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序 
 

七ヶ宿ダムは建設省東北地方建設局によって計画・実施されるもので、白石川の水を堰

き止めて湛水し、洪水調整をはかるとともに各種用水を供給しようとする宮城県最大の多

目的ダムで、昭和63年に完成の予定である。 

ダムが建設される七ヶ宿町は宮城県の南西端に位置し、奥羽山脈に抱かれた山麓の町で、

町面積の93％は山林に属し、農地は極めて尐ない。江戸時代は宿場町で、出羽13大名の参

勤交代路として、また出羽三山参りの往還路として賑わった。しかし、明治32年国鉄奥羽

本線の開通によって七ヶ宿街道の利用は激減した。戦後になると高度成長期を境に人口の

流出が続き、昭和45年には過疎地域に指定された。七ヶ宿町は今回のダム建設でまた大き

く変わろうとしている。 

ダムの完成によって七ヶ宿町の渡瀬・原・追見の三集落の民家150戸と410ha土地が水没

する予定であるが、それと共にこの地域にある埋蔵文化財や古くから伝承されてきた民俗

行事・生活習慣・使い古した民具なども同じく姿を消す運命にあった。 

埋蔵文化財の調査は建設省東北地方建設局（七ヶ宿ダム工事事務所）からの依頼により

昭和56年度から本格的に始まり、昭和59年度に大部分の野外調査が終了した。発見された

遺構や出土した遺物は膨大で、昭和60年度から専ら遺物の整理を行っており、それは昭和

62年度まで継続する予定である。今回の報告書は七ヶ宿ダム関連遺跡としては第3冊目であ

り、为として小梁川遺跡の遺構とその出土品についてまとめたものである。 

遺跡保存の協議や野外調査・遺物整理を通じて建設省東北地方建設局（七ヶ宿ダム工事

事務所）をはじめ七ヶ宿町教育委員会・白石市教育委員会など関係機関には多大な協力を

いただくことができた。記して厚く御礼を申し上げたい。 

 

昭 和 6 2年 3月 

 

宮城県教育委員会 

教育長 関 本 朝 吉  



例   言 

1．本書は七ヶ宿ダム関連遺跡発掘調査報告書第3冊目として小梁川遺跡（縄文時代遺構編）と

原尻遺跡の調査結果をまとめたものである。 

2．原尻遺跡は小梁川遺跡と盗人沢をはさんで西隣りの段丘上に位置するが、遺構が多数構築さ

れる時期が小梁川遺跡と一致すること、双方を隔てる沢の規模が小さいことなどから、小梁

川遺跡の延長として考えることができ、本報告では原尻地区と呼称することにした。 

3．調査の为体者は宮城県教育委員会と建設省東北地方建設局七ヶ宿ダム工事事務所である。 

4．今回は住居跡、ピット群、埋設土器遺構、墓壙、配石遺構、溝状土壙出土の石器について報

告する。これら以外の遺構から出土した石器の報告および全石器群の考察は次回刉行予定の

報告書に掲載する。石器の器種分類は属性表に表示したが、それらの説明も次刉の報告書で

行なう予定である。 

5．遺構内から出土した植物遺体については東北大学農学部の星川清親氏、庄司駒男氏に鑑定と

執筆をお願いした。また、石器の石材鑑定は東北大学教養部蟹沢聰史氏にお願いした。 

6．発掘調査及び遺物調査については、次の方々から御教示、御指導を賜った。（五十音順） 

会田 容弘氏、伊東 信雄氏、岡村 道雄氏、後藤 勝彦氏、茂原 信生氏、 

志間 泰治氏、庄司 駒男氏、須藤  隆氏、芹沢 長介氏、秦  昭繋氏、 

古山 安紘氏、星川 清親氏、松島 吉信氏、村山 斌夫氏、目黒 吉明氏、 

山田 晃弘氏、渡辺  誠氏 

7．土色は『新版標準土色帖』（小山・竹原：1973）を、土性区分は国際土壌学会の基準を参照

した。 

8．上記遺跡の出土遺物及び実測図・写真等の資料は宮城県教育委員会が保管している。 

9．整理、報告書の作成は、宮城県教育庁文化財保護課が担当し、執筆は課員の検討を経て次の

とおり分担して行った。 

遺 構－村田 晃一 

土 器－真山  悟、伊藤  裕、今野  隆 

石 器－佐藤 広史 

土製品－今野  隆 

付 編－星川 清親、庄司 駒男（東北大学農学部） 



調 査 要 項 

遺 跡 記 号：ＪＣ（小梁川遺跡）〔宮城県遺跡地名表登載番号 04032〕 

ＪＯ（原尻遺跡）〔宮城県遺跡地名表登載番号 04079〕 

遺跡所在地：（小梁川遺跡）宮城県刈田郡七ヶ宿町字小梁川・板沢・白ハゲ地内 

（原尻遺跡）宮城県刈田郡七ヶ宿町字原尻地内 

調 査 期 間：（小梁川遺跡）昭和56年4月21日～10月31日 

昭和57年4月8日～11月2日 

（原尻遺跡）昭和57年6月14日～10月25日 

調査为体者：宮城県教育委員会、建設省東北地方建設局七ヶ宿ダム工事事務所 

調査担当者：宮城県教育庁文化財保護課 

調査協力機関：七ヶ宿町教育委員会、白石市教育委員会 

調査対象面積・調査面積：（小梁川遺跡）約48,000㎡ 

（原尻遺跡）約10,000㎡ 

調 査 員：昭和56年度発掘調査 佐々木茂楨、新庄屋元晴、加藤 道男、真山  悟、 

菊地 淳一、小徳  晶、相原 淳一 

昭和56年度室内整理 佐々木茂楨、新庄屋元晴、真山  悟、菊地 淳一、 

相原 淳一 

昭和57年度発掘調査 佐々木茂楨、新庄屋元晴、真山  悟、菊地 淳一、 

相原 淳一、村田 晃一 

昭和57年度室内整理 佐々木茂楨、新庄屋元晴、真山  悟、菊地 淳一、 

相原 淳一 

昭和58年度発掘調査 平沢英二郎、真山  悟、小徳  晶、後藤 彰信、 

笠原 信男、村田 晃一 

昭和58年度室内整理 平沢英二郎、菊地 淳一、相原 淳一 

昭和59年度室内整理 平沢英二郎、相原 淳一、村田 晃一 

昭和60年度室内整理 平沢英二郎、新庄屋元晴、相原 淳一、小川  出、 

茂木 好光、村田 晃一 

昭和61年度室内整理 藤沼 邦彦、真山  悟、佐藤 広史、村田 晃一、 

伊藤  裕、今野  隆 
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Ⅰ．発見された遺構と遺物 

1．遺構の分布（第1図） 

小梁川遺跡で確認された縄文時代の遺構は竪穴住居跡、焼け面を囲むピット群、フラスコ状土壙、

埋設土器遺構、墓壙、配石遺構、溝状土壙、その他の土壙、遺物包含層などからなる。これらは遺物

包含層を除いて上位の段丘面で検出されているが、その分布には粗密がある。 

板沢地区の場合、前期前葉の住居跡や土壙、前期末葉～中期中葉の住居跡、フラスコ状土壙、埋設土

器遺構、墓壙や土壙などが中央部と南部をのぞく地域に多数検出されている。住居跡は通常規模のも

のと大型のものとがあり、前者は北西部や南東部に分布するものが多く、後者は北東部に位置する。

フラスコ状土壙は南東部、東部、北東部、西部、南西部に多く分布するが、中でも南東部に最も集中

し、ここではフラスコ同士の切り合いもみられる。埋設土器遺構や墓壙は中央部寄りに分布するのが

多い。土壙は南西部から東部まで時計回りに分布し、フラスコ状土壙の多い南東部には尐ない。これ

らの遺構群のさらに東側の段丘崖や北西斜面には前期末葉～中期前葉までの遺物包含層が形成されて

いる。 

原尻地区では南東部に遺構が集中し、住居跡のほか中期初頭から中葉までのフラスコ状土壙や埋設

土器遺構、配石遺構などが分布する。 

白ハゲ地区は南部で前期末葉～中期中葉の土壙が多数認められ、北部で早期末葉～前期初頭の住居

跡と中期中葉の住居跡や土壙がみられる。他は全体的に遺構の分布が希薄で、中央部は南へのびる尾

根の西側斜面に溝状土壙が南北に並ぶのが目につく程度である。 

以下、遺構の種類毎にその特徴をみていくが、住居跡や焼け面を囲むピット群、埋設土器遺構、墓

壙、配石遺構については1つ1つの遺構について事実記載を行ったが、フラスコ状土壙や溝状土壙、そ

の他の土壙については総括的な事実記載を行った。これらの土壙1つ1つの特徴については土壙観察表

（第1～12表）を参照していただきたい。また、文中に出てくる時期については小梁川遺跡出土土器の

考察に基く土器群の名称に拠っている。 
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2．竪穴住居跡 

1号住居跡（第12図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＳ68・69、ＣＴ68～70、ＤＡ68～70区の地山面で確認された。 

〔重 複〕住居南部に3基の土壙（207・208・248号土壙）が確認されているが、いずれも住居跡より

古い。北壁の中央部付近は攪乱によって壊されている。 

〔規模・平面形〕径6ｍ程の円形を呈すると思われる。 

〔堆積土〕3枚認められる。第1層は住居のほぼ全域に、第2層は南東部、第3層は南壁際に堆積してお

り、いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で13㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山の黄褐色シルトを床としている。床面の状況は西側へむけてゆるやかに傾斜している。 

〔柱 穴〕床面から39個のピットが検出されている。このうちピット1・3・4・5・6・7は規模や深さ

が似ており、住居の中央を三方から取りまいている。これに北側の攪乱部に同程度のピット2個を想定

した計8個のピットが住居の为柱穴と思われる。また、壁際に小ピットが並ぶが分布がまばらなため壁

柱穴かどうかは不明である。 

〔炉〕住居の中央で90×60㎝の隅丸方形を呈する石組炉が検出されている。長軸方向はＮ－47°－Ｅ

で、石は溝状の掘り方の上に据えられている。炉の内部から焼け面や焼土が検出されておらず、僅か

に石の内面が焼けているのみなので使用回数は尐なかったものと思われる。 

〔出土遺物〕床面から石器、ピットから土器、堆積土から土器と石器が出土している。 

土 器（第16図） 

1・2は外傾する深鉢の口縁部資料である。1は口縁がやや肥厚するもので無文、2は横位の押圧縄文

が一条巡る。 

3～8は深鉢の胴部資料である。このうち4～6は隆線文もしくは鋭い隆沈線文が施されるもので、5

では第224図1と同様の文様になるものと思われる。3・7・8は沈線文や平行沈線文がみられる。 

2号住居跡（第17図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＰ63、ＣＱ62・63、ＣＲ63区の地山面で確認された。 

〔重 複〕住居のほぼ3/4が31号住居跡と、東壁中央で土壙と切り合い双方を切っている。 

〔規模・平面形〕東壁を除く三方の壁が31住と重複するため推定となるが、セクション図と壁柱穴と

考えられる小ピットの配置から長軸3.7ｍ、短軸2.8ｍの楕円形を呈すると思われる。 

〔堆積土〕5枚に分けられ、第1層は南側の一部に、第2層はほぼ全域に堆積し、第3層は 
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床面を直接覆い、第4層・第5層は壁際に認められる。いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で20㎝あり、立ち上りは東壁・北壁が急角度で、西壁・

南壁がそれらより緩やかである。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕床面で38個のピットが検出されている。このうちピット1～4は規模も大きく、住居の長軸

線上にあるため为柱穴と考えられる。また、ピット1と2、3と4には切り合いがあることから住居の建

て替えが考えられる。壁の残りのよい部分では径10～20㎝の小ピットが壁際を巡っており、壁柱穴と

考えられる。 
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〔炉〕住居中央から西寄りの床面上で80×50㎝の焼け面が認められている。位置や状況から地床炉と

考えられる。 

〔周 溝〕北壁から東壁の壁際には幅10～25㎝、深さ10㎝前後の周溝が巡る。断面は「Ｕ」字形で周

溝内には壁柱穴と考えられる小ピットが認められる。西側の31号住居跡と切り合う部分は当初双方の

住居跡の切り合い関係を確認しないまま調査したので確認できなかった可能性があり、周溝はもとも

と全周していたと思われる。 

土 器（第19図） 

1は胴部中位から口縁部にかけて外反ぎみに立ち上がる深鉢である。文様は口縁部上位に、刻目およ

び刻目状押圧縄文が付加された連弧状隆線文が巡り、さらにその下に連続指頭状圧痕文が付加された

横位隆帯が巡る。 
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2は外傾する深鉢の口縁部資料で、連弧状隆線文や刻目等が施されている。3～5は縦位や楕円等の沈

線文が施される深鉢の胴部資料、6は綱代痕がみられる底部資料である。 
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3号住居跡（第20図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＱ61・62、ＣＲ61・62区の地山面で確認された。 

〔重 複〕住居の西側で4号住居跡及び3基の土壙と切り合う。このうち新旧関係がわかるのは4号住と

南西コーナー内側にある土壙で、いずれも3号住より新しい。 

〔規模・平面形〕長軸3.6ｍ、短軸2.4ｍの長方形と考えられる。 

〔堆積土〕2枚に分けられ、第1層は中央付近に薄く堆積し、第2層は全体を覆っている。いずれも自然

流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で26㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕床面で16個のピットが検出されている。このうちピット1は住居のほぼ中央に位置し、規模

も大きいことから为柱穴と考えられる。北壁から東壁にかけての壁際にある小ピットは壁柱穴の可能

性がある。 

〔出土遺物〕床面から土器が、堆積土から土器と石器が出土している。 

土 器（第21図） 

いずれも深鉢の小破片で胎土に繊維を含むものである。1は口縁部が外傾し、重層末端ループ文ＲＬ

が施されている。2～6は胴部資料でいずれも重層末端ループ文ＲＬが施されている。 
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4号住居跡（第23図） 

〔位置・確認面〕ＤⅣ－ＣＲ60～62、ＣＳ61・62区の地山面で確認された。 

〔重 複〕北壁で土壙3基と切り合い、東壁で3号住居跡及び土壙2基と切り合う。このうち新旧関係が

わかるのは3号住と212号土壙で、いずれも4号住の方が新しい。 

〔規模・平面形〕壁の残りがよくないが、長軸4.5ｍ、短軸3.8ｍの楕円形と考えられる。 

〔堆積土〕2枚に分けられ、第1層は北西部に堆積し、第2層は住居の全域を覆っている。いずれも自然

流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で6㎝あり、立ち上りは北壁・南壁が急角度で西壁が比較

的緩やかである。 

〔床〕地山を床とする。床面は西へむかって傾斜している。 

〔柱 穴〕床面で11個のピットが検出されている。このうちピット1・2・4～7は規模がほぼ同じで、

これらは住居の中央を六角形に囲む位置にあり、为柱穴と考えられる。 

〔炉〕中央から南よりの床面上で24×22㎝の範囲で焼け面が確認された。位置や状況から地床炉と考

えられる。 
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〔周 溝〕南壁際に認められる。幅20～25㎝、深さ12㎝で断面形は「Ｕ」字形である。 

〔出土遺物〕堆積土から土器が出土している。 

土 器（第24図） 

1～6・8・9は内弯する深鉢の口縁部資料である。このうち6を除くいずれもが「ミガキ」の加えられ

た鋭い隆沈線による区画文様が施される点で共通しており、これらは5などの文様からみると、いずれ

も横位渦巻文になるものと思われる。6は沈線による文様が施される。 

10・13は深鉢の頸部、11・12・14～26は胴部の資料である。頸部についてはともに無文帯が

みられ、胴部は11・12・14～22が「ミガキ」の加えられた鋭い隆沈線による文様、23～26は鋭

い沈線による文様が施される。14～17・19などの文様からみると、隆線によるものは概ね曲折 
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渦巻文になるものと推定される。 
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5号住居跡（第25図） 

〔位置・確認面〕ＤⅣ－ＢＰ48・49、ＢＱ47～49、ＢＲ47～49区の地山面で確認された。 

〔重 複〕西壁の中央部が平安時代の土壙によって切られている。 

〔規模・平面形〕西壁の中央部が失なわれているが、長軸6.1ｍ、短軸4.7ｍの不整な楕円形と考えら

れる。 

〔堆積土〕3枚に分けられ、第1層は中央部に、第2層は東～南壁際、第3層は北～西壁際に堆積してい

る。いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で15㎝あり、立ち上りは南壁が急角度で他は比較的緩や

かである。 

〔床〕地山を床とする。床面は若干の凹凸がある。 

〔柱 穴〕床面で8個のピットが確認されている。このうちピット1・2・3・4or5は炉を囲むように配

され、深さもほぼ同じであることから为柱穴と考えられる。また、炉の両袖にあるピット7・8はそれ

ぞれピット2と3、ピット4と3を結ぶ線上にあり、为柱穴の可能性がある。 

〔炉〕住居の中央からやや東寄りで検出された。長軸2.1ｍ、最大幅1ｍの複式炉で長軸方向はＮ－25°

－Ｗである。土器埋設部と石組部から構成され、土器埋設部は径33㎝の深鉢の胴部が60×54㎝の掘り

方の中へ正位に埋められ、周囲を石で囲まれている。石組部は土器埋設部に直接とりつき、側壁に直

交する石列によって2つに区画されている。底面は石列の北側が平坦で、南側の北半部が凹み、南半部

が平坦となっている。 

〔出土遺物〕炉とピットから土器、床面と堆積土から土器および石器が出土している。 

土 器（第26図） 

1は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が外反する深鉢である。文様は沈線によってなされ、胴部上

位に横位渦巻文、下位に下垂渦巻文が施されている。口縁部は無文である。 

2は胴部上位が外反ぎみに立ち上がり、口縁部が内弯する深鉢で、波状口縁をなすものである。文様

は口縁～胴部に連続して展開するもので、隆沈線による区画性の強い曲流渦巻文が施されている。 

3～11は深鉢の口縁部や胴部資料で、隆線や隆沈線による渦巻文が多くを占めるが、他に縦位沈線文

や縦位条線文のものなどもある。 

6号住居跡（第28図） 

〔位置・確認面〕ＤⅣ－ＢＲ45・46、ＢＳ45～47、ＢＴ45・46の旧表土面で確認された。 

〔規模・平面形〕長軸6ｍ、短軸4.8ｍの南にむかってゆるやかにひらく不整な楕円形である。 
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〔堆積土〕1枚確認され、住居の全面に堆積している。自然流入土と思われる。 

〔壁〕旧表土を壁とする。壁高は保存のよい所で14㎝あり、立ち上がりは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面は平坦である。 

〔柱 穴〕床面で5個のピットが確認されている。このうちピット1・2・4・5は円形で規模も径が20

～30㎝とほぼ同じである。配置をみるとピット1・2は西壁際に、ピット4・5は炉の両袖にある。東壁

際にピットはみられないが、ピット1・2と対称の位置に同規模のピットを想定した6個が为柱穴になる

と思われる。 

〔炉〕住居の中央から南寄りの位置で検出されている。長軸240㎝、最大幅140㎝の石組炉で長軸方向

はＮ－27°－Ｅである。石組部は150×95㎝の長方形で内部は全面焼けているが、特に奥壁から南に50

㎝までの範囲は強く焼けた痕跡が認められる。前庭部では側壁の右が南側へむかってのび、その先に

径30㎝程の円形のピットがある。掘り方の範囲は250×140㎝である。 

〔出土遺物〕床面・炉・ピット・堆積土から縄文土器が、床面・堆積土から石器が出土している。 

土 器（第29・30図） 

第29図7は胴部上位が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が短く外傾する深鉢で、口縁部は無文、胴部は地

文のみが施されている。 

第30図1～6・8～11は深鉢の口縁部資料である。このうち1は口縁部が外傾、2～4・6・11は内弯する

もので、これらの大部分は隆沈線による横位渦巻文や曲流渦巻文が施される。 

第29図8～10は外傾する深鉢の口縁部資料で、口縁は無文、胴部は地文のみのものである。 

第30図は深鉢の胴部を中心とした資料である。小破片のため文様が明確でないものが多いが、その

なかで1・7・10などは隆沈線や沈線による曲流渦巻文、17は沈線による連弧文と思われるものである。 
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7号住居跡（第33図） 

〔位置・確認面〕ＤⅣ－ＢＱ42～44、ＢＲ42～44区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕北壁の一部、西南部の壁が攪乱によって失なわれているが5.1×4.2ｍの不整な楕円

形と考えられる。 

〔堆積土〕3枚に分けられ、第1層は住居のほぼ全域を覆っており、第2層、第3層は壁際に堆積してい

る。いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で15㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕床面で7個のピットが確認されている。このうちピット1・3・4・7は住居の中央を囲むよう

に配置されており、これに炉の西側の攪乱をうけた部分に同規模のピットを想定したものを加えた5

個のピットが为柱穴と考えられる。 

〔炉〕住居の中央から南よりの位置で検出されている。116×82㎝の隅丸方形をなし、回りを河原石で

囲まれた石組炉である。長軸方向はＮ－3°－Ｗで掘り方の範囲は120×90㎝である。石組内は全体に

焼けているが、特に北側はよく焼けている。 

〔出土遺物〕床面から石器が、堆積土から縄文土器と石器が出土している。 

土 器（第34図） 

1は内弯、2・3は外傾する深鉢の口縁部資料である。このうち1は隆沈線による横位渦巻文、2は口縁

上端に横位沈線文が施されるが、3は無文である。 
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4～9は深鉢の胴部資料である。このうち比較的文様の明らかな6～9は、沈線もしくは隆沈線による

曲流渦巻文がみられる。 
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28号住居跡（第36図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＦ61・62、ＤＧ61・62区の地山面で確認された。 

〔重 複〕西壁で土壙と切り合うが、新旧関係は不明である。 

〔規模・平面形〕住居の南側が白石川の浸食によって失なわれているが、残存部の状況から平面形は

円形もしくは楕円形と思われる。 

〔堆積土〕攪乱が床面の近くまで及んでいたため堆積土は1枚のみ確認されている。明黄褐 
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色土であるため壁際の三角堆積土と思われる。 

〔壁〕地山を壁とする。東壁は攪乱のため確認できなかった。壁高は保存のよい所で22㎝あ 
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り、立ち上りは西壁が急角度で、東壁が比較的ゆるやかである。 

〔床〕地山を床とする。床面は西側へむけてゆるやかに傾斜している。 

〔柱 穴〕床面において12個のピットが確認されている。このうちピット8と9は深さが他と比べて著

しく深いため为柱穴の可能性があるが、全体の配置がわからないため断定はできない。壁際に小ピッ

トがあるが壁柱穴の可能性は薄い。 

〔出土遺物〕堆積土から縄文土器が出土している。 

土 器（第37図） 

ともに深鉢の胴部資料である。1は地文、2は横位沈線文間に連続刺突文が充塡される文様である。 

29号住居跡（第38図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＡ56～58、ＤＢ57・58区の地山面で確認された。 



 38 

〔規模・平面形〕西壁の半分が白石川の浸食で失われているが、4.1×3.1ｍの長方形と考えられる。 

〔堆積土〕6枚に分けられる。第1層は住居の全域を覆い、第2層は中央にレンズ状に堆積し、第3～6

層は壁際の三角堆積土である。いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で47㎝あり、立ち上りはゆるやかな部分が多い。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕床面で21個のピットが確認されている。これらは径が10㎝前後と20㎝以上のピットに分け

られ、壁際とその周辺に多く見られ为柱穴と考えられるピットはない。壁際のピットは壁柱穴の可能

性がある。 

〔炉〕床面のほぼ中央部に84×62㎝の範囲で焼け面が認められる。位置や状況から地床炉 
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と考えられる。 

〔出土遺物〕堆積土から縄文土器や石器が出土している。 

土 器（第39図） 

いずれも深鉢で胎土に繊維を含む土器である。1・2は口縁部資料で、1は口縁部が外傾するもの、2

は外傾しながら口縁上部で若干内側にくびれるもので、それぞれ羽状縄文ＬＲ×ＲＬ、重層末端ルー

プ文ＲＬが施されている。19は口縁～胴部資料で、胴上部でくびれ、口縁部が外傾するものである。

組紐回転文が施されている。その他は胴部、底部資料で、組紐回転文（3～6・9～12・14）、重層末端

ループ文（7・8・13・17・18）、0段多条縄文（16・22）が施されている。21は沈線文、22の底部には

押引き文がみられる。 

30号住居跡（第42図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＬ54・55区の地山面で確認された。 

〔重 複〕残存する床面のほぼ中央部を土壙に、壁の南西端付近をピットに切られている。 

〔規模・平面形〕南側が白石川によって浸食されているため残存部から推定すると短辺が2.2ｍの長方

形と思われる。 

〔堆積土〕2枚に分けられ、第1層は中央部よりに、第2層は壁際に堆積している。いずれも自然流入土

と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で11㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面は南へむけてゆるやかに傾斜している。 

〔柱 穴〕壁際を径10～20㎝の小ピットが巡る。これらは壁柱穴と考えられる。 

〔出土遺物〕なし。 

31号住居跡（第43図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＱ62・63、ＣＲ62・63区の地山面で確認された。 

〔重 複〕2号住居跡と切り合い、それより古い。 

〔規模・平面形〕東壁が2号住によって失なわれているが、東南のコーナーと壁柱穴と考えられるピッ

トの配置から3.7×3.2ｍの東西にやや長い方形と思われる。 

〔堆積土〕住居の中央部分は2号住に切られるため不明で、壁際に1枚だけ認められる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で20㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕住居の中央やや南よりにある深さ15㎝のピット1が为柱穴と考えられる。壁沿いには小ピッ

トが巡っており、壁柱穴と考えられる。南西コーナーのピットは他と比べて大きい。 

〔出土遺物〕なし。 
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 32号住居跡（第44図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＮ56・57、ＣＯ56・57区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕4.2×2.7ｍの長方形である。 

〔堆積土〕堆積土は9枚に分けられる。第1・3・8層は住居のほぼ全域を覆い、第2・4～7層は壁際に堆

積していた。第9層は生活層と考えられ、層中には多数のチップが含まれていた。これらの中で第3層

は黄褐色のシルト質粘土で礫を多く含み、遺物や炭化物も含んでいないことから人為的に埋め戻され

た層と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で38㎝あり、立ち上りは東西壁が急角度で南北壁はゆる

やかである。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦で堅くしまっている。 

〔柱 穴〕住居のほぼ中央に位置するピット1は深さが32㎝と最も深く、位置や状況から見て为柱穴と

考えられる。また、壁沿いには小ピットが巡っており、これらは壁柱穴と考えられる。 

〔その他〕南壁の中央部付近は壁柱穴がなく、床面のチップの分布をみてもこの部分では稀 
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薄である。よって、南壁中央部付近は住居の出入口であった可能性がある。 

〔出土遺物〕床面から石器（未製品を含む）と多量のチップが出土している。 

床面出土のチップについて 

32号住居からは約633点のチップおよび石鏃の破損品を検出し、位置はすべて図に表記した（第

46図1）。これらはすべて床面（生活面）で検出したものであり、サンプリングエラーを考慮に

入れてもきわめて望ましい方法だったと考える。これらの中から二次加工があり比較的大きな

ものを抽出して示したのが第45図であり、チップを母岩別に区分する基準とした。チップ 
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は微細で母岩別に区分するのはやや不正確だが、三類型が抽出され、破損品はないが、残りのチップ

の中からさらに三類型を抽出し、6類型とし、各々の分布状態を示した（第46図）。 

№1系列（第46図2）、登録番号№1、181、403、544をふくむ。一般的な珪質頁岩の特徴を示し、細

分はできない。 

№545系列（第46図3）、登録番号№545をふくむ。同じく珪質頁岩だが№1系列に比して光沢がなく

褐色みが強い。 

№368系列（第46図4）、登録番号№368をふくむ。同じく珪質頁岩だが、光沢が全くなく黒褐色を呈

する。 

№612系列（第46図5）、製品の破損品はなくチップのみである。珪質頁岩でやや緑色を帯びる。 

№204系列（第46図5）、チップのみである。褐色味を帯びた灰白色を呈する。 

№630系列（第46図5）、チップのみである。褐色味を帯びた灰白色を呈する。 

33号住居跡（第47図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＲ55・56、ＣＳ55・56区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕2.8×2.7ｍの方形を基調とするが、東壁は両端が北と南に張り出し、他の壁より60

㎝程長くなっている。 

〔堆積土〕第1層は住居のほぼ全域に堆積し、第2層、第3層は壁際に堆積している。各層とも自然流入

土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で35㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面は東から西にかけてゆるやかに傾斜している。 
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〔柱 穴〕住居の中央部とその南側に深さ30㎝のピット1・2があり、これらは为柱穴と考えられる。

双方の位置は極めて近接しているため同一時期のものではないと思われる。壁際には小ピットが14個

巡っており壁柱穴と考えられる。 

〔出土遺物〕堆積土から縄文土器や石器が出土している。 

土 器（第48図） 

2点とも深鉢の胴部の小破片で胎土に繊維を含むもので、1は重層末端ループ文、2は沈線文が施され

ている。 

34号住居跡（第49図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＯ58・59、ＣＰ58・59区の地山面で確認された。 

〔重 複〕北壁・東壁・西壁で土壙と切り合うが、新旧関係がわかるのは西壁の土壙のみで、住居は

これより古い。 

〔規模・平面形〕3.7×2.6ｍの不整な長方形である。 

〔堆積土〕3枚に分けられ、第1層は住居のほぼ全域に、第2層・第3層は壁際に堆積している。いずれ

も自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で10㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕住居のほぼ中央に位置するピット1が为柱穴と考えられる。また壁に沿って大小2種類のピ

ットが巡る。大きいピットは9個あり、（Ｐ21・7・32・35・37・41・44・45・13）、これらは住居の

コーナー付近とその間に距離をおいて認められ、その間に小ピットがならぶようである。壁際のピッ

トは壁柱穴と考えられる。 

〔出土遺物〕なし。 

36号住居跡（第50図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＰ65・66、ＣＱ65・66区の地山面で確認された。 

〔重 複〕153号土壙と切り合い、それより古い。 

〔規模・平面形〕4.5×2.6ｍの長方形で、南壁中央部に100×50㎝の張り出し部をもつ。 

〔堆積土〕堆積土は3枚に分けられる。第1層は中央から西へかけて皿状に、第2層は北側 
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に、第3層は住居の全域に堆積している。各層とも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で40㎝あり、立ち上りはゆるやかである。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕床面で10個のピットが確認されている。このうちピット1は住居の中央に位置し、最も深い

ピットであることから为柱穴と考えられる。 

〔炉〕床面の南西部で50×35㎝の焼け面が検出されている。地床炉と考えられる。 

〔出土遺物〕堆積土から縄文土器と石器が出土している。 

土 器（第51図） 

2点とも深鉢の胴部の小破片で胎土に繊維を含むもので、1は組紐回転文、2は末端ループ文が施され

ている。 

37号住居跡（第52図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＩ84～86、ＤＪ84～86区の地山面で確認された。 

〔重 複〕397号土壙と切り合い、それより古い。 

〔規模・平面形〕北壁以外は削平をうけてはっきりしないが、壁柱穴と考えられるピットの配置から

5.6×5.4ｍの円形と思われる。 

〔堆積土〕2枚にわけられる。第1層は西側を除く住居のほぼ全域を覆っており、第2層は西側に堆積し

ている。いずれも自然流入土である。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で12㎝あり、立ち上りはゆるやかである。 

〔床〕地山を床とし、床面はゆやるやかに起伏する。 

〔柱 穴〕床面で45個のピットが確認されている。このうちピット1・2・5・7・9・11は焼け面を中心

に六角形に配置されており、为柱穴と考えられる。また、これら6個のピットを結ぶ線上にピット3・4・

6・8・10・12があることから、これらのいくつかは为柱穴の可能性がある。その外側には为柱穴と考

えられるピットより小さい、円形もしくは楕円形のピットが円形に巡っており、これらは壁柱穴と考

えられる。 

〔炉〕住居の中央に74×50㎝の範囲で焼け面が認められる。位置や状況からみて地床炉と考えられる。 

〔その他の施設〕炉の西側にある1号土壙はフレイクがぎっしり詰まっており、フレイクを 
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貯蔵した土壙と考えられる。また、焼け面の東側にある2号土壙はその出土土器が床面出土土器と接合

しているので、住居に伴う土壙と考えられる。 

〔出土遺物〕床面、ピット、堆積土から縄文土器が、床面、堆積土から石器が出土している。 
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 土 器（第53・54図） 

第53図1～13は内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料である。これらは刻目が付加された隆線もしく

は2本の沈線によって描かれる山形や円形の文様が为体を占めるが、13のように細い粘土紐貼付による

楕円形区画文と縦位充塡文がみられるものもある。 

第53図15～25は直線的に外傾する深鉢の口縁部資料である。为な文様として、15の鋸歯状粘土紐貼

付文、19の横位・鋸歯状沈線文のほか22・24の方形区画隆線文内に横位の沈線文が充塡される文様、

25の連続する「く」字状短沈線文などがある。 

第53図14は口縁部の中下位は内弯するが、上位で「く」字状に屈曲し、短く外反する深鉢で、口縁

部上位には刻目状押圧縄が巡り、その下の横位沈線にはさまれた部分は連続する斜位沈線文が施され

ている。 

その他の口縁部資料として第53図26～28がある。いずれも外傾する深鉢で、26・27は横位押圧縄文、

28は縦位条線文がみられる。 

第54図1～9は深鉢の胴部資料である。このうち1は胴部上位が強く脹らむもので、縦位の結節文と羽

状縄文が施される。他は外傾もしくは内傾する小破片で、三角形の彫去による鋸歯状文や平行沈線に

よる縦位や斜位の文様等が認められる。 
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1号土壙出土の剥片一括資料 

1号土壙からは、317点の剥片が出土した。それらは16の母岩に分類でき、28点の接合資料（単純な

折れをのぞく）が得られ、総剥片数は92点であった（第17表）。以下接合資料ごとに説明する。 

№1（Ｂ）65→（63＋64）（第58図） 

65と63＋64とは同一の打面から打たれている。63と64とは節理による折れと考える。 

№2（Ｄ）154→155→156（第58図） 

三点の剥片は同一の打面から剥離されている。 

№3（Ｅ）203→204（第59図） 

203の剥離後、打面調整の小剥離および、204の背面右側辺を打面とする剥離が行なわれた。 

№4（Ｅ）209→208（第59図） 

同一の打面から剥離されている。 
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№5（Ｆ）259→258（第59図） 

258の打面がはじけている。 

№6（Ｇ）313→314（第59図） 

同一の打面から剥離されている。両者の背面は大きなポジティブ面であり、剥片素材の石核から剥

離された可能性がある。 

№7（Ｈ）392→391（第60図） 

同一剥離面を打面として剥離されている。392は剥離時に縦に折れている。 

№8（Ｉ）401→402（第60図） 

401の打面部ははじけている。おそらく両者とも自然面を打面としていると考える。 

№9（Ｉ）405→406（第60図） 

405の剥離後打面調整が行なわれ406が剥離されている。406には微細剥離痕がある。 

№10（Ｉ）409→408（第61図） 

409の剥離後打面調整が行なわれ408が剥離される。 

№11（Ｉ）428→429（第61図） 

両者は同一の打面から剥離されている。 

№12（Ｉ）436→439（第61図） 

436と439とは一回打撃時の縦割れで、打点部付近のリングを共有している。 

444→443→441 

№13（Ｉ）442          （第64図） 

445 

5点が接合する。これらはすべて同一の打面から剥離されている。素材となる転礫に存在した稜を作

業面として利用して、表皮近くで剥片を剥離しているらしい。打面部に残るネガティブ面を打面調整

と考えれば、この資料からだけでは一作業面のみを有する石核から剥離された剥片と考えられる。 

№14（Ｊ）505→504（第62図） 

2点の剥片が打面を約90°違えて接合する。504の打面は505の背面のポジティブ面である。 

№15（Ｊ）506→507→508→509（第62図） 

4点が接合する。506は他の剥片と打面が約90°異なる。506の背面には腹面と同方向と横方向とのネ

ガティブ面がある。507、508、509は同一の打面から剥離されている。これらの打面となるネガティブ

面はすべて506の打撃方向と同一である。508は打撃時に折れている。509の背面には左斜上方からの剥

離痕がある。 

№16（Ｋ）556→555→551→552→553（第63図） 

5点が接合する。556、555の順に剥離後、打面が約90°転移する。556と555の打面は551の背面 
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のネガティブ面（Ｂ図）であり、この面を打面とした剥離は551の右側辺に及んでいたことがわかる。

