甕 (台付甕Ａ) の模倣という位置づけも可能である｡

数は少ない｡

���� 成形の手法にはＳ字甕 (台付甕Ａ) と共

通するが､ 口縁部形態は丸底甕のそれと極めて近い

ものがあり､ 台付甕Ｃとする｡ 類例は宮ノ前遺跡で

ただ１点あるのみだが､ 台付甕と丸底甕が融合した

事例として興味深く､ とくに区分しておく｡

��

脚台部を持たず､ 丸底形態の煮沸用土器を､ ここ

では甕とする｡ いくつかの異例があるが､ 総じて台

付甕よりも体部外面のハケメが細かく､ 深度も浅い｡

�� 球形胴のものである｡ 口縁部形態からの細分

で､ ｢く｣ の字形のものを甕Ａ１､ 布留系を甕Ａ２

とする｡ 甕Ａ１には､ 外面にＳ字甕にみられるよう

な粗い板ナデを施すもの､ 体部外面に粗い板ナデを

施すものなど､ 多様なものがあり､ 厳密には細分が

可能であるがここではまとめておいた｡

�� 長胴のものを甕Ｂとする｡ 口縁部は ｢く｣ の

字形に開くものが中心で､ 布留系の内弯口縁は見ら

れない｡

�	

直線的に大きく開く口縁部で､ 体部には挿入付加

による把手が２方向に取り付く｡ 底は通気のために

成形後に削られる｡ 底部の穿孔には､ 一文字形や､

凸レンズ形と○形を組み合わせた幾何学的な形状な

どがある｡

	� 直線的に開く口縁部で､ ２ヶ所の把手を持つ

もの｡ 口縁部および調整手法から､ 板状工具による

ナデや粗いハケ状工具によるハケメが見られるよう

な､ 台付甕と共通する手法のものを甑Ａ１､ 甕 (丸

底甕) のハケメ・口縁部形態との共通性を窺えるも

のを甑Ａ２とする｡

	� 口縁部のやや下に鍔を持つもの｡ 底部は､ 円

形に抉られる｡ 後世に出現する羽釜に類似した形態

をなす｡ 甑の一種と考え､ ここに含める｡


 ��������

河曲Ｃ群土器の特徴として､ 器種を越えた共通性

が指摘できる｡

まず､ 小形鉢・高杯・小形壷は､ 口縁部形態や体

部の調整方法および用いられる素地粘土の状況から

見ても類似性が高く､ 同一系統の土器工人による製

作と判断できる｡ 同様なことは壷Ａ・甕Ａ・鉢・甑

についても観察ができる｡ さらに､ 小形鉢Ｂと甕Ａ

との口縁部整形手法の類似から､ これら２群がいず

れも同じ系譜上の土器工人による製作と見ることが

できる｡
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fig.127 河田中部地区における古墳時代後期の土器組成