551、552、553の順の剥離は同一打面から剥離されている。552の背面には三者の剥離面から45°以上

右にずれる方向のネガティブ面が残っているので、これらの転移後の打面もかなり広かったことがわ

かる。 

№17（Ｌ）604→605（第65図） 

604剥離後、605の打面左側に打面調整の小剥離が2回行なわれている。 

№18（Ｍ）657→656（第66図） 

全体は、剥片素材で、Ａ面が腹面で、打面側は折れている。この剥片を石核として657が剥離される

が、末端は素材の背面をとり込みウートラパッセとなっている。657の打面側も折れている。 

№19（Ｎ）705→702→701→703→704（第66図） 

705は打面側が折れているが、705、702、703は同一面から剥離されている。三点の剥離方向以外に

右からのネガティブ面や左からの折れ面がある。703は剥離後、剥片素材の石核またはトゥールとして

利用され背面末端から最大でも20ｍｍ以下の二次加工がある。最後に704が三点と180°逆方向から剥

離される。この4点の接合資料では石核の作業面の長さは約52ｍｍで、中途に打面調整もしくは作業面

の長さを著しく変えるような剥離はない。 

№20（Ｎ）709→708→707→706（第66図） 

4点が接合する。709の打面には背面からの調整剥離がはいる。708の打面は709より下がっていて、

別方向の剥片剥離があったことがわかる。707の打面部は著しくつぶれている。709、707、706には微

細剥離痕がある。これらの剥離の特徴を見ると、背面は下部をのぞいて上、左、右方向からの剥離痕

がある。また剥離が新しくなるにしたがって打面が下がっている。以上から、これらの剥片は二作業

面をもつ不整な円盤状の石核から剥離されたと考えられる。 

716→718→717 

№21（Ｎ）719→720→715             （第68図） 

713→712→710→711 

9点が接合する719剥離後、左下からの剥離が行なわれ、同方向から720、715が剥離される。次に716

が719と同方向から剥離される。718→717の剥離は連続したものと考えるが、713→712→710→711の剥

離の過程では石核がきわめて小さくなっていることがわかる。原因は良くわからない。急激に石核が

消費されることから、円盤状の石核から別方向の剥片が取られた結果であるとも考え難い。また710

→711の剥離で新しい711の打面が後退することから剥片素材の石核から剥離されたと考えるのも妥当

ではない。 

№22（Ｎ）734→735（第69図） 

2点が接合する。734の打面部は折れている。735の打面部もはじけている。734、735ともに 
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微細剥離痕がある。 

№23（Ｏ）795→793（第70図） 

2点が接合する。795は自然面を打面とし、左側辺が折れている。793の打面ははじけている。背面右

側辺は節理面をふくむ剥離面である。 

№24（Ｏ）786→785（第70図） 

2点が接合する。786は自然面を打面とする。785は打面がかなり後退する。 

803 

№25（Ｏ）     804（第70図） 

805 

3点が接合する。805の打面部がはじけているが3点は同一打面から剥離された。 
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№26（Ｐ）808→807→806（第71図） 

3点が接合する。これらの剥離以前に左右横方向からの剥離が行なわれたことが背面のネガティブ面

からわかる。3点は同一面を打面として剥離が行なわれている。 

№27（Ｐ）（815＋814）→810→813→809→811→（812＋816）（第72図） 

8点が接合する。809、810、（815＋814）の背面にネガティブ面（Ｂ面）として残る大きな剥片が剥

離された後、（815＋814）の剥片が剥離される。この剥片はツインバルブで折れたものである。その

後、809、810の背面にネガティブ面（Ａ面）が残る剥片（Ａ）および810が剥離される。（Ａ）、810、

809、811、（812＋816）の打面はすべて同一面だ。810の剥離の後、180°逆方向から813が剥離される

が、打面部が折れている。腹面の右側辺はウートラパッセ状に石核の反対面を取り込んだものであろ

う。次に809、811の順に剥離されるが、811はツインバルブで折れ面がある。最後に（812＋816）が剥

離される。 

これらの剥片は求心的な剥離が行なわれる石核から剥離されたものであろう。またツインバ 
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ルブを有する剥片が2点あり、（815＋814）は2打点間の角度が60°、811は115°異っている点も注目

できる。おそらく石核の求心的な打撃による潜在的な割れがツインバルブの原因になっていると考え

る。 

№28（Ｐ）817→818→826→825→828→824→821→（823＋822）→820→819（第73図） 

11点が接合する。817、818、826、825、828、824は同一打面から剥離されている。817の剥離後、818、

819、（823＋822）、821、829、826の背面にネガティブ面（Ａ面）が残る剥片（Ａ）が剥離された後、

818→826→825→828→824の順で剥離が進行する。この後、反対側の作業面の剥離が行なわれ、それら

の痕跡は824、（823＋822）、820の打面部に存在する。824→（823→822）→820の剥離は同一レベル

の打面から剥離されている。その後、再び反対側の作業面を使用した剥離が行なわれ、打面部がかな

り後退した後、819が剥離される。819の背面に自然面が存在することから、これらの剥片は二作業面

を周期的に往復するチョッピングトゥール状の石核から剥離された可能性が高い。 

次に1号土壙から出土した明確な二次加工を有する石器を説明する（第76図）。51（Ｂ）、373（Ｈ）、

670（Ｍ）は不定形石器ⅡＢ2類で周辺加工で錐状尖端部を作出する。101（Ｃ）は尖頭器Ⅰ類の破損品

と考えられる。102（Ｃ）、780（Ｏ）は不定形石器ⅡＡ3類で連続した小剥離で刃部を作出する。667

（Ｍ）は石匙の破損品の可能性がある。722（Ｎ）は不定形石器ⅡＣ類で奥まで入る二次加工を施した

後、微細な加工で小鋸歯状の刃部を作出する。101を除いてほとんどが微細な周辺加工のみで刃部が作

出されることが注目される。 

38号住居跡（第77図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＫ85・86、ＤＬ85・86区の地山面で確認された。 

〔重 複〕414・415号土壙と切り合い、双方より古い。 

〔規模・平面形〕4.5×3.3ｍの長方形で、南壁中央部に85×40㎝の張り出し部をもつ。 

〔堆積土〕4枚に分けられる。第1層は中央部に皿状に、第2層は中央部から北壁際まで、第3層・第4

層は壁際に堆積している。各層とも自然流入の状況を呈している。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で22㎝あり、壁の立ち上りは南壁が他の壁と較べて緩や

かになっている。 

〔床〕地山を床とする。ほぼ平坦であるが、中央部は周囲よりやや凹んでいる。 

〔柱 穴〕床面に6個、張り出し部に1個、計7個のピットが検出されている。このうち中央部に位置す

るピット2は深さが46㎝あり、为柱穴と考えられる。 

〔出土遺物〕堆積土から縄文土器や石器が出土している。 

土 器（第78図） 

いずれも深鉢で胎土に繊維を含むものである。1は口縁部が外傾し、重層末端ループ文ＲＬが 
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施されている。2～6は胴部資料で、重層末端ループ文（2～4）、羽状縄文（5）、連続刺突文（6）が

施されている。 
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39号住居跡（第79図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＭ87区の地山面で確認された。 

〔重 複〕941号土壙と重複し、それより古い。 

〔規模・平面形〕3×2.2ｍの長方形で、南壁中央に70×40㎝の張り出し部をもつ。 

〔堆積土〕堆積土は3枚に分けられる。第1層は住居の中央にレンズ状に堆積し、第2層はほぼ全域を覆

い、第3層は壁際に堆積している。いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で28㎝あり、立ち上りは比較的ゆるやかである。 

〔床〕地山を床とし、床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕床面の中央で径が38㎝の円形のピットが1個確認され、これが住居の为柱穴と考えられる。 

〔出土遺物〕堆積土から石器が出土している。 

40号住居跡（第80図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＨ79・80、ＤＩ79・80、ＤＪ79・80区の地山面で確認された。 

〔重 複〕450・486・487・488号土壙と切り合い、それらより新しい。 

〔規模・平面形〕3.9×3.5ｍの不整な円形である。 

〔堆積土〕3枚に分けられ、第1層・第2層は住居のほぼ全域を覆っている。第3層は焼土で床面上の中

央やや北寄りに認められる。第1層・第2層は自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい部分で12㎝あり、立ち上りは比較的緩やかである。 

〔床〕地山を床とし、床面は西へむかってゆるかやに傾斜している。 

〔柱 穴〕床面において6個のピットが確認されている。このうちピット2・4・6は住居 
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の中央を囲み、深さやピット間の距離もほぼ同じなので为柱穴と考えられる。 

〔炉〕焼土が床面の中央やや北寄りの部分で認められるため、この周囲が地床炉であった可能性があ

る。 

〔出土遺物〕堆積土から縄文土器・石器が出土している。 

土 器（第81図） 

1～9は口縁部資料である。深鉢が为体であるが、6・7のような浅鉢の可能性をもつものもある。为

な特徴として、1・3～5のような「Ｓ」字状や「の」字状の貼付文からなる装飾性の強い把手があり、

他に6の低く偏平な隆線による小波状文、8・9の口縁肥厚部に施された連続刺突文等がある。 

10～15は深鉢の胴部資料で10・11のような縦位押圧縄文が巡るもの、12～14の浅く幅の広い沈線に

よる文様のもの等がある。 
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41号住居跡（第82図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＫ82・83、ＤＬ82・83区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕長軸5.2ｍ、短軸4ｍの不整な楕円形と思われる。 

〔堆積土〕2枚に分けられる。第1層が住居のほとんど全域を覆い、第2層は部分的に認められる。第1

層に炭化物が含まれること、第2層が砂のブロックであることから人為的に埋め戻されたと考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で14㎝あり、立ち上りは南北壁が急角度で東西壁が比較

的ゆるやかである。 

〔床〕地山を床とする。ほぼ平坦であるが、中央部は周囲よりやや凹んでいる。 
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〔周 溝〕西壁際の一部で周溝が確認された。幅は15～45㎝で深さは10㎝、断面は「Ｕ」字形をして

いる。 

〔柱 穴〕床面で12個、周溝内で6個のピットが確認されているが、配置に規則性はみられず、为柱穴

はどれであるのか不明である。また、これらのうち12個のピットが壁際もしくは壁付近に位置するが、

これらが壁柱穴になるのかも不明である。 

〔出土遺物〕床面から縄文土器と石器、堆積土から縄文土器が出土している。 

土 器（第83図） 

1は口縁部が外傾する深鉢である。口縁部には小連弧状の隆線文、胴部には縦位の押圧縄文および浅

く幅の広い沈線による区画文様が施されている。 

2・3は深鉢の胴部資料で、2は低く扁平な隆線による小波状文、3は1と同様な区画沈線文がみられる。 
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この他半截竹管による平行沈線文が施される胴部資料、細い粘土紐貼付による鋸歯状や同心円状の

文様をもつ口縁部資料がある。 
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43号－Ａ住居跡（第85図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＱ77・78、ＤＲ77・78区の地山面で確認された。 

〔重 複〕43号－Ｂ住居跡、516号土壙、694号土壙と切り合い、2基の土壙よりは新しく、43－Ｂ住居

よりは古い。 

〔規模・平面形〕南～南西部は削平をうけており壁が検出されなかったが、壁柱穴と考えられるピッ

トのあり方から東西4.4ｍ、南北4.7ｍの円形と思われる。 

〔堆積土〕1枚確認されている。自然流入土と思われる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で10㎝あり、立ち上りは比較的緩やかである。 

〔床〕地山を床とし、床面はほぼ平坦で堅い。 

〔周 溝〕南～南西部の削平をうけた部分を除いて認められ、本来は壁際を全周していたものと思わ

れる。幅10～30㎝、深さ10㎝で断面は「Ｕ」字形である。 

〔柱 穴〕中央部を四角形に囲む4個のピット（Ｐ1・3・5・6）が为柱穴と考えられる。また、壁際は

南～南西にかけての削平部を除いて円形もしくは楕円形のピットが巡っており、これらは壁柱穴と考

えられ、本来は全ての壁際に設けられていたと思われる。 

〔炉〕ピット8は住居の中央やや南側に位置し、規模が50×48㎝、深さ2㎝の円形のピットで、内には

焼土と木炭片がつまっていた。位置や状況からみてこの付近に地床炉があったと思われる。 

43号－Ｂ住居跡（第86図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＯ77、ＤＰ76～78、ＤＱ76～78区の地山面で確認された。 

〔重 複〕43号－Ａ住居跡・506・513・514・543・639・644・694号土壙と切り合う。このうち新旧関

係がわかるのは43号－Ａ住・506・639・644・694号土壙で、644号土壙以外は本住居跡より古く、644

号土壙のみ新しい。 

〔規模・平面形〕東西5.6ｍ、南北5.8ｍの円形を基調とし、南へむかってゆるやかにひろがっている。 

〔堆積土〕4枚に分けられ、第1層、第2層は中央やや東側に堆積し、第3層はそこを除く住居の大部分

に、第4層は北から西の壁際に堆積している。いずれも自然流入土である。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で20㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦であるが、焼け面付近は周囲よりわずかに凹む。 

〔周 溝〕北壁と東壁で途切れる部分もあるが、本来は壁沿いを全周していたと思われる。幅は10～

30㎝、深さは5～15㎝程あり、断面は「Ｕ」字形である。 

〔柱 穴〕住居中央部、焼け面を囲むようにならぶ6個のピット（Ｐ1～6）が为柱穴と考えら

れる。また、東壁と西壁に顕著に認められる壁際のピットは壁柱穴と考えられ、北壁及び南 
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壁でも若干認められることから本来は全ての壁際を巡っていたと思われる。 

〔炉〕住居中央部に80×60㎝の浅い皿状の凹みがあり、底面や壁面が焼けている。さらにこれを含め

た160×110㎝の範囲に焼け面が認められている。位置や状況から地床炉と考えられる。 

―43号－Ａ・Ｂ住居跡― 

〔出土遺物〕遺物の取り上げはＡ・Ｂの区別なしに一括して行なわれている。床面、ピット、堆積土

から縄文土器、床面、堆積土から石器が出土している。 

 



 85 

 



 86 

 



 87 



 88 

 

土 器（第87～89図） 

第87図1は口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、上面が楕円形や「Ｓ」字状を呈する突起が付く。口

縁部上位には刻目が巡り、その下は無文帯になるもので、突起下にはこの無文帯を跨ぐ橋状把手が伴

う。またこれらの文様下には縦位・弧状の区画隆線文が施される。 

第88図1は頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、波状縁をなすものである。口縁部

上位には刻目を有する連弧状隆線文が巡り、一部に変形「Ｙ」字状文が貼付されるもので、その下に

は「x 」字状文や連結「 」状区画隆線文がみられる。 

第88図2は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が外傾する深鉢である。口縁部上位には上面が渦巻状、

側面が円形をなす貼付文や鋸歯状隆線文があり、中位に浅く幅の広い沈線による連弧文が巡る、頸～

胴部にも同様の沈線による文様が施されており、頸部ではそれが多条の横位文様になる。 

第88図4～13は深鉢の口縁部資料である。概ね外傾するが、4・11のように内弯・内傾するも

のもある。为な文様として、4の「Ｓ」字状文などが貼付される装飾性の強い把手、7・8の 
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刻目を有する「x 」字状区画隆線文、9・10の連続して巡る縦位押圧縄文、11・12の低く扁平な隆線

による小波状文等がある。 

第88図3・第89図1～4は深鉢の胴部資料である。このうち第89図1～3は浅く幅の広い沈線による区画

文、第89図4は扁平な隆線による文様が施されている。 

第89図5は網代痕を残す深鉢の底部資料である。 
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44号住居跡（第92図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＯ84・85、ＤＰ84・85区の地山面で確認された。 

〔重 複〕北西部で553号土壙と切り合うが、新旧関係は不明である。 

〔規模・平面形〕5.4×5.3ｍの円形である。 

〔堆積土〕黒褐色シルトが全体を覆う。自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で28㎝あり、立ち上りは比較的緩やかである。 
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〔床〕地山を床とし、床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕床面上で36個のピットが確認されている。このうちピット1・3・4・5・6・7は住居の中央

部を六角形に囲む位置にあり、規模や深さも他ピットより大きく、これらが为柱穴になると考えられ

る。また、ピット36はピット1と5を結ぶ線上のほぼ中間に位置し、棟持柱の可能性がある。ピット26

～35は壁際にあり、他ピットより規模も小さいので壁柱穴かとも思われるが東壁部以外にほとんど分

布しないため、その可能性を指摘するにとどめる。 

〔その他の施設〕为柱穴の東列及び北列の一部に溝が認められる。幅、深さとも20～30㎝で、断面形

は「Ｕ」字形である。ピット15の南側にも溝があるが、こちらは幅20㎝、深さ10㎝未満で前者に比べ

かなり浅い。 
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〔出土遺物〕床面、ピット、堆積土などから縄文土器・石器が出土している。 

土 器（第93・94図） 

第93図1は胴部から口縁部にかけて外傾する深鉢である。口縁部に鍔状の突帯が巡り、一部に装飾性

の強い橋状把手や扁平な渦巻状小把手が付く。突帯より上には連続する刻目が施され、下には浅く幅

の広い沈線による連弧文、縦位押圧縄文、交互刺突文、方形区画隆・沈線文などが配される。 

第93図2～12・14・15は深鉢の口縁部資料である。概ね外傾し、口縁部上位に連続刺突文が巡るもの

が多く、一部に渦巻状隆線文が貼付されるのもある。 

第93図は胴部が脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、波状縁を呈するも

のである。口縁部には横位の押引き文が三段に施され、胴部には押圧縄文による文様がみられる。 

第94図1～19は深鉢の胴部資料である。いずれも沈線による文様をもつものであるが、このうち1～

14は浅く幅の広い沈線という点で共通する｡ 

45号住居跡（第96図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＴ75・76、ＥＡ75・76、ＥＢ75・76区の地山面で確認された。 

〔重 複〕289・290・291・960号土壙や290号土壙南側に位置する2基の土壙、5号ピット群と切り合う。

このうち新旧関係がわかるのは、290号土壙の南側土壙で本住居跡より新しい。 

〔規模・平面形〕西側が削平をうけているため推定となるが柱穴と考えられるピットの配置から長軸

7.4ｍ、短軸5.4ｍの楕円形と思われる。 

〔堆積土〕2枚に分けられる。第1層は中央付近に皿状に堆積し、第2層は全体を覆っている。いずれも

自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とするが、住居西側は削平をうけているため壁は検出されていない。壁高は保存のよ

い所で20㎝あり、立ち上りは北壁が急角度で、東壁と南壁が比較的ゆるやかである。 

〔床〕地山を床とする。ゆるやかな起伏があり、中央部北寄りが一番低い。 
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〔柱 穴〕床面上で26個のピットが検出されている。このうち東壁際のピット1・2・4は長軸70～90

㎝の楕円形のピットで住居の長軸に沿って並んでいる。西壁際ではピット2とピット4の対称の位置に

ピット7・8があり、これにピット1の対称位置に想定した6個のピットが为柱穴と考えられる。また、

ピット9・11・13・17・21は中軸線上に並ぶため、棟持柱の可能性がある。 
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〔炉〕住居の南側に焼け面が3ヶ所認められ、これらは地床炉と考えられる。西側2ヶ所の範囲は50×

30㎝と70×50㎝である。 

〔出土遺物〕床面、ピット、堆積土から縄文土器が、床面と堆積土から石器が出土している。 
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土 器（第97～99図） 

第97図1～18、第89図2～4は深鉢の口縁部資料である。いずれも外傾する口縁部で、第97図5・8～12、

第99図3は波状縁になる。文様は第97図1・4・2・5・7が連弧状区画隆線文、第97図9～11は大波状区画

隆線文で、前者は押圧縄文、後者は沈線文がそれぞれ並行する。また前者および後者の11は隆線上も

しくは口縁部上位に刻目状押圧縄文や連続する縦位押圧縄文が加えられ、後者の9は口縁部上位に押圧

縄文を伴う連弧状隆線文が貼付される。この他、为な文様として第97図8の「x 」字状把手や、第97

図12・13の「x 」字状区画隆線文等がある。 

第98図1は胴部から口縁部にかけて外傾する深鉢で、口縁部には「Ｓ」字状や渦巻状文が貼付される

装飾性の強い突起が4個配される。文様は口縁部が連続する刻目、胴部は浅く幅の広い沈線による連弧

状・方形区画・菱形・渦巻状の文様のほか、連続する縦位押圧縄文が施されている。 

第99図5～13・15～18は深鉢の胴部資料である。文様は明確ではないが、7・8・12のような沈線によ

る区画文や10・11・13のような連続する縦位押圧縄文などが認められる。 

第99図1は胴部が算盤玉状を呈し、口縁部が外傾する鉢で、口縁部に山形の小突起が付くものである。

文様は突起部分に「の」字状隆線文、胴部に「x 」字状・横位隆線文が巡る。 

46号住居跡（第105・106図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＲ88・89、ＣＳ86～88、ＣＴ85～89、ＤＡ85～88、ＤＢ85・86区の地山面

で確認された。 

〔重 複〕508・576・607・610・611・612・723・724号土壙や多数のピットと重複する。新旧関係が

わかるのは576・607・610・611・612・723・724号土壙でいずれも本住居跡より古い。 

〔平面形・規模〕北端部が削平されているが、長軸16ｍ、短軸7ｍの小判形と考えられる。 

〔堆積土〕3枚に分けられる。第1層は北半部に堆積し、一部焼土を含む。第2層は中央付近に認められ、

第3層は全体を覆っている。2・3層は自然堆積土であるが、1層は自然堆積に一部人為堆積が加わって

いる。各層とも遺物を多量に含んでいる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい部分で24㎝を測り、立ち上りは比較的緩やかな部分が多い。 

〔床〕地山のローム層を床とする。床面はゆるやかな凹凸があり、かたくしまっている。 

〔柱 穴〕床面で160個のピットが検出されている。これらは規模や深さから大小2つのピット

に大別され、小ピットは壁周辺に、大ピットはそれより内側に位置している。大ピットは掘り

方をもつものが多く、住居の長軸線に平行する。これらを検討するとピット4－23、11－29、

16－40、21－44と7－26、15－36、17－42、18－45という長軸線をはさむ2つの相対関係が認め

られ、大ピットのほとんどがどちらかの線上に位置している。相対関係が認められたピット 
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は为柱穴と考えられ、相対関係のつかめなかった大ピットも为柱穴の可能性がある。壁周辺に

位置する小ピットは壁柱穴と考えられる。壁柱穴は東壁と西壁に顕著に認められ、西壁では2

列認められる。为柱穴の2つの相対関係は住居の建て替えを示すと考えられ、その新旧は東西両

壁との位置からみて7－26、15－36、17－42、18－45が古く（第1期）、4－23、11－29、16－ 
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40、21－44が新しい（第2期）。壁柱穴との対応関係は東壁と南壁は両時期を通じてほとんどかわらず、

西壁では第1期が内側の例で、第2期が壁沿いのものと考えられる。北壁は大部分が失われているため不

明である。また、ピット95は住居の南端近くにあり、第2期の梁行きの長さの2等分線上に位置するため

棟持柱の可能性がある。 

〔炉〕床面上で5枚の焼け面が検出されている。いずれも地床炉と考えられる。規模の大きい3枚の焼け

面は住居の長軸線上に位置し、他の2枚に較べてかなり堅く焼けており、使用頻度が高かったことをう

かがわせる。 

〔周 溝〕西壁際、南壁際の一部、東壁際から内側によった部分に認められ、西壁のものは第2期に伴

なっていたと考えられるが、他の2つはいずれの時期か特定できない。 

〔その他の施設〕西壁中央外側に南北4ｍ、東西0.8ｍの張り立し部がとりついている。壁際には壁柱

穴がならび、床面との比高差は10㎝前後ある。第2期に伴う施設と考えられる。 

〔出土遺物〕床面から縄文土器が、ピットと堆積土から縄文土器と石器が出土している。 

土 器（第107～111図） 

第107図1は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が外反する深鉢である。波状口縁を呈するもので、頸

部に半截竹管の押引きによる横位文と、それにはさまれた形の山形文が施されている。 

第108図1～9はやや肥厚する深鉢の口縁部資料で、直線的に外傾する。6～9は波状口縁をなす。口縁

部には沈線による山形や弧状の文様が施されており、4・5ではさらに連続刺突文 
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が加えられる。また8では頸部に横位の平行沈線文や円形貼付文がみられる。 

第108図12は胴部がやや脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、

波状口縁をなすものである。文様は刻目と並行する沈線、刻目が付加された隆線によってなされ、口縁

部ではそれが波状沈線文、頸部は横位隆帯、胴部は縦位や渦巻状の隆線文、縦位・斜位の沈線文等にな

る。 

第108図13～16は口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料である。このうち13・14・16は細い

粘土紐貼付による鋸歯状文が施されるもので、16では橋状貼付文もみられる。15は刻目を有する隆線に

よる区画文が施され、区画内にはやはり刻目による文様が充塡される。 

第109図1・2は内弯ぎみに外傾する深鉢で、波状口縁をなすものである。このうち1は波頂直下にリン

グ状隆線文と頸部に横位隆帯が巡り、2は押圧縄文を伴う大波状区画隆線文に渦巻状隆線文が充塡され

る。 

第109図3～5・8は口縁部が直線的に外傾する深鉢である。このうち3～5は口縁部に半截竹管による平

行沈線文様が施されるもので、それは連続する縦位文や、「く」字状文、渦巻文楕円形区画文などにな

る。3ではまた横位沈線が加えられた橋状貼付文も認められる。8は口縁部に隆線や並行する沈線による

連弧状文が施され、一部にボタン状貼付文が加えられる。 

第110図3は口縁部が直線的に外傾する深鉢で、波状縁を呈するものである。口縁下は頸部が括れ、胴

部は脹らむ。波頂部には刻目がみられ、頸部には何らかの貼付文の欠落痕が残る。 

第109図6・7・9・10、第110図2・4・5は口縁部が直線的に外傾する深鉢で、無文もしくは

地文のみが施されるものである。形態的には頸部の括れをもつものともたないもの、口縁 
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部が肥厚するものとしないものがあり一様ではない。 

第110図1は胴部から口縁部にかけて直立ぎみに立ち上がる深鉢である。口縁部下位から胴部にかけて、

隆線および押引き沈線によって方形区画文が施され、区画内に弧状文が充塡される。 

第110図6・第111図1～12は深鉢の胴部資料である。第110図6は胴部下位が筒形で、上位が強く脹らむ

形態で、無文のものである。第111図1～8は半截竹管による横位・縦位・斜位の平行沈線文や円形貼付

文が施される。この他、細い粘土紐貼付文や押引き文等の文様をもつものがある。 

第111図15・16は浅鉢である。ともに内弯ぎみに外傾するもので、16では波状口縁を呈する。概ね無

文であるが、16の波頂部に刻目が施されている。 

47号住居跡（第128図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＤＲ77・78、ＤＳ77・78、ＤＴ77・78区の地山面で確認された。 

〔重 複〕南壁中央部で土壙と切り合うが、新旧関係は不明である。 

〔規模・平面形〕東西5.2ｍ、南北4.7ｍの東西にやや長い不整な円形である。 

〔堆積土〕2枚に分けられ、第1層は中央部に広く堆積し、第2層は壁際に流れ込むように堆積している。

いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で13㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とし、床面はほぼ平坦である。 

〔周 溝〕北壁際で断面「Ｕ」字形、深さ5～12㎝程の周溝が認められる。 

〔柱 穴〕床面上で46個のピットが確認されている。このうちピット1・3・5・6は深さもほぼ同じで、

住居の中央部に四角形に配置されていることから为柱穴と考えられる。さらにこの4個を結ぶ線上には

ピット2・4・7ものってくるのでこれらも为柱穴の可能性がある。壁の残りのよい西壁から北壁際にか

けては壁柱穴と考えられる小ピットが多く認められる。 

〔炉〕北西部の床面上に26×16㎝の範囲で焼け面が認められ、地床炉と考えられる。 

〔出土遺物〕床面、ピット、堆積土から縄文土器が出土し、床面および堆積土から石器が出土してい

る。 

土 器（第129図） 

1～6は深鉢の口縁部や胴部資料である。口縁部の文様としては1の隆線・沈線による区画文、3の「ハ」

字状短沈線文、5の逆「Ｕ」字状隆線文があり、胴部文様としては4の縦位・斜位沈線文、6の縦位区画

隆線文がある。 

7は底部～口縁部が外反する浅鉢で、平面形が楕円形をなすものである。無文である。 
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48号住居跡（第130図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＥＣ85・86、ＥＤ85・86区の地山面で確認された。 

〔重 複〕住居の北側中央部で628号土壙と切り合うが、それより新しい。 

〔規模・平面形〕長軸4.7ｍ、短軸4.1ｍの楕円形である。 

〔堆積土〕堆積土は8枚確認されている。第1層は住居中央の広い範囲に堆積し、第2・3・5層は壁際も

しくはその周辺に堆積している。第4層は焼け面の西側、床面直上に認められる。第6・7・8層は周溝内

に堆積している。これらは何れも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で12㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦で堅くしまっている。 

〔周 溝〕南東部を除き住居の周囲を巡っている。南東部にはこの周溝とは別の短い溝が認められる。

幅は約20㎝、深さは深い所で20㎝強、浅い所で6㎝程あり、断面形は「Ｕ」字形である。 

〔柱 穴〕床面や周溝内に34個のピットが検出されたが为柱穴は不明である。周溝内には21個

のピットが認められ、これらの多くは壁柱穴と考えられる。南東部の周溝が途切れる部分に 
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あるピット7・8・11・12は入口に関係する施設である可能性がある。 

〔炉〕床面の中央で44×34㎝の範囲で焼け面が認められている。地床炉と考えられる。 

〔出土遺物〕床面と堆積土から縄文土器、石器が出土している。 

土 器（第131図） 

いずれも外傾する深鉢の口縁部資料である。为な文様として連弧状や連続する縦位の押圧縄文があり、

他に連続刺突文や細い粘土紐貼文による鋸歯状文がみられる。 
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51号住居跡（第134図） 

〔位置・確認面〕ＤⅣ－ＣＥ48・49、ＣＦ48・49区の地山面で確認された。 

〔重 複〕平安時代の住居跡（49号住居跡）によって切られている。 

〔規模・平面形〕平安時代の住居跡や後世の削平等によって西半分の壁が失われているが、西側のピ

ットのあり方から4.5×4.3ｍのほぼ円形と考えられる。 

〔堆積土〕残存する部分の多くが49号住居跡と重複するため、堆積土は1枚のみ確認されている。その

1枚は残存部の全域を覆っている。 
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〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で9㎝あり、立ち上りはゆるやかである。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕ピット1～3は石組炉の三隅にある。削平されたもう一隅にこれらと同規模のピットを想定

した、炉を中心に四角形に配されたピット4個が为柱穴と考えられる。この他壁際にピット4～16が認め

られ、これらは壁柱穴と思われる。 

〔炉〕住居中央からやや北寄りに160×110㎝の規模をもつ石組炉が検出されている。石は溝状の掘り

方の上に据えられ、コの字状に配されている。炉の長軸方向はＮ－15°－Ｗである。 

〔出土遺物〕ピットや堆積土から縄文土器、石器が出土している。 

土 器（第135図） 

1は外反する深鉢の口縁部資料で、頸部に横位沈線が巡るものである。2は深鉢の胴部資料で、隆沈線

による曲流渦巻文が施される。 
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52号住居跡（第137図） 

〔位置・確認面〕ＤⅣ－ＣＦ50・51、ＣＧ50・51区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕長軸3.9ｍ、短軸3.1ｍの不整な長方形を呈する。 

〔堆積土〕2枚に分けられる。第1層は住居の大部分を覆い、第2層は北から東にかけての壁際に堆積し

ている。いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で8㎝あり、立ち上りは比較的ゆるやかである。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦で、中央付近は堅くしまっている。 

〔柱 穴〕中央に径50～60㎝の円形のピットが2個認められ（Ｐ1・Ｐ2）、これが为柱穴と考えられる。

壁際には径20～25㎝の円形ピットが6個検出されているが、配置が疎らなので壁柱穴かどうかは不明で

ある。 

〔炉〕ピット2の北側床面上に40×30㎝の範囲で焼け面があり、地床炉と考えられる。 

〔拡 張〕北東コーナー付近で最大幅40㎝ほどの拡張の形跡が認められる。 

〔出土遺物〕床面と堆積土から縄文土器が出土している。 

土 器（第138図） 

いずれも深鉢で胎土に繊維を含むものである。1、2は口縁部資料で、いずれも口縁部が外 
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傾し、1は口唇部に押圧縄文ＲＬ、2は口縁上部に縦位の沈線文が施されている。地文は0段多条縄文Ｒ

Ｌが施されている。3～7は胴部資料で、0段多条縄文ＲＬ（3、4、6、7）、複節縄文ＲＬＲ（5）が施さ

れている。 

 

 

53号住居跡（第139図） 

〔位置・確認面〕ＤⅣ－ＣＤ33・34、ＤＥ33・34区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕西壁が削平されているが5.1×4.9ｍの不整な円形であると考えられる。 

〔堆積土〕3枚に分けられ、第1層は住居南側の一部を覆い、第2層は住居のほぼ全域を、第3層は西壁

際を覆っている。いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で16㎝あり、立ち上りは比較的ゆるかやである。 

〔床〕地山を床とし、床面はほぼ平担である。 

〔柱 穴〕床面において13個のピットが検出されている。このうちピット1～4は住居の中央部を囲む

ように配されているため为柱穴と考えられる。ピット5～13は壁際に位置するため壁柱穴かと思われる

が、配置のあり方に疎密がある。 

〔炉〕住居の中央から北西寄りの位置に検出されている。長軸108㎝、短軸76㎝の隅丸方形をなし、回

りを河原石で囲まれた石組炉である。炉の長軸方向はＮ－34°－Ｗである。 

〔出土遺物〕床面から石匙が1点出土し、堆積土からは縄文土器が出土している。 

土 器（第140図）ともに深鉢の口縁部資料である。文様は明確ではないが、1では隆沈線による区

画文様が施されている。 
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54号住居跡（第142図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＥＨ65・66区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕長軸3.9ｍ、短軸3.1ｍの楕円形を呈する。 

〔堆積土〕2枚の層に分けられ、第1層は住居のほぼ全域に、第2層は西壁際に堆積している。いずれも

自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で8㎝あり、立ち上りは比較的緩やかである。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦であるが、全体にやわらかい。 
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〔柱 穴〕床面に10個のピットが確認されている。このうちピット2・8・10は深さが30㎝を越え、住

居の中央部を囲むように三角形の配置をとることから为柱穴と考えられる。 

〔出土遺物〕堆積土から縄文土器、石器が出土している。 

土 器（第143図） 

1は胎土に繊維を含む深鉢で、刻目状短沈線文や、押圧縄文が施される。2は沈線文がみられる深鉢で

ある。 

55号住居跡（第144図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＥＰ79・80、ＥＱ79・80区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕3×3ｍ程の不整形を呈する。 

〔堆積土〕4枚の層にわかれ、第1層や第2層は住居中央部に､第3層は南半部、第4層は北半部に堆積し

ている。何れも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で15㎝あり、立ち上りは比較的緩やかである。 
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〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦であるが全体的にやわらかい。 

〔柱 穴〕住居中央部と東壁際にピットが認められる。 

〔炉〕床面のほぼ中央部で42×38㎝の焼け面が確認され、地床炉と考えられる。 

〔出土遺物〕床面、ピットから縄文土器、堆積土から縄文土器、石器が出土している。 

土 器（第145図） 

いずれも深鉢で胎土に繊維を含む胴部破片で、器外面には縄文ＬＲが施され（1～4は0段多条）器内

面には条痕文が施されている。 
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56号住居跡（第148図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＥＯ83・84、ＥＰ83・84、ＥＱ83・84区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕長軸5.3ｍ、短軸3.7ｍの不整な楕円形である。 

〔堆積土〕2枚の層にわけられ、第1層は住居全域に厚く堆積し、第2層は壁際やピット内に堆積してい

る。いずれも自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で24㎝あり、立ち上りは急角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕床面で13個のピットが確認されているが、規模や深さがバラバラで配置も規則性は認めら

れない。 

〔出土遺物〕床面及び堆積土から縄文土器、石器が出土している。 

土 器（第150・151図） 

第150図は胴部下半がやや裾開きの筒形を呈するのに対し、上半は強く脹らむ深鉢で、口縁部はわず

かに外傾し、波状縁を呈する。波頂部には刻目の加えられた縦位短沈線文もしくはリング状隆線文があ

り、波底部には三角形・渦巻・棒状の貼付文がみられる。頸部には半截竹管による平行沈線や三角形の

彫去による交互刺突文・連続刺突文が巡り、一部に「Ｖ」字状隆線文が付される。また胴部上位には「Ｗ」

字状や「＋」字状等の平行沈線文が施されている。 

第151図は胴部がやや脹らみ、頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部は外傾する深鉢である。口 
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縁部上位に刻目が巡り、一部に「Ｖ」字状隆線文が貼付される。頸部には刻目が加えられた隆帯が巡る。 

両者とも器面は入念なミガキによって仕上げられている。 
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57号住居跡（第149図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＥＧ62、ＥＨ62・63区の地山面で確認された。 

〔重 複〕813、851～854号土壙と重複する。新旧関係は813、851、852、854号土壙より古く、853号

土壙より新しい。 

〔規模・平面形〕壁において4基の土壙と切り合うため正確な平面形はわからないが、残存する壁から

推定すると東西3.4ｍ、南北3.4の不整形になると思われる。 

〔堆積土〕堆積土は3枚の層にわかれ、第1層、第2層は中央部に皿状に堆積し、それぞれ炭化物と焼土

を含みしまりがない。第3層は壁際に堆積し、しまりはない。このことから第1・第2層は人為堆積、第3

層は自然流入土と考えられる。 

〔壁〕地山を壁とする。壁高は保存のよい所で10㎝を測り、立ち上りは比較的緩やかである。 

〔床〕地山を床とする。床面は住居中央部にむかって緩やかに傾斜し、やわらかい。 

〔柱 穴〕床面や住居周辺部で柱穴と考えられるピットは確認されていない。 

〔出土遺物〕堆積土中より縄文土器が出土しているが、いずれも小片で、特徴は不明である。 

土 器（第152図） 

1は深鉢の胴部資料で、半截竹管による平行沈線文が施されている。 
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58号住居跡（第155図） 

〔位置・確認面〕ＤⅢ－ＣＰ83・84、ＣＱ82～84、ＣＲ81～84、ＣＳ81～83、ＣＴ81・82区の地山面

で確認された。 

〔重 複〕462・463・619・648・649・657号土壙や多数のピットと重複するが、このうち新旧関係が

わかるのは657号土壙で本住居跡よりも古い。 

〔規模・平面形〕当初住居と確認されずに精査されたため、壁の残存状況は悪く北壁と南壁に残る周

溝と壁柱穴と考えられるピットのあり方から長軸14.8ｍ、短軸6.2ｍの小判形と推定される。 

〔堆積土〕住居の堆積土として確認されたのは1枚のみで、黒褐色シルトが床面を覆っている。 

〔壁〕壁の残存状況が悪く、確認できるのは周溝の残る南北壁の中央部だけで、この部分立ち上りは急

角度である。 

〔床〕地山を床とする。床面はほぼ平坦であるが、南西部は周囲より低くなっている。 

〔柱 穴〕床面から85個のピットが検出されている。このうちピット1・2・3・4・35・9・14・16・17・

24・27・29は住居の長軸線と平行し、1－29、2－27、3 or 4－24、35－16 or 17、9－14と長軸線をは

さんで相村する関係にあることから为柱穴と考えられる。また、中軸線の両端に位置するピット38と65

は棟持柱の可能性がある。周溝内にも多数のピットが存在し、これらは为柱穴より規模が小さく、深さ

も浅いものが多い。壁柱穴と考えられる。 

〔炉〕長軸線上に2ヶ所焼け面が検出されている。双方とも地床炉で北側のものは200×50㎝

と長軸方向に細長い楕円形を呈し、ピット35・9・14・16 or 17に囲まれた範囲のほぼ中央に

位置している。南側の炉は160以上×110㎝の不整な楕円形でこれもピット2・3 or 4・24・ 
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27に囲まれた範囲のほぼ中央に位置している。 

〔出土遺物〕ピットから縄文土器と石器が出土している。 

土 器（第156図） 

1は内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料で、沈線による文様が施されるが、構成は明らかでない。

2は波状口縁をもつ深鉢の小破片で、波状区画隆線文がみられる。 

3．焼け面を囲むピット群 

1号ピット群（第158図） 

ＤⅢ－ＤＯ67・68、ＤＰ67～69区の地山面で確認された。52×40㎝の焼け面の周囲に51個のピット

が検出されている。これらのピットは規模や深さも不規則であるが、南北6.9ｍ、東西7ｍの円形の範

囲におさまり、その端部付近に位置するピットも多い。またピット3・30・32・36・45・26・27は円形

の範囲の中心部を長方形に囲む位置にある。312・315・534・535・542・544号土壙等と重複するが、

いずれも新旧関係は不明である。 

2・3・4号ピット群（第159図） 

ＤⅢ－ＤＳ68～72、ＤＴ68～72、ＥＡ68～72区の地山面で確認された。焼け面は3枚あり、周囲に137

個のピットが検出されている。これらは規模や深さも不規則であるが個々の焼け面毎にピットのまと

まりが認められるため、北側より2号ピット群、3号ピット群、4号ピット群と名付けた。 

2号ピット群は70×54㎝の焼け面の周囲、南北4.9ｍ、東西5.9ｍの楕円形が範囲と思われ、 
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その端部に多くのピットが位置する。南側で3号ピットと重複するが、新旧関係は不明である。 

3号ピット群は64×44㎝の焼け面の周囲、南北4.6ｍ、東西5.4ｍの楕円形が範囲と思われ、焼け面

は西寄りに位置する。また、西端部は範囲外より4～5㎝程低く壁状になっている。多数のピットが含

まれるが、小振りなものの多くが端部付近にみられる。北側で2号ピット群、南側で4号ピット群と572

号土壙と重複するが、いずれも新旧関係は不明である。 

4号ピット群は62×52㎝の焼け面の周囲9×8.2ｍの不整な楕円形が範囲と思われ、焼け面

は東寄りに位置し、東端の一部は範囲外より10㎝程低く壁状になっている。多数のピットが 
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あるが、このうちピット51・68・91・94・77・97・79・103は範囲の中心部を四角形に囲む位置にある。

北側で3号ピット群と572号土壙、東側で562号土壙と重複するが、いずれも新旧関係は不明である。 

5号ピット群（第160図） 

ＤⅢ－ＣＳ74～76、ＣＴ74～76、ＤＴ74～76区の地山面で確認された。85×75㎝の焼け面が

認められ、周囲には27個のピットが検出されている。これらのピットは規模や深さが不規則で

あるが、焼け面を中心にして南北6.3ｍ、東西5.8ｍの楕円形の範囲の端部に位置するものが多 
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い。また、南側の一部には幅20㎝、深さ3～8㎝程の溝が確認された。45号住居跡、573～575号土壙、591

号土壙等と重複するが、いずれも新旧関係は不明である。 

6号ピット群（第161図） 

ＤⅢ－ＤＲ82～84、ＤＳ82～84、ＤＴ83・84区の地山面で確認された。40×38㎝の焼け面の周囲に42

個のピットが検出されている。これらのピットは規模や深さがまちまちであるが、長軸6.9ｍ、短軸5.8

ｍの楕円形の範囲におさまる。またピット5・22・40・26・12・32・37・19は範囲の中央部を方形に囲

む位置にある。598号土壙と重複するが、新旧関係は不明である。 
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ピット群出土土器（第163図） 

いずれも深鉢の口縁部資料である。1はやや内傾するが、他は外傾する。文様は1が小波状隆線文、2

は横位や弧状の押圧縄文、3は横位の沈線文や刻目、4は弧状線文、5は連続する三角形の彫去文である。

なお4・5では口縁部が肥厚する。 
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4．フラスコ状土壙 

小梁川遺跡で検出された土壙のうち開口部や底部の平面形が円形や楕円形を基調とし、断面形は開口

部より底部の径が大きいため上小下大となり、周壁の傾斜度が左右対称な、いわゆるフラスコ形容器に

類似する形状をなすものを「フラスコ状土壙」と呼称する。また断面がフラスコ形とならない土壙や断

面図を欠く土壙でも周壁の崩落以前の断面形がフラスコ状またはそれに近い形であると推定されるも

のはフラスコ状土壙の中に含めて考えた。分布は板沢地区と原尻地区に認められ、その中でもいくつか

の集中地域がみられる。以下所属時期毎にその特徴をみていくが、個々のフラスコ状土壙のデータにつ

いては土壙観察表を参照していただきたい。 

〈Ⅰ群期〉（第164～167図） 

本期と考えられるフラスコ状土壙は27基あり、全て板沢地区に分布し、中でも北東部に半数の14基が

集中している。規模は底部の長径・60～190㎝、確認面からの深さ・20～120㎝程の範囲に入り、特に深

さの点では40～60㎝前後のものが多い。 

開口部や底部の平面形は円形や楕円形を基調とし、断面形はＡ）フラスコ形で頸部にくびれをもつも

の－4基、Ｂ）フラスコ形でくびれのないもの－4基、Ｃ）円筒状をなすもの－11基、Ｄ）断面図を欠き

不明のもの－8基となり円筒状をなすものが最も多い。このうち、土壙の底部にピットがあるものがＡ

とＢに1基ずつ（508・147号土壙）、開口部がテラス状になるものがＢに1基（117号土壙）認められる。 

堆積土の状況は人為的に埋め戻されたもの－4基、自然堆積が中心であるが、部分的に人為的埋め戻

しがみられるもの－4基、流れ込みや壁の崩落による自然堆積－11基、不明－8基で、自然堆積が多い。 

147号土壙や301号土壙の底面から炭化物が出土し、7・21・545号土壙の堆積土中からは炭化物や焼土

が出土している。 

612号土壙出土土器（第168・169図） 

すべて深鉢である。第168図1は胴中位が脹んで頸部でくびれ、口縁部が肥厚して外傾するも

ので、口縁部は4単位の波状縁となる。波頂部付近には横位貼付文が、波頂部直下には盲孔と

小橋状把手がつき、その間に口縁に沿う横位沈線文、山形・弧状沈線文が施文されている。頸

部には横位連続刺突文がみられる。胴部には縦位平行沈線文が口縁波状部に対応して4単位下

垂し、貼付文や指頭状圧痕文が施文される。縦位文の間には、それらを結ぶ対角線状の平行沈

線文や縦位・円形・山形の平行沈線文、横位押引き文が配されている。第168図2は直立気味と

なる口縁部で、隆帯上に横位連続刺突文が施文されている。第168図3・4は外傾する口縁部で、

3はやや内弯気味となる。両者とも粘土紐貼付文によって区画文と鋸歯状文が描かれており、 
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4の区画文は方形となっている。第169図1は胴部が脹んで頸部でくびれ、口縁部が外傾するものである。

口縁部は横位押引き文が施文され、頸部の隆帯上には鋸歯状の彫去が加えられている。胴上部には押引

きによる弧状文・鋸歯状文・渦巻文が施文される。 

461号土壙出土土器（第170～172図） 

第170図1は浅鉢で、底部から口縁部にかけて内弯しながら外傾するものでる。口縁部が肥厚し、下端

に鋸歯状の彫去が加えられている。 

他はすべて深鉢で、第171図1、第172図1は胴部下位が円筒状を呈し、胴部が脹んで頸部でくびれ、口

縁部が外傾するものである。前者は4単位の波状縁で、波状部は二叉状である。波頂部の両側には縦位

の貼付文が配され、以下の口縁部には横位・鋸歯状の平行線文が施文される。胴部文様は、横位・弧状・

山形の平行沈線文である。後者は口縁部に押引きを加えた弧状貼付文を4単位配し、その周囲に横位押

引き文を施文するもので、胴上部には横位・山形の押引き文が施文されている。 

第171図2、第172図3は胴上部から頸部にかけて内弯気味となって、口縁部が肥厚してゆるく外傾する、

いわゆる長胴形の器形をもつもので、口縁部は4単位の波状縁である。両者とも波頂部直下に渦巻状な

いし弧状沈線文が施文され、それらが横位沈線文で連結される。前者の頸部には横位沈線文・円形貼付

文・盲孔が配され、後者では地文のみ施文されている。第172図2は肥厚して外傾する口縁部で、山形沈

線文、盲孔、平行沈線文が施文されるものである。 

508号土壙出土土器（第173図1） 

短く外反する口縁部を持つ深鉢と考えられる破片で、横位沈線文・横位連続刺突文が施文されている。 

657号土壙出土土器（第173図2～5） 

2～4は深鉢である。2、3は頸部で屈曲し、口縁部が肥厚して外傾するもので、2には縦位沈線文が施

文されている。3は押引きによる横位文・渦巻文・山形文が施文される。4は胴部で、沈線で文様が描か

れている。 

第174図5は口縁が内弯気味に外傾する浅鉢である。 

147号土壙出土土器（第173図6～9） 

すべて深鉢である。6は押引き文の施文される胴上部の破片である。7、8は肥厚して外傾する波状縁

で、山形・弧状沈線文が施文されている。9は直立気味となる無文の口縁部である。 

117号土壙出土土器（第173図10～12） 

すべて深鉢である。10は頸部で屈曲し、口縁部が肥厚して外傾するもので、口縁部は小波状となって

いる。口縁部・頸部に横位押引き文が施文される。11、12は外傾する口縁部で、11は無文、12は隆線と

押圧縄文で文様が描かれている。 
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211号土壙出土土器（第173図13～17） 

すべて深鉢で、口縁部が外傾するものである。13は縦位の突起が貼付され突起上に沈線文、口縁部に

粘土紐貼付文と押引き文が施文されている。14は山形状の波状縁で、波頂部の内外面に貼付文が施文さ

れる。15は波頂部下に貼付文があって周囲は口縁に沿う押引き文が施文されている。16、17は、押引き

文や沈線文で文様が描かれるものである。 

192号土壙出土土器（第173図18） 

18は平行沈線文の施文される胴部である。 

177号土壙出土土器（第174図1） 

1は胴上位から口縁部にかけて内弯しながら外傾する深鉢である。口縁部は肥厚して、盲孔や弧状沈

線文の間に山形沈線文が施文されている。口縁部下端と頸部には斜位の連続刺突文が施文されている。 

10号土壙出土土器（第174図2） 

2は頸部で屈曲し、口縁部が肥厚して外傾する深鉢である。口縁部に弧状沈線文を配し、その間に山

形・弧状などの沈線文を施文するもので、下端には円形の横位連続刺突文がめぐっている。 

7号土壙出土土器（第175図1） 

1は胴中位が脹らみ、胴上位から口縁部にかけてゆるく外反する深鉢である。口縁部は肥厚して4単位

の波状縁となる。波頂部は二山状で縦位貼付文の両側に弧状沈線文が配されている。その下方にはヘラ

状工具による横位連続刺突文が施文される。頸部以下には半截竹管による横位・縦位の平行沈線文と縦

位鋸歯状沈線文が施文され、縦位文は波状縁に対応する4単位となって、頸部付近に円形貼付文が配さ

れている。 

301号土壙出土土器（第176図1・2） 

いずれも深鉢である。1は胴上位で脹んで頸部でくびれ、口縁部が肥厚して外傾するもので、縦位沈

線文と、それらを結ぶ横位沈線文とで文様が構成されている。2は頸部でくびれ、口縁部が外傾するも

ので、口縁部は4単位の波状縁で無文、頸部に横位沈線文が施文される。 

545号土壙出土土器（第177図1～3） 

すべて深鉢である。1は胴上位で脹らみ、頸部から口縁部にかけてゆるく外反するもので、口縁部は

肥厚し4単位の波状縁となる。波頂部直下に盲孔があって、その間に山形沈線文・盲孔が配されている。

頸部の隆帯上には斜位短沈線文が施文され、胴部には口縁波頂部に対応して下垂する4単位の縦位・鋸

歯状平行沈線文と、その間に上下に相対する弧状・鋸歯状平行沈線文が施文される。また胴部の縦位文

と横位文の交点には円形貼付文が施文されている。2、3は外傾する口縁部で、弧状・山形沈線文が施文

されるものである。 
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320号土壙出土土器（第178図1・2） 

1、2は平行沈線文が施文される胴部である。 

308号土壙出土土器（第178図3～5） 

いずれも深鉢である。3は外傾する口縁部で、沈線で文様が描かれている。4は頸部で、横位沈線文上

に連続刺突文が施文されている。5は口縁部が短く外反するもので、頸部に横位連続刺突文と鋸歯状彫

去が、胴上位に連続刺突文、沈線文などが施文される。 

462号土壙出土土器（第179図1～3） 

すべて深鉢である。1は胴中位が脹んで頸部でくびれ、口縁部が肥厚して外傾するもので、口縁下端

部に連続刺突文が加えられる。頸部には平行沈線文と一部に連続刺突文を加えた貼付文が施文されてい

る。2は胴上位が膨んで頸部でくびれ、口縁部が肥厚して短く外傾するもので、口縁部は無文である。3

は頸部から口縁部にかけてゆるく外傾するもので、口縁部は肥厚している。縦位・横位・弧状の貼付文

が施文されている。 

463号土壙出土土器（第180図1・2） 

いずれも深鉢である。1は胴中位が脹んで頸部でくびれ、口縁部が肥厚して外傾するもので、口縁部

は4単位の波状縁である。波頂部下に盲孔と弧状沈線文が施文され、波頂部間には盲孔が配されている。

頸部には横位平行沈線が施文され、各波頂部に対応する位置から胴部下位にかけて縦位平行沈線文が下

垂して、頸部付近に弧状貼付文が施文される。縦位文間には、横位・鋸歯状平行沈線文や、縦位文を結

ぶ対角線状の平行沈線文が施文されている。2は胴部が脹んで頸部から口縁部にかけてゆるく外反する

もので、口縁部上端に縦位・弧状貼付文が施文される。以下は、縦位・横位押引き文による区画内に、

弧状・三角形押引き文が施文されるものである。 

498号土壙出土土器（第181図1～5・第182図） 

いずれも深鉢である。第181図1～3は頸部でくびれ、口縁部が外傾するもので、1は円形・方形状貼付

文と、それに沿う押圧縄文が施文される。円形貼付文の中央には貫通孔があけられている。2の口縁部

には縦位貼付文と沈線による区画文、および鋸歯状沈線文が施文され、胴上位には沈線文で文様が描か

れる。3は2と同一個体の胴部である。第181図4・5は肥厚して外傾する口縁部で、4の口縁部下端には横

位連続刻目、5は弧状貼付文と沈線文がみられる。 

第182図1は胴中位が脹んで頸部でくびれ、口縁部が肥厚して短く外傾するものである。口縁上端部に

は刻目状の連続刺突文がめぐり、4単位の縦位貼付文の間には縦位押圧縄文が施文されている。頸部に

は横位押引き文が、胴中位には、円形貼付文をともなう菱形状平行沈線文と横位平行沈線文が施文され

ている。第182図2は胴部がやや脹らみ、頸部で屈曲して口縁部が外傾する器形で、小波状を呈する口縁

部は無文である。 
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 481号土壙出土土器（第183図1） 

胴下端部から口縁部にかけて単純に外傾する深鉢である。地文のみ施文されている。 

559号土壙出土土器（第183図2～6） 

すべて深鉢である。2は口縁部が外傾し、鋸歯状沈線文が施文されている。3、4は頸部から口縁部に

かけて内弯気味に外傾するもので、3は小波状縁で口縁部は沈線状のナデが施されている。4は口縁部に

縦位・弧状沈線文、頸部に平行沈線文が施文される。5は外傾し、上端部で直立気味となる口縁部で、

地文のみ施文されている。6は平行沈線文が網目状に交叉して施文される胴部である。 

120号土壙出土土器（第183図7～10） 

すべて深鉢である。7・8は頸部から口縁部にかけて外傾するもので、7の頸部隆帯上には弧状沈線文

が施文される。8の口縁部は無文である。9は外傾する口縁部で、口縁部上端の内面に段がつき、断面円

形状の突起が器面に対して斜めに貼付され、突起中央部には盲孔があけられている。突起の縁辺部と口

縁部には、粘土紐貼付文と押引き文が組み合って施文される。 

10は頸部から口縁部にかけて外反気味となるもので、口縁部は肥厚している。横位沈線文とヘラ状工

具による縦位短沈線文が施文される。 

563号土壙出土土器（第183図11・12） 

いずれも深鉢である。11は頸部から口縁部にかけて外傾するもので、口縁部は肥厚して波状縁となる。

口縁上端部に縦位・横位貼付文が施文され、波頂部直下の盲孔の両側に横位沈線文が配されている。12

は頸部ですぼまり、口縁部が肥厚して短く外反するもので、口縁部下端に鋸歯状の彫去が加えられてい

る。 

497号土壙出土土器（第184図1） 

1は外傾する口縁部で、刻目状の横位連続刺突文が施文されている。 

558号土壙出土土器（第184図2～6） 

すべて深鉢である。2は肥厚して外傾する口縁部で、横位・弧状沈線文、横位平行沈線文が施文され

る。3は短く外傾する口縁部で、縦位沈線文の横に、粘土紐貼付文に押引きを加えた区画文が施文され

ている。4は肥厚して外傾する口縁部で、沈線文で文様が描かれている。5は平行沈線文が施文される胴

部である。6は外反気味となる口縁部で、地文のみ施文される。 

237号土壙出土土器（第184図7～9） 

すべて深鉢である。7は肥厚して外傾する口縁部で、山形沈線文の一部が認められる。8は粘土紐貼付

文上に押引きが加えられる胴部である。9は外傾する口縁部で、横位押圧縄文が施文されるものである。 
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 234号土壙出土土器（第184図10・11） 

いずれも深鉢である。10は平行沈線文が施文される胴部、11は外傾する口縁部で、押引き文が施文さ

れている。 

233号土壙出土土器（第184図12～16） 

すべて深鉢である。12は外傾する口縁部で、沈線文で文様が描かれる。13は胴部が脹んで頸部でくび

れ、口縁部が波状となって外傾するもので、波頂部に円形貼付文、その周囲に山形沈線文が施文され、

胴上位には弧状・渦巻状沈線文が施文される。14は外傾する口縁部で凹線状のナデが横走する。15は粘

土紐貼付文が施文される胴部である。16は直立気味となる口縁部で、隆帯上に鋸歯状の彫去と横位連続

刺突文が施文されている。 
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〈Ⅱ群期〉（第185・186図） 

8基あり、板沢地区の南東部と南西部に分布する。規模は底部の長径・100～260㎝、確認面からの深

さ・50～135㎝の範囲におさまる。 

開口部や底部の平面形は円形や楕円形を基調とし、断面形はＡ）フラスコ形で頸部にくびれをもつも

の－1基、Ｂ）フラスコ形でくびれのないもの－3基、Ｃ）円筒状をなすもの－4基となる。このうち、

Ｃに含まれる断面形が円筒状の87号土壙は側壁の一部が外側にえぐれ、底面にピットをもっている。 

堆積土の状況は自然堆積が中心であるが、部分的に人為的埋め戻しがみられるもの－3基、流れ込み

や壁の崩落による自然堆積のもの－5基で、自然堆積の土壙が多い。 

162号土壙や220号土壙の底面直上層には多量の炭化物の混入が認められ、また207号土壙を除いた7

基のフラスコの堆積土からは炭化物や焼土が出土している。 

162号土壙出土土器（第187・188図） 

いずれも深鉢である。第187図1～5、第188図1は胴部がやや脹らみ、頸部で弱く括れ、口縁部が直線

的に外傾する。このうち第187図1～5は口縁部に横位沈線文が施されるもので、2～5では横位の連続刺

突文及び2・4では縦位の隆線文が認められる。2の隆線文上には刻目状の圧痕文が付加される。第188

図1は口縁部に縦位の隆線文と頸部に横位の隆帯を有するもので、前者には刻目状の圧痕文、後者には

押引き文が加えられている。 

第187図6～9は器形が明確ではないが、口縁部が外傾するもので、6・9では胴～口縁部が変化なく直

線的に立ち上がるものと推定される。6は波状口縁であり、8は口縁部に小突起を有する。文様は6・9

が沈線文と刺突文から構成されるほか、8は幅の広い横位沈線、9は細い粘土紐貼付による文様が施され

ている。 

第187図11は胴部下半において筒形であるが、上半は強く脹らみ、頸部で括れ、口縁部は内弯ぎみに

立ち上がるもので、大波状縁をなす。文様は半截竹管による山形・弧状・「Ｗ」字状・縦位等の平行沈

線文が口縁～胴上部に施され、この文様下に縦位結節文が施されている。第187図10・13～17は口縁部

が内弯ぎみに外傾するもので、11と同様の胴部器形が想定されるが、断片資料のため明確ではない。横

位・円弧状等の沈線文に、刻目が充塡される文様をもつものである。 

第187図10は胴上部が強く脹らみ、頸部で括れ、口縁部は肥厚し短く外傾する。山形の沈線文が口縁

部に、渦巻状・弧状等の沈線文が胴上部に施されている。 

第187図18は口縁部が内弯するもので、横位沈線文や横位連続刺突文、刻目等の文様がみられる。 

第187図2～4は深鉢の胴部資料である。2は横位沈線文下に木目状撚糸文、3は半截竹管に 
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よる縦位・斜位の平行沈線文、4は縦位の隆線文・沈線文がそれぞれ施されている。 

207号土壙出土土器（第189図1～5） 

1・3はやや内弯ぎみに、2・4は直線的に外傾する深鉢の口縁部資料で、このうち1は波状縁になる。

文様は明確ではないが、刻目を有する隆線文や半截竹管による横位・山形平行沈線文、連続刺突文等が

施される。5は横位沈線文が施される深鉢の胴部資料である。 

220号土壙出土土器（第189図6～8） 

いずれも深鉢である。7・8はやや内弯ぎみに外傾する口縁部資料で、7では橋状貼付文が施されるほ

か、両者とも細い粘土紐貼付による横位や鋸歯状の文様がみられる。6は小片のため不明である。 

3号土壙出土土器（第189図9～12） 

いずれも外傾もしくは外反する深鉢の口縁部資料である。9・12は連続刺突文もしくは圧痕文が加え

られた区画隆線文と、その区画内に横位の沈線文が施され、11では横位の押引き文がみられる。10は無

文である。 

87号土壙出土土器（第190図） 

1～5・7～9・11は内弯ぎみもしくは直線的に外傾する深鉢の口縁部資料である。1は刻目を伴った隆

線文による区画文様が施され、区画内に三角形の沈線文が充塡される。2～4は数条の横位沈線文が施さ

れ、さらに2では鋸歯状文、3では連続刺突文、4では刻目が沈線間に加えられる。5・7・9・11は沈線文

もしくは半截竹管による平行沈線文が施されるが、8は地文のみである。なお、8・9は波状縁になる。 

6・10は深鉢の胴部資料である。6では鋸歯状および横位の沈線文、10では渦巻状や縦位の沈線文が施

されている。 

547号土壙出土土器（第191・192図） 

第191図のうち1は口縁部が内弯ぎみに、2は直線的に、3は外反ぎみに外傾する深鉢で、胴部は弱く脹

らむものである。文様をみると、1は口縁部が刻目を有する隆線文によって方形に区画され、その内部

に連続する「ハ」字状の短沈線文が充塡されている。胴部は縦位結節文と斜行縄文が施されている。2

は頸部に横位隆帯があり、あるいは区画隆線文の一部かも知れない。口縁部には単調な横位・縦位沈線

文が施されている。3は口縁上部が肥厚するもので、肥厚部および頸部に低い突起状の貼付文がみられ、

また口縁～胴部には縦位の結節文が施されている。 

4～12は直線的もしくは内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料である。このうち9は胴部～口

縁部が変化なく外傾するものであるが、他はいずれも頸部の括れをもつものと思われる。文様

として半截竹管による横位や山形の平行沈線文、三角形の彫去文、連続刺突文、「ハ」字状 
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短沈線文、刻目などが施されている。 

13・14および第192図1～5は为に地文のみ、もしくは無文の深鉢である。いずれも肥厚する口縁部を

もつもので、外傾もしくは直立する。 

この他、第192図6は胎土に繊維を含む深鉢で、口縁部に連続刺突文が施される。第192図7は半截竹管

による連続刺突文、第192図8は縦位の押圧縄文がそれぞれ口縁部に施されるものであるが、器形は明確

でない。第192図9は「Ｙ」字状の隆線文をもつ深鉢の胴部資料である。 

574号土壙出土土器（第193図） 

1・2は内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料である。同一個体とみられるもので、隆線による方形区

画文が施され、隆線上には刺突文が、区画内には横位沈線文が加えられる。3・4は直線的に外傾し、波

状縁をなす深鉢の口縁部資料である。同一個体とみられるもので、横位の沈線文間に縦位の弧状沈線文

が連続して配されるほか、横位沈線文に沿って連続刺突文が施される。5は半截竹管による斜位の平行

沈線文が施される深鉢の胴部資料である。 

180号土壙出土土器（第194図） 

1～3は直線的に外傾する深鉢の口縁部資料である。このうち1・2は縦位隆線文による区画文様および

区画内に横位沈線文が施される。さらに横位沈線文間に、1では鋸歯状沈線文、2では竹管による円形の

連続刺突文が加えられる。なお1の隆線文上には刻目状の短沈線文、2のそれには刻目状の圧痕文が付さ

れる。3については同様の区画文様が施されるものと思われるが、区画内文様は半截竹管による横位の

平行沈線文になる。 

6は胴部がやや外反ぎみに立ち上がる深鉢で、屈曲した口縁部は内弯ぎみに外傾し、大波状縁になる。

口縁部および胴部には、細い粘土紐貼付による梯子状文によって、山形・円形・鋸歯状・「Ｖ」字状・

「Ｗ」字状・渦巻状文等の文様が構成されるほか、胴部に縦位結節文と斜行縄文が施される。4も大波

状口縁をもつ深鉢であるが、胴部器形・文様は明らかでない。 

7は頸部で括れながら外反する深鉢で、口縁上端に刻目が施される。 

8・9は深鉢の胴部資料である。ともに沈線による文様が施されており、8では横位沈線文の間に渦巻

状や斜行する沈線文が配されている。9は小破片のため不明である。 
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〈Ⅲ群期〉（第195・196図） 

5基あり、板沢地区の南東部に4基、西部に1基分布する。規模は底部の長径・100～200㎝、確認面か

らの深さ38～132㎝程の範囲に入る。 

開口部や底部の平面形は円形や楕円形を基調とし、断面形をみると、フラスコ形で頸部にくびれをも

つもの－2基、円筒状をなすもの－1基、断面図を欠き不明なもの－2基となる。 

堆積土の状況は自然堆積が中心であるが、部分的に人為的埋め戻しがみられるもの－1基、流れ込み

や壁の崩壊による自然堆積－2基、不明－2基である。 

129号土壙の底面はほぼ全面にわたって焼けており、平面図のスクリーン・トーンは特に焼けている

部分を示している。ここからは焼土とともにオニグルミの殻も出土している。また、581号土壙の堆積

土からは炭化物がまとまって出土している。 

172号土壙出土土器（第197図） 

1～6・9は深鉢の口縁部や胴部資料である。いずれも断片的なもので、器形・文様等必ずしも明確で

はないが、このうち2では隆線文とそれに並行する沈線文によって、何らかの区画文様が施され、3では

口縁部に横位沈線文と横位連続刺突文および胴部に縦位結節文・斜行縄文が施される。 

7は浅鉢と考えられる胴部資料で、胴の屈曲部より上に横位沈線が施されている。8も浅鉢の口縁部資

料で内弯ぎみに外傾する無文のものである。 

10・11は胎土に繊維を含む深鉢の胴部資料である。10は組紐回転文、11はループ文と連続刺突文によ

る文様が施されている。 

129号土壙出土土器（第198図） 

1～6・8は深鉢の口縁部資料である。いずれも口縁部が外傾するもので、このうち2・3では口縁下に

屈曲による括れがみられる。文様は区画隆線文、横位沈線文、半截竹管による横位平行沈線文、押引き

文、粘土紐貼付文に押引きが加えられたもの、刻目などである。 

7・9は深鉢の胴部資料である。ともに沈線による文様が施されるもので、7では部分的に交互刺突文

もみられる。 

581号土壙出土土器（第199図1～3） 

1は胴部が脹らみ、頸部でくびれ、口縁部は肥厚して外傾する深鉢である。口縁部には山形の突起が

付いており、また突起のない部分は指頭状の押圧による小波状縁になる。頸部には横位隆帯と無文帯が

巡り、口縁部と胴部には斜行縄文および胴部に縦位の結節文が施される。 

2・3は外傾する深鉢の口縁部資料である。2は無文、3は口縁部に斜行沈線文が施され、頸部に連続刺

突文の圧痕文を有する横位隆帯が巡る。 
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184号土壙出土土器（第199図4～13） 

4～7・9は深鉢の口縁部資料である。このうち4・5・9は口縁部が直線的に外傾するもので、4は無文

であるが、5は斜行（山形）沈線文と連続刺突文、9は区画隆線文、沈線文と鋸歯状沈線文がみられる。

6は内弯しながら外傾し大波状縁をなすもので、山形の押引き沈線文が施される。7は口縁部がすぼむ壺

形のもので、口縁部に横位隆帯および橋状把手、貫通孔などがみられる。 

8・10～13は深鉢の胴部資料である。文様構成は明らかでないが、沈線文、半截竹管による平行沈線

文、押引き文などが施される。 

628号土壙出土土器（第199図14～17） 

14～17は外傾する深鉢の口縁部資料である。15のような押引き沈線文、三叉状短沈線文、橋状把手や

16のような曲玉状突起のような特徴がみられる。 

〈Ⅱ群期 or Ⅲ群期〉（第200図） 

3基ある。板沢地区の東部に2基、原尻地区の南東部に1基分布する。規模は底部の長径・126～200㎝、

確認面からの深さ・72～117㎝の範囲に入る。 

開口部や底部の平面形が円形や楕円形を基調とし、断面形は3基とも円筒状をなし、付属施設は認め

られない。 

堆積土の状況をみると、いずれも自然堆積が中心であるが部分的に人為的な埋め戻しが認められ、こ

のうち304・350号土壙の堆積土には炭化物や焼土が認められる。 
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805号土壙出土土器（第201図1～3） 

いずれも深鉢である。1は頸部資料で、半截竹管による平行沈線文や三角形の彫去文が施され、2・3

は口縁部資料と思われるもので、横位沈線文や連続刺突文が施されている。 

304号土壙出土土器（第201図4～12） 

4～9・11は深鉢の口縁部資料である。いずれも外傾するもので、7では頸部に強い括れがみられる。

文様には4の連続菱形文および刻目を有する隆線文、7のヘラ状工具による横位の押引き文、8の円形沈

線文および横位隆帯などがある。 

10・12は深鉢の胴部資料で、それぞれ「Ｙ」字状隆線文、縦位隆線文が施されている。 

350号土壙出土土器（第201図13～15） 

13・14は深鉢の口縁部資料である。13は内弯ぎみに外傾するもので、半截竹管による横位平行沈線文

と刻目状の縦位平行沈線が施され、14は直線的に外傾するもので、三角形の彫去による交互刺突文が施

される。 

15は深鉢の胴部資料で「Ｙ」字状の沈線文が施される。 
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〈Ⅳ～Ⅴ群期〉（第202～210図） 