以上の観点からすれば､ これらの系譜と異なる器

種・形態を呈するものは小形壷Ｂ・Ｃおよび甕Ｂ程

度となる｡ しかし､ 甕Ｂは甑とセット関係にあるか

ら､ 両者を切り離して考えることはできない｡ この

ことは､ 器形の受け入れという観点からすれば､ 須

恵器出現以前の土器類を製作していた工人の持つ手

法で対応可能な土器については､ そのまま伝統性を

保持し､ そうでないもの､ つまり丸底形態は､ 新た

な技法を取り入れた､ と評価できる｡

河曲Ｃ群土器に見られる以上の構成要素は､ 以前

に提示した ｢高茶屋式｣�に基本的に合致するもので

あり､ 大きな齟齬は無い｡ したがって､ ｢高茶屋式｣

のエリアは安濃川下流域だけでなく､ 鈴鹿川下流域

も含めて考えられることを示している｡ また､ 河曲

中部地区に見られた土器群の存在により､ 雲出川下

流域に偏在する可能性を有していた ｢高茶屋式｣ が､

伊勢平野部に広域に拡がる一群とすることができる｡

このことから､ ｢高茶屋式｣ を正式に設定できると

考える｡

� �������	


河曲Ｃ群土器の時期である古墳時代後期の土器組

成について､ 河田宮ノ北遺跡ＳＲ４､ 宮ノ前遺跡Ｓ

Ｋ10､ 八重垣神社遺跡 (第１次) ＳＫ２で観察して

おり､ 組成表をそれぞれの報文中に示している｡

fig.127は､ それらを適宜統合しながら３遺構の

組成を見たものである｡ 基になるデータは､ 口縁部

計測法により実施した別掲の表である｡

それぞれの遺構は､ 八重垣神社ＳＫ２以外は祭祀

的な意味が強い可能性があり､ ここで示した組成が

そのまま当時の土器使用状況を表しているとは言い

切れない｡ しかし､ そういったフィルターの存在を

前提として見ても､ ある一定の傾向は窺える｡

まず､ 須恵器杯類が20～40％で､ 組成全体に占め

る比率の大きいことがいえる｡ 煮沸具も比率が高く､

16～45％を占める｡ この２器種で大部分を占めると

いってよい｡ また､ 河田宮ノ北遺跡では､ 須恵器と

土師器の高杯がほぼ同じ比率であり､ 宮ノ前遺跡の

例とは異なっている｡ また､ カマドが導入されてい

る筈のこの時期に､ 台付甕がかなりの高率で見られ

ることも見逃せない｡

伊勢における土器組成の検討は､ 近年では縄文時

代と中世については実施されるようになったが､ 古

墳時代後期の検討資料としては河曲中部地区がはじ

めてであろう｡ 今後は各時代の各遺跡で組成の検討

を行い､ 各時代における土器の用いられ方やその意

味を考察していく必要がある�｡

(伊藤)

� �����������

以上では､ 発掘調査によって得られた成果のまと

めと個別の事象を見てきたが､ ここではこれらの成

果を総合的に見て､ 当調査の意義を指摘しておく｡

� ����������

河田宮ノ北遺跡で確認された遺構は､ 今回の場合

旧河道が中心であった｡ しかし､ 河道ＳＲ４下層か

らは､ 古墳時代後期の遺物が多量に出土している｡

遺物の中身は多種多様であるが､ とくに特筆できる

のは木製品である｡

頭椎大刀の把頭部は､ 全国的にも例が少ない｡ 今

回の調査では､ 頭椎大刀把頭部は田辺編年のＭＴ15

型式頃の土器類と共伴しており､ 比較的古い事例と

することができる�｡ 頭椎大刀出土遺跡については､

有力者 (豪族) 層が介在した遺跡として評価できる

ようなものが多い�｡ 鏃形・刀形などの形代や､ 弓・

刀鞘､ あるいは異形のナスビ形鍬などの存在も､ そ

れを裏付けるものといえる｡ 今回の調査区について

も､ 当地における有力豪族の祭祀場と考えられる｡

そう考えた場合､ 河道ＳＲ４下層段階の水流が緩

やかで､ 湿地状を呈していたと考えられることは極

めて重要である｡ つまり､ これらの祭祀遺物は河川

の水流によって流されてきたものではなく､ 当地に

おいて使用されたものと考えられるのである｡

国土地理院が発行している 『土地条件図』 を見る

と､ 今回の調査区の南側､ 現在の鈴鹿市河田町集落

部分は微高地として表現されている｡ つまり､ 今回

の調査地は微高地の北側縁辺部にあたる｡ この環境

を積極的に評価すれば､ 今回の調査区で確認された

祭祀場の南側 (微高地) には､ その中心となる居館
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(豪族居館) が存在している可能性を考えることが

できよう｡

� �������	
������

一連の遺跡と考えられるこの２遺跡からは､ 古墳

時代前期の集落跡と古墳時代後期の土坑群が確認さ

れている｡ 低地部に存在する古墳時代前期遺跡は近

年多数確認されているが､ それらの遺跡と同様､ 宮

ノ前・八重垣神社遺跡についても水運の関係から考

えることができよう｡

土坑群が展開する古墳時代後期の状況は､ 同じ時

期の河田宮ノ北遺跡に比べ､ かなり異質に見える｡

しかし､ 馬の下顎骨を用いること､ 木質 (ヤマグワ)