39基あり、全て板沢地区に分布している。中でも南東部には半数以上の21基が集中し、他は中央部と

南部を除いた地域に散在する。規模は底部の長径が66～220㎝、確認面からの深さが44～190㎝の範囲に

入り、特に長径・66～135㎝、深さ・50～70㎝前後のものと長径・140～200㎝、深さ・100～160㎝のも

のが多い。 

開口部や底部の平面形は円形や楕円形を基調とし、数的には前者が多い。断面形はＡ）フラスコ形で

頸部にくびれをもつもの、Ｂ）フラスコ形でくびれのないもの、Ｃ）円筒状をなすもの、Ｄ）不明のも

のとに分けられる。それぞれの基数はＡ－8基、Ｂ－14基、Ｃ－14基、Ｄ－3基となり、ＢやＣのタイプ

が多い。 

Ｂの中には底面が2段構造となるものが1基（171号土壙）、開口部がテラス状となるものが2基（163

号土壙・352号土壙）認められ、Ｃでは底面にピットをもつものが1基（193号土壙）認められる。 

堆積土の状況をみると、人為的に埋め戻されたもの－1基、自然堆積が中心であるが、部分

的に人為的な埋め戻しがみられるもの－17基、流れ込みや壁の崩落による自然堆積－19基、不

明－2基で、廃棄後は自然堆積もしくは自然堆積が中心となって埋没したフラスコがほとんど 
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を占めている。 

これらのフラスコ状土壙のうち、352号土壙の底面から多量のトチの実が出土し、302号土壙や341号

土壙の底面では多量の炭化物が確認されている。この他、底面直上層に炭化物が認められるフラスコは

15基（101・112・116・128・149・156・161・166・170・196・202・307・345・494・509号土壙）あり、

堆積土の上層で炭化物や焼土が確認されているフラスコも多い（161・171・182・307・345・514号土壙

など）。また、156号土壙の4層から炭化物や焼土にまじってオニグルミの殻が出土し、509号土壙の底

面直上層からは炭化物や焼土にまじってシカやイノシシ、カエルなどの骨片が出土している。 

なお、必ずしも明確でないが、出土土器から所属時期を検討してみると次のようになる。 

〈Ⅳ群期〉 

106、112、116、128、149、156、161、163、166、170、171、175、182、202、302、307、341、494、

509、524、589、609の各土壙 

〈Ⅴ群期〉 

13、101、133、151、155、193、196、198、205、210、228、345、352、357、449、514、572の各土壙 

 

 

 

 

 

166号土壙出土土器（第211・212図） 

第211図1は頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が直線的に外傾する深鉢で、大波状口縁を呈するもの

である。文様は波状口縁に沿って施される区画隆線文や沈線文で、他に橋状把手や「x 」字状隆線文な

どもみられ、また隆線文上や把手部に刻目状や「x 」字状等の押圧縄文が付される。胴部は斜行縄文と

縦位結節文である。 

第211図2は胴部に脹らみをもち、頸部で括れ、口縁部が短く外反する深鉢である。文様は口縁部が縦

位押圧縄文と横位連続刺突文、胴部は半截竹管による方形区画文や「Ｕ」字状充塡文等の平行沈線文、

横位押引き文などである。 

第211図3～11・13は外傾する深鉢の口縁部資料で、胴部形態は明らかでない。このうち3・4・13は連

弧状渦巻等の押圧縄文がみられる。 

第211図12は頸部が括れ、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、二叉の山形突起が付く。口縁 
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部は無文で、頸～胴部に斜行縄文が施される。 

第211図15は口縁部が直立ぎみになる浅鉢で、口縁部に横位の橋状把手と縦位の押圧縄文がみられ、

口縁下は無文になるものである。 

第211図16は胴部に交互刺突文が施されるもので、鉢状の器種と思われるが、明確ではない。 

第212図1は胴部がやや丸味をもち、頸部で括れ、口縁部が内弯ぎみに短く外傾する深鉢で、口縁～胴

部に斜行縄文、縦位結節文が施されている。 

156号土壙出土土器（第213図） 

1～6は外傾もしくは外反する深鉢の口縁部資料である。4は大波状口縁になる。1・2は 
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同一個体で、横位押圧縄文が施され、3は小波状の横位隆線文、4は口縁に沿った区画隆線文と並行する

押圧縄文がみられる。 

7～15は深鉢の胴部資料で、11のような区画隆線文と並行する押圧縄文のものや、10・12・14のよう

な区画沈線文様のものなどがある。 

155号土壙出土土器（第214図） 

1は胴部が脹らみ、口縁部にかけてすぼむ深鉢で、口縁上位がわずかに外反する。口縁部文様として、

横位の押引き文と、指頭状圧痕文が加えられた横位隆帯がある。 

2～11は深鉢の口縁部資料である。直線的に外傾するものが多いが、5のように内弯するものもある。

文様は横位・縦位・弧状等の押圧縄文や横位連続刺突文のほか、沈線文と刻目からなるものも若干みら

れる。 

12～14は深鉢の胴部資料である。「Ｙ」字状隆線文をもつもののほか、半截竹管による平行沈線文の

ものがある。 

210号土壙出土土器（第215図） 

1は頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、隆線文様を有する台形状の突

起が付く。口縁部には連弧状隆線文や横位・縦位押圧縄文・指頭状圧痕文の施された横位隆帯などの文

様がみられる。 

2は胴部が脹らみ、頸部で括れる深鉢で、「く」字状に屈曲した口縁部は直線的に外傾し波状縁にな

る。口縁部には「Ｖ」字状隆線文および縦位押圧縄文、頸・胴部には鋸歯状沈線文が施される。 

3～7は外傾する深鉢の口縁部資料で、鋸歯状沈線文や弧状押圧縄文、横位連続刺突文などの文様が施

されている。 

8～10は深鉢の胴部資料で、縦位小波状隆線文や半截竹管による平行沈線文などの文様がみられる。

11は網代痕をもつ深鉢の底部資料である。 

341号土壙出土土器（第216図） 

1は浅鉢の口縁部資料である。口縁部がやや内弯ぎみに外傾し、小波状縁になるもので、横位隆帯が

巡る。 

2は外傾し、突起が付く深鉢の口縁部資料で、縦位の押圧縄文が施される。6も深鉢の口縁部付近の資

料と思われるもので、連弧状の押圧縄文が施される。 

3～5は深鉢の胴部資料であるが、文様はあまり明確でない。 

509号土壙出土土器（第217図） 

1は胴部がわずかに脹らみ、口縁部が短く外反する深鉢で、低い突起が付く。突起には台形

状と三角形状のものがあり、前者では頂部に刻目状の押圧縄文が、後者では「の」字状の貼付 
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文がみられる。口縁部には横位平行沈線文と刻目状連続刺突文、胴部には縦位平行沈線文がそれぞれ施

される。 

4は頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢である。口縁部には相対する連弧

状の押圧縄文と口縁上位に刻目状押圧縄文、胴部には縦位結節文と斜行縄文がみられるほか、胴部に補

修孔が穿たれている。 

2・3・5～9・12は直線的もしくは内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料で横位・縦位連弧状の押圧縄

文や鋸歯状隆線文等の文様が施される。 

10・11は深鉢の胴部資料で、10は刻目状圧痕文が付された横位隆帯、11は横位・縦位の沈線文がみら

れる。13は網代痕を有する深鉢の底部資料である。 

14は内弯ぎみに外傾する浅鉢の口縁部資料で、口縁上端の一部に連弧状の貼付文が施される。口縁下

は無文である。 

494号土壙出土土器（第218図） 

1は胴部が脹らみ、頸部が括れて「く」字状に屈曲し、口縁部が直線的に外傾する深鉢である。口縁

部は波状をなすもので、低い波頂部は二又に分かれ、各々の口縁直下に貫通孔が穿たれる。口縁部に連

弧状・「く」字状・横位の押圧縄文が施されている。 

2～9は外傾する深鉢の口縁部資料で、押圧縄文が施されるもののほか、方形区画隆線文のもの、押引

き文のもの、鋸歯状沈線文のものなどがある。 

10は口縁部が内傾する深鉢で、胎土に繊維を含むものである。羽状縄文が施される。11・12も胎土に

繊維を含む深鉢で、ループ文がみられる。 

171号土壙出土土器（第219・220図） 

第219図1は頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢である。口縁部には相対す

る区画隆線文およびそれに並行する押圧縄文が施され、逆「Ｕ」字状・「の」字状・三叉状・横位等の

押圧縄文が充塡される。胴部は縦位結節文と斜行縄文である。 

第219図2は胴部上位が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が「く」字状に屈曲して短く外傾する深鉢である。

口縁部には横位押圧縄文、胴部には縦位の羽状縄文が施される。 

第220図1～5は外傾する深鉢の口縁部資料で1・2・4は胴部から口縁部まで変化なく立ち上がるのに対

し、3・5は胴部が脹らみ、頸部が括れる。1～3は口縁部に連弧状もしくは横位の押圧縄文が、4は沈線

文様と連続刺突文、5は口縁～胴部に山形状の押引き文がそれぞれ施される。 

第220図6～9は隆線文や沈線文からなる深鉢の胴部資料である。 

112号土壙出土土器（第221図） 

1～3・5は深鉢の口縁部資料で、1は外反ぎみ、2は直線的、3・5は内弯ぎみに外傾す 
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る。文様1・3・5が横位・弧状等の押圧縄文で3・5では区画隆線文が伴う。2は「ノ」字状貼付文や指頭

状圧痕文が付された横位の段がみられる。 

その他4・6～12は深鉢の口縁部や胴部資料で、区画隆・沈線文、円形貼付文と渦巻状沈線文が組み合

ったもの、横位沈線文、粘土紐貼付文などの文様が施されている。 

352号土壙出土土器（第222～224図） 

第222図1は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が短く外反する深鉢である。口縁部には円形貼付文、

連弧状隆線文、頸部には連弧状押圧縄文が施され、胴部には方形区画隆・沈線文とその区画内に小波状・

連弧状・「ノ」字状等の沈線文が充塡される。 

第222図2は頸部がゆるく屈曲し、口縁部が直線的に外傾する深鉢で、口縁部から胴部まで地文のみの

ものである。 

第222図3・4は頸部がゆるく屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、両者は同一個体である。

口縁部には刻目状連続刺突文と横位隆帯、橋状把手がみられ、隆帯下に2～3条からなる幅の広い沈線で

鉤状や菱形の文様が施される。胴部はやはり幅の広い多条沈線で、横位や渦巻状の文様が形成される。 

第223図1は胴部中位が張り出す深鉢で、口縁部は直立ぎみに立ち上がり、上位が短く内傾する。口縁

部には隅丸三角形および隅丸逆三角形の透かしが波状沈線をはさんで交互に配される中空の突帯が巡

る。突帯下は地文のみである。 

第222図2～4は深鉢の口縁部資料である。2・3は口縁部が内傾し、横位の沈線文や隆沈線文が施され、

4は頸部が括れ口縁部が短く外傾する地文のみのものである。 

第223図5・6は深鉢の胴部資料で、隆線文や沈線文が施される。 

第224図1は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が内弯するもので、いわゆるキャリパー形の深鉢であ

る。口縁部文様は明瞭ではないが、鋭い隆沈線による横位渦巻文と推定され、頸部の無文帯をはさんで、

胴部には隆線による曲折渦巻文が施されている。第224図2も同様の器形と思われる深鉢の胴部資料で、

隆沈線による曲折渦巻文がみられる。 

163号土壙出土土器（第225図） 

1～3は外傾する深鉢の口縁～胴部資料で、口縁部に横位や連弧状の押圧縄文が施されており、3では

連弧状の区画隆線文が伴う。 

4～11も深鉢の口縁部や胴部資料である。口縁部文様として刻目の充塡される円形や山形の沈線文、

「ハ」字状短沈線文などがあり、胴部文様として「Ｙ」字状隆線文などがある。 

161号土壙出土土器（第226図） 

1～7は深鉢の口縁部資料である。概ね直線的に外傾するが、6のように外反するものもあ

る。文様は1・2が横位や連弧状の押圧縄文で、2では「の」字状の貼付文もみられる。この 
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他、方形区画隆線文に連続する「ハ」字状短沈線文が充塡されるものや平行沈線による区画文様のもの、

縦位結節文のもの、無文のものなどがある。 

8・9は半截竹管による平行沈線文様が施される深鉢の胴部資料である。 

182号土壙出土土器（第227図） 

1は頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が直線的に外傾する深鉢である。口縁部には連続する指頭状

圧痕文が巡り、横位の押圧縄文が施され、胴部には連弧状の押圧縄文がみられる。 

2は口縁部が内弯ぎみに立ち上がる深鉢であるが、口縁上位において「く」字状に屈曲し、短く外傾

する。口縁の内弯する部分に方形区画の押圧縄文が施され、区画内に横位や弧状の押圧縄文が充塡され

る。 

3は口縁部が内弯ぎみに外傾し、大波状縁を呈する深鉢である。隆線文およびそれと並行する沈線文

によって大波状区画文様が施されるもので、部分的に交互刺突文もみられる。 

この他4～9も外傾する深鉢の口縁部資料で、このうち5・8は頸部が括れるものである。6は無文のも

の、8は縦位結節文と斜行縄文からなるもので、他は連続刺突文や隆線文などがあるが、断片的で不明

である。10は押圧縄文、11は区画隆線文および沈線文が施される深鉢の胴部資料である。 

12は胎土に繊維を含む深鉢で、斜行縄文が施される。 

202号土壙出土土器（第228図） 

1は口縁部が短く外反する深鉢で、小波状口縁を呈する。口縁部には連弧状押圧縄文、胴部には縦位

結節文と斜行縄文が施される。 

2は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が外傾する深鉢で、口縁部は無文、胴部は縦位結節文が施さ

れている。 

3～8は外傾もしくは外反する深鉢の口縁部資料で、押圧縄文、沈線文、隆線文、円形貼付文などの文

様がみられる。 

9は横位隆沈線文、10は縦位隆線文が施される深鉢の胴部資料である。 

205号土壙出土土器（第229図） 

1は胴部から口縁部まで直線的に外傾する深鉢で、口縁部に「ノ」字状隆線文、連弧状隆線文が施さ

れる。 

2は胴部がやや脹らみ、頸部が括れ、口縁部が直線的に外傾する深鉢で、口縁部から胴部にかけて指

ナデ状の縦位条痕が引かれ、その後斜行縄文が加えられている。 

3～8は外傾する深鉢の口縁部資料で、波状沈線文、横位沈線文、斜位（山形）沈線文などの文様がみ

られる。 
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 357号土壙出土土器（第230図1～6） 

1～4は直線的に外傾する深鉢の口縁部資料で、横位押圧縄文による文様が施されるほか、山形の沈線

文、横位平行沈線文などの文様がある。5は隆線文、沈線文の施される深鉢の胴部資料、6は内弯ぎみに

外傾し連続刺突文のある深鉢の口縁部資料である。 

151号土壙出土土器（第230図7～10） 

7・8は外傾する深鉢の口縁部資料で、ともに押圧縄文による文様が施されている。10は指ナデ状の縦

位条痕がみられる深鉢の胴部資料である。 

9は口縁部が短く上方に立ち上がる浅鉢で、口縁部に二本の横位沈線文が施される。 

106号土壙出土土器（第231図） 

1は胴部が直線的に外傾し、口縁部がわずかに外反する深鉢で、低い山形の突起が付く。突起部に「x 」

字状隆線文、口縁部に横位の押圧縄文が施され、胴部には縦位結節文、斜行縄文がみられる。 

2は胴部が脹らみ、頸部が括れ、口縁部が上位でやや内弯する深鉢である。口縁部には指頭状圧痕文

を有する弧状区画隆線文およびそれに並行する押圧縄文が施され、区画内に弧状押圧縄文が充塡される。 

3～7は深鉢の口縁部資料である。このうち3・4は直線的に外傾し、5は内傾するもので、3では大波状

口縁になるものと思われる。これらはいずれも横位の押圧縄文が施される。この他6は口縁部が短く外

反し、地文のみが施され、7は直線的に外傾し、横位沈線文や横位連続刺突文が施されるものである。 

10は胴部に縦位の押圧縄文が施され、底部が無文の深鉢である。 

8・9はともに内弯ぎみに外傾する浅鉢で、8は無文、9は円形隆線文と「ノ」字状隆線文が組み合った

文様および横位波状隆線文が施されている。 

116号土壙出土土器（第232図） 

1～9は外傾もしくは内弯する深鉢の口縁部資料である。文様は連弧状区画隆線文や横位・連弧状押圧

縄文のものが为体を占め、他に大波状区画沈線文などもある。10は口縁部の欠損した深鉢で、胴部は地

文、底部は網代痕がみられる。 

128号土壙出土土器（第233図） 

1・2は深鉢の口縁部資料で、2では弧状の押圧縄文が施される。3～6は深鉢の胴部資料で、区画隆線

文や平行沈線文などの文様がみられる。 

170号土壙出土土器（第234図1～3） 

1はやや内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料で、連弧状区画隆線文と並行する押圧縄文が施される。 
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 2は口縁部が直立ぎみになる浅鉢で、連続刺突文が付される横位隆線文および橋状把手がみられる。 

3は口縁部が短く外反する深鉢で、地文のみのものである。 

198号土壙出土土器（第234図4～8） 

4～6は外傾もしくは外反する深鉢の口縁部資料で、4は地文のみ、5は横位の押圧縄文、6は半截竹管

による横位平行沈線文と連続刺突文が施される。 

7は横位沈線文、8は指ナデ状の縦位条痕がみられる深鉢の胴部資料である。 

302号土壙出土土器（第235図） 

1は胴部から口縁部にかけて直線的に外傾する深鉢で、わずかに口縁上位が屈曲し外反する。口縁上

端が連弧状をなすもので、口縁部文様として横位・縦位の区画隆線文、横位・刻目状の押圧縄文、胴部

は横位・縦位・連弧状の隆線文による区画文様がみられる。 

2は胴部が脹らみ、頸部で括れ、屈曲した口縁部が直線的に外傾する深鉢で、大波状口縁をなすもの

である。口縁部には「Ｙ」字状・連弧状の隆線文およびそれに並行する押圧縄文による区画文様、胴部

には縦位結節文と斜行縄文が施される。 

3～12は深鉢の口縁部や胴部の断片資料である。为な文様として、隆線文や押圧縄文による区画文様

や横位沈線による文様がある。 

514号土壙出土土器（第236図） 

1は頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢である。口縁部に低い山形突起が

付く。文様は器面の磨滅が著しく不明な点もあるが、口縁部に連弧状区画隆線文とそれに並行する押圧

縄文が施されるほか、口縁上部や隆線文上に刻目状の押圧縄文が加えられる。 

2～13は深鉢の口縁部や胴部の断片資料である。为な文様として、隆線文や押圧縄文による区画文様、

押圧縄文や沈線文による区画内充塡文様などがある。 

13号土壙出土土器（第237図） 

1～4は深鉢の口縁部資料で「の」字状貼付文、横位連続刺突文、「x 」字状区画隆線文などの文様が

みられる。 

345号土壙出土土器（第238図） 

1～6は深鉢の口縁部資料である。口縁部が外傾もしくは外反するもので、1・2では頸部が「く」字状

に屈曲する。口縁部文様として1・3では横位や縦位の押圧縄文、2では鋸歯状（小波状）隆線文、4・5

では肥厚部に刻目状連続刺突文、6では上部に渦巻状隆線文がみられる。 

7～11は深鉢の胴部資料で、このうち7～9は沈線による文様、10・11は細い粘土紐状の隆線による文

様が施される。12は木葉痕のみられる底部資料である。 
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 149号土壙出土土器（第239図） 

1～7は深鉢の口縁部や胴部の断片資料である。为な文様として1の「x 」字状区画隆線文、2・4の区

画隆線文と押圧縄文から構成されるもの、5の横位隆帯上に刻目状押圧縄文が付加されるものなどがあ

る。 

524号土壙出土土器（第240図） 

1～4はいずれも外傾する深鉢の口縁部資料である。文様は1が「x 」字状隆線文、2・3はそれぞれ縦

位・連弧状の押圧縄文、4は指頭状圧痕文下に指ナデ状条痕が施される。 

307号土壙出土土器（第241図） 

1～13は深鉢の口縁部資料である。概ね外傾するが、8のように内弯するものもある。文様は1・2が横

位押圧縄文、3・10が連弧状区画隆線文と並行する押圧縄文、4が縦位鋸歯状隆線文であるほか、9・12・

13のような横位沈線間に縦位短沈線文が施されるものも混在する。 

15は胎土に繊維を含む深鉢の胴部資料で、外面に斜行縄文、内面に貝殻条痕文が施されている。 

193号土壙出土土器（第242図） 

1は胴部がやや脹らみ、頸部で括れ、口縁部が直線的に外傾する深鉢で、口縁部は大波状縁になる。

文様は口縁部が「∩」状・弧状・横位等の隆線による区画文で、「∩」状の区画内には刻目状の横位押

圧縄文が充塡されるほか、波頂部には刻目状の縦位押圧縄文がみられ、弧状隆線沿いには沈線や押圧縄

文が並走する。胴部は縦位結節文と斜行縄文である。 

2・3は深鉢の口縁部資料である。2は口縁部が内弯し、3は内弯ぎみに外傾するもので、文様は2が半

截竹管による連続刺突文、3は区画隆線文と並行する押圧縄文からなるものである。 

175号土壙出土土器（第243図1～3） 

いずれも外傾する深鉢の口縁部資料である。このうち1・3は口縁部に低い山形突起が付くもので、横

位や縦位の押圧縄文が施される。2は口縁部が大波状をなすもので、文様は一部に弧状貼付文がみられ

るが、概して地文为体のものと思われる。 

228号土壙出土土器（第243図4～9） 

4～9は深鉢の口縁部や胴部資料である。このうち4は口縁部が内弯するもので、二叉の山形突起が付

く。文様は「x 」字状区画隆線文と横位押圧縄文からなる。他は断片資料のため、特徴は明確でないが、

やはり「x 」字状区画隆線文や刻目状押圧縄文等の文様がみられる。 

589号土壙出土土器（第244図） 

1は口縁部が直線的に外傾する深鉢で、口縁部に連弧状区画隆線文が施され、渦巻状や小連弧状の隆

線文が充塡される。 
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 2・4・5は内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料である。このうち 2は大波状口縁になると思われ

るもので、波頂部直下に橋状把手を有し、口縁部文様として縦位押圧縄文や横位・鋸歯状（小波状）

隆線文等がみられる。また4は横位・弧状の押圧縄文、5は「x 」字状区画隆線文等が施される。 

196号土壙出土土器（第245図） 

1は胴部が筒形を呈する深鉢で、頸部はやや屈曲し、口縁部は直線的に外傾する。口縁部には上端が

「の」字状を呈する小突起が付き、縦位の刻目状押圧縄文や横位沈線による文様が二段に巡る。 

133号土壙出土土器（第246図） 

1は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部は内弯ぎみに外傾する深鉢で、「の」字状・渦巻状等の隆線

文が付加された口縁部突起が付く。文様は口縁部上位に連弧状隆線文があり、その下に「x 」字状や連

弧状の区画隆線文が施されるもので、区画内には地文とともに横位や弧状・渦巻状等の沈線文がみれら

る。また頸部には「x 」字状区画隆線文が巡り、胴部には連続「x 」字状隆線文、横位隆帯、連弧状沈

線文等の文様が展開する。大部分の隆線文上には刻目状押圧縄文や刻目状刺突文等が付加されている。 

2～5は外傾する深鉢の口縁部資料である。横位押圧縄文、横位沈線文、指頭状圧痕などが認められる。 

101号土壙出土土器（第247図） 

1は胴部がやや脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、台形をなす口縁部突

起が付く。文様は口縁部上位に小連弧状隆線文が巡り、その下に相対する連弧状区画隆線文およびそれ

に並行する沈線文が施される。胴部は縦位結節文と斜行縄文である。 

449号土壙出土土器（第248図1・2） 

1は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が短く外傾する深鉢で、小波状口縁になるものである。口縁

部には横位の押圧縄文、胴部には縦位結節文と斜行縄文が施される。 

2も1と同様の形状をもつ深鉢であるが、胴部の脹らみが強いもので、胴部に指ナデ状の条痕文がみら

れる。 

572号土壙出土土器（第248図3～5） 

3～5は外傾する深鉢の口縁部資料で、3・4は波状口縁になるものと思われる。いずれも横位や弧状の

押圧縄文が施されるもので、4ではまた橋状把手や連弧状隆線文、横位沈線文、刺突文がみられる。 

609号土壙出土土器（第248図6～8） 

6～8は深鉢の口縁部や胴部断片資料で6・7では区画隆線文と押圧縄文からなる文様がみられる。 
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〈Ⅵ群期〉（第249図） 

3基あり、板沢地区の東部に2基、南西部に1基分布する。規模は東部の2基が底部の長径・200㎝以上、

確認面からの深さ・130㎝以上ある大形のもので、南西部の1基は底部の長径・130㎝、確認面からの深

さ・106㎝である。 

形態をみると、開口部や底部の平面形は円形や楕円形を基調とし、断面形はフラスコ形でくびれのな

いもの－1基と円筒状をなすもの－2基とがある。開口部がテラス状になるものは双方に1基ずつ認めら

れる（124号土壙、158号土壙）。 

堆積土の状況は、自然堆積が中心であるが、部分的に人為的な埋め戻しがみられるものが1基、流れ

込みや壁の崩落による自然堆積が2基ある。 

124号土壙出土土器（第250図） 

1～3は内弯する深鉢の口縁部資料である。このうち1では口縁部に横位の区画隆線文によって無文帯

が形成され、それを跨ぐ橋状把手が取付けられる。口縁上端および橋状部には渦巻状や小波状の隆線文

や連続刺突文等が加えられる。2・3はそれぞれ沈線文と連続刺突文、隆沈線文がみられる。 

4～7は沈線文や隆線文の施される深鉢の胴部資料、8は網代痕のみられる深鉢の底部資料である。 

9は胴部が脹らみ、頸部でやや括れ、口縁部が外傾する袖珍土器である。口縁部に横位隆帯が巡る。 

158号土壙出土土器（第251・252図） 

第251図1・2とも隆線による小波状文や区画文様が施される断片資料で、1では口縁部の内面にも渦巻

状の隆線文がみられる。 

第252図1は胴上部が強く脹らみ、口縁部が内傾する深鉢で、口縁部には鍔状の突帯が巡る。突帯には

4ヶ所に、上面が弧状もしくは「Ｓ」字状を呈する突起があり、その直下に口縁部無文帯を跨ぐ形で橋

状把手が付く。文様は为に胴部にあり、連弧状沈線文が充塡された「x 」字状区画隆線文下に「Ｙ」字

状隆線文や連弧状沈線文が充塡された楕円形区画沈線文等が施されている。 

539号土壙出土土器（第253図） 

1は胴部が筒状に変化なく立ち上がる深鉢で、口縁部は外傾し、「の」字状や「Ｓ」字状の貼付文を

有する突起が付く。文様は口縁部に刻目、縦位押圧縄文、横位隆線文、交互刺突文があり、胴部は幅広

の多条沈線によって「Ｓ」字的な曲折文や渦巻状文等が施される。 

2～4は深鉢の口縁部や胴部の断片資料で、沈線による何らかの区画文様や、縦位押圧縄文等がみられ

る。 
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〈Ⅶ群期〉（第254図） 

3基あり、板沢地区の東部と南部、原尻地区の南東部に1基ずつ分布する。規模は底部の長径・58～202

㎝、確認面からの深さ・50～146㎝の範囲に入る。 

形態をみると、開口部や底部の平面形は円形や楕円形を基調とし、断面形はフラスコ形で頸部にくび

れをもつもの－2基、不明－1基である。 

堆積土の状況は自然堆積が中心で部分的に人為的な埋め戻しがみられるもの－1基、流れ込みや壁の

崩落による自然堆積－1基、不明－1基である。 

820号土壙から出土した深鉢の胴下部は2号配石遺構下土壙の底面から出土した深鉢胴上部と接合す

る。 

134号土壙出土土器（第255図） 

1・2は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が内弯する、いわゆるキャリパー形の深鉢と思われるもの

である。口縁部文様は鋭い隆沈線による有棘の横位渦巻文である。 

3～10・12は深鉢の胴部資料で、鋭い隆沈線や沈線による文様が施されている。構成が比較的

明らかな9では、それが曲折渦巻文になっており、他についてもその特徴から同様の文様に 
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なるものとみられる。13・15は同類の底部資料である。 

820号土壙出土土器（第256図） 

1は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が内弯するキャリパー形の深鉢で、口縁部に中空の渦巻突起

が付く。口縁部には、鋭い隆沈線による横位渦巻文、頸部無文帯をはさんで、胴部には沈線による曲折

渦巻文が施されている。 

2・3はそれぞれ1と同様の特徴をもつと思われる深鉢の胴部資料・口縁部突起である。4は胴部がやや

外反ぎみに立ち上がる深鉢で、鋭い沈線による曲折渦巻文が施されている。 

63号土壙出土土器（第257図） 

1～6は深鉢の胴部資料である。沈線や隆線による文様が施されており、その特徴から曲折渦巻文と推

定される。7も同類の深鉢の底部資料である。 

8は外傾する深鉢の口縁部資料で、隆線による方形区画状の文様がみられる。 

〈時期不明〉（第258～274図） 

109基ある。板沢地区や原尻地区に分布する。原尻地区のフラスコ状土壙の多くは所属時期が不明で

ある。規模は底部の長径が50～216㎝、確認面からの深さが25～170㎝の範囲に入るが、深さでは40～70

㎝前後のものが多い。 

開口部や底部の平面形は円形や楕円形を基調にしている。断面形はＡ）フラスコ形で頸部にくびれを

もつもの－10基、Ｂ）フラスコ形でくびれのないもの－20基、Ｃ）円筒状のもの－53基、Ｄ）不明－26

基であり、円筒状のものが最も多い。付属施設についてみると、底面にピットのあるものがＢとＣに1

基ずつ（Ｂ－148号土壙、Ｃ－110号土壙）、底面が2段になるものがＣに1基（610号土壙）、側壁が抉

れるものがＡに1基（802号土壙）、開口部にテラスをもつものがＢに2基（585号土壙、821号土壙）認

められる。 

堆積土の状況は人為的に埋め戻されたもの－7基、自然堆積が中心であるが部分的に人為的な埋め戻

しがみられるもの－17基、流れ込みや壁の崩落による自然堆積－57基、不明－28基で、廃棄後は自然堆

積によって埋没したフラスコ状土壙が多い。 

底面直上層から炭化物が出土しているフラスコは9基（1・2・44・123・130・164・344・543・591号

土壙）あり、堆積土から炭化物や焼土が出土しているものは多数確認されている。また、1号土壙や26

号土壙は堆積土の上面に焼け面が認められる。 

164号土壙出土土器（第275図） 

いずれも外傾する深鉢の口縁部資料である。文様は明確ではないが、6・7のよう押圧縄文による文様

をもつもののほか、渦巻状沈線文のもの、平行沈線文と連続刺突文からなるもの、大波状口縁に沿って

多条沈線文が施されるものなどがある。 
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2号土壙出土土器（第276図） 

1～6は深鉢の口縁部や胴部の断片資料である。文様は明確ではないが、3・5では細い粘土紐貼付によ

る鋸歯状（小波状）隆線文、さらに3では幅広い沈線による区画文様および連弧状の充塡文様がみられ

る。 

181号土壙出土土器（第277図） 

1・3～7は深鉢の口縁部や胴部資料で、1では口縁部に横位押圧縄文、4では横位結節文がみられ、6

では胴部に横位や弧状の平行沈線文、7では縦位隆線および沈線文が施される。 

2は浅鉢の口縁部資料で、肥厚部に横位の交互刺突文が巡る。 

227号土壙出土土器（第278図） 

1～8は深鉢の口縁部、9は頸部の資料である。文様は横位押圧縄文や細い粘土紐貼付による連弧状隆

線文、「x 」字状隆線文があるほか、肥厚した口縁部に斜位や山形の沈線文が施されるものや連続刺突

文のものなどがある。 

591・543号土壙出土土器（第279図） 

1～4・6は深鉢の口縁部、5は胴部の資料である。このうち1は大波状口縁の波頂部にあたり、刻目状

短沈線文、大波状区画隆線文、交互刺突文などがみられる。2は口縁部に横位隆線文、3は半截竹管によ

る連続刺突文、4は弧状押圧縄文、5は胴部に横位沈線文、6は橋状把手に鋸歯状（小波状）等の隆線文

が貼付される。 

148・111号土壙出土土器（第280図） 

1～4は外傾する深鉢の口縁部資料である。1・2は無文、3は連弧状隆線文および押圧縄 
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文、4は細い粘土紐による山形状の文様である。 

204号土壙出土土器（第281・282図） 

第281図1～6は外傾する深鉢の口縁部資料である。このうち1・2・5・6は大波状や横位の区画隆線文

が施されるもので、1・2・5では区画内に沈線文が充塡される。3は横位押圧縄文や交互刺突文、4は横

位連続刺突文がみられる。 

第281図7は胴部が開きぎみに立ち上がり、口縁部は強く屈曲し外傾する深鉢で、口縁部は小波状をな

す。胴部に連続刺突文が施される。 

第281図8は胴部が強く脹らみ、頸部で括れる深鉢で、口縁部は短く外傾する。口縁部に連弧状押圧縄

文、胴部に縦位結節文と斜行縄文が施される。 

第281図9～13・15も深鉢の口縁部資料で、概ね外傾する。9・10・15は無文、11・12は横位押圧縄文、

13は細い粘土紐による鋸歯状（小波状）隆線文である。 

第281図14は算盤玉状を呈すると思われる鉢の口縁部資料である。無文のもので、口縁部に貫通孔を

有する。 

第281図16～20は深鉢の頸部や胴部資料である。16・19・20は沈線による文様、17・18は頸部に圧痕

文を有する横位隆帯が巡る。 

第281図21・22は内弯する深鉢の口縁部資料で、隆沈線による区画文様が施される。 

第282図は胴部が強く脹らみ、頸部で括れ、口縁部が短く外反する深鉢で、胴部に縦位の羽状縄文が

施される。 

209号土壙出土土器（第283図） 

1は口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、口縁上位は短く外反し、山形突起が付く。口縁部文様は連

弧状区画隆線文で、区画内は沈線文が並行する。 

2はやや外反ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料で、大波状縁を呈するものである。文様は口縁形態に

沿った大波状区画隆線文で、沈線文が並行し、一部に交互刺突文が充塡される。 

3～16は为に深鉢とみられるものの断片資料であるが、7・11のように浅鉢と思われるものもある。文

様は3・15のような押圧縄文によるもの、6の「Ｙ」字状隆線文、7の交互刺突文等がある。 

その他のフラスコ状土壙出土土器（第284～289図） 

第284～289図に示した土器はその多くが小破片の資料であり、かつ尐量でまとまりのみられないもの

である。したがって、これらについてはその为な特徴を表に示すにとどめることにする。 
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5．埋設土器遺構 

1号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＫ66区の地山面で確認された。土器は胴下半部を欠く深鉢で、掘り方底面から35㎝ほど浮い

た地点に横位に設置されている。掘り方は85×67㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは40㎝を測る。

底面はほぼ平坦で一部周囲より凹む部分がある。堆積土はブロック状に8枚に分けられ、7層上面には多

量の炭化物が認められる。 

埋設土器（第293図） 

1は深鉢で、胴部から口縁部へ単純に外傾する器形である。肥厚する口縁部は無文で、頸部以下は縄

文のみ施文されている。2～4は深鉢の口縁部で、2、3が外傾し、4は直立気味となる。2は肥厚する波状

縁で円形貼付文、沈線文が施文されている。3は区画隆線文とそれに沿う沈線文が、4は粘土紐貼付文が

それぞれ施文されている。 

2号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＬ64区の地山面で確認された。土器は残存状況は悪いが、口縁部から底部まである深鉢で、

掘り方底面から35㎝浮いた地点に横位に設置されている。掘り方は74×60㎝の楕円形を呈し、確認面

からの深さは35㎝を測る。底面は中央へ向って傾斜している。堆積土は5枚に分けられ、底面直上の4

層・5層は褐色土をそれぞれブロック状・斑状に含んでいる。 

埋設土器（第294図） 

1は深鉢で、胴部がやや脹らみ、頸部で括れ、口縁部が肥厚して外傾する器形である。口縁部には横

位・弧状・山形および斜位沈線文が、頸部には半截竹管による横位平行沈線文がそれぞれ施文されてい

る。 

3号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＢ73区の地山面で確認された。土器は胴下半部を欠く深鉢で、掘り方底面から10㎝程浮いた

地点に横位に設置されている。掘り方は西壁が失われているが楕円形と思われ、残存する部分の長径は

58㎝、短径・46㎝、深さ・28㎝で底面は東壁へ向って傾斜している。堆積土は2枚の層に分けられる。 

埋設土器（第295図） 

1は深鉢で、胴中位で脹らみ、頸部から口縁部にかけて外反気味となる器形である。口縁部は肥厚し

て4単位の波状縁となっており、波頂部は二又状を呈する。口縁部には口縁に沿う横位沈線文、弧状沈

線文、横位短沈線文が施文されている。頸部には円形貼付文が4単位配され、横位、鋸歯状平行沈線文

が乱雑に施文されている。 
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 4号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＴ76・77区の地山面で確認された。土器はほぼ完形の深鉢で、掘り方底面から若干浮いた所

に横位に設置されている。掘り方は72×38㎝の不整な楕円形を呈し、確認面からの深さは8㎝を測る。

底面はほぼ平坦である。堆積土は2枚の層に分けられる。 

埋設土器（第296図） 

1は深鉢である。胴上位が脹らみ頸部で括れ、口縁部が肥厚して外傾する器形をもつ。口縁 
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部は6単位の波状縁となり、波頂部は2又状を呈する。口縁部文様は、波頂部から下垂する縦位貼付文と

縦位沈線文からなり、頸部は横位押引き文による区画内に横位隆帯を施文し、これに指頭状圧痕が加え

られている。 

5号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＬ67・68区の地山面で確認された。土器は底部を欠く深鉢が横位に設置されている。掘り方

は64×46㎝の隅丸方形を呈し、その底面はほぼ平坦である。 

埋設土器（第297図） 

1は胴部が脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢である。大波状口

縁を呈するもので、波頂部にボタン状の突起が付く。文様は口縁および突起部では、为に細い粘土紐貼

付の梯子状文によって、円形・楕円形・渦巻状・鋸歯状等の文様が構成され、さらに彫去文として随所

に三角形や円形の沈刻が加えられる。頸部や胴部上位にも粘土紐貼付による文様が施されおり、前者は

横位、後者は「Ｍ」字・「Ｙ」字状文になる。 
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6号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＣ75・ＤＤ75区の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、掘り方底面から10㎝浮

いた地点に横位に設置されている。掘り方は80×80㎝の隅丸方形を呈し、確認面からの深さは10㎝を

測る。底面はほぼ平坦である。堆積土は1枚確認されている。 

埋設土器（第298図） 

1は胴部が脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、波状口縁を呈

するものである。波頂部には刻目が加えられ、胴部には「Ｙ」字状隆線文のほか縦位結節文が施される。 

7号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＥＭ73・74、ＥＮ73・74区の地山面で確認された。土器はほぼ完形の深鉢で掘り方底面から28

㎝浮いた地点に斜位に設置されている。掘り方は106×82㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは38㎝

を測る。底面は若干の凹凸があり、底面上に石がのっている。堆積土は3枚に分けられる。 

埋設土器（第299図） 

1は胴長の深鉢である。胴部は開きぎみに立ち上がり、頸部でいく分外側に屈曲し、口縁部は内弯ぎ

みに外傾する。口縁部には楕円や弧状の区画隆線文が施され、区画内に横位・渦巻状・「Ｊ」字状・鋸

歯状等の沈線文や交互刺突文が充塡される。頸部は無文帯およびそれを跨ぐ橋状把手・横位沈線文が配

され、胴部は縦位結節文と斜行縄文がみられる。 

8号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＪ73・74区の地山面で確認された。土器は胴下半部を欠く深鉢で一部立った状態になってい

る部分もあるが、掘り方底面に接して横位に設置されていたと考えられる。掘り方は110×82㎝の隅丸

方形を呈し、確認面からの深さは12㎝を測る。底面はほぼ平坦である。堆積土はブロック状に6枚に分

けられる。 

埋設土器（第300図） 

1は胴部が開きぎみに立ち上がり、頸部で外側に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、大波状口縁を呈

するものである。文様は口縁部にあり、上位に変形「Ｙ」字状隆線文や縦位押圧縄文等が施され、その

下に相対する連弧状区画隆線文が配される。またこの区画文の内外には沈線文が並行する。 

9号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＫ71区の地山面で確認された。88号土壙と重複し、それに切られている。土器はほぼ

完形の深鉢で、一部掘り方の底面に接するように横位に設置されている。掘り方は短軸が72㎝の

楕円形を呈し、確認面からの深さは14㎝を測る。底面は中央部へ向けてゆるやかに傾斜して 
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いる。堆積土は4枚に分けられ、特に3層には多量の礫の混入が認められる。 

埋設土器（第301図） 

1は胴部が強く脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢である。口縁

部には渦巻状隆線文を有する三脚形橋状把手が4個配され、それをつなぐように横位や小波状の区画隆

線文が巡る。さらに横位隆線文には刻目状押圧縄文、区画文内には横位や縦位の押圧縄文が加えられて

いる。胴部は縦位結節文と斜行縄文が施される。 

10号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＢ77区の地山面で確認された。145号土壙と重複し、それを切っている。土器はほぼ完形の

深鉢で、掘り方底面に接するように横位に設置されている。掘り方は80×60㎝の楕円形呈し、確認面

からの深さは20㎝を測る。底面は平坦である。堆積土は2枚に分けられる。 
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埋設土器（第302図） 

1は胴部上位がやや脹らみ、頸部でいく分外側に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢である。口縁部には

渦巻状や円形等の隆線文を有する橋状把手が4個配され、それをつなぐように「x 」字状区画隆線文が

巡る。この区画文上には刻目状押圧縄文が加えられ、一部に弧状押圧縄文もみられる。また区画内には

爪形の連続刺突文が充塡されている。胴部は刻目状押圧縄文や爪形連続刺突文を伴う平行沈線によって

縦位区画文や渦巻状・円形・弧状等の文様が施される。 
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11号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＤ77、ＤＥ77区の地山面で確認された。土器は胴下半部を欠く深鉢で、掘り方底面に接す

るように横位に設置されている。掘り方は50×37㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは14㎝を測る。

底面は北壁付近が他より若干低くなっている。堆積土は土器内部と掘り方埋め土との2枚に分けられる。 

埋設土器（第303図1） 

1は胴部がやや脹らみ、頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢である。口縁部上位が肥

厚しており、そこに刻目状押圧縄文を伴う楕円形貼付文が2個配されるほか、縦位押圧縄文が巡る。肥

厚部以下胴部にかけては縄文施文以前になされた指ナデ状条痕文が下垂する。 

12号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＮ75区の地山面で確認された。35号土壙と重複し、それに切られている。土器は胴下部を

欠く深鉢で、掘り方底面より6㎝程浮いた地点に横位に設置されている。掘り方は推定で63×60㎝の

不整円形を呈し、確認面からの深さは8㎝を測る。底面は中央部へ向けてゆるやかに傾斜している。堆

積土は黒褐色のシルト質砂が確認されている。 

埋設土器（第303図2） 

2は胴部がやや脹らみ、頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢である。口縁部には横位

や刻目状押圧縄文が付加された隆帯が巡るほか、その上、下位に横位、刻目状、小波状の押圧縄文が

施される。胴部は縄文施文以前になされた指ナデ状条痕文が下垂する。 

13号埋設土器遺構（第290図） 

ＤⅢ－ＤＢ78・79、ＤＣ78区の地山面で確認された。土器は口縁部を欠く深鉢で、掘り方底面に接

するように横位に設置されている。掘り方は75×56㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは8㎝を測

る。底面は若干の凹凸がある。堆積土は暗褐色シルトが確認されている。 

埋設土器（第304図） 

1は胴部中位が脹らむ深鉢である。口縁部は欠損している。胴部中位に帯状の交互刺突文が巡るもの

で、その上部は沈線による方形区画文および対角線文が施され、部分的に渦巻状や矢尻状等の充塡文

が配される。胴下部は縦位や横位の沈線文がみられるが、構成は明確でない。 

14号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＦ89区の地山面で確認された。389号土壙と重複し、それに切られている。土器は胴下部を

欠く深鉢で、掘り方底面から3㎝程浮いた所に横位に設置されている。掘り方は北壁が失なわれている

が、楕円形を呈すと思われ、残存部の長径は50㎝、短径が36㎝、深さが20㎝である。底面は平坦であ

る。堆積土は3枚に分けられ、2・3層には砂利の混入が認められる。 
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埋設土器（第305図1） 

1は胴部が開きぎみに立ち上がり、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、

大波状口縁を呈する。口縁部には波状形態に沿った「x 」字状区画隆線文が施されるもので、波頂下

には円形の隆線文もみられる。またこれらの隆線に沿って押圧縄文が並行し、隆線上には刻目状押圧

縄文が加えられる。胴部は縦位結節文と斜行縄文からなる。 

15号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＥ78区の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、掘り方底面に接するように横

位に設置されている。掘り方は58×46㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは20㎝を測る。底面は平

坦である。堆積土は3枚に分けられる。 

埋設土器（第305図2） 

2は胴部が脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢である。口縁部上位には2本

の横位沈線文とそれにはさまれる小波状沈線文が巡り、下位には渦巻状隆線文を有する橋状把手が4

個配され、それをつなぐように小波状の区画隆線文が巡る。胴部には2本の沈線文にはさまれた横位連

続刺突文や相対する弧状沈線文などがみられる。 

16号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＤ69区の地山面で確認された。土器は口縁部の一部と胴部以下を残す深鉢であるが本来は

完形品であった可能性が高く、掘り方底面から4㎝程浮いた所に横位に設置されている。掘り方は66

×54㎝の不整な楕円形を呈し、確認面からの深さは20㎝を測る。底面は中央部へ向けてゆるやかに傾

斜している。堆積土は土器内部と掘り方埋め土の2枚に分けられ、前者には炭化物の混入が認められる。 

埋設土器（第306図） 

胴部下位が外傾し、中～上位が直立ぎみに立ち上がる深鉢で、同一個体と思われる破片からみると、

口縁部は外傾し大波状を呈する。口縁部には連弧状押圧縄文や沈線文が施される。 

17号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＨ83・84区の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、掘り方底面から2㎝程浮い

た所に横位に設置されている。掘り方は56×35㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは12㎝を測る。

底面はほぼ平坦で、その上に砂が敷かれている。堆積土は土器内部と掘り方埋め土との2枚に分けられ、

前者には炭化物の混入が認められる。 

埋設土器（第307図） 

1は胴部が脹らみ、頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、低い台形状の突起が付く。

口縁部には連弧状沈線文が2段に巡り、突起下に有孔円形貼付文が配される。胴部は刺突文や刻目状押

圧縄文を有する方形区画隆線文が施され、区画内に縦位・渦巻状・鉤状・連弧状等の沈線文が充塡さ

れている。 
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 18号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＩ78区の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、掘り方底面から若干浮いた所

に横位に設置され、土器の底にあたる部分は石で塞がれている。掘り方は62×35㎝の楕円形を呈し、

確認面からの深さは22㎝を測る。底面は皿状で、その上に小砂利が敷かれている。 

堆積土は土器内部と掘り方埋め土とに違いが認められ、前者はさらに2枚に細分される。 

埋設土器（第308図1） 

1は胴部上位が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が短く外反する深鉢である。口縁部には指頭状圧痕文、

横位押圧縄文が加えられた隆線文、その下に2本の沈線文およびそれにはさまれた刻目状押圧縄文が巡

る。胴部は上位に弧状や渦巻状の隆線文、沈線文が施され、その下に連弧状沈線文が配される。 

19号埋設土器遺構（第291図） 

板沢地区の旧表土中で確認されたが、位置については不明である。土器は深鉢の胴下半部が掘り方

底面から3㎝程浮いた所に正立位の状態で確認されている。この他に同一個体の口縁部の一部が出土し

ていることから本来は完形の深鉢が正立位に設置されていたと考えられる。掘り方は48×47㎝の円形

を呈し、確認面からの深さは28㎝を測る。底面は皿状である。堆積土は土器内部と掘り方埋め土とに

違いが認められ、前者はさらに2枚に細分され、下層の3層は多量の砂礫の混入が認められる。 

埋設土器（第308図2、3） 

2、3は深鉢の口縁部と胴部で、同一個体と思われるものである。2は横位の押圧縄文、3は縦位結節

文と斜行縄文が施されている。 

20号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＧ84、ＤＨ84の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、掘り方底面から3㎝浮い

た地点に横位に設置されている。掘り方は68×56㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは10㎝を測る。

底面は平坦である。堆積土は土器内部と掘り方埋め土との2枚に分けられ、前者には尐量だが炭化物の

混入が認められる。 

埋設土器（第309図1） 

1は胴部がやや脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が直線的に外傾する深鉢で、ゆるい波状

口縁をなす。波頂上面は「の」字状を呈するもので、直下には変形「Ｙ」字状や「Ｓ」字状等の隆線

文が施された橋状把手が付く。口縁部上位には連弧状隆線文、その下には刻目状押圧縄文を伴う連弧

状区画隆線文が配される。頸部には刻目状押圧縄文が巡り、胴部は縦位結節文と斜行縄文がみられる。 
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21号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＨ83区の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、掘り方底面から3㎝浮いた地点

に横位に設置されている。掘り方は54×40㎝の不整な楕円形を呈し、確認面からの深さは12㎝を測る。

底面は北半分が南側に較べて低くなっている。堆積土は3枚に分けられる。 

埋設土器（第309図2） 

2は胴部が開きぎみに立ち上がり、頸部でやや外側に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、低い口縁部

突起が付く。口縁部上位には刻目状や横位の押圧縄文が巡り、その下に2本の隆線による連弧状区画文

が配されるもので、区画文に沿って縦位や弧状の押圧縄文が加えられる。この他「Ｙ」字状隆線文や

曲流沈線文、頸部の横位連続刺突文、横位沈線文等がみられる。 

22号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＨ78区の地山面で確認された。土器は底部を欠く深鉢で、掘り方底面に接するように横位

に設置されている。掘り方は95×88㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは14㎝を測る。底面は平坦

である。堆積土はにぶい黄褐色のシルト質粘土が確認されている。 

埋設土器（第310図1） 

1は胴部がわずかに脹らみ、頸部で屈曲して、口縁部が短く外傾する深鉢である。口縁部は地文のみ

であるが、頸部に押圧縄文が巡る。胴部は縦位結節文と地文からなる。 

23号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＡ88・89区の地山面で確認された。土器は完形の深鉢で、掘り方底面に接するように横位

に設置されている。掘り方は68×49㎝の不整な隅丸方形を呈し、確認面からの深さは24㎝を測る。底

面は土器の口縁部側にあたる北側が低くなっている。堆積土は2枚確認され、土器内部の掘り方底面側

に薄く認められる2層には炭化物の混入が認められる。 

埋設土器（第310図2） 

2は胴部中位が脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、「Ｓ」字状や山形状

の口縁部突起が付くものである。口縁部には地文施文以前になされた指ナデ状条痕文がみられる。胴

部は地文のみである。 

24号埋設土器遺構（第291図） 

ＤⅢ－ＤＱ80区の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、掘り方底面から6㎝浮いた地点

に横位に設置されている。掘り方は86×62㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは14㎝を測る。底面

はほぼ平坦である。堆積土は炭化物を含む暗褐色土が確認されている。 

埋設土器（第311図） 

1 は胴部上位が脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢であ

る。口縁部上位には連弧状貼付文が巡り、その下に「x 」字状区画隆線文が 3 段に配されるも 
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ので、隆線上には連続刺突文、区画内には横位や楕円状の押圧縄文が施されている。頸部は無文帯お

よびそれを跨ぐ橋状把手がみられ、胴部は小波状隆線による縦位区画文や渦巻状・弧状等の隆線文が

配される。 

25号埋設土器遺構（第292図） 

ＤⅢ－ＤＬ76、ＤＭ76区の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、掘り方底面か

ら5㎝浮いた地点に横位に設置されている。掘り方は110×92㎝の楕円形を呈し、確認面からの 
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深さは32㎝を測る。底面は北へ向けて傾斜している。堆積土は3枚に分けられる。 

埋設土器（第312図） 

1は胴部中位がやや脹らみ、頸部で外側に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、口縁部に「Ｓ」字状や

菱形等の隆線文が貼付された装飾性の強い橋状把手が付くものである。文様は口縁部が楕円形と菱形

が交互に連結する区画隆沈線文、頸部は連弧状隆帯と方形区画隆沈線文であり、胴部は方形や渦巻状・

「Ｓ」字状等からなる区画隆沈線文が展開するほか、中位に刻目が付加された連弧状隆帯が巡る。隆

線は低く、沈線は浅く幅の広いのが特徴である。 

26号埋設土器遺構（第292図） 

ＤⅢ－ＤＦ84区の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、掘り方底面から3㎝浮いた地点

に横位に設置されている。掘り方は70×62㎝の不整な楕円形を呈し、確認面からの深さは14㎝を測る。

底面は北へ向けて傾斜するが、南側の一部が深く掘り下げられており、そこに埋設された土器の把手

が入っていた。堆積土は2枚に分けられ、1層には炭化物の混入が認められる。 

埋設土器（第313図） 

1は胴部上半が筒形で頸部において外側に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢である。口縁部

上位は横位隆線で画された無文帯が巡り、さらにそれを跨ぐ装飾性の強い橋状把手が付く。口縁部下

位は渦巻状や菱形の隆線による区画文が施され、区画内に綾杉状の短沈線文が充塡される。頸部は波

状隆線文や横位隆・沈線文が巡り、胴部は方形や円形その他不定形の区画隆・沈線文が配される。 

27号埋設土器遺構（第292図） 

ＤⅢ－ＤＩ82区の地山面で確認された。土器は胴下半部を欠く深鉢で、掘り方底面から3～8㎝程浮

いた地点に横位に設置されている。掘り方は54×50㎝の不整な円形を呈し、確認面からの深さは10㎝

を測る。底面は皿状である。堆積土は黒褐色土が確認されている。 

埋設土器（第314図1） 

1は頸部が括れ、口縁部が外傾する深鉢である。口縁部には横位や小波状の隆線文が巡り、一部に渦

巻状の突起が付く。頸部～胴部は地文のみが施される。 

28号埋設土器遺構（第292図） 

ＤⅢ－ＤＫ79区の地山面で確認された。土器は胴下部を欠く深鉢で、43×34㎝の楕円形を呈する掘

り方の東壁際に底面に接して正立位に設置されている。掘り方の確認面からの深さは18㎝で、底面は

ほぼ平坦である。堆積土は2枚に分けられ、土器内部の1層は炭化物の混入が認められる。 
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埋設土器（第314図2） 

2は胴部が開きぎみに立ち上がり、頸部で外側に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢である。口縁部は上

位がやや肥厚するもので、一部に「Ｓ」字状や渦巻状の貼付文がみられ、また肥厚部分には刻目が施

されている。 
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29号埋設土器遺構（第292図） 

ＤⅢ－ＤＩ78区の地山面で確認された。土器は深鉢で掘り方底面に接するように設置されている。

掘り方は59×49㎝の楕円形を呈し、確認面からの深さは13㎝を測る。底面は南へ向けて傾斜している。

堆積土は2枚に分けられ、土器内部の1層は炭化物の混入が認められる。 

30号埋設土器遺構（第292図） 

ＤⅢ－ＤＳ81・82区の地山面で確認された。掘り方は33×33㎝の円形を呈し、確認面からの深さは

20㎝を測る。底面は「Ｕ」字状である。堆積土は炭化物を含む暗褐色土が確認されている。 
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6．墓  壙 

1号墓壙（第316図） 

ＤⅢ－ＤＭ65区の地山面で確認された。長軸が推定で100㎝、短軸が86㎝の不整な楕円形を呈する。

長軸方向はＮ－72°－Ｅである。確認面からの深さは24㎝を測る。壁の立ち上がりは北壁と西壁が急

で南壁と東壁がゆるやかである。底面は中央部が周囲より一段低くなっており、その部分に大きな平

石が1個据えられている。堆積土は9枚に分けられ、各層の層相をみると、ブロック状や斑状になって

いるものが多い。2層上面にはほぼ完形の深鉢が口縁部が北を向くように横位に設置されており、土器

内側の下面には炭化物が認められる。 

出土土器（第317図） 

1は胴部中位がやや脹らみ、口縁部が直立する深鉢である。口縁部に横位隆帯が巡り、さらに隆帯上

に指頭状圧痕文が施される。 

2号墓壙（第316図） 

ＤⅢ－ＤＤ79区の地山面で確認された。長軸70㎝、短軸60㎝と長軸140㎝、短軸80㎝の2つの楕円形

を呈する土壙が長軸方向を違えて結合したような形をしている。確認面からの深さは28㎝を測る。壁

の立ち上がりは北壁など一部を除いて急で底面には若干の凹凸がある。堆積土は10枚に分けられ、8

層には焼土が多量に認められる。2つの土壙の接合部付近の底面から若干浮いた所に完形の浅鉢が伏せ

て設置されている。 

出土土器（第318図） 

1は底部から口縁部まで直線的に外傾する浅鉢である。口縁部には「x 」字状区画隆線文が巡り、そ

の下には連結する逆「Ｕ」字状の押圧縄文が施される。また逆「Ｕ」字文の下端には菱形の押圧縄文

が加えられる。 

3号墓壙（第316図） 

ＤⅢ－ＤＦ79、ＤＧ79区の地山面で確認された。長軸114㎝、短軸77㎝の楕円形を呈する。長軸方向

はほぼ真北を向く。確認面からの深さは24㎝を測る。壁の立ち上がりは比較的急で、底面は中央部へ

向けて傾斜している。土壙の中心部やや北寄りの底面から若干浮いた所に浅鉢が伏せて設置されてい

る。堆積土は4枚に分けられ、浅鉢内部には焼土が認められている。 

出土土器（第350図） 

1は底部から口縁部にかけて内弯ぎみに外傾する浅鉢である。口縁部は上端に指頭状圧痕文が施され、

その下に連弧状区画隆線文が配される。連結部には刻目が加えられ、区画内には弧状沈線文が充塡さ

れる。また区画外には逆向きの弧状沈線文もみられる。 
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4号墓壙（第316図） 

ＤⅢ－ＤＩ76・77区の地山面で確認された。94×92㎝の円形を呈し、確認面からの深さは40㎝を測

る。壁の立ち上がりは急で、底面は平坦である。土壙中央部の底面から若干浮いた所に完形の浅鉢が

伏せて設置されている。堆積土は2枚に分けられ、土器内部の2層には炭化物の混入が認められる。 

出土土器（第321図） 

1は底部から口縁部にかけてやや内弯ぎみに外傾する浅鉢である。口縁部には「x 」字状区画隆線文

が施され、その下に変形「Ｙ」字状隆線文が配される。また区画文のうち、横位隆線上には指頭状圧

痕文が加えられている。 

5号墓壙（第316図） 

ＤⅢ－ＤＱ84区の地山面で確認された。46×44㎝の円形を呈し、確認面からの深さは20㎝を測る。

壁の立ち上がりは比較的急で、底面は皿状である。土壙底面から20㎝程浮いた地点に深鉢の胴部の破

片が外面を上にして設置されている。堆積土は2枚に分けられる。 

出土土器（第320図） 

1は深鉢の胴部資料である。文様は明確ではないが、浅く幅の広い沈線によって、菱形や渦巻状文が

認められる。 
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 6号墓壙（第316図） 

ＤⅢ－ＣＰ61・62区の地山面で確認された。長軸が174㎝、短軸は推定で120㎝の不整楕円形を呈す

る。長軸方向はＮ－27°－Ｗである。壁の立ち上りは比較的急で底面はほぼ平坦である。堆積土は1

枚で、炭化物や小礫を含んでいる。縄文土器や耳栓（第416図15）が出土している。 

出土土器（第322図） 

1は深鉢の口縁部資料で、無文のもの。2は深鉢の頸部資料で、刺突文が加えられた横位隆線文がみ

られる。 

7号墓壙（第316図） 

ＤⅢ－ＤＥ75・76区の地山面で確認された。そこは板沢地区のほぼ中心部にあたる。長軸が155

㎝、短軸が144㎝の不整な楕円形を呈する。壁の立ち上りは急で、底面は北へ向かって傾斜し 
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ている。堆積土は2枚確認された。双方とも地山をブロック状に含んでおり、人為的に埋め戻されてい

る。北壁近くの底面上から耳栓2個（第416図10・11）が24㎝の間隔をとって出土し、堆積土中から深

鉢の胴部下端から底部の資料が出土している。 

8号墓壙（第316図） 

ＤⅢ－ＣＯ89区の遺物包含層第4層中で確認された。長軸96㎝、短軸88㎝の不整な円形を呈する。壁

の立ち上りは比較的急である。底面は包含層の傾斜に沿い、東側にむけて低くなっている。堆積土は1

枚確認されている。底面上の西壁際から耳栓2個（第416図13・14）東壁際から石匙1個（第324図1587）

のほか堆積土から縄文土器が出土している。 

出土土器（第323図） 

1は深鉢の口縁部資料である。中下位は内弯するが、上位で「く」字状に屈曲し、短く外傾するもの

で、内弯する部分に押圧縄文が施される。2は深鉢の胴部資料である。 

7．配石遺構 

1号配石遺構（第325図） 

ＤⅢ－ＥＬ67・68区の地山面で確認された。配石は7個の平石から構成され、構造は6個の石を斜め

に立てて「コ」の字状に配し、その内部のひらいた部分に偏平な石を1個置いている。規模は約90×

85㎝である。 

配石下より検出された土壙は長軸230㎝、短軸110㎝を測り、南西へひらく隅丸の撥形を呈する。長

軸方向はＮ－56°－Ｅを指す。配石は土壙の南西部に位置し、配石の「コ」字状にひらく部分と土壙

の長軸方向とは同じ向きである。壁の状況は東壁が急に、西壁と南壁がゆるやかに立ち上がっている。

北壁は頸部でくびれ底面へむかってひらいている。底面はほぼ平坦である。堆積土は8枚に分けられる。

層相がブロック状を呈することから土壙は人為的に埋め戻されたと考えられる。堆積土中より縄文土

器、石器が出土している。 

出土土器（第326図） 

1は直線的に外傾する深鉢の口縁部資料で、横位沈線文とそれにはさまれた交互刺突文が口縁を巡っ

ている。2、3は深鉢の胴部資料で、このうち2は沈線による方形区画文、3は指ナデ状条痕文が施され

ている。 

2号配石遺構（第325図） 

ＤⅢ－ＥＭ71・72、ＥＮ71・72区の地山面で確認された。配石は160×154㎝の範囲の東西の縁辺部

に大形の石を据え、その中に大小さまざまな石が雑然と積み重ねられた構造をしている。配石下より

検出された土壙は、西壁から南壁へかけては配石の位置とほぼ一致し、北壁や東壁は配石の位置より

一回り大きい。長軸190㎝、短軸170㎝を測り、不整な楕円形を呈する。壁の立ち上りは比較的ゆるや

かで、底面は西側へむけて傾斜している。 
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堆積土は7枚に分けられる。層相がブロック状を呈すことから土壙は人為的に埋め戻されたと考えら

れる。底面上に置かれた平石の上に胴下半部を割られた土器が据えられているほか、堆積土から縄文

土器や石器が出土している。底面出土土器の失われた胴下半部は2号配石遺構から東へ6ｍ離れた820

号土壙から出土している。 

出土土器（第327図） 

1はキャリパー形の深鉢である。これはフラスコ状土壙（820号土壙）出土のものと接合して 
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おり、その特徴についてはすでに同遺構出土土器（第257図）において記載しているので、ここでは省

略することにする。 

2～4は深鉢の胴部資料である。このうち2は沈線による渦巻文、3は三角形の彫去による交互刺突文、

4は隆線および並行する沈線による区画文がそれぞれ施されている。 

5は底部付近が外反するが、それ以上口縁部までは内弯ぎみに外傾する浅鉢である。波状口縁を呈し、

平面形は隅丸の正方形になる。波頂部は二又に分かれ、内面には波形に沿うように「ハ」字状の短沈

線文が施される。内外面とも入念なミガキが加えられている。 

6～8は胎土に繊維を含む土器で、深鉢とみられるものの口縁部や胴部資料である。6、7は内外面に

条痕文、8は外面に縄文が施され、いずれも外面に押圧縄文による文様を有する。 

8．溝状土壙（第330～332図） 

平面形が楕円形もしくは長方形を基調とし、断面形は開口部が広く途中から垂直に落ち込む土壙で

ある。40基あり、いずれも地山面で確認された。これらは白ハゲ地区の南へのびる尾根の南部と西側

斜面に分布するが、数的には後者が35基と9割近くを占めている。 

規模は底面の長径が72～108㎝、短径が24～72㎝、確認面からの深さが66～122㎝のものがほとんど

である。底面は平坦のものが多く、その中心部にピットをもつものとピットがないもの（6基）とがあ

り、前者はさらにピットの数によって1個のもの（32基）と2個のもの（2基）とに分けられる。堆積土

の状況はいずれも自然堆積の状況を示している。 

これらの土壙からの出土遺物は極めて尐ない。 

出土土器（第333、334図） 

いずれも深鉢の口縁部資料である。第333図は内弯ぎみに外傾するもので、押圧縄文や隆線文による

区画文様が施される。第334図は内弯もしくは直線的に外傾するもので、1・3は押圧縄文、2は沈線に

よる文様がみられる。 
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9．その他の土壙、表土および堆積層、出土地不明の土器 

小梁川遺跡で検出された縄文時代の土壙の数は800基以上になる。このうち、形態等の特徴にまとま

りのみられるものについては4～8までで触れてきた。ここではそれらを除いた土壙のうち、所属時期

のわかる土壙65基についてみていく。 

所属時期の推定は为として土壙からの出土遺物に拠った。このため同一時期の遺物が出土してもそ

の量が尐なかったり、土器の破片が小さかったりして時期の推定に甘さが残る土壙がある。これらは

○○期に属する可能性がある土壙として、遺物がまとまって出土した土壙とは切り離し、それらの検

討から得られた成果を補う形で取り扱った（91基）。 
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〈早期末葉〉（付図2） 

原尻地区の中央部と西端に1基ずつ認められ、さらに後者や同期の住居（55住）の近くにはこの時期

に属する可能性がある土壙が3基認められている。これらのうち、847号土壙は底面に焼け面があり、

その中から縄文土器が出土している。 

847号土壙出土土器（第336図） 

いずれも胎土に繊維を含む土器である。1～4は口縁部が外傾する深鉢で、4では頸部に括れをもつ。

これらは口縁部に横位の条痕文、胴部に斜行縄文、内面にも横位の条痕文が施されるもので、さらに3

では口縁部に半截竹管による山形・縦位・弧状等の平行沈線文が加えられている。5は斜行縄文が施さ

れる深鉢の胴部資料である。 

858号土壙出土土器（第337図1～3） 

いずれも胎土に繊維を含む土器である。1、3は深鉢の口縁部資料とみられるもので、内外面に横位

の条痕文が施され、さらに外面に半截竹管による平行沈線文が加えられる。2は斜行縄文が施される深

鉢の胴部資料である。 

〈前期前葉〉（付図2） 

板沢地区の南西端に1基認められる。板沢地区では同期の住居が10棟確認され、土器も広く分布して

いるので実際の数はもっと多かったと思われる。 

567号土壙出土土器（第337図4～6） 

いずれも胎土に繊維を含む土器である。4、6は羽状縄文、5は斜行縄文が施される。 

〈Ⅰ群期〉（付図2） 

27基あり、全て板沢地区に分布する。同区での分布のあり方は中央部をのぞいて全体に散在するが、

南西部や北西部の数が他より若干多い。 

土壙の規模は底部の長径が70～135㎝、確認面からの深さが18～60㎝に集中している。平面形は円形

や楕円形を基調とするものが24基（89％）と最も多い。 

堆積土をみると、その状況が摑める16基の土壙のうち人為的に埋め戻されたもの－4基、自然堆積が

中心であるが部分的に人為的埋め戻しがみられるもの－3基、自然堆積のもの－9基で自然に埋まった

土壙が多い。 

16号土壙出土土器（第338図） 

1～3はいずれも深鉢である。1は頸部で屈曲して口縁部が外傾し、2は胴上位から口縁部にかけて緩

く外反する。3は外傾する口縁部である。文様は2、3に認められ、2の口縁部上端に刻目（断面は半円

形を呈する。）が、3に沈線文がそれぞれ施文されている。 

30号土壙出土土器（第339図） 

1は口縁部が肥厚して外傾する深鉢で、連続刺突文が施文されている。2は隆帯上に指頭状 
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圧痕が加えられる頸部資料である。3・4は同一個体の胴部で、縦位、弧状平行沈線文が認められる。 

34号土壙出土土器（第340図） 

1は口縁部が肥厚して外傾する深鉢である。口縁は波状を呈し、波頂部に盲孔と縦位沈線文があって、

その両側に山形沈線文が配される。2は平行沈線文の施文される胴部、3は網代痕のある底部である。 

59号土壙出土土器（第341図） 

1は口縁部が肥厚して外傾する深鉢で、弧状、三角形状などの沈線文が施文されるものである。2は

底部破片で網代痕の一部が認められる。 

127号土壙出土土器（第342図） 

1は口縁部が短く外傾する深鉢で、粘土紐貼付文による横位区画文があり、区画内には縦位鋸歯状文

が施文されている。2・3は胴部資料で、粘土紐貼付文、平行沈線文がみられる。 

194号土壙出土土器（第343図） 

1は頸部でくびれ、口縁部が外傾する深鉢で、口縁、胴上位に横位、斜位、山形等の押引き文が施文

されている。2～5は口縁部が外傾する深鉢である。無文の4を除き、押引き文、沈線文、平行沈線文で

文様が描かれる。6は胴部資料で、平行沈線文が施文されている。7は頸部でくびれ口縁部が外傾する

深鉢で、口縁～胴上位に鋸歯状粘土紐貼付文が縦横に施文される。 

118号土壙出土土器（第344図） 

1は底部から頸部にかけて単純に開き、頸部で屈曲して口縁部が外傾する深鉢である。口縁部は肥厚

し、瘤状の小突起が6単位貼付される他、押圧縄文による山形文が施文されている。 

222号土壙出土土器（第345図1～3） 

1は小破片が包含層出土の個体に接合したもので、円筒形の胴部に大きく開く口縁部がつく深鉢であ

る。口縁部に逆「Ｕ」字状の隆線文が4単位貼付され、その間に刻目状短沈線文や横位沈線文が施文さ

れている。頸部には指頭状圧痕を加えた隆帯や円形刺突文が配され、胴部には連続刺突文の密接施文

による渦巻文や三角形彫去がみられる。2・3は口縁部が外傾する深鉢で、三角形彫去や内外面に短沈

線のひかれた小突起などが施されるものである。 

305号土壙出土土器（第345図4～7） 

4は横位、斜位の平行沈線文が施文される胴部資料で、5～7は口縁部が外傾する深鉢である。口縁部

が無文である7を除き、横位連続刺突文や沈線文が施文されている。 

306号土壙出土土器（第345図8～13） 

8・9・12は口縁部が外傾する深鉢である。8は口縁部上端に刻目状短沈線文があって、以下、

縦、横位の沈線文を挟んで横位連続刺突文が帯状に施文されている。9・12は盲孔や沈線 
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文が施される。10・11・13は平行沈線文や円形貼付文のみられる胴部資料である。 