を遺構底面に付近に敷き詰める点など､ 別な意味で

の祭祀が考えられる｡

さらに､ 宮ノ前遺跡の土坑ＳＫ10から出土した鋳

造鉄斧も軽視できない｡ この鉄斧は袋状の挿入部を

有するものであるが､ 袋部は肉眼では継ぎ目が確認

できないほど密接している｡ このような要素は､ 朝

鮮半島産かその技術を熟知した者による製品である

可能性が高いという指摘がある�｡ 同じ土坑から馬

下顎骨を用いた祭祀跡が確認されていることも韓半

島の影響が伺われるものであり､ 両者は関連するも

のと考えられる｡

また､ 宮ノ前・八重垣神社遺跡から出土した須恵

器には､ 田辺編年ＭＴ15型式以降であっても､ 韓式

系かと思わせる甑・鈴付高杯�・器台などが含まれ

ている (fig.128)｡ 同様な現象は､ 河田宮ノ北遺跡

や石薬師東古墳群�中にも見られる｡ したがって､

新しい段階の須恵器にまで韓式系土器の要素を残す

のが､ 鈴鹿川下流域における特色と判断する｡

以上のことから､ 宮ノ前・八重垣神社遺跡では､

韓半島との関係が､ 須恵器導入期 (５世紀中葉) 以

後も継続しいていることを示している｡ これは､ 河

田宮ノ北遺跡も同様といえる｡ 宮ノ前・八重垣神社

遺跡と河田宮ノ北遺跡とでは､ 両者の祭祀形態には

異なりがあるものの､ 鈴鹿川南岸相当の近接地であ

る｡ ３遺跡は､ 一定エリアに形成された､ それぞれ

固有の意味を持ちつつ､ 相互に関連する場として把

握するべきものと考える｡

� ����������������

以上のことから､ 今回調査を行った３遺跡は､ 相

互に関連を有した一連の遺跡であると考えられる｡

この地の総称として ｢河曲中部低地｣ と呼称してき

たのも､ これを念頭に置いているからに他ならない｡

鈴鹿川南岸部の微高地を中心に､ 各種の性格を有し

た遺跡が当時ここに広がっていたのである｡ そして

その内容が実に豊富であることから､ 河曲中部低地

は地域の中枢的な場であったと考えられる｡

同じ鈴鹿川流域でやや上流に位置する石薬師東古

墳群には､ 後期初頭前後の時期に50基以上の古墳が

造成されており､ 優美な馬形埴輪や華麗な装飾付須

恵器が出土している｡ 石薬師東古墳群と河曲中部低

地の須恵器は､ 組成および手法が非常に類似してい

ることから､ 両者は大枠で同一集団と把握できよう｡

つまり､ 石薬師東古墳群を墓域､ 河曲中部低地を生

活・居住域とする集団が想定でき､ 須恵器・祭祀用
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具その他の状況から見て､ 極めて有力な集団であっ

たものと考えられる｡ 河曲中部低地は､ その出土遺

物から､ とくに政祭的な意味での中心と考えられる｡

では､ 河曲中部低地に居住した集団とはどのよう

な性格を持つのか｡ 須恵器では､ 他で類例があまり

知られない韓式系のものが目立つ｡ 宮ノ前遺跡出土

の馬下顎骨からは､ 馬との深い関係が想定できる｡

また､ 精巧な鋳造鉄斧も有している (fig.128)｡ こ

のような状況から､ この集団には､ 韓半島との関係

を保ち続けている渡来人系集団が含まれていると考

えておく｡

� ������

律令期に至ると､ 当地は河曲郡として把握される｡

河曲郡の初見は天平19 (747) 年の 『大安寺伽藍縁

起並流記資材帳』 とされる�｡ ７世紀代には､ 郡内

東部の海岸寄り丘陵部に岸岡山古窯跡群が形成され

ている�｡ 岸岡山窯の須恵器と屯倉との関連に注目

した山中章氏は､ 河曲郡が７世紀代に分離された可

能性を指摘する�が､ 状況としては判然としない｡

８世紀になると､ 河曲中部低地とは鈴鹿川を挟んで

対岸にあたる北部丘陵上 (以下､ ここを ｢河曲北部

丘陵｣ と呼称する) に､ 重要な施設が建設されてい

る｡ まず､ 伊勢国分僧寺・国分尼寺が置かれ､ その

南部には当地の豪族である大鹿氏の関連と考えられ

る南浦廃寺 (大鹿廃寺) がある｡ 南浦廃寺の西部に

あたる狐塚遺跡からは整然と配置された倉庫群が確

認されており､ 河曲郡衙の正倉院と考えられてい

る�｡ 古代東海道が鈴鹿川北岸部を通ることや､ こ

れらの遺跡が立地することから見ても､ 河曲北部丘

陵は古代伊勢国内有数の重要地と考えてよい｡

さて､ 律令制に伴う国郡制は､ 国家による強制的

な区分を一部伴っていることは事実であろうが､ そ

の制定にあたって､ それ以前に培われた地域情勢を

全く無視できるものではないことは､ 古くは石母田

正によって解かれたところであり�､ 現象面として

は郡境が丘陵稜線や河川に設定されていることから

も明かである｡ 河曲郡についても､ 一定の歴史的背

景のもと設定されていると考えられる｡ 当然､ 伊勢

国分寺・河曲郡衙が河曲丘陵部に設置されたのも､

何らかの背景が存在する｡

しかし､ これら律令期のの重要施設がなぜ河曲北

部丘陵上に集中するのか､ あるいはなぜここが選地

されたのかについての議論はあまりされおらず､ 岡

田登氏による検討�がほとんど唯一に近い｡ 岡田氏

は大鹿氏を検討するなかで､ 大鹿氏を大和政権にい

ち早く対応した氏族と位置づけ､ 河曲北部丘陵上に

展開する諸遺跡についても評価している｡ 概ね妥当

な見解なのであろうが､ 律令期における国家史的画

期は極めて大きく､ それに影響される地域勢力との

関係も､ それ以前に形成された関係がそのまま継続

しているとは考えにくい｡

山中章氏の研究によると､ 山城国乙訓郡では､ 律

令国家によって設定された郡衙の位置は､ その段階

までに地元で勢力を有し続けた氏族の本拠地を避け

て設定されているという�｡ つまり､ 律令国家によっ

て選定される国府などの地域的拠点は､ 地域勢力の

情勢に大きく作用されるものと評価できるのである｡

とくに､ 河曲郡の場合､ 河曲中部低地の評価は極め

て重要といえる｡

それでは､ 河曲中部低地部で見られた古墳時代後

期の状況を踏まえたうえで､ 山中氏の提起した視点

で見た場合､ 河曲北部丘陵における古代の状況はど

う評価できるのであろうか｡ 後に伊勢国分寺・河曲

郡衙が造成されるのは鈴鹿川北岸の丘陵上であり､

今回の調査地は南岸の沖積地である｡ 河曲中部低地

の遺跡群からは､ 河田宮ノ北遺跡を中心として政祭

に絡む遺物類が多量に出土していることにまず注意

しなければならない｡ 河田宮ノ北遺跡の南部微高地

上には､ 古墳時代後期頃の豪族居館も想定できた｡

今回の調査対象となった河曲中部低地は､ 宮ノ前

遺跡あるいは八重垣神社遺跡における微高地の状況

を見ても､ 沖積地内に居住可能域が点在するあり方

を明確に示しているといえる｡ 宮ノ前遺跡・八重垣

神社遺跡は､ 南部に所在する神戸中学校校庭遺跡か

ら続く一連の微高地上にあたり､ 神戸中学校校庭遺

跡が弥生時代後期以降の大規模な遺跡であることを

考慮すれば､ 河曲中部低地には弥生時代から古墳時

代にかけて連綿と遺跡の形成がなされた地と考えて

よい｡ 河田宮ノ北遺跡の南部に想定される豪族居館

は､ このような背景を有しているのであり､ それは

まさに律令国家以前の地元で培われてきたものと認
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識することができる｡