326号土壙出土土器（第345図14～16） 

14、15は口縁部が肥厚して外傾する深鉢で、14には鋸歯状、山形沈線文と、下垂する押引き文が施

文されるが、15は無文である。16は胴上部の破片で、沈線文と連続刺突文が認められる。 

374号土壙出土土器（第345図17） 

17は口縁部が肥厚して外傾する深鉢である。口縁部は波状を呈し、それに沿う沈線文や横位・山形

の沈線文、盲孔などが施文されている。 

371号土壙出土土器（第345図18） 

18は口縁部が肥厚して外傾する深鉢である。口縁部下端に三角形彫去、頸部に横位沈線文と連続刺

突文が施文されている。 

334号土壙出土土器（第346図） 

1は胴中位が脹んで頸部でくびれ、口縁部が大きく外傾する深鉢である。口縁は平縁で、沈線文を加

えた縦位貼付文と盲孔が4単位配され、その間に三角形彫去が連続している。また、頸部の隆帯上には

斜位の短沈線が連続して施文される。以下の文様は平行沈線文で描かれており、横位区画内の鋸歯状

文、頸部から胴下位に至る縦位鋸歯状文と、これを連結する横位鋸歯状文から成る。また、縦位文の

上端と、頸部文様の下端には円形貼付文が配されている。 

365号土壙出土土器（第347図） 

1は胴部が脹んで頸部ですぼまり、口縁部が肥厚して短く外反する深鉢である。口縁部には爪形状の

刻目がめぐり、その直下に横位の貼付文が施文される。2は短く外傾する口縁部をもつ深鉢、3は胴部

資料で、前者は押圧縄文、後者は沈線文によって文様が描かれている。 

388号土壙出土土器（第348図） 

1は深鉢の胴下位の破片で、縦位・山形・弧状の平行沈線文が認められるものである。 

400号土壙出土土器（第349・350図） 

第349図1は胴部が脹らんで頸部で括れ、口縁部が外反気味となる深鉢である。口縁部は肥厚し、4

単位の波状縁となる。波頂部直下には弧状沈線文があり、それらを結ぶ形で口縁に沿う横位沈線文が

めぐっている。口縁部下端には山形・弧状・横位の沈線文が施文される。また、頸部の横位平行沈線

文上には、円形貼付文が配されている。2・3・5は口縁部が外傾する深鉢で、2、3は肥厚している。盲

孔、斜位・鋸歯状沈線文や押引き文、連続刺突文が施文され、3では口縁部を区画する縦位沈線文が認

められる。4は平行沈線文のある胴部資料である。 

第350図1は深鉢の胴部資料で、縦位平行沈線文が下垂し、その間に横位・相対する弧状・山形の平

行沈線文が配されている。また、縦位・横位文の交点には弧状沈線文が施文される。 
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 408号土壙出土土器（第351図） 

1は口縁部が肥厚して外傾する深鉢で、口縁の上・下端に指頭状圧痕があり、その間に沈線文が施文

される。2は沈線文で文様が描かれる胴部である。3は口縁部が内傾する浅鉢で、口縁部には連続刺突

文を加えた隆線文と弧状隆線文が施文されている。以下の部分は連続刺突ないし指頭状圧痕を加えた

横位隆線文がめぐっている。 

434号土壙出土土器（第352図） 

1は頸部で屈曲し、口縁部が内弯気味に外傾する深鉢で、口縁、胴上位の文様は連続刺突文による相

対する弧状文や、山形・渦巻文などである。2は胴部で、横位沈線文がみられる。 

484号土壙出土土器（第353図） 

1～3は口縁部が外傾する深鉢である。1は粘土紐貼付文による区画文の一部が、3は縦位貼付文と組

み合う指頭状圧痕や斜位沈線文がそれぞれ認められる。2は無文のものである。4、5は同一個体の深鉢

の胴部資料で、縦位・横位の平行沈線文が施文されている。 

493号土壙出土土器（第354図） 

1は胴下位から内弯気味に立ち上がり、頸部で屈曲して口縁部が短く外傾する深鉢である。口縁部に、

押圧縄文による山形文が施文されている。2は肥厚して外傾する口縁部である。 

531号土壙出土土器（第355図） 

1～3は口縁部が外傾する深鉢である。1は鋸歯状沈線文の一部が認められ、2は波状突起部に盲孔と

円形押圧縄文、縦位沈線文が施文される。3は口縁部上端に刻目が入るものである。4・5は胴部で、粘

土紐貼付文、平行沈線文が施文される。 

500号土壙出土土器（第356図） 

1・2は頸部でくびれ、口縁部が外傾する深鉢である。1は弧状・山形・縦位沈線文と円形貼付文、2

は縦位沈線文と連続刺突文で口縁部文様が構成されている。胴部文様は両者とも平行沈線文で描かれ

る。3・4は口縁部が外傾する深鉢である。5は胴部が脹らみ、頸部でくびれて口縁部が外傾する深鉢で、

6単位の波状突起がつく。方形状の刺突文と突起下方に施される三角形彫去で口縁部文様が構成され、

胴上位には横位・弧状・山形沈線文などが施文される。6～8は平行沈線文の施文される胴部である。 

576号土壙出土土器（第357図） 

1・2は口縁部が外傾ないし直立気味となる深鉢である。1は口縁部が肥厚し、格子目状の平行沈線文

が施され、2は口縁上端部に縦位押圧縄文がみられる。3は頸部で、平行沈線文と縦位貼付文が施文さ

れる。4は平行沈線文で文様が描かれる胴部である。 

542号土壙出土土器（第358図） 

1は頸部から口縁部にかけてゆるく外反する深鉢である。口縁部は肥厚し、弧状沈線文と小 
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橋状把手が配されて、その間に山形・弧状沈線文や盲孔が施文されている。頸部の隆帯上には斜位沈

線文がめぐっている。胴部文様は縦位平行沈線文と、その間を結ぶ対角線状の平行沈線文や弧状文、

円形貼付文で構成される。2は地文のみの深鉢で、胴上位から内弯気味に立上がる器形である。3・5

は口縁部が外傾する深鉢で、押引き文を为体に文様が描かれている。4・6・7は平行沈線文や円形貼付

文の施文される頸・胴部資料である。 

655号土壙出土土器（第359図） 

1は、胴上位が脹らんで頸部でくびれ、口縁部が外傾する深鉢である。口縁部は肥厚し、沈線文と縦

位貼付文を伴う渦巻状突起が4単位つき、頸部には押引き文が施文されている。 

908号土壙出土土器（第360図） 

1は胴下位が円筒状を呈し、胴中位が脹んで口縁部が外傾する深鉢である。口縁部は肥厚し、山形突

起が1単位つく。突起下に円形貼付文がある他は全面無文の土器である。 
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909号土壙出土土器（第361図） 

1・4は同一個体で、胴部が脹らんで頸部でくびれ、口縁部が肥厚して外傾する深鉢である。横位・

連弧状の押引き文や山形平行沈線文で文様が構成されている。2・3も同一個体の深鉢で、口縁部が外

傾する器形を持つ。口縁部は無文である。 

〈Ⅱ群期〉（付図3） 

5基確認され、同期に属する可能性がある土壙12基を加えて分布をみると、全て板沢地区に認められ

るが、目立った集中地点はなく南西部から時計回りに北東部まで疎らに分布している。 

土壙の規模は底部の長径が30～150㎝、確認面からの深さが4～58㎝の範囲に5基が散在するが、可能

性のある土壙を加えてみると底部の長径が100㎝以下、深さが70㎝以下の土壙が多くなる。平面形は円

形や楕円形を基調とするものが多い。 

堆積土は、可能性のある土壙を含めてその状況がわかる9基の土壙全てが自然堆積である。 

330号土壙出土土器（第362図） 

1は胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部がわずかに外傾する深鉢である。口縁部には渦巻文の施され

た4個の突起が付き、口縁全体に連続する「く」字状の短沈線文が巡る。胴部には縦回転の結束斜行縄

文が施される。 

2～6は外傾する深鉢の口縁部資料である。肥厚するものが多く、文様は2が細い粘土紐による横位や

縦位の貼付文であるが、他はいずれも無文である。7・8は深鉢の胴部資料で、それぞれ半截竹管によ

る平行沈線文、横位沈線文が施される。 

397号土壙出土土器（第363図） 

いずれも外傾する深鉢の口縁部資料である。文様は刻目の付加された区画隆線文内に連続する「ハ」

字状短沈線文や、半截竹管による縦位、斜位の平行沈線文が充塡されるものがあり、他に斜位の押圧

縄文が施されるものや無文のものなどがある。 

401号土壙出土土器（第364図1～4） 

1～4は外傾する深鉢の口縁部資料である。文様は1が押引きの加えられた粘土紐による横位や鋸歯状

文、2も類似した文様であるが、押引きの加えられない粘土紐であり、この他橋状の貼付文を有する。

3は沈線による円弧状の文様、4は地文のみが施されるものである。 

910号土壙出土土器（第364図5） 

5は胴部下半が筒形なのに対し、上半は強く脹らみ、頸部で括れ、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢

である。口縁部には上面が凹んだ円盤状の突起や、頂部が二又になる山形突起があり、突起下には橋

状把手が取付けられている。为な文様は口頸部や橋状部にあり、半截竹管によって、横位や縦位・渦

巻状・「く」字状・「Ｖ」字状等の平行沈線文が施されるもので、この文様下は縦位の結節文になる。 
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 915号土壙出土土器（第364図6） 

6は胴部下半が筒形であるが、上半は強く脹らみ、頸部で括れ、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で

ある。口縁部にはボタン状の突起があり、突起下には橋状把手が取り付けられている。文様は口縁部

および突起上に、刻目が充塡された2～3本の並行する沈線によって、山形や円形の文様が施され、把

手上には多条の横位沈線文が加えられる。胴部は縦位結節文と斜行縄文である。 

〈Ⅲ群期〉（付図3） 

6基確認され、これに同期に属する可能性のある土壙2基を加えて分布をみると、板沢地区の北西部

から時計回りに南東部まで疎らに分布している。 

土壙の規模は底部の長径が64～162㎝、確認面からの深さが10～50㎝の間に6基が散在し、可能性の

ある土壙も加えると底部の長径90㎝以下、深さが40㎝以下の土壙が多くなる。平面形は楕円形を基調

とするものが多い。 

堆積土の状況は6基中3基について知ることができ、自然堆積が中心であるが部分的に人為的埋め戻

しがみられるもの－1基、自然堆積のもの－2基である。 

197号土壙出土土器（第365図1） 

1は胴部がさしたる変化なく立ち上がり、口縁部がわずかに外傾する深鉢で、ゆるい波状縁をなすも

のである。波頂部には刻目状短沈線文があり、口縁部には波頂下に「Ｙ」字状隆線文、口縁全体に横

位沈線文と交互刺突が施される。また胴部上位には変形「Ｙ」字状隆線文が下垂する。 

206号土壙出土土器（第365図2） 

2は深鉢の胴部下半の資料で、筒形を呈している。文様は縦位直線の平行沈線文と縦位波状の平行沈

線文が交互に配される。 

349号土壙出土土器（第366図） 

1は大波状口縁をもつ深鉢で、口縁部が内弯ぎみに外傾する。文様は押引き沈線文による大波状区画

文で、波頂直下の部分に縦位小波状隆線文が充塡される。 

2は直線的に外傾する深鉢の口縁部資料で、半截竹管による横位や縦位の平行沈線文が施されている。 

355号土壙出土土器（第367図） 

1、2は外傾する深鉢の口縁部資料で、ともに大波状口縁をなすものと思われる。文様は口縁部に沿

った大波状区画文とみられ、1ではそれが隆線文と押引き沈線文によって、2では沈線文によってなさ

れている。3は区画隆線文の施された深鉢の胴部資料である。 

4は口縁部が直線的に外傾する浅鉢である。口縁部には並列する縦位の貼付文によって、低 
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い突起が形成されている。 

916号土壙出土土器（第368図） 

1は大波状口縁をもつ深鉢で、口縁部は内弯ぎみに外傾する。波頂部には刻目状の短沈線文、口縁部

には沈線文によって大波状区画文が施されている。胴部にも沈線文による区画文がみられる。2は網目

状撚糸文と縦位結節文が施される深鉢の胴部資料である。 

491号土壙出土土器（第369図） 

1は胴部がやや開きながら立ち上がり、口縁部上位が内弯する深鉢である。文様は口縁部にみられ、

隆線文およびそれに並行する2本の沈線文によって「Ｙ」字状文やそれが並列する連弧状文が施され、

一部2本の沈線文間に交互刺突文が加えられる。口縁部下位には3本の横位沈線文が巡る。 

2は頸部が「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢である。文様は口縁部と胴部上位

にみられ、口縁部では横位区画沈線文と内部に充塡される縦位弧状沈線文、逆「Ｖ」字状貼付文、胴

部上位では横位区画沈線文内部に山形・渦巻状・縦位弧状沈線文などがある。 

7は胴部が直立ぎみに立ち上がり、口縁部がわずかに外傾する深鉢である。口縁部には「ハ」字状短

沈線文や三角形の彫去文がくわえられた方形区画隆線文が施されており、区画内には横位の連続刺突

文が充塡される。胴部にも横位の連続刺突が認められる。 
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3～6・8・9は深鉢の口縁部や胴部の断片資料である。文様は明確ではないが、半截竹管による平行

沈線文によるものが多く、他に沈線による鋸歯状文などもみられる。 

530号土壙出土土器（第370図） 

1～5は深鉢の口縁部資料である。このうち2は内傾するが、他はいずれも外傾する。文様は1・2が縦

位の短沈線文、さらに1では円形沈線文、2では橋状把手と縦位結節文がみられる。3は大波状口縁を呈

するもので、地文のみが施される。4は半截竹管による平行沈線文間に交互刺突文が充塡される。5は

地文のみのものである。 

6～9は深鉢の胴部資料で、平行沈線文による菱形文と鋸歯状文や、三角形の彫去による交互刺突文

等の文様がみられる。 

〈Ⅳ～Ⅴ群期〉（付図4） 

11基確認され、板沢地区の南西部から東部にかけて時計回りに散在する。これに同期に含まれる可

能性のある土壙21基を加えると、他の地域に較べて西部や南西部に土壙が多く分布する傾向がある。 

土壙の規模は底部の長径が20～126㎝、確認面からの深さが17～61㎝の範囲に入り、可能性のある土

壙を含めると底部の長径が110㎝以下、深さが70㎝以下のものが大部分を占めることになる。平面形は

円形や楕円形を基調とするものが多い。 

堆積土の状況は、流れ込みや壁の崩落による自然堆積が2基である。可能性のある土壙については4

基について知ることができ、人為的に埋め戻されたもの－2基、自然堆積のもの－2基である。双方を

ふくめると自然堆積によって埋没した土壙が多くなる。 

544号土壙出土土器（第371図） 

1は胴部がやや脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢である。口縁

部上位には「x 」字状区画隆線文が巡り、その下に連弧状沈線文が配される。頸部は無文帯が巡り、

それを跨ぐ橋状把手が4個取り付けられる。把手には渦巻状隆線文が貼付される。胴部は「x 」字状の

縦位隆線文によっていくつかに分割され、その内部に「Ｉ」字状区画沈線文や連弧状・縦位波状沈線

文等が施されている。 

358号土壙出土土器（第372図） 

1は頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、連弧状区画隆線文およびそれ

に並行する押圧縄文が施される。2は大波状口縁を呈する深鉢で、隆線文による区画文と並行する押圧

縄文がみられる。 

420号土壙出土土器（第373図） 

1～3は横位や連弧状の押圧縄文が施される深鉢の口縁部資料、4は横位隆・沈線文、弧状沈線文が施

される深鉢の胴部資料である。 
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590号土壙出土土器（第374図） 

1～4は外傾もしくは外反する深鉢の口縁部資料である。文様は明確ではないが、横位の小波状隆線文

のものや、刻目・指頭状押圧の加えられた横位隆帯と横位・鋸歯状沈線文からなるものなどがある。 

5は深鉢の胴部資料で、連続刺突文が加えられた横位平行沈線文や弧状押圧縄文が施される。 

646号土壙出土土器（第375図） 

1は胴部が脹らみ、口縁部が内傾する深鉢である。口縁部には上部に渦巻文を有する橋状把手や「x 」

字状隆線文および連弧状沈線文が充塡された楕円形沈線文が施され、その下には竹管による横位連続刺

突文、横位沈線文、連弧状沈線文などが巡る。 

2は胴部がやや脹らみ、頸部で括れ、口縁部が外傾する深鉢である。口縁部には横位押圧縄文や指頭

状圧痕を伴う横位隆線文、頸部には横位沈線文や連弧状沈線文がそれぞれ巡る。 
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917号土壙出土土器（第376図） 

1は胴部がいく分開きぎみに立ち上がり、口縁部においてわずかに丸味をもって外傾する深鉢である。

口縁部は大波状をなすもので、押圧縄文を伴う連弧状区画隆線文や区画内に充塡される「Ｓ」字状隆線

文などがみられる。胴部は縦位結節文と斜行縄文である。 

2は胴部が脹らみ頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が短く直線的に外傾する深鉢である。口縁部に

は刻目状押圧縄文が加えられた横位の弧状貼付文や、連弧状押圧縄文が施される。 

359号土壙出土土器（第377図） 

ともに外傾する深鉢の口縁部資料で、1では刻目状および連弧状の押圧縄文、2では「x 」字状隆線文

と刻目状押圧縄文がそれぞれみられる。 

901号土壙出土土器（第378図） 

1は胴部が脹らみ、口縁部が内傾する深鉢で、口縁部に波状突帯が巡る。突帯の波頂部には刻目状の

押圧縄文が加えられている。胴部には渦巻文を伴った連弧状区画隆線文およびそれに並行する沈線文、

刻目状押圧縄文が加えられている横位貼付文などがみられる。 

945号土壙出土土器（第379図） 

1・2は外傾する深鉢の口縁部資料で、同一個体と思われるものである。小波状口縁を呈し、一部に小

突起が付く。口縁部上位には刻目状押圧縄文が加えられた小区画の隆線文が巡り、その下に方形区画の

沈線文が施される。 

966号土壙出土土器（第380図） 

1は内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料で、小波状を呈する低い口縁部突起が付く。口縁部上位に

は半截竹管による横位連続刺突文が巡り、その下にはやはり半截竹管による相対する連弧状区画平行沈

線文や「の」字状平行沈線文が施される。 

2は直線的に外傾する深鉢の口縁部資料で、縦位結節文と斜行縄文からなるものである。 

616号土壙出土土器（第381図） 

1は直線的に外傾する深鉢の口縁部資料で、大波状口縁をなすものである。波頂直下には指頭状圧痕

文の加えられた縦位隆線文、口縁部上位には刻目状押圧縄文があり、その下には沈線文を脇に伴う連弧

状区画隆線文や渦巻状隆線文が配され、その下に逆向きの連弧状押圧縄文が施される。 

2は直線的に外傾する深鉢で、口縁部突起を有するものである。文様はあまり明確ではないが、口縁

部は押圧縄文を脇に伴う隆線文によって何らかの区画文が施され、胴部は沈線文による縦位や弧状の文

様がみられる。 

この他3・4も深鉢の口縁部資料で、3では横位平行沈線文と連続刺突文、4は地文のものである。 
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〈Ⅵ群期〉（付図5） 

12基確認され、板沢地区の南西部から東部へ時計回りに散在するほか、原尻地区と白ハゲ地区にも1

基ずつ認められる。これに、同期に属する可能性のある土壙27基を加えると板沢地区の西部から北部に

かけて多く分布し、中央部にも7基認められる。 

土壙の規模は、底部の長径が26～270㎝、確認面からの深さが16～52㎝の間に入る。これに可能性の

ある土壙を加えると底部の長径が70㎝以下、深さが60㎝以下のものが多くなる。平面形は円形や楕円形

を基調とするものが多い。 

堆積土の状況は人為的に埋め戻されたもの－3基、自然堆積のもの－6基で、可能性のある土壙をみる

と自然堆積が中心で部分的に人為的埋め戻しがみられるもの－1基、自然堆積のもの－9基となり、双方

とも自然堆積が多い。 

122号土壙出土土器（第382図） 

1～10は深鉢の口縁部や胴部資料である。小破片のため器形や文様はあまり明確ではないが、文様の

技法として浅く幅の広い多条の沈線による文様や低い偏平な多条の隆線文による文様、肥厚する口縁部

に施される刻目および刻目状押圧縄文などが認められる。 

142号土壙出土土器（第383図） 

1は深鉢の胴部資料である。胴部上位が肩張るもので、低く偏平な多条の隆線文による方形区画文の

ほか、連弧状や菱形の隆線文が施されている。3は網代痕のある底部資料である。 

339号土壙出土土器（第384・385図） 

第384図1・5・6は頸部がやや括れるか、ゆるく外側に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢である。いずれ

も口縁部上位には「Ｓ」字状の貼付文があり、さらに連続する刻目が巡る。ただし口縁部下位や胴部の

文様はそれぞれ異なり、1では胴部が低く偏平な隆線による弧状・渦巻状区画文や小波状文、5では口縁

部下位が並列して巡る縦位押圧縄文、胴部が浅く幅の広い沈線による方形状の区画文、6では口縁部下

位が連弧状沈線文、頸部が低く偏平な隆線による横位や連弧状文である。第384図2～4も同様の器形を

なすと思われる深鉢の口縁部資料であるが、小破片のため詳細は不明である。 

第384図7は胴部が強く脹らみ、頸部で括れ、口縁部がわずかに外傾する深鉢である。口縁部文様は横

位隆線文で画された上位に刻目が、下位には横位沈線文が巡るもので、下位の一部に何らかの貼付文の

欠落痕が認められる。胴部では上位に交互刺突文、下位は沈線による曲流文様が施されている。第384

図8も胴部が強く脹らむ深鉢であるが、口縁部を欠いている。胴部には隆線およびそれに並行する沈線

によって弧状や楕円状の区画文様が構成されており、またそれをはさむ形の横位隆線文上には刻目状の

押圧縄文が加えられている。 

第385図1～8は深鉢の胴部資料である。これらは低く偏平な隆線や浅く幅の広い沈線によっ 
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て文様が施されるもので、それが1や6では方形区画文や小波状文などになる。この隆線や沈線は概

ね多条である。 

その他の破片資料として第385図9～13がある。いずれも深鉢で、为な文様として連弧状押圧縄文、鋸

歯状粘土紐貼付文などの口縁部文様がみられる。 

455号土壙出土土器（第386図） 

1は内弯ぎみに外傾する深鉢の口縁部資料で、「Ｓ」字状突起を有する。2は内弯ぎみに外傾する浅鉢

の口縁部資料で、肥厚した口縁上端に刻目が巡る。3は浅く幅の広い沈線による区画文が施された深鉢

の胴部資料である。 

378号土壙出土土器（第387図） 

1、3～5、7は口縁部が内弯ぎみに外傾する深鉢で、5からみるといずれも頸部は外側に屈曲するもの

と思われる。口縁部には装飾性の強い突起を有するものが多く、文様は1が口縁上位に刻目と小連弧状

隆線文が巡り、その下に楕円状の区画隆・沈線文があり、3は「Ｓ」字状貼付文、4は上位に刻目と下位

に弧状沈線文、7は縦位の区画隆・沈線文である。また5では胴部に浅く幅の広い沈線による方形区画文

や菱形文などが施されている。 

2、6、8～13は深鉢とみられるものの口縁や胴部断片資料である。詳細は不明であるが、多くは5と同

様の沈線や、低く偏平な隆線による文様が施されている。 

522号土壙出土土器（第388図1・2） 

ともに深鉢の胴部資料である。2～3条からなる低く偏平な隆線によって区画文様が施されている。 

534号土壙出土土器（第388図3～7） 

3、4は外傾する深鉢の口縁部資料である。ともに口縁の肥厚部分に横位の連続刺突文が巡るもので、

3では「の」字状の貼付文もみられる。5～7は深鉢の胴部資料である。いずれも浅く幅の広い沈線によ

って文様が施されるほか、5では交互刺突文も加えられている。 

672号土壙出土土器（第388図8・9） 

9は胴部が脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が内弯ぎみになる深鉢である。口縁部突起が

付くものであるが、欠損しており形状は不明である。文様は多条の細沈線によってなされ、口縁部では

大波状に有棘渦巻文が充塡された文様（有棘横位渦巻文）、胴部は曲折渦巻文である。8は沈線文が施

される深鉢の胴部資料である。 

561号土壙出土土器（第388図10） 

10は頸部が屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、口縁～胴部に低く偏平な隆線によって区画文様や小波

状文が施される。 
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 841号土壙出土土器（第388図11・12） 

11は頸部で外側に屈曲し、口縁部が外傾する深鉢で、口縁から胴部にかけて、低く偏平な隆線による

区画文様や横位、小波状等の文様が施される。12は内弯ぎみに外傾する浅鉢で、口縁部上位に2本の横

位沈線文が巡り、沈線下は無文になるものである。 

902号土壙出土土器（第389図1～6） 

1～6は深鉢の口縁部資料である。文様としては1のような刻目が付加された連弧状横位隆帯や縦位押

圧縄文帯、2のような連弧状隆線文に縦位の押圧縄文が充塡されるもの、4の内面にみる連弧状隆線文等

がある。 

939号土壙出土土器（第389図7・8） 

7・8は深鉢の胴部資料である。7では浅く幅の広い沈線による区画文、8は低く扁平な隆線による区画

文や小波状文が施されており、7では交互刺突文もみられる。 

〈Ⅶ群期〉（付図5） 

この時期に含まれる可能性がある土壙が4基あり、板沢地区の西部に2基、南部と北部に1基ずつ分布

する。土壙の規模は底部の長径が54～84㎝、確認面からの深さが20～93㎝ある。平面形は円形や楕円形

を基調にしている。堆積土の状況がわかるのは1基のみで、人為的に埋め戻されている。 

〈Ⅷ群期〉（付図5） 

1基だけ確認されている。白ハゲ地区北部にあり、規模は底部の長径が80㎝、確認面からの深さが50

㎝あり、平面形は円形である。堆積土は自然堆積の状況を示している。 

254号土壙出土土器（第390図） 

1・2とも胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が内弯する深鉢で、いわゆるキャリパー形のものである。

文様をみると、1が横位渦巻文の口縁部文様帯を有し、頸部が無文帯になるのに対し、2は口縁部から胴

部にかけて連続して展開する曲流渦巻文が施されており、文様の構成が異なる。 
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10．土製品 

遺構及び表土から出土した土器以外の土製品は合計33点である。このうち土偶11点、三脚形土製品（三

角形土版とも呼ばれる）8点、耳飾り8点、円盤状土製品3点、袖珍土器2点である。以下各々について記

することにする。 

1．土 偶（第414、415図） 

土偶は住居跡から1点、土壙から4点、表土から6点の合計11点出土し、総て破損品であり完形品はな

い。以下各部位ごとの特徴について触れる。 

第414図1、3は頭部資料で、3は腰部まで残存するものである。1の頭部は短い円柱状を呈し、頭頂部

は広く平らな円盤状で、頭頂部から頭部裏面へ通る径4ｍｍ程度の小孔がみられる。3は薄い板状で後方

への反りがみられるもので、両腕を左右に伸ばし、腰部は左右に張り出している。頭部には眉を細い隆

線、目を円形の刺突、鼻を長円形の隆帯、口を円形の窪みで表わす明確な顔面表現がみられる。 

第414図2、4、第415図1は胸部資料で、すべて厚みのある板状を呈し、2、4はやや後ろへ反るもので

ある。2、4は腕部を左右に伸ばす形態を示すが、第415図1は腕部表現がない。いずれも乳房は隆帯で表

現され、両腕の端部、または肩端部からｗ字状につないで垂下する形をとるもの（第414図2、第415図1）、

一対のほぼ丸い高まりで表現するもの（第414図4）がある。 

第414図5、6、第415図3は腹部資料で6、3は前面が臍部で盛り上がり、腰部が左右に張り出すもので、

6の臍部は刺突が施されている。第414図5は腹部前面が破損しているが、6と同様背面は広く皿状に窪み、

臀部はさがって張り出すさがり尻状を呈している。 

第415図2・5は脚部資料で、底面が広く平らで、安定して立つことのできるものである。4は腹部から

脚部まで残存するもので、腹部は前面が臍部で盛り上がり、臀部はさがり尻状を呈する。脚部は差け根

で分離し底面付近で密着させるのは2、5と共通と考えられるが、底面は丸みをもち安定せず立つことの

できないものである。 

2．三脚形土製品（第416図1～8） 

三脚形土製品は住居跡から1点、土壙から3点、ピットから2点、表土及び地点不明のもの2点の合計8

点出土しており、このうち完形品は2点あり、他は破損品である。 

これらの三脚形土製品は文様表現にいくつかの特徴がみられ、その共通性によってグループ分けする

ことができる。 

1）文様に対称性がみられるもの（第416図1～4） 

1は三角形の中心部に2個の刺突を2列に施し、三つの脚部には沈線によって同様の文様が展

開するものである。2は三角形の底辺部を形成する部分から頂角を形成する部分に向かって 
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沈線を垂下させるものである。3は底辺の中心から頂角に向かって下垂する沈線を線対称の軸とみた場

合、その左右にほぼ対称の文様が施去れる。4は三角形の中心部の2つの刺突と、刺突から下方に延びる

沈線を対称軸とみた場合、その左右の脚部に対称の文様が施される。 

2）三角形の中心部に隆線、沈線によって円文を施すもの（第416図5、6） 

5は中心部に沈線によって円文を施し、これをつつみこむような曲線文が脚部にまでのびている。こ

こで中心部の円文に接する2つの刺突部を上位にみた場合、残存する左脚部と対称形になる文様が欠損

している右脚部にも展開するかもしれない。6は全体に刺突が施され、中心には細い隆帯で円文を表現

し、その内部を窪ませ、さらに中央に刺突が施される。 

3）その他の欠損部が著しく文様の全容が明確でないもの（第416図7、8） 

8は1つの脚部の側縁に刺突を施し、その刺突部からもう一方の脚部に沈線を走らせるもので、破損し

ている部分に対称になる文様が展開するかもしれない。7は脚部に沿って2本の平行沈線が施されるもの

で内部には平行沈線にそうような刺突が走る。平行沈線は三角形の全体を取り巻くものと考えられる。 

3．耳飾り（第416図9～14） 

耳飾りは土壙から6点、表土から2点の合計8点出土している。第416図9～12、14は一部破損している

部分があるが、短い円柱状を呈し、一方の端部周縁がつば状に広がるもので、9～12は円柱状の芯部に

貫通孔がみられる。13、15、16は筒状を呈するもので、15には芯部に貫通孔がみられる。13、16は貫通

孔はなく、両表面が窪むものである。13の表面の一部に丹の付着が見られる。 

4．円盤状土製品（第416図17～19） 

円盤状土製品は住居跡から1点、表土から2点の合計3点出土している。これらは土器片の周縁を打ち

欠いたり、研磨することによって円形、楕円形に整形されている。出土した3点はほぼ円形に呈してい

る。17は45住居跡床面出土のものであり、縄文時代中期前葉大木7ｂ式期に属するものと考えられるが、

他の2点は時期は明確ではない。 

5．袖珍土器（第416図20） 

袖珍土器は土壙から1点出土している。口縁部が内弯し、胴部から底部にかけて丸みをもつもので無

文である。 
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Ⅱ．考   察 

1．遺 構 

小梁川遺跡で検出された縄文時代の遺構は、竪穴住居跡35棟、壁は確認できなかったが、焼け面とそ

れを囲む複数のピットから住居跡と推定される遺構（ピット群）6基、土壙800基以上、埋設土器遺構30

基、墓壙8基、配石遺構2基、それに東西2ヶ所の遺物包含層などである。このうち、遺物包含層につい

ては昨年度報告済みなので、ここでは竪穴住居跡（焼け面を囲むピット群を含む）、フラスコ状土壙、

埋設土器遺構、墓壙、配石遺構、溝状土壙、その他の土壙の順に考えていく。また、その際文中に出て

くる時期は、本遺跡出土土器の考察に基く土器群の名称に拠っている。土器群の詳細は土器の考察を参

照されたい。 

（1）竪穴住居跡 

小梁川遺跡で検出された竪穴住居跡は35棟、住居跡と推定される遺構（ピット群）は6基あるが、こ

れらは全て同じ特徴をもっているわけではなく、所属時期や住居の規模・構造に相違点がみられる。こ

こでは、年代的位置付けを行なったのち、時期毎にその構造や問題点などについて考えてみたい。 

1）住居跡の年代（付図1） 

本遺跡の場合、竪穴住居跡の年代を推定する方法としては、Ａ）炉や柱穴など、明らかに住居に伴う

施設や床面出土遺物といった、遺構に伴う遺物からの推定。Ｂ）堆積土出土遺物からの推定。という2

つの方法に拠っている。ただし、前期前葉の住居跡は平面形が他時期のものとは異なるので、同期の住

居の場合、Ｃ）住居跡の平面形からの推定も可能である。 

Ａの方法で年代が推定できた住居跡は、2・3・5・6・37・41・43Ａ・43Ｂ・45・46・47・51・52・55・

56号住居跡、Ｂの方法に拠るものは1・4・7・29・33・36・38・40・44・48・53号住居跡、Ｃの方法に

拠るものは30・31・32・34・39号住居跡の計31棟である。この結果をまとめると以下のようになる。 

〈時期〉      〈住居№〉                         〈棟数〉 

早期末葉――――－55号住居跡 ················································ 1棟 

早期末葉～前期初頭－52号住居跡 ················································ 1棟 

前期前葉――――－3・29・30・31・32・33・34・36・38・39号住居跡 ············· 10棟 

Ⅱ 群 期――――－37・46・56号住居跡 ········································ 3棟 

Ⅲ 群 期――――－47号住居跡 ················································ 1棟 

Ⅴ 群 期――――－2・45・48号住居跡 ········································· 3棟 
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Ⅵ 群 期――――－40・41・43Ａ・43Ｂ・44号住居跡 ···························· 5棟 

Ⅶ 群 期――――－1・4号住居跡 ·············································· 2棟 

Ⅷ 群 期――――－5・6・7・51・53号住居跡 ··································· 5棟 

時期不明――――－28・54・57・58号住居跡、1～6号ピット群···················· 10棟 

ここで、時期不明の住居跡やピット群について考えてみたい。分布をみると、28・58号住居跡と6基

のピット群は板沢地区に、54・57号住居跡は原尻地区に位置する。板沢地区では前期前葉とⅡ～Ⅶ群期

の住居跡が確認されているが、前期前葉とⅡ～Ⅵ群期、Ⅶ群期の住居には平面形や内部構造、分布域に

それぞれ違いが認められる。この点を板沢地区に分布する時期不明の住居跡やピット群にあてはめてみ

ると、Ⅱ～Ⅵ群期の住居跡と共通する点が多い。 

また、これらの遺構からの出土土器をみると、Ⅰ群期のものも含まれている。本遺跡の場合、遺跡全

体を調査した結果、Ⅰ群期の遺構が多数検出されており、それらを構築した人々の住居の存在は充分考

えられる。他遺跡におけるⅠ群期とⅡ群期併行の住居構造をみても、双方に大きな違いは認められない。

これらのことから、板沢地区の時期不明の住居跡とピット群の年代はⅠ群期からⅥ群期までの間で考え

ることが可能と思われる。 

54・57号住居跡は原尻地区の南東部に位置するが、住居の平面形や内部構造、分布域の点からも所属

時期の推定はできない。 

2）住居構造の変遷（第417～420図） 

小梁川遺跡の住居の構造を平面形や規模、柱穴の配置、周溝、炉の各点からみていくと、大きく早期

末葉から前期前葉までと、Ⅰ群期からⅥ群期まで、Ⅶ・Ⅷ群期の3つに分けられる。 

早期末葉から前期前葉の住居は、さらに早期末葉から前期初頭までと前期前葉の住居に細分される。

前者はそれぞれ1棟のみで、平面形は不整形と方形基調、規模は住居内面積が11㎡以下と小さく、为柱

穴は1～2個、炉は双方とも中央付近に地床炉が認められる。 

前期前葉の住居は10棟もあり、何れも平面形は方形を基調としている。規模は住居内の面積が5.6～

12㎡までの間に9棟集まる（1棟は不明）。为柱穴は住居の中央に1個認められるものとないものがあり、

前者が多い。壁際を小さな柱穴が巡る例は双方にみられる。住居南側の長辺中央部が外側へ張り出す住

居は3棟あり、これらは出入口部の施設と考えられる。炉が確認されたのは2棟のみで、何れも地床炉で

ある。 

Ⅰ群期からⅥ群期の住居は、ピット群を含めて20棟確認されている。しかし、このうちの2棟は所謂

大型住居跡で、同期の通常規模の住居と較べて大きな違いがあるため、ここでは検討の対象から外すこ

とにする。平面形は円形もしくは楕円形を基調とし、規模は住居内面積が8.2～53㎡まであるが、13～

27㎡までに多く集まる。 
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为柱穴は2個から6個認められ、その配置をみてみると、2個のものは住居の長軸線上に、3個