以上のような状況を踏まえて､ 律令期の河曲丘陵

部を見ると､ その近隣には南浦廃寺などの地元勢力

による造寺が考えられるものも存在するが､ それは

国府・国分寺造成段階における状況を示すものであ

り､ それまでの段階に大規模な遺跡が広がっていた

地とはいえない｡ つまり､ 伊勢国分寺・河曲郡衙は､

それまでの空白域に突如として出現すると評価でき

るのである｡ その占地にあたっては､ 河曲低地部に

存在していたであろう在来勢力､ すなわち大鹿氏が

大きく影響していたであろうことは充分想定できる

のであるが､ それは大鹿氏古来の在地基盤である河

曲中部低地を避けていると見なせるのではないか｡

同じ目で伊勢国府の所在する鈴鹿郡東端部について

も､ 河曲低地部および石薬師東古墳群を造成した勢

力に阻まれ､ よりよい占地が不可能であった可能性

は高いであろう｡

河田宮ノ北遺跡の南には式内河 (川) 神社が鎮座

する｡ 江戸時代に 『勢陽五鈴遺響』 を著した安岡親

毅は､ 現在の集落名にも残る ｢河田｣ は ｢河曲｣ の

転訛ないしは誤記で､ 河神社のある地､ すなわち河

曲郡 ｢河曲｣ こそが当郡の中心であったとする�｡

事実､ ｢河｣ とのみ名乗る神社がこの地にあり､ 河

曲低地部の地形的条件を考えれば､ 通常は移転・移

動を想定しなければならない神社とはいえ､ 河神社

が移動の結果この地に鎮座したとは考えにくい｡

｢河田｣ ｢河曲｣ の誤記・転訛問題はこれ以上踏み込

めないものの､ 河神社の存在が郡名の由来と関わっ

ていることは充分に考えられ､ 200年以上前に示さ

れた安岡の見解は再評価に値するといえる｡ これま

での検討を踏まえれば､ 河田宮ノ北遺跡の南側 (場

所的には河神社が含まれる) に想定される古墳時代

の豪族居館のある意味での継承として式内河神社が

存在するのではなかろうか｡

古代における河曲丘陵部と河曲低地部との関係は､

古墳時代に展開した地域情勢を多分に踏まえながら

展開したものと評価する｡

� �������	


古墳時代から古代にかけての遺跡の展開を見ると､

低地部は丘陵部以上に重視すべき内容を持つと考え

られる｡ この時期に低地部で重要な遺跡が数多く確

認できることは､ 河曲低地部に限らず各地で散見で

きる｡ 伊勢中部の雲出川下流域では､ 雲出島貫遺跡

を中心として古墳時代前期以降大規模な遺跡が展開

する	｡ 雲出川支流の中村川下流域でも､ 古墳時代

前期から奈良時代頃にかけての重要な遺跡は低地部

を中心に展開しており､ 律令国家的建造物は丘陵部

寄りに所在することが判明しつつある
｡

これらのことは､ 古墳時代以降､ 水運の発達､ あ

るいは低地部の開発に対し､ 地元勢力がかなり大規

模に展開していたことを示唆する｡ そして､ 古代律

令国家は､ それを取り込もうとしながらも完全には

果たし得なかったという状況をも示している｡

律令国家は理念的に先行したために､ その崩壊は

早く､ より合議的､ あるいは封建的色彩の強い中世

へと至っている｡ 国家的色彩の強い古代の状況がそ

の後に受け継がれなかった背景には､ 河曲低地部に

おける遺跡の動向が示すような､ 国家という格式張っ

た枠組みを忌避する地域情勢があると考えられる｡

その意味からも､ 地域単位で遺跡を詳しく見ていく

ことは極めて重要な作業といえよう｡ (伊藤)

＜註＞
� 赤嶺秀雄｢序章－自然環境｣ (『鈴鹿市史』 第１巻 鈴鹿市教育委員会 1980

年)､ 安田喜憲 ｢三重県上箕田遺跡における弥生時代の自然環境の変遷と

人類｣ ( 『人文地理』 25－２ 1973年)

� 調査区内の地理学的所見については､ 現地指導を頂いた青木哲哉氏の観察

に依拠する｡

 三重県埋蔵文化財センター編 『三重県埋蔵文化財センター年報５』 (1994

年)