以上のものは住居の長軸に対して相対する位置、もしくは住居の中央を多角形状に囲む位置に

配されている。3個以上のタイプにみられる違いは、住居の平面形に起因すると思われ、楕円

形のように長軸と短軸の長さの差が大きいものは前者を、長軸と短軸の差があまりない円形基

調のものは後者の配置をとっている。壁際に壁柱穴がみとめられるものとないものとがあ 
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り、後者が多い。 

住居内に周溝をもつものは6棟あるだけで、ないものの方が多い。前者は全周するもの（4棟）と部分

的に認められるもの（2棟）とに分かれる。炉は多くの住居に認められ、その形態は全て地床炉である。 
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Ⅶ・Ⅷ群期の住居は7棟確認されている。平面形は円形もしくは楕円形を基調にし規模は

13.3～25.7㎡まである。これらの点は、Ⅰ群期からⅥ群期までとほぼ同じあり方を示してい

る。为柱穴は4～8個認められ、住居の中央を多角形状に囲み、5個以上あるものは为柱の位置

が壁際によっている。壁柱穴が巡るものは2棟あり、双方とも为柱穴は4個で、住居中央を方

形に囲む位置に配されている。周溝は部分的に認められるものが1棟あるだけで、周溝のな 
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いものが一般的である。 

炉は全ての住居で確認され、その種類は地床炉、石組炉、複式炉とバラエティーに富む。石組炉の平

面形はコの字形や隅丸方形のものの他に、長方形の石組部に前庭部がつき、その側面に石が配されたも

のと（前庭部付石組炉）がある。複式炉は前庭部がつく石組炉の石組部の奥壁の部分に土器埋設部が取

り付いたもので、複式炉の中でも祖形に近いタイプとされる箕形タイプ（目黒：1982）に類似する。 

小梁川遺跡の炉のあり方をみると、Ⅵ群期までは全て地床炉で、Ⅶ群期に地床炉と石組炉、Ⅷ群期に

石組炉と複式炉という組み合わせになる。石組炉の中では方形石組炉（隅丸方形やコ字形を含む）と前

庭部付石組炉、前庭部付石組炉と複式炉が形態的に類似する。これらのことから、本遺跡の炉は地床炉

→方形石組炉→前庭部付石組炉→複式炉へと発展していったと推察される。 

小梁川遺跡における住居構造の変遷は以上の通りである。次に周辺遺跡において同時期と考えられる

住居との比較を試みたい。本遺跡の周辺で前期前葉の住居跡は名取市今熊野遺跡（小川ほか：1986）、

仙台市三神峯遺跡（岩淵ほか：1980）、山形県米沢市法将寺遺跡（手塚ほか：1985）、大石田町庚申町

遺跡（加藤(稔)ほか：1984）、福島県飯館村松ヶ平Ａ遺跡（鈴鹿：1983）などで報告されている。 

これらをまとめると、住居の平面形には方形を基調にするものと楕円形を基調にするものとがある。

方形基調のタイプは本遺跡も含めて全ての遺跡にみられ、柱穴の配置は住居の中央に为柱穴が1個あり、

壁際を小柱穴が巡るものが一般的で、どちらかを欠くものもある。炉は地床炉であるが、住居内に炉が

設けられている例は尐ない。これに対し、楕円形基調のタイプは柱穴の配置が不明瞭で、炉の形態には

地床炉や掘り込み炉があり、方形タイプに較べ住居内に炉が設けられている例が多い。 

集落における住居の構成は、本遺跡のように方形基調のものだけから成るタイプ（今熊野・三神峯・

法将寺）と、方形基調、楕円形基調とが混在するタイプ（庚申町・松ヶ平Ａ）とがある。さらに、前者

の住居構造は、小梁川や法将寺の場合、壁柱穴が密接に並ばない。住居に接して複数のピットから成る

施設がない。住居内に炉をもつものがあるなどの点で今熊野や三神峯のあり方と異なる。小梁川遺跡と

法将寺遺跡、今熊野遺跡と三神峯遺跡はそれぞれ距離的にも近く、住居構造に地域差があったようであ

る。 

Ⅰ群期からⅥ群期と同時期の住居は各地で多数検出されており、特に岩手県の中央部から北部、

秋田県北部（註1）では検出例が多い。それらの構造をみると、平面形は円形や楕円形を基調とす

るものの他に方形基調のものがある。为柱穴の配置は長軸線をはさんで相対するものと住居の

中央を多角形状に囲むものとがあり、壁際に为柱が配される例もある。周溝はないものが多 
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いが、全周する例はⅠ群併行期からある。炉は地床炉が为体を占めているが、Ⅰ群併行期から土器埋設

炉が認められ、秋田県北部ではⅥ群併行期に前庭部付石組炉が出現する。 

これに較べ、岩手県南部から南の地域では住居の検出例が尐ない。岩手県南部（註2）の平面形は円形

もしくは楕円形を基調にしている。为柱穴の配置は長軸をはさんで相対するものと住居の中央を多角形

状に囲むものとがあり、壁際に为柱が配される例もある。周溝は確認されたものの方が多い。炉は地床

炉と石組炉があり、後者はⅡ群併行期からみられる。 

宮城県や山形県、福島県（註3）の住居は円形や楕円形を基調とし、为柱穴の配置は他の地域同様2通り

みられるが、長軸をはさんで相対するタイプが多く、壁際に为柱が配される例は稀である。周溝は管見

した限り認められない。炉は地床炉は为体であるが、山形県ではⅣ群併行期に土器埋設石組炉が確認さ

れている。 

これら東北5県の住居構造をみると、大きく2つの地域に分けられそうである。小梁川遺跡のように平

面形が円形や楕円形を基調とし、为柱穴の配置は長軸をはさんで相対するものと住居の中央を多角形状

に囲むものとがあり、周溝が認められる例は尐なく、炉は地床炉が为体である住居には岩手県南部から

南の地域に認められる。 

これに対し、岩手県中央部から北部、秋田県北部では平面形が円形や楕円形基調に加えて方形基調の

ものがみられる。为柱穴の配置は、やはり2通りあるが、壁際に为柱が配される例が前者よりも多い。

周溝が検出される例も前者に較べて多く、早くもⅠ群併行期には全周するものがある。炉は数は尐ない

が、土器埋設炉や石組炉がⅠ群併行期から認められ、時代が下るに従い、次第にその数を増す。秋田県

北部ではⅥ群併行期に前庭部付石組炉が現われる。 

Ⅶ・Ⅷ群期と同時期の住居構造についても、平面形や周溝の有無の点でⅠ～Ⅳ群併行期と同じような

地域差が指摘できる。ただ、岩手県中央部～北部、秋田県北部の地域で特徴的に認められた方形プラン

の住居の数は前代より減っており、为柱穴の配置は双方の地域とも住居の中央を多角形状に囲むものが

为体を占めるため、Ⅰ～Ⅵ群併行期と較べて地域差が薄れてくる。 

この時期は炉全体に占める石組炉の割合がⅣ群併行期にもまして増え、小梁川遺跡を含め各地で複式

炉の祖形ともいうべき前庭部付石組炉や土器埋設石組炉が構築されている。本遺跡のⅦ群期に複式炉が

出現するのは、このような情勢の中で理解され、複式炉としては現在のところ最も古い例の一つであろ

う。 

3）大型住居跡について（第417～420図） 

46号住居跡と58号住居跡は他の住居と較べて規模や住居の構造に大きな違いがあり、その特徴から東

北地方の日本海側や北陸地方で数多く発見されている「大型住居跡」の範疇に入る。 

2棟の大型住居は板沢地区の北東部に位置し、規模は46住が16×7ｍ、58住が14.8×6.2ｍ、

住居内の面積は前者が94.9㎡、後者が77.4㎡ある。平面形は何れも小判形で長軸方向は板沢 
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地区の中央部へ向いている。2棟とも長軸をはさんで5対の为柱穴があり、長軸の両端には棟持柱と考え

られる柱穴が存在する。また、壁際に壁柱穴や周溝が認められる。炉は地床炉で複数あり、大きいもの

は長軸線上に並んでいる。梁行き方向への拡張の痕跡が双方に認められ、46住は拡張に伴って西壁中央

部に張り出し部が設けられている。 

住居の年代は46住がピット出土土器からⅡ群期に位置付けられ、58住は出土土器が尐なく、しかも土

器が小破片であるため特定はできず、ピット出土土器からⅡ～Ⅴ群期の間と推定される。46住の場合、

Ⅰ群期のフラスコ状土壙を埋め立てて構築され、Ⅰ群土器の大形破片を出土するピットがあり、堆積土

からはⅠ群土器とⅡ群土器がほぼ同量出土していることから、その年代がⅠ群期まで遡る可能性がある。 

大型住居は通常の住居と較べて規模や構造に加え、分布の点でも異なっており、家族単位での座臥、

飲食を共にした空間とは考えにくく、特別の目的と用途があったと考えられる。大型住居の機能として

は共同作業所説、集会場説、祭祀遺構説などが提起されている。本遺跡の場合、複数の炉が長軸方向に

並ぶこと、遺物包含層に臨接することなどから、集落構成員を中心とした共同の作業所（渡辺：1980）

であったと考えられる。さらに、渡辺氏は大型住居の機能として共同作業所に加え、その屋根裏を堅果

類をはじめとする各種の保存食確保のための貯蔵庫と考えている。 

 

註1．岩手県の地域区分は大地渡遺跡（相原：1981）の方法に拠っている。参照した遺跡名は以下の通りである（順不同）。 

岩手県中央部－西田遺跡（岩手県報51：1981）、下長谷地遺跡（埋文センター報：1982）、大明神遺跡（岩手県報52：

1980）、湯沢遺跡（埋文センター報2、66：1978、1983）、繫Ⅴ遺跡（埋文センター報30：1982、盛岡市：

1984）、大館町遺跡（盛岡市：1981、1982）、大新町遺跡（盛岡市：1985）、大地渡遺跡（岩手県報56：

1981）、柿ノ木平遺跡（盛岡市：1983、1985） 

岩手県北部－五庵Ⅰ遺跡（埋文センター報：1986）、田代遺跡（埋文センター報41：1982）、野駄遺跡（埋文センタ

ー報11：1980）、馬場平2遺跡（一戸町報4：1983）、上里遺跡（埋文センター報55：1983）、荒屋Ⅱ遺

跡（埋文センター報21：1981）、荒屋Ⅰ遺跡（埋文センター報21：1981）、湯の沢Ⅲ遺跡（埋文センタ

ー報79：1984）、嶽Ⅱ遺跡（埋文センター報78：1984）、上の山Ⅶ遺跡（埋文センター報60：1983）、

荒谷Ａ遺跡（埋文センター報57：1983） 

秋田県北部－杉沢台遺跡（秋田県報83：1981）、下堤Ｆ遺跡（秋田市：1985）、大畑台遺跡（日本鉱業：1979）、湯

ノ沢Ｄ遺跡（秋田市：1985）、坂の上Ｆ遺跡（秋田市：1985）、館下Ⅰ遺跡（秋田県報62：1979）、梨

ノ木塚遺跡（秋田県報63：1979）、上ノ山遺跡（大館市史編さん室：1971）、萱刈沢貝塚（八竜町：1979）、

天戸森遺跡（鹿角市報26：1984）、台Ａ遺跡（秋田市：1986）、藤株遺跡（秋田県報85：1981）、坂の

上Ｅ遺跡（秋田市：1984） 

註2．参照した遺跡名は以下の通りである（順不同）。 

岩手県南部－鳩岡崎遺跡（岩手県報70：1982）、鹿島館遺跡（北上市報15：1975）、梅ノ木遺跡（岩手県報58：1981） 

註3．参照した遺跡は以下の通りである（順不同）。 

宮 城 県－長者原貝塚（南方町報1：1978）、西林山遺跡（宮城県報121：1987）、中ノ内Ａ遺跡（宮城県報121：

1987）、中ノ内Ｂ遺跡（宮城県報121：1987） 

山 形 県－岡山遺跡（山形県：1972）、吹浦遺跡（山形県報93：1985）、宮遺跡（長井市史編さん委員会：1984）、

法将寺遺跡（米沢市報12：1985） 

福 島 県－七郎内Ｃ遺跡（福島県報108：1982） 
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（2）フラスコ状土壙 

1）立地・分布（第430図） 

小梁川遺跡で確認されたフラスコ状土壙は197基あり、それらは板沢地区と原尻地区とに分布する。

板沢地区の場合、中央の凹地をはさんだ東西両側に、原尻地区は南東へのびる尾根上に立地するものが

多い。 

本遺跡のフラスコ状土壙の分布には、いくつかの集中地点がみられる。板沢地区では北東部、東部、

南東部、西部、南西部の5ヶ所あり、南東部に最も多く集まっている。ここはフラスコ同士の重複関係

が多く認められるが、他の遺構の数は尐ない。原尻地区は南東部に集中するが、重複関係があるのは尐

なく、板沢地区と較べて大形のフラスコが多い。 

2）規 模（第421図・422図） 

第421図はフラスコ状土壙の底部の長径と短径との関係を示したグラフである。これをみる 
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と、長径は 50～260㎝まであるが、80～180㎝のものが多い。また、長径と短径には強い相関関係が

認められ、長径と短径に大きな差はなく、底部の平面形は円形を基調とするものが为体を占めている。 

第422図はフラスコ状土壙の底部の長径と確認面からの深さとの関係を示したグラフである。

これをみると、深さは20～190㎝まであるが、40～60㎝の範囲に入るものが多い。長径と深 
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さとの関係には目立つような集中域はなく、全体に散在する。しいていえば、長さ・80～120㎝－深さ・

40～75㎝、長径・140～170㎝－深さ・90～130㎝付近の密度がやや高い。 

3）形 態 

開口部や底部の平面形は円形もしくは楕円形を基調とするが、底部の場合、円形基調のものが大部分

を占めている。開口部も後世の壁の崩れを考慮すると円形基調のものが多かったと思われる。 

断面形は上小下大のフラスコ状を呈し、頸部がくびれるものとくびれのないもの、上下がほぼ同値の

円筒状を呈するものの3種類に分けられる。フラスコ状土壙で堆積土の状況がわかるもの159基について

みると、何らかの形で自然堆積が認められるフラスコは全体の9割を越える。自然堆積の場合、壁の崩

壊は複数回認められるものが多く、調査時に掘削時、使用時の形態をとどめている可能性は薄い。 

これらのことから、フラスコ状土壙元来の姿は開口部や底部の平面形が円形で、断面形は開口部から

垂直に落ち込み、頸部から底部へ向ってひらく、所謂フラスコ形を呈するものが一般的であり、開口部

や底部の平面形が楕円形であったものや、断面形が円筒に近い、所謂ビーカー形は尐なかったと考えら

れる。 

フラスコ状土壙の中には、土壙全体に付属施設が取り付くものがある（第427図）。それらは、（ａ）

土壙底面にピットをもつもの、（ｂ）土壙底面が二段構造となるもの、（ｃ）側壁の一部が外へ向って

抉れるもの、（ｄ）ａ＋ｃ、（ｅ）開口部がテラス状となるものの5種類に分けられる。付属施設のつ

くものは、断面形のわかるフラスコ状土壙159基のうち20基（12.5％）に認められるだけで、大部分の

土壙にはこのような施設はついていない。 

4）堆積土の状況（第428図） 

フラスコ状土壙の堆積土をみると、Ａ）人為的埋め戻しによるもの、Ｂ）自然堆積が中心であるが、

部分的に人為的埋め戻しがみられるもの、Ｃ）流れ込みや壁の崩落による自然堆積（一部に土器や焼土

等の廃棄がみられるものを含む）の3つに大別することができる。第428図はこれらのうち代表的な堆積

状況を示したものである。 

197基のフラスコ状土壙のうち断面図を作成したものは159基あるが、これらのうちＡ型は13基

（8.2％）、Ｂ型は49基（30.8％）、Ｃ型は97基（61.0％）で、これをフラスコの規模からみると、人

為的に埋め戻されているＡ型は、深さが80㎝以下の浅いタイプに多く認められる。また、Ａ型とＢ型を

合わせた、人為的に埋め戻された形跡のあるフラスコは板沢地区南東部に多い。これは、フラスコが集

中する地域で新たにフラスコを作る際、掘削者が掘り出した土砂を周囲の使用していない、開口状態の

フラスコに投棄したり、排土を構築中のフラスコの周囲に徹いたりして埋め戻された結果と考えられる。 
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5）年 代 

小梁川遺跡の場合、フラスコ状土壙の年代は出土遺物から推定している。フラスコからの遺

物の出土状況をみると、底面からの出土例は尐ない。しかし、本遺跡のフラスコは段丘礫層を

抜いて構築されたものが多いため、壁面が崩れ易く、開口状態のままだと比較的早いスピード

で埋まることがわかっている。このことから、堆積土中よりまとまりをもって出土した遺物で 
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フラスコの年代を推定することも可能と思われる。 

以上の方法で所属年代が推定できたフラスコ状土壙は197基中88基で、その内訳はⅠ群期－27基、Ⅱ

群期－8基、Ⅲ群期－5基、Ⅱ or Ⅲ群期－3基、Ⅳ～Ⅴ群期－39基、Ⅵ群期－3基、Ⅶ群期－3基である。

所属年代が不明なフラスコも出土遺物をみると、Ⅰ群期～Ⅶ群期のものが为体を占め、年代が特定でき

たものと規模や形態、分布に違いは認められないことから、本遺跡のフラスコ状土壙はⅠ群期～Ⅶ群期

に構築、使用されていたと思われる。該期の通常規模の住居の数は20棟あり、単純計算ではあるが、小

梁川遺跡における住居1棟あたりのフラスコの数は10基弱となる。 

6）機 能 

小梁川遺跡のフラスコ状土壙の遺物の出土状況をみると、数は尐ないが土壙底面や底面直上層から植

物植子や炭化物が出土しているものがある。植物植子は鑑定の結果（星川・庄司：本書所収）、129号

土壙がオニグルミの殻、149号土壙がクルミの殻、352号土壙がトチの実とわかり、特に352号土壙は底

面上にトチの実がぎっしり詰まっていた。既述のようにフラスコは本来、形態の斉一性が強く、群集す

る傾向がある。このことは機能の共通性を物語ると考えられ、本遺跡のフラスコ状土壙は植物性食料の

貯蔵施設である可能性が高いと思われる。他遺跡のあり方をみても、フラスコ状の機能として植物性食

料の貯蔵施設と考えているものが多い（永瀬：1982ほか）。 

フラスコ状土壙の一次機能は植物性食料の貯蔵施設と考えたが、本遺跡のフラスコの中には本来の使

用目的が終わったのち、他の機能へと転用された例がいくつかみられる。まず一例のみだが、底面に深

鉢の底部資料が置かれ、人為的に埋め戻された土壙がある（639号土壙）。墓壙と思われるが、本遺跡

を含めて縄文時代の土壙墓がフラスコと異なる形態をしているのが一般的であることを考えれば、この

場合、埋葬用にフラスコが構築されていたのではなく、本来の使用目的の終わったフラスコが墓壙へ転

用されたと考えたい。これも一例のみであるが、フラスコ開口部のテラスに深鉢の胴下部～底部が倒立

して置かれ、人為的に埋め戻された土壙（541号土壙）がある。墓壙に転用されたものと思われる。フ

ラスコ状土壙の墓壙への転用例は岩手県二戸市上里遺跡（高橋ほか：1983）、秋田県八竜町萱刈沢貝塚

（鍋倉ほか：1979）、千葉県松戸市和清水遺跡（千葉県文化財センター：1985）などに類例がある。 

“堆積土の状況”で述べたＡ型やＢ型の何らかの形で人為的に埋め戻された形跡のあるフ

ラスコ状土壙の多くは、集落の構成員が竪穴住居跡や土壙など、新たな遺構の構築に伴って生

じた排土を使用されなくなったフラスコに投棄した結果と考えられる。また、堆積土からの一

括出土土器や石器、焼土、炭化物、自然遺物（植物種子や骨片など）なども集落構成員の生活行

為によって生じた不要物（生活廃棄物）が廃棄された結果と考えられ、フラスコ状土壙の中には 
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使用目的が終わったのち、ゴミ捨て穴に転用されたものが尐なくないと思われる。 

フラスコ状土壙が埋没する過程で、ある層の上面に焼け面が検出されたものがある（1・26号土壙）。

これは、凹地となったフラスコの上面で生活行為が行なわれていたことを示している。 

（3）埋設土器遺構 

埋設される土器の大きさに合わせて掘り方が作られ、土器そのものが容器として使用されたと考えら

れるものを埋設土器遺構とした。 

1）分 布（第430図） 

小梁川遺跡で確認された埋設土器遺構は30基あり、板沢地区に29基、原尻地区に1基分布している。

板沢地区の遺構の分布をみると、周囲よりやや低い中央部に尐なく、その3方を囲む東・北・西側に多

く認められる。埋設土器遺構はそれらの遺構のなかでも中央寄りに位置するものが多い。 

2）土器設置の方法（第429図） 

埋設された土器は全て深鉢である。30基の埋設土器遺構は土器設置の方法から、Ａ）正立位のもの、

Ｂ）横位のもの、Ｃ）斜位のものの3種類に分けられ、分類毎の数はＡ類－2基、Ｂ類－26基、Ｃ類－1

基、不明－1基で、Ｂ類が大部分を占めている（第14表）。 

土器の残存状況をみると、底部のあるものが10個、胴下部から底部を欠くものが18個と後者

が多い（2個体は未確認）。胴下部から底部は橙灰色から灰白色に変色しているものが多く、

これらは二次的な加熱を受けた痕跡と考えられる。また、埋設土器遺構の土器と他遺構出土土

器との間には形態的な差は認められない。以上のことから埋設土器遺構に用いられた土器は、

埋設用に作られた特別な土器ではなく、日常生活で使用されていた土器の転用であると考えられ 
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る。ただ、25号埋設土器遺構出土土器は胴下部以下を欠くが、残存部には二次的な加熱を受けた痕跡が

なく、内面の調整も丁寧で、同時期の土器と較べてはるかに大きいため、日常生活用に作られた土器で

はなかった可能性がある。 

3）年 代（第14表） 

埋設土器遺構の年代は、それぞれの土器のもつ特徴からⅠ群期～Ⅵ群期までに求められる。年代別の

基数はⅠ群期－4基、Ⅱ群期－1基、Ⅲ群期－2基、Ⅳ～Ⅴ群期－17基、Ⅵ群期－4基、不明－2基で、Ⅳ

～Ⅴ群期が全体の57％を占めている。 

4）機 能 

小梁川遺跡の埋設土器遺構は全て屋外に設けられ、他の遺構と分布域を異にし、より遺跡の中心部に

近い処に構築されているものが多い。さらに、堆積土の状況をみると何れも人為的に埋め戻されている

ことから、埋葬施設であると思われる。 

屋外の埋設土器遺構は、貝塚を中心に土器内部から人骨が検出される例が多く（菊地：1983）、一般

に埋葬施設の一形態と考えられている。本遺跡の周辺では、南方町青島貝塚Ｃトレンチ5ｏ区の中期初

頭に位置付けられる埋設土器遺構の土器内部から胎児骨が発見されている（加藤(孝)ほか：1975）。 

これらのことから、本遺跡の埋設土器遺構は土器内部から人骨は検出されなかったが、「甕棺 
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墓」の可能性が高いと思われる。縄文時代の人骨を伴う甕棺墓は、本遺跡と同じく土器を一個用いたも

のと2個用いたものとがあり、前者は土器設置の方法から正立位、斜位、横位、倒立位のものに分けら

れる。そして、埋設状態の明らかな例を検討すると、口縁部を上にした正立位及び斜位のものが全体の

8割近くを占めている（菊地：1983）。これに対し、小梁川遺跡では8割以上が横位に捉えられており、

他遺跡と較べて際立った特徴をみせている。本遺跡の周辺で土器が横位に捉えられた埋設土器遺構は、

時期が下る（大木9式）が仙台市御堂平遺跡で1基確認されている（斎藤ほか：1983）。 

これら甕棺墓の埋葬の方法は、容器としての土器の大きさの限界から乳児期あたりまでは遺骸を直接

土器に収納したが、それ以上は再葬という手段をとっていたと思われる。再葬の事例としては、青森県

浪岡町天狗台遺跡（笠井：1918）、蔵石村太田遺跡（ 西：1974）など青森県の後期初頭に多くみら

れる。 

（4）墓 壙 

人為的に埋め戻され、埋葬時に副えつけられたと考えられる遺物が出土するものや縄文時代の葬法と

共通するものを墓壙と考えた。 

小梁川遺跡で確認された墓壙は8基あり、板沢地区の中央部に4基、北東部、北西部、南東部、南西部

にそれぞれ1基ずつ分布する（第430図）。 

これらの墓壙の平面形は、円形を基調とするもの（4・5号墓壙）、楕円形を基調とするもの（1・3・

6・7・8号墓壙）、不整形のもの（2号墓壙）の3種類に分けられる。底面は1基を除いてほぼ平坦で、1

号墓壙のみ底面の中央部が周囲より低い二段構造となり、そこに平石が底面から浮いた位置に据えられ

ている。 

遺物の出土状況をみると、土器が伴うもの（Ａ類）とないもの（Ｂ類）とがある。さらにＡ類は土器

の種類と設置の方法から、深鉢が横位に据えられるもの（ＡⅠ類）、浅鉢が倒立位に据えられるもの（Ａ

Ⅱ類）、深鉢の大形破片が据えられるもの（ＡⅢ類）に分けられる。Ｂ類の底面からは耳栓が出土して

いる。また、Ｂ類の8号墓壙の底面からは石匙も1点出土しており、これらの耳栓や石匙は副葬品と考え

られる。分類毎の数はＡⅠ類－1基、ＡⅡ類－3基、ＡⅢ－1基、Ｂ類－3基である（第15表）。 

Ａ類の伏せた浅鉢やＡⅢ類の大形破片は、千葉県市原市山倉貝塚（山倉貝塚調査団：1969）にみられ

る死者の頭部に土器を被せる葬法や、千葉県松戸市殿手賀貝塚（木下：1981）にみられる小児遺体を土

器片で覆う葬法と関連し、遺体の頭部や遺体そのものを覆うために用いられたと思われる。本遺跡周辺

の類例としては、川崎町中ノ内Ａ遺跡（古川ほか：1987）や福島県石川町七郎内Ｃ遺跡（松本ほか：1982）

などが上げられ、中ノ内Ａ遺跡では伏せた深鉢が、七郎内Ｃ遺跡では伏せた浅鉢や深鉢が墓壙の壁際に

設置されている。 
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1号墓壙の底面近くで検出された平石も、抱石葬として縄文時代における一葬法と理解され本遺跡周

辺では前出の七郎内Ｃ遺跡や福島県いわき市大畑貝塚（馬目ほか：1975）などに類例がある。 

それぞれの墓壙の年代は、共伴する土器の特徴から1号墓壙がⅦ群期、2・3・4号墓壙がⅣ～Ⅴ群期、

5号墓壙がⅥ群期に位置付けられる。6・7・8号墓壙は不明であるが、遺構の位置や堆積土出土土器（何

れも小片）からⅠ～Ⅶ群期の何れかに属すると思われる。 

（5）配石遺構 

原尻地区で2基確認され（第430図）、双方とも配石下に土壙を伴っている。土壙の平面形は1号配石

遺構が隅丸の撥形、2号配石遺構が不整楕円形を呈し、堆積土の状況は何れも人為的に埋め戻された形

跡を示している。2号配石遺構の底面には平石が置かれ、その上に胴下部が意図的に切り離された土器

がのっていた。切り離された胴下部は6ｍ程はなれた土壙（820号土壙）から出土している。それぞれの

年代は1号配石遺構が堆積土出土土器からⅢ群期、2号配石遺構が底面出土土器からⅦ群期と考えられる。 

2基の配石遺構の性格は、配石下の土壙が人為的に埋め戻されていること、2号配石遺構の底面から副

葬品と考えられる土器が出土していることなどから埋葬施設であると思われる。 

本遺跡の配石遺構とは時期が異なるが、秋田県鹿角市大湯環状列石周辺遺跡の1986年の報告（秋元ほ

か：1986）では、Ａ区で検出された配石遺構は全て配石下に土壙を有し、それらは人為的に埋め戻され

ていること、数例ではあるが副葬品と思われる遺物が出土していること、さらに残存脂肪酸分析から、

土壙には高等動物に属する遺体が埋葬されていた可能性が極めて高いという結果が得られたことなど

から、配石遺構を「配石墓」と考えている。以上のことから、小梁川遺跡の配石遺構は「配石墓」であ

る可能性が高いと思われる。 

（6）溝状土壙 

1）分 布（第431図） 

小梁川遺跡で確認された溝状土壙は40基あり、白ハゲ地区の西側斜面と尾根南部に分布するが、数的

には前者が35基と大部分を占めている。西側斜面の分布をみると、中央やや北側の53号住居跡付近が疎

らで、その北側と南側に多く認められる。また、それらの多くは長軸が傾斜の方向に沿っている。 
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2）形 態（第432図） 

平面形は楕円形もしくは長方形を基調にする。断面形は開口部が広く、途中から垂直に近い角度で落

ち込むのが多いが、溝状土壙の埋没状況は全て自然堆積によるものであり、開口部や壁面の崩れを考慮

に入れると本来の断面形は底面から垂直に近い角度で立ち上がり、そのまま開口部へ至ったものと思わ

れる。 



 435 

 

底面はほぼ平坦であるが、そこにピットをもつもの（Ａ類）とないもの（Ｂ類）とがあり、前者はさ

らにピットの数で1個のもの（ＡⅠ類）と2個のもの（ＡⅡ類）とに分けられる。分類別の土壙の数はＡ

Ⅰ類－32基、ＡⅡ類－2基、Ｂ類－6類で、ＡⅠ類が多い。 
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3）規 模（第433図） 

第433図は土壙底部の長径と短径及び土壙底部の長径と確認面からの深さとの関係を示したグラフで

ある。これをみると、溝状土壙は長径が72～108㎝、短径が24～72㎝、深さが66～122㎝の範囲に40基中

39基が入る。このことから小梁川遺跡の溝状土壙は、一部の例外を除いて底面のピットの有無にかかわ

らず、ほぼ同じ規模を有していたと考えられる。 

4）堆積土の状況（第432図） 

686号土壙の堆積土の状況をみてみると、底面直上層が黒褐色シルト、その上層が黄褐色砂質シルト、

最上層が黒褐色シルトの3層に分けられる。第2層は開口部の肩や壁の崩れと考えられ、各層とも自然堆

積の様相を示している。このような状況は全ての土壙について認められ、溝状土壙は廃棄時に開口状態

で、その後自然に埋没していったと考えられる。 

5）配列、年代（第431図） 

溝状土壙の配列状況についてみると、第431図のように2基の土壙（681・755号土壙）を除いて一定の

間隔をもって南北に並ぶ4つのグループに分けることができる。8ｍの間隔をもって並ぶものをＡグルー

プ、10ｍのものをＢグループ、12ｍのものをＣグループ、14ｍのものをＤグループと呼ぶと、グループ

毎の土壙の数はＡグループが14基（667・674・675・680・682・683・686・688・690・751・753・756・

758・760号土壙）、Ｂグループが6基（763・766・768・769・772・773号土壙）、Ｃグループが13基（667・

671・676・678・679・683・684・687・693・752・757・759・761号土壙）、Ｄグループが8基（761・762・

763・764・765・767・768・769号土壙）となり（667・761・766号土壙が重複）、これらのグループは

それぞれ同一時期に機能していたと推定される。グループ間の関係については不明であるが、西側斜面

ではＡとＣ、ＢとＤグループがほぼ同じ位置に分布し、互いの土壙の中にはかなり近接している例もあ

るので、ＡとＣ、ＢとＤグループはおのおの別時期に機能していたと思われる。 

遺構間の同時期性は以上の通りだが、これら溝状土壙の年代については、遺構に共伴する遺物の出土

例がなく、堆積土からの出土遺物も極めて尐ないため、特定できない。 

6）機 能 

小梁側遺跡の溝状土壙の特徴をまとめると以下の様になる。 

① 白ハゲ地区の西側斜面及び南部の尾根上にほぼ一定の間隔を置いて配置されている。 

② 底面にピットをもつものとないものがあるが、規模や平面形、断面形に大きな違いはなく土壙の

配列にも偏りはみられない。 

③ 堆積土の状況は何れも流れ込みや壁の崩壊による自然埋没である。 

このような特徴をもつ土壙は、県内では蔵王町下原田遺跡（森：1980）、川崎町支倉遺跡（手塚ほか：

1986）などに類例があり、県外でも北海道や東北、関東を中心に多数報告されている。 
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その機能としては墓壙説、貯蔵穴説、けものの陥し穴説、動物に係わる施設説、植物栽培説などが唱え

られているが、現在のところ陥し穴説（今村：1973など）が最も有力である。特に近年の調査例では、

東京都多摩ニュータウン№759遺跡（東京都埋文センター：1982）の第1号土壙の堆積土の中～下位にお

いて、シカとされる歯や肢骨が出土し、また、北海道江別市東野幌4遺跡（佐藤ほか：1981）のピット

17の底面にあるピットから逆茂木と推定される杭の基部が検出されており、これらの発見で陥し穴の妥

当性が高まってきている。 

前述した特徴①～③は、これら各地で報告されている陥し穴の特徴と共通することから、小梁川遺跡

の溝状土壙はけものの陥し穴であった可能性が高い。陥し穴であったとすれば、西側斜面に南北に並ん

だ溝状土壙はけもの道に沿って設けられたものと推定される。 

（7）その他の土壙 

板沢・白ハゲ・原尻の何れの地区にも認められるが、板沢地区に大部分が集中する。板沢地区では中

央から南部にかけての分布が希薄で、その部分を三方から取り囲むように分布する。 

平面形は円形や楕円形を基調とするものが多い。規模は底部の径や深さが100㎝以下のものが为体を

占め、フラスコ状土壙の規模と較べると大きく異なっている（第434～437図）。 

堆積土の状況は自

然堆積のものが多く、

人為的に埋め戻され

た土壙は20基と尐な

い。この人為堆積を示

す土壙は墓壙の可能

性があり、特に板沢地

区の中央部に位置す

る388号土壙や南部に

位置する16・22・23・

39号土壙は墓壙や埋

葬施設の一形態と考

えた埋設土器遺構と

分布域や規模が共通

し、墓壙の可能性が強

い（第430図）。 
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また、本遺跡の場合、植物性食料の貯

蔵施設としてフラスコ状土壙を考えたが、

時期別にみたフラスコの数はⅥ群期に激

減し、Ⅷ群期には認められなくなる。Ⅵ・

Ⅶ群期の为な遺構は板沢地区に分布し、

同時存在の住居の数にもⅠ～Ⅴ群期と較

べて大きな違いは認められない。ここで

縄文時代中期末葉から後期初頭の貯蔵穴

が多数検出された佐賀県西有田町坂の下

遺跡（森：1979）のあり方をみると、貯

蔵穴の形態や規模にはまとまりがない。こ 



 439 

のことは同一機能をもつ土壙でも、多

様な形態をとりうることを示しており、

小梁川のⅥ群期以降の土壙については

断面がフラスコ形とならないものにも

貯蔵穴としての機能を考えることが可

能と思われる。 

 

 