� 前掲註�文献

� 一連の圃場整備事業に伴い､ 平成14年度に三重県埋蔵文化財センターが実

施したもの｡

� 神戸高等学校郷土研究部 『上箕田』 弥生式遺跡第１次調査報告 (1961年)､

真田幸成・大場範久・仲見秀雄 『上箕田遺跡第2次調査報告』 (鈴鹿市教育

委員会 1970年)

� 早川裕己｢大木ノ輪遺跡｣ (『昭和54年度県営圃場整備事業地域埋蔵文化財

調査報告』 三重県教育委員会 1980年)

� 赤塚次郎 ｢土器様式の偏差と古墳文化｣ ( 『考古資料大観２』 弥生・古墳

時代土器Ⅱ 小学館 2003年)

� 矢作健二・赤塚次郎 ｢八王子古宮式と近江湖南甕｣ ( 『研究紀要第４号』

(財) 愛知県埋蔵文化財センター 2003)

� 川崎志乃 ｢古墳時代前期の雲出島貫遺跡｣ ( 『嶋抜』 Ⅲ 三重県埋蔵文化

財センター 2001年)
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� 前掲註�文献

� 赤塚次郎 『廻間遺跡』 ( (財) 愛知県埋蔵文化財センター 1990年)

� 赤塚次郎 ｢松河戸様式の設定｣ 『松河戸遺跡』 ((財) 愛知県埋蔵文化財セ

ンター 1994年)

� 田辺昭三 『須恵器大成』 (角川書店 1981年)

� 伊藤裕偉 ｢雲出島貫遺跡における古墳時代中後期の土器｣ ( 『嶋抜』 Ⅲ

三重県埋蔵文化財センター 2001年)

� 前掲註�文献｡

� 土器組成を求める作業は､ ｢なぜ小片まで土器を持ちかえるのか｣ という

素朴な疑問に対するひとつの回答であるとともに､ いわゆる ｢記録保存｣

として実施される発掘調査のデータとしても非常に貴重なものになると考

える｡

	 穴沢�光・馬目順一 ｢頭椎大刀試論－福島県下出土例を中心にして｣ (

『福島考古』 18 1977年)


 川上昭一ほか 『前田遺跡 (第Ⅱ調査区)』 (島根県八雲村教育委員会 2001

年) では､ 頭椎大刀を出土した前田遺跡の性格として､ 首長 (有力豪族)

層による祭祀の場としている｡

� 伊藤雅文 ｢新羅斧考｣ ( 『石川考古学研究会々誌』 第44号 2001年) なお､

伊藤氏には宮ノ前遺跡出土鉄斧についても有益なご助言を頂いた｡

� 光江章氏の集成によると､ 鈴付須恵器は韓半島南部を中心とし､ 日本列島

では九州から近畿にかけての瀬戸内沿岸地域と山陰地方および伊勢湾沿岸

部と関東に類例がある｡ 同氏 ｢鈴付須恵器の一例｣ ( 『君津郡市文化財セ

ンター研究紀要』 Ⅴ 1991年)｡ なお､ 光江氏が提示した事例のなかで､

河田宮ノ北遺跡のものと類似するのは熊本県玉名郡菊水町の京塚古墳の事

例 (桑原憲彰編 『京塚古墳』 熊本県教育委員会 1987年) である｡

 服部芳人ほか 『石薬師東古墳群・石薬師東遺跡発掘調査報告』 (三重県埋

蔵文化財センター 2000年)

� 水野柳太郎 ｢かわわぐん｣ ( 『国史大辞典』 第三巻 吉川弘文館 1983年)､

『大安寺伽藍縁起並流記資材帳』 は､ 『寧楽遺文』 中巻に掲載

� 藤原秀樹 ｢岸岡山２号窯跡出土の須恵器について｣ (【海の考古学】鈴鹿

市教育委員会 1995年)

� 山中章 ｢伊勢国北部における大安寺施入墾田地成立の背景｣ ( 『ふびと』

54 三重大学歴史研究会 2002年)

� 藤原秀樹・新田剛・清山健ほか 『伊勢国分寺・国府跡』 ２～４ (鈴鹿市教

育委員会 1995～1997年)

� 石母田正 『日本の古代国家』 (岩波書店 1971年)

� 岡田登 ｢伊勢大鹿氏について｣ 上・下 (『史料』 135・136 皇學館大学史

料編纂所報 1995年)

� 山中章 ｢律令国家形成過程の古代王権｣ ( 『日本古代王権の成立』 青木書

店 2002年)

� 安岡親毅著・倉田正邦校訂 『勢陽五鈴遺響』 (２) (三重県郷土資料刊行会

1976年) ｐ130～131

� 伊藤裕偉・川崎志乃 『嶋抜』 第１次調査 (三重県埋蔵文化財センター

1998年) ・伊藤裕偉 『嶋抜』 Ⅱ (三重県埋蔵文化財センター 2000年) ・

伊藤裕偉・川崎志乃 『嶋抜』 Ⅲ (三重県埋蔵文化財センター 2001年)

� 伊藤裕偉 ｢ふたつの ｢こおりいち｣ ～古代一志郡家に関する覚書～｣ (

『斎宮歴史博物館研究紀要』 11 斎宮歴史博物館 2002年) ほか
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ふ り が な かわののいせき

書 名 河曲の遺跡

副 書 名 河田宮ノ北遺跡・宮ノ前遺跡・八重垣神社遺跡 (第１～３次) 発掘調査報告

シ リ ー ズ 名 三重県埋蔵文化財調査報告

シ リ ー ズ 番 号 ２４７

編 著 者 名 伊 藤 裕 偉 ・ 豊 田 祥 三

編 集 機 関 三重県埋蔵文化財センター

所 在 地 〒515-0325 三重県多気郡明和町竹川503 TEL 0596(52)7031

発 行 年 月 日 2004年３月30日

ふりがな ふりがな コ ー ド 北 緯 東 経
調査期間

調査面積
調査原因

所収遺跡名 所 在 地 市町村 遺跡番号 °’” °’” ㎡

河田宮ノ北
こうだきたのみや

遺跡
鈴鹿市河田町
すずかしこうだちょう

24207
34 度
53 分
22 秒

136 度
34 分
25 秒

20001116～
20010129

累計
1,453

平成12～14
年度県営か
んがい排水
事業 (鈴鹿
川沿岸地区)

平成12～14
年度県営ほ
場整備事業
(河曲中部
地区)

字宮ノ北
あざきたのみや

ほか

宮ノ前
みやのまえ

遺跡
鈴鹿市十宮町
すずかしとみやちょう

24207 855
34 度
53 分
15 秒

136 度
34 分
46 秒

20010215～
20010314 838

字宮ノ前
あざみやのまえ

ほか

八重垣神社
やえがきじんじゃ

遺跡
鈴鹿市十宮町
すずかしとみやちょう

24207 1174
34 度
53 分
23 秒

136 度
34 分
50 秒

20010126～
0314
20011108～
20020228
20021021～
1202

１次 1,290

２次 1,150

３次 550字宮ノ前
あざみやのまえ

ほか

所収遺跡名 種 別 主な時代 主 な 遺 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

河田宮ノ北
遺跡

集落跡
(河道)

古墳
中後期

古代
中世前期

河道・杭列

河道・杭列
溝

木製品 (頭椎大刀・形代・
農耕具ほか) 多数 土師
器・須恵器多数 (韓式系
土器ほか)
土師器・須恵器
土師器・陶器

極めて優秀な遺物群

宮ノ前遺跡 集落跡
河道

古墳前期
古墳
中後期
中世前期

竪穴住居・溝・河
道祭祀土杭・土坑・
河道
河道

古式土師器・木製品
土師器・須恵器多数
土玉など
土師器・陶器

良好な一括遺物
馬顎骨は､ 水関連祭
祀か？

八重垣神社
遺跡

集落跡
河道

弥生前期
古墳前期
古墳
中後期
古代
中世前期

竪穴住居・河道
土坑・河道

掘立柱建物・土杭
大溝・溝

弥生土器
古式土師器・木製品
土師器・須恵器

土師器・須恵器
土師器・陶器

遠賀川系

㈱パリノ・サーヴェイ､ 環境考古学研究所による自然化学分析も掲載する｡
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編 集 三重県埋蔵文化財センター発 行

印 刷 ㈲第一プリント社