2．土器・土製品 

これまで紹介した土器のうち为体を占めるのは、多くの住居跡、埋設土器遺構、フラスコ状その他の

土壙、堆積層等から出土したもので、縄文時代前期末葉～中期中葉の一定期間にあって、連続した変遷

を示す土器群である。この他、一部の住居跡や土壙、堆積層等から出土し、上記の土器群とは明らかに

時期の異なるものも存在するが、数量に乏しく、層位的にみても、遺構内でのまとまりはあまりみられ

ず、大部分は堆積層から出土したものである。 

ここでは以上の状況を考慮し、まず一定の連続性をもつ为体的な前者について類型化および編年的位

置付けを行うことにし、後者については「その他の土器」として別項で取り扱うことにしたい。 

（1）土器の分類 

〈深 鉢〉 

深鉢は形態から次の15種類に大別され、各々はさらに細部の形態や文様の施文部位、文様の種類等に

よって分類される。 

〔Ａ 類〕胴部中位で脹らみ、胴部上位から頸部にかけて括れ、口縁部が外傾するもので、平縁のも

のと波状縁のものとがある。これは口縁部文様の種類からいくつかに細分される。 

1 为に半截竹管によって描出された文様をもつものである。文様の施文部位によってａ－口縁～胴

部文様が施されるもの、ｂ－口（頸）部に文様が施されるものの二者に分かれる。口縁部文様について

は弧状と山形文からなるもの、横位と鋸歯状の文様からなるもの、弧状と斜位の文様からなるもののほ

か単調な横位の文様などもある。ａの胴部文様は平行沈線による横位・縦位・対角線から構成される場

合が多いが、対角線文を欠くものも若干みられる。 

2 刻目が肥厚した口縁部を巡るもので、その真下に楕円形の貼付文が点在する。胴部は縄文のみが

施される。 

3 口縁部の大部分が無文であるが、一部に刻目や三角形の彫去が施されるものがある。胴 
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部は縄文のみが施される。 

4 縦位結節文を有するもので、それが胴部まで及ぶものと、□頸部にとどまり、胴部が無文になる

ものとがある。 

〔Ｂ 類〕胴部下半が筒形であるのに対し、上半が強い脹らみをもつもので、口縁部が平縁のものと

波状縁のものとがある。口縁部の立ち上がり形態から2種類に分けることができる。 

1 口縁部が直線的に外傾もしくは短く外反するものである。文様は施文部位によって、ａ－口縁～

胴部に施されるもの、ｂ－口（頸）部に施されるもの、ｃ－無文もしくは縄文のみのものに細分される。

ａ・ｂにおける施文技法は半截竹管を用いた平行沈線や押引き・沈線・押圧縄文・刺突等があり、为な

文様として山形文や鋸歯状文・連続刺突文等が構成される。縄文は概ね横位回転によるものである。 

2 口縁部が内弯ぎみに外傾するものである。1類に比して胴部の脹らみが上位に扁し、口縁部が長め

な傾向にある。文様は口縁部から頸部にかけて施されており、その内容はａ－刻目を伴う沈線による山

形文や円文から構成される文様、ｂ－半截竹管を用いた縦位の平行沈線文を为体にした文様、ｃ－細い

粘土紐貼付による横位・鋸歯状の文様、ｄ－連続する「く」字状短沈線文が巡るもの、ｅ－三角形の彫

去による交互刺突文が巡るもの等がある。 

胴部についてはａ・ｂが縦位の結節文、ｄは縦位回転の縄文、ｅは無文となっている。 

〔Ｃ 類〕胴部中～上位で脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾するもので、平縁と波

状縁とがある。これは文様の種類からいくつかに細分される。 

1 半截竹管による文様を为体とするものである。その文様には口縁部が弧状文と山形文等から構成

されるもの、頸部の押引き文が特徴的なもの、弧状と横位から構成されるもの等がみられる。 

胴部については平行沈線による文様が施される場合と縄文のみが施される場合とがあり、前者ではそ

れが横位・縦位・対角線から構成される文様や山形文などになる。 

2 細い粘土紐もしくは細い沈線による文様をもつものである。前者は口縁部に梯子状文による円

形・渦巻状・鋸歯状等の文様がみられ、各部に三角形や円形の彫去がなされる。胴部には縦位結節文が

下垂する。後者は口縁～胴部に刻目を伴う沈線によって横位や渦巻等の文様が施される。前者をａ、後

者をｂとする。 

3 口縁部に隆線による方形区画の文様が施されるものである。区画内には数条の横位沈線が巡るも

のや、簡素な横位と縦位の沈線がみられるものなどがあり、前者では沈線間に連続刺突文や刻目が加え

られるものが多い。胴部は縄文のみが施される。 

4 頸部に隆帯が巡るもので、隆帯上には刻目や押引きが加えられる。器面が無文のものと縄文施文

のものとがある。 
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5 胴部に「Ｙ」字状隆線文が施されるが、概ね縄文为体のものである。波状口縁を呈するものをａ、

平縁のものをｂとする。 

6 胴部が横位や縦位の隆線により区画されるもので、区画内には横位や縦位・渦巻等の沈線文が施

される。口縁部には小連弧状の沈線文が巡り、胴部の区画隆線上には刻目状押圧縄文もみられる。 

7 胴部が横位の隆線や縦位の「x 」字状隆線により区画されるもので、区画内に沈線文が充塡され

るものをａ、隆線文が充塡されるものをｂとする。 

8 胴部が横位や縦位の平行沈線によって区画されるもので、区画内には楕円形・弧状・渦巻状の平

行沈線文が施される。平行沈線文間には連続刺突や刻目状押圧縄文が加えられる。 

9 口縁部に隆線による横位の区画文様帯を有するもので、区画内に横位押圧縄文が充塡される。頸

部に横位（連弧状）の沈線文が巡るものをａ、そうでないものをｂとする。胴部は为に縄文からなり、

縦位結節文が加えられるものもある。 

10 口縁部に隆線による弧状もしくはそれに類する区画文様が施されるもので、区画内外に押圧縄文

を伴う。胴部は縄文と縦位結節文からなる。 

11 口縁部に連弧状押圧縄文が巡るものである。胴部は縄文のみが施される。 

12 胴部に何段かの横位区画隆線もしくは横位区画平行沈線が巡るもので、前者をａ、後者をｂとす

る。隆線上や沈線間には連続刺突やそれに類する刻目状押圧縄文が付加され、また区画内には弧状平行

沈線文などが充塡される。口縁部はａが連弧状区画隆線文であるのに対し、ｂは横位隆線文が为体にな

る。 

13 指ナデ状条痕文が施されるもので、文様というよりは地文的な要素が強い。施文部位は口縁部・

胴部・口縁～胴部と多様である。口縁部上位に縦位（刻目状）もしくは横位の押圧縄文が施されるもの

をａ、そうでないものをｂとする。 

14 口縁～胴部に浅く幅の広い沈線を为体にした文様が施されるものである。文様の明らかなもので

は方形や菱形、「Ｓ」字状等の区画文様が盛行するようで、装飾性の強い「Ｓ」字状や菱形の把手など

は特徴的である。 

〔Ｄ 類〕胴部が直立もしくはやや開きぎみに立ち上がり、頸部で外側に屈曲し、口縁部が外傾する

もので、平縁と波状縁とがある。为に口縁部文様からいくつかに細分される。 

1 口縁部に連弧状隆・沈線文およびボタン状貼付文からなる文様が施されるものである。胴部は縄

文のみである。 

2 口縁部に細い粘土紐貼付による梯子状文で、山形・円形・鋸歯状等の文様が構成されるものであ

る。胴部も同様の技法による「Ｗ」字状・渦巻等の文様が展開する。 

3 口縁部に方形区画の隆線文が施されるもので、隆線上には刻目、区画内には「ハ」字状 
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短沈線文や横位沈線文等が加えられる。胴部は縦位結節文と縄文からなる。 

4 大波状口縁を呈し、頸部と波頂部に隆線が巡るものであるが、概ね縄文为体である。 

5 口縁部に「Ｙ」字状やそれに類する隆・沈線文と交互刺突文からなる文様が施されるものである。

頸部から胴部にかけても「Ｙ」字状隆線文が施されるものと、縄文のみのものとがある。 

6 口縁部に楕円状およびそれに類する区画隆・沈線文が施されるもので、口縁部が平縁のものをａ、

波状のものをｂとする。ａでは区画内に鋸歯状沈線文や交互刺突文が加えられており、胴部には縦位結

節文と斜行縄文が施される。ｂは断片資料のため詳細は不明である。 

7 口縁部に連弧状もしくはそれに類する区画隆・沈線文が施されるもので、口縁部上位には小連弧

状や小波状の隆線文が巡る。胴部が縦位の区画隆線文および沈線による充塡文様のものをａ、縄文と縦

位結節文のものをｂとする。 

8 口縁部に連弧状もしくはそれに類する区画隆線文とそれに並行する押圧縄文を为体とする文様が

施されるもので、胴部は縄文のほか縦位結節文や縦位小波状文が施される場合もある。 

9 口縁部に連弧状もしくはそれに類する押圧縄文が施されるものである。胴部には縄文のほか、縦

位結節文や縦位小波状隆線文がみられる。 

10 口縁部に横位の押圧縄文が巡るものである。胴部上位に連弧状押圧縄文が施されるものとそうで

ないものとがあり、後者は縦位結節文と縄文からなる。 

11 口縁部に連弧状やそれに類する区画隆線文と刻目状押圧縄文を特徴とする文様をもつものであ

る。区画隆線文に沈線が並行する場合と押圧縄文が並行する場合とがある。刻目状押圧縄文は口縁部上

位や頸部に多くみられるほか、隆線上になされるのもある。 

12 口縁～胴部に浅く幅の広い沈線や低く扁平な隆線による文様が展開するものが多く、口縁部上位

に刻目や「Ｓ」字状把手、頸部に小波状隆線文などが特徴的にみられる。 

〔Ｅ 類〕胴部から口縁部にかけて直線的に外傾するもので、口縁部は平縁になる。口縁部文様から

いくつかに細分される。 

1 肥厚する口縁部に方形区画状の沈線文が施されるもので、区画内に横位や刻目状の沈線文が充塡

される。胴部は横位回転の縄文である。 

2 肥厚する口縁部が無文のもので、胴部に横位の羽状縄文が施される。 

3 口縁部に方形区画の隆線文をもつもので、区画内は三角形の彫去文や沈線による幾何学的な文様

や半截竹管を用いた縦位の平行沈線文などが充塡される。 

4 口縁部下位から胴部にかけて、隆線および押引き沈線による方形区画文が施されるものである。 
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〔Ｆ 類〕胴部上位が脹らみ、頸部で「く」字状に屈曲する形態はＣ類に近いが、口縁部が短く外傾

する部分が異る。口縁部は平縁である。概ね地文（縄文）を为体とするものが多く、文様を有するもの

にしても、それは単調で、施文部位は短い口縁部に限られる。以下、文様の種類から、いくつかに細分

される。 

1 口縁部に山形の押圧縄文が施されるもので、瘤状貼付文を伴う。胴部は横位の羽状縄文である。 

2 口縁部もしくは頸部に横位の押圧縄文が巡るものである。胴部が縦位結節文と縄文からなるもの

や、縦位羽状縄文のものなどがみられる。 

3 口縁部が無文で、胴部に縄文が施されるものである。胴部の縄文が横位回転によるものをａ、縦

位回転によるものをｂとする。 

4 口縁部～胴部に縦位回転の縄文が施されるものである。 

〔Ｇ 類〕胴部が筒形を呈するもので、頸部で強く外側に屈曲し、口縁部が外傾する。半截竹管によ

る文様が为で、胴部などに平行沈線や押引きにより渦巻文・山形文等が施される。 

〔Ｈ 類〕口縁部は概ね内弯ぎみに立ち上がるが、上位において「く」字状に屈曲するもので胴部は

外反ぎみもしくは直線的に立ち上がる円筒状と推定される。文様の種類によって2つに細分される。 

1 口縁部に方形区画の押圧縄文が施されるもので、区画内に弧状の押圧縄文が充塡される。 

2 口縁部上位に刻目状押圧縄文、中～下位に連続する斜位沈線文が施される。 

〔Ｉ 類〕胴部が強く脹らみ、頸部で括れ、口縁部が短く外傾するもので、いずれも平縁になる。こ

れは文様の種類により、いくつかに細分される。 

1 口頸部に小連弧状押圧縄文が施されるものである。胴部に隆線や沈線による文様を有するものを

ａ、縄文と縦位結節文のみのものをｂとする。 

2 口縁部に刻目状押圧縄文が施されるものである。胴部に隆線文がみられるものをａ、半截竹管に

よる平行沈線文や押引き文のものをｂとする。 

3 口縁部上位に刻目が施されるものである。胴部は沈線文や交互刺突文が展開する。 

4 口縁部が無文で、胴部が縦位回転の縄文によるものである。 

5 口縁～胴部に縦位回転の縄文が施されるもので、口縁部上位が肥厚し頸部に隆帯が巡る。 

〔Ｊ 類〕胴部上位が脹らみ、口縁部が内傾するもので、口縁部突帯の有無から二類に細分される。 

1 口縁部突帯を有するものである。胴部文様が隆線文を为体とするものをａ、浅く幅の広い沈線文

によるものをｂとする。 

2 口縁部突帯をもたないものである。小連弧状沈線文や連続刺突文などが施される。 
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〔Ｋ 類〕胴部から口縁部にかけて外反ぎみに立ち上がるもので、口縁部は平縁になる。胴部文様か

ら次の二類に細分される。 

1 胴部が縄文のみのものである。口縁部は刻目を伴う連弧状隆線文や指頭状圧痕文が付加された横

位隆線が巡る。 

2 胴部にやや幅の広い沈線を为体にした文様が施されるもので、装飾性の強い口縁部突起や橋状把

手を有するのが特徴である。 

〔Ｌ 類〕胴部から口縁部にかけて直立ぎみに立ち上がる円筒状のもので、口縁部は平縁になる。小

形のものが多く、これらは文様からいくつかに細分される。 

1 口縁部に三角形の彫去による鋸歯状文が巡るものである。胴部は縄文のみが施される。 

2 口縁～胴部に方形区画状の隆線文が施されるもので、隆線上には連続刺突文が付加される。 

3 口縁部に横位押圧縄文が巡るものである。胴部は縄文のみが施される。 

4 口縁部に横位沈線文と並行して刻目状押圧縄文もしくは連続刺突文が巡るものである。胴部は前

者が縄文のみ、後者が縦位沈線文と縄文からなる。 

〔Ｍ 類〕胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が内弯ぎみになるもので、口縁部は概ね平縁であるが、

稀にゆるい波状を呈するものがある。文様表現技法によりいくつかに細分される。 

1 多条の細沈線による文様が施されるものである。口縁部文様は大波状文の波間に有棘の渦巻文が

付加されるもの、胴部文様は曲折する渦巻文である。なお形態的には括れ具合が曲線的ではなく、断面

が「く」字状になるのが下記の類と異る点である。 

2 鋭い隆沈線を为体とする文様を有するものである。口縁部文様は横位渦巻文で、棘状文を伴うも

のもある。胴部文様は曲折する渦巻文である。 

3 隆沈線を为体とするが、2に比して幾分ゆるやかで鋭さを欠く。文様構成が口縁部文様帯と胴部文

様帯に分かれるものをａ、口縁～胴部に連続する文様をもつものをｂとする。ａは胴部文様は明確では

ないが、口縁部に横位渦巻文が巡るのに対し、ｂは区画性の強い曲流渦巻文が縦横に展開する。 

〔Ｎ 類〕胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部が外反するもので、Ｈ類にやや似るが、括れがそれよ

りゆるやかである。平縁と波状縁とがあり、文様からいくつかに細分される。 

1 口縁部が無文で、胴部に文様が展開するものである。胴部文様は隆沈線によってなされ、上半が

横位渦巻文、下半が下垂渦巻文となる。 

2 口縁～胴部に連続するもので、隆沈線による区画性の強い曲流渦巻文が施される。 

3 口縁部に渦巻隆線文を有するものである。 

〔Ｏ 類〕胴部中位が張り出し、上位でややすぼみ、口縁部は直立ぎみに立ち上がるもので、 
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平縁をなす。口縁部に突帯が巡るもので、それが中空のものを1、そうでないものを2とする。突帯下は

ともに縄文のみが施される。 

〈浅 鉢〉 

浅鉢はいずれも底部から口縁部にかけて、さしたる変化なく外傾するものである。ここでは口縁部の

状況から次の二つに大別される。 

〔Ａ 類〕口縁部が平縁のものである。これは文様の種類からいくつかに細分される。 

1 肥厚した口縁部に三角形の彫去による鋸歯状文が巡るものである。文様下は無文になる。 

2 口縁部に「x 」字状（区画）隆線文が施されるものである。この文様下に押圧縄文による文様が

施されるものをａ、同文様に並行する一本の隆線文が巡るものをｂ、無文のものをｃとする。 

3 口縁の肥厚部に交互刺突文が施されるものである。文様下は無文になる。 

4 口縁部に連弧状隆線文が施されるものである。文様下は無文になる。 

5 口縁部に刻目状（縦位）押圧縄文が施されるもので、横位の押圧縄文と縦位貼付文を伴うものも

ある。文様下は無文である。 

6 口縁部上端の一部に指頭状圧痕文や刻目状の文様等が施されるものである。 

〔Ｂ 類〕口縁部が波状縁のものである。これは文様の種類からいくつかに細分される。 

1 波頂部に簡素な文様を有するものである。それが刻目のものをａ、刻目を伴う縦位貼付文のもの

をｂ、「ハ」字状沈線文のものをｃとする。 

2 口縁部に刻目状（縦位）押圧縄文が巡るもので、「Ｖ」字状隆線文もみられる。文様下は無文に

なる。 

3 無文のものである。 

〈鉢〉 

胴部が算盤玉状を呈し、口縁部が短く外傾するものである。胴部に「x 」字状隆線文が巡るのが特徴

である。 

（2）土器群の設定 

本遺跡において土器を出土した为な遺構は、住居跡・フラスコ状土壙・埋設土器遺構・その他の土壙

等である。このうち、比較的まとまった出土状況を示すのはフラスコ状土壙やその他の土壙が最も多く、

他に住居跡にも若干その状況がみられる。しかし、これらの遺構については、床面や底面から一括して

出土した例は尐なく、層位的にみれば必ずしも良好とはいえない。そこで遺物の同時性を示すという点

では、やや積極的な根拠に欠けるが、遺構内堆積土出土のものを含めて検討した場合、遺構内としての

地点的なまとまりのほかに、土器の形態や文様的な特徴からある程度の共通性を見い出すことができる。 
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Ⅰ．深鉢の分類 
   ａ．口縁～胴部に文様 

   1．半截竹管为体の文様 
   ｂ．口頸部に文様 
 Ａ類 胴中位で脹らみ、胴上位～頸部   2．刻 目 

    口縁部が外傾   3．無 文 
   4．縦位結節文 
   ａ．口縁～胴部に文様 

   1．口縁部が直線的   ｂ．口縁部に文様 
 に外傾   ｃ．無文もしくは地文 
 Ｂ類 胴下半が筒形、胴上半が脹らみ、   ａ．刻目を伴う沈線による文様 

    口縁部が外傾   ｂ．半截竹管による文様 
   2．口縁部が内弯ぎみ   ｃ．細い粘土状貼付文 
 に外傾   ｄ．｢く｣字状短沈線文 

   ｅ．半截竹管による文様＋三角形彫去の 
 交互刺突文 
   1．口縁～胴部に半截竹管による文様 

   2．口縁～胴部に粘土紐(a)もしくは刻目状沈線(b)による渦巻・鋸歯状文 
   3．口縁部に方形区画隆線文、内部に横位や縦位沈線等充塡 
   4．頸部に隆帯 

   ａ．波状縁 
   5．胴部に｢Ｙ｣字状隆線 
   ｂ．平 縁 

   6．胴部に横位・縦位隆線による区画文 
   ａ．区画内に沈線文 
   7．胴部に縦位｢χ｣字状隆線による区画文 

   ｂ．区画内に隆線文 
 Ｃ類 胴中～上位で脹らみ、頸部で   8．胴部に縦位の平行沈線による区画文 
    ｢く｣字状に屈曲し、口縁部が外傾   ａ．頸部に連弧状沈線有 

   9．口縁部に隆線による弧状の区画文様帯 
   ｂ．    〃    無 
   10．口縁部に隆線による弧状の区画文帯 

   11．口縁部に連弧状押圧縄文 
   12．胴部に隆線(a)もしくは沈線(b)による横位の区画文 
   ａ．口縁部に押圧縄文有 

   13．口縁～胴部に指ナデ状条痕文 
   ｂ．    〃    無 
   14．口縁～胴部に浅く幅広い沈線による方形区画文や｢Ｓ｣字状文 

   1．口縁部に連弧状隆沈線文、ボタン状貼付文 
   2．口縁部に細い粘土紐貼付による山形・鋸歯状等の文様 
   3．口縁部に方形区画隆線文、区画内に｢ハ｣字状短沈線文や横位沈線文 

   4．頸部に隆帯 
   5．口縁部に「Ｙ」字状隆線文、交互刺突文 
   ａ．平 縁 

   6．口縁部に楕円状の区画隆・沈線文 
 Ｄ類 胴部が直立もしくは開きぎみ、   ｂ．波状縁 
    頸部で屈曲し、口縁部が外傾   ａ．胴部が区画隆線文 

   7．口縁部に連弧状区画隆・沈線文 
   ｂ．胴部が縄文と縦位結節文 
   8．口縁部に連弧状区画隆線文と平行する押圧縄文 

   9．口縁部に連弧状押圧縄文 
   10．口縁部に横位押圧縄文为体の文様 
   11．口縁部に連弧状隆線文と刻目状押圧縄文 

   12．口縁～胴部に浅く幅広い沈線や扁平な隆線による区画文様 
   1．口縁部に方形区画沈線文 
   2．口縁部が無文 

 Ｅ類 胴部～口縁部が直線的に外傾 
   3．口縁部に方形区画隆線文 
   4．口縁～胴部に隆線と押引きによる方形区画文 
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   1．口縁部に山形の押圧縄文、瘤状突起 

 Ｆ類 胴部上位が脹らみ、頸部で「く」   2．口縁部に横位押圧縄文 
    字状に屈曲し、口縁部が短く外傾   ａ．胴部縄文が横位回転による 
   3．口縁部が無文 

   ｂ．胴部縄文が縦位回転による 
   4．口縁～胴部に縄文 
 Ｇ類 胴部が筒形で、頸部で「く」字状に屈曲し、口縁部が外傾。为に半截竹管による文様 

 Ｈ類 胴部が筒形、口縁部が内弯し、上   1．口縁部に方形区画の押圧縄文 
    位で「く」字状に屈曲   2．口縁部に連続する斜位沈線文 
   ａ．胴部に沈線や隆線文 

   1．口縁部に小連弧状押圧縄文 
   ｂ．胴部に縦位結節文 
   ａ．胴部に隆線文 

   2．口縁部に刻目状押圧縄文 
 Ｉ類 胴部が強く脹らみ、頸部で括れ、   ｂ．胴部に平行沈線と押引き文 
    口縁部が短く外傾   3．口縁部上位に刻目 

   4．口縁部が無文 
   5．口縁～胴部に縄文 
   ａ．胴部文様が隆沈線文による 

   1．口縁部に突帯が巡る 
Ｊ類 胴部上位が脹らみ、口縁部が内傾   ｂ．  〃  沈線文による 

   2．  〃  突帯をもたない 

   1．胴部が縄文のみ 
 Ｋ類 胴部～口縁部が外反 
   2．胴部が浅く幅広い沈線による文様 

   1．口縁部に三角形の彫去による鋸歯状文 
   2．口縁～胴部に方形区画隆線文 
 Ｌ類 胴部～口縁部が直立 

   3．口縁部に横位押圧縄文 
   4．口縁部に横位沈線と並行して刻目状押圧縄文や刺突文が巡る 
   1．口縁～胴部が多条の細沈線による文様 

 Ｍ類 胴部が脹らみ、頸部で括れ   2．   〃   鋭い隆沈線による文様 
  口縁部が内弯   ａ．口縁部文様帯 

   3．   〃   鋭さを欠く隆沈線による文様 

   ｂ．口縁～胴部に連 
 続する文様 
   1．口縁部が無文で胴部に文様 

 Ｎ類 胴部が脹らみ、頸部で括れ、口縁部 
が外反、Ｉ類より括れがゆるやか   2．口縁～胴部に連続する文様 

 

   3．口縁部にのみ文様 
 Ｏ類 胴部中位が張り出し、上位ですぼみ   1．口縁部に中空の突帯 
    口縁部が直立ぎみ   2．  〃  隆線による突帯 

 
 

Ⅱ．浅鉢の分類 
   1．口縁部に鋸歯状文 

   ａ．文様下に押圧縄文 
   2．  〃  ｢χ｣字状区画隆線文   ｂ．文様下に横位隆線文 
   ｃ．文様下が無文 

 Ａ類 平 縁   3．  〃  交互刺突文 
   4．  〃  連弧状隆線文 
   5．  〃  刻目状押圧縄文 

   6．  〃  指頭状圧痕文 
   ａ．刻目 
   1． 波頂部に文様   ｂ．縦位貼付文 

   ｃ．｢ハ｣字状沈線文 
 Ｂ類 波状縁   2．口縁部に刻目状押圧縄文 
   3．無 文 
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以下、このことについて、为な遺構での出土状況を示した第16表を基に、上述した土器の特徴から類

似化を試みた結果、いくつかの土器群として把握される。 

〔Ⅰ 群〕为に16・461・463・498・500・542・662号の各土壙から出土した土器群である。土器の種

類には深鉢のＡ1ａ・Ａ1ｂ・Ａ2・Ｂ1ａ・Ｂ1ｂ・Ｂ1ｃ・Ｆ3ａ・浅鉢Ａ1などがあり，各々は同一遺構

内で他の類のいずれかとともに出土していることから一つの組み合わせが成立する。ただしこれらはす

でに述べたように、同一遺構でも堆積土出土のものが多く、流入に際しての時間差も想定されるが、そ

れは上記の土器が深鉢のＡ1～2類やＢ1類に集中し、特徴として大きく異なるものはないことから、土

器のあり方に変化をきたさない程度の短い時間内のこととみられる。 

次にこれらと遺構内で組み合わないもののうち、文様的に類似性の強いものがいくつか存在する。す

なわち深鉢Ｃ1・Ｄ1・Ｅ1・Ｅ2・Ｆ1・Ｇ・Ｌ1がそれである。このうちＣ1・Ｌ1は器形は異るが文様構

成および文様表現技法においてそれぞれ深鉢Ａ1ａ・浅鉢Ａ1に共通し、表現技法は異るがＦ1は文様構

成において深鉢Ａ1ｂ・Ｇについては判截竹管による押し引き文という本群に特有な技法をもつ点で一

致する。またＥ1・Ｅ2は口縁部が肥厚する形態や胴部の縄文が横位回転による手法が深鉢Ａ2やＦ3と同

じくする。以上のことから、層位的な裏付けはないが、上記の7類を本群に属するものとして包括して

おくことにする。 

〔Ⅱ 群〕162・180・547号の土壙および56号住居跡からまとまって出土した土器群である。土器の種

類には深鉢Ａ3・Ｂ2ａ・Ｂ2ｂ・Ｂ2ｅ・Ｃ3・Ｃ4・Ｄ2・Ｄ3などがあり、各点は同一遺構内での底面や

堆積土中において他のいずれかと伴出関係にある。このことから一つの組み合わせが成立する。ただし

土壙出土の場合はすべて堆積土中からのもので、層位的には良好とはいえないが、これはⅠ群の場合と

同様に土器自体に一定の共通性が認められることから一群としてのまとまりを有するものと考えるこ

とができる。 

この他上記の土器と共伴関係をもたないもので、器形的あるいは文様的特徴を同じくするものに深鉢

Ｂ2ｃ・Ｂ2ｄ・Ｃ2・Ｄ4・Ｅ3がある。このうちＢ2ｃ・Ｂ2ｄについてみると、その器形は本群特有の

ものであり、また文様の表現技法ではＢ2ｃは先のＤ2と一致し、Ｂ2ｄは連続する短沈線文が为体とな

る点でＤ3に類似する。またＣ2についてはＢ2ａやＢ2ｃに、Ｄ4についてはＣ4に、Ｅ3についてはＢ2

ｂやＣ3・Ｄ3の文様やその表現技法にそれぞれ共通する。したがってこれらＢ2ｃ・Ｂ2ｄ・Ｃ2・Ｄ4・

Ｅ2についても同一の土器群に含まれるものとして把握される。 

〔Ⅲ 群〕7号埋設土器遺構・197号土壙・遺構外の堆積層などから出土した土器群で、その種類とし

て深鉢Ｄ5・Ｄ6ａ・Ｌ2などがある。これらはいずれも層位的なまとまりをもたないものであるが、土

器の文様的な特徴から一つの群を形成すると考えられたものである。 

すなわちＤ5・Ｄ6ａについては交互刺突文下に「Ｙ」字状文が配されたり、横位文様間に鋸歯 
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状文が充塡されるといった文様構成がⅡ群のものと共通する面をもつが、本群の特徴である隆線および

並行する沈線からなる表現技法はⅡ群のそれと大きく異っており、隆線文が盛行する点はむしろ次のⅣ

群に近いとみることができる。この他，隆線および並行する沈線による方形区画状の文様をもつＬ2に

しても、区画内に数条の横位沈線が巡るのが存在することはⅡ群のＣ3やＤ3などと同様であるが、表現

技法に関してはやはりＤ5・Ｄ6ａに強い類似性をもつ。これらのことから文様的にはⅡ群に近い要素を

保持しながら技法的には別のあり方を示す上記の深鉢は独立した一群として考えることができる。 

〔Ⅳ 群〕106・171・182・509・917号の各土壙からまとまって出土した土器群である。土器の種類に

は深鉢Ｃ10・Ｃ11・Ｄ8・Ｄ9・Ｄ10・Ｆ2・Ｈ1・Ｌ4および浅鉢Ａ2ｂなどがある。これらの土器を出土

状況から検討すると、まず171・509・917号の土壙から出土した深鉢Ｃ11・Ｄ8・Ｄ9・Ｆ2・Ｌ4につい

ての組み合わせが組み合わせが成り立つ。いずれも堆積土出土のものであるが、Ｌ4以外については横

位や連弧状の押圧縄文という文様的特徴から同時性がうかがえ、Ｌ4についても509号土壙の底面に近い

部分でＤ9とともに出土しており、さらに他の群に例を見ないものであることからこれらを一つの群と

想定しておきたい。 

次にもう一つの組み合わせとして106・182号土壙出土の深鉢Ｃ10・Ｄ10・Ｈ1と浅鉢Ａ2ｂがある。深

鉢についてはやはり文様的特徴に共通性があり、浅鉢については106号土壙の底面において深鉢Ｄ10と

共伴していることから一つの群とみられるものである。また上記の一群との関係については層位的には

明確ではないが、深鉢Ｄ8とＣ10の文様がかなり類似しており、ほぼ同一の群とみなすことができよう。 

この他、遺構外の堆積層から出土したものとして深鉢Ｌ3があるが、これはその文様的特徴において

深鉢Ｄ10やＦ2と共通する点から本群に含めうると考えられるものである。 

〔Ⅴ 群〕上記のⅣ群と異なり、また次に述べるⅥ群より古い様相を示す土器群として深鉢Ｃ6・Ｃ7

ａ・Ｃ7ｂ・Ｃ8・Ｃ9ａ・Ｃ9ｂ・Ｃ12ａ・Ｃ12ｂ・Ｃ13ａ・Ｄ7ａ・Ｄ7ｂ・Ｄ11・Ｉ1ａ・Ｉ2ａ・Ｉ2

ｂ・Ｊ1ｂ・Ｊ2・Ｋ1・浅鉢Ａ5がある。これらは166・646号土壙・2号住居跡から尐々まとまって出土

するが、大部分は埋設土器遺構などから単独で出土したものである。これらについて为に文様的側面か

ら若干検討してみたい。 

まずまとまりをもつものについてみると、166号土壙から深鉢Ｄ11・Ｉ2ｂ・浅鉢Ａ5が出土している。

いずれも堆積土中からのものであるが、概ね縦位や刻目状の押圧縄文が多用される点で共通性をもつ資

料である。また2号住居跡の床面から共伴したものとして深鉢Ｃ6・Ｋ1があり、このうちＣ6は刻目状押

圧縄文が多用されることから、上記の土器を強い関連をもつと考えられる。Ｃ6はまた小連弧状や小波

状の沈線文を特徴とするもので、これと同様の文様が施される深鉢Ｃ9ａとＪ2が646号土壙の底面にお

いて共伴している。 
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単独で出土したものについてみると、共通要素の一つである上記の刻目状押圧縄文が施されるものと

しては深鉢Ｃ8・Ｃ9ｂ・Ｃ12ａ・Ｃ13ａ・Ｉ2ａがあり，別の要素である小連弧状沈線文については深

鉢Ｃ7ａ・Ｉ1ａ・Ｊ1ｂなどに類似したものがある。また深鉢Ｃ12ｂでは小波状沈線文を有するほかに

Ｃ9と共通する渦巻きの橋状把手と横位区画隆線文がみられる。 

この他もう一つの共通要素として先のＣ12ａやＤ11の口縁部に巡る小連弧状の隆線文があり、これに

類する文様をもつものとして深鉢Ｃ7ｂ・Ｄ7ａ・Ｄ7ｂがある。このうちＤ7ａではＣ12ｂの一部と同様

の小波状沈線文も併せもっており、これらの関連性を強めている。なおこの要素は次のⅥ群においても

認められるものであるが、後で述べるように大筋の文様および表現技法が異っており、このような関係

はむしろ近接する群としての必然的なあり方を示すものとして把握される。 

以上、これらの土器について一部の共伴関係を基に検討した結果、その大半について層位的な裏付け

に乏しいが、文様的な特徴に一定のまとまりがみられることから、一つの群に包括されうるものと考え

ておきたい。 

〔Ⅵ 群〕352・378号土壙や44号住居跡などから出土した土器群で、深鉢Ｃ14・Ｄ12・Ｉ3・Ｋ2など

の種類がある。これらは浅く幅の広い多条の沈線もしくは、低く扁平な隆線による区画文様が器面全体

に展開する特徴的なもので、このうちＤ12・Ｉ3については339号土壙の堆積土中から他のものを混じえ

ず伴出している。また378号土壙ではＤ12のみが多数出土していることからみてもこれらは一つのまと

まりをもつ土器群として考えられるものである。 

この他672号から出土したものに深鉢Ｍ1がある。細沈線による文様が施される点は上記のものとやや

異るが、多条の沈線を为体とし、渦巻文などの共通する文様を胴部に有することからここでは同一の群

に属するものとして把える事にする。 

〔Ⅶ 群〕134・352・820号土壙・4号住居跡などから出土した土器群で、深鉢Ｍ2・Ｏ1などの種類が

ある。Ｍ2については为に鋭い隆沈線による文様が施される点が特徴で、器形はいわゆるキャリパー形

を呈する。Ｏ1との関係については352号土壙の堆積土中から一括して出土したもので、共伴であること

が明らかである。 

〔Ⅷ 群〕5・6号住居跡・254号土壙などから出土した土器群である。同住居跡と土壙はいずれも白ハ

ゲ地区すなわち他の群が出土した板沢地区や原尻地区から離れた位置にあって、地域的に独立した状況

にある。 

土器の種類には深鉢Ｆ3ｂ・Ｍ3ａ・Ｍ3ｂ・Ｎ1・Ｎ2・Ｎ3がある。このうちＭ3ｂとＮ1は5号

住居跡の床面、Ｆ3ｂ・Ｍ3ａ・Ｎ2は6号住居跡の床面においてそれぞれ共伴し、一方Ｍ3ａとＭ3

ｂは254号土壙内から一括出土している。これらのことから上記の土器は一つの組み合わせをも

つことが明らかである。このことは器形的にはＭ・Ｎに代表され、文様が先のⅦ群に比してや 
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や鋭さを欠く隆沈線による技法のもので占められている点によっても裏付けられる。その他、付近の堆

積層から出土したものとしてＮ3があるが、これについても、同様の器形や表現技法をもつことから、

同じ土器群に含まれるものと考えられる。 

〔Ⅱ～Ⅶ群〕Ⅱ～Ⅶ群のいずれかに含まれると思われるが、限定し難いものとして深鉢Ｃ5・Ｃ13ｂ・

Ｄ6ｂ・Ｅ4・Ｆ4・Ｈ2・Ｉ5・Ｊ1ａおよび浅鉢Ａ2ａ・Ａ2ｃ・Ａ3・Ａ4・Ａ6・Ｂ1～3・鉢などがある。

これらのなかには他の報告例からある程度その所属時期を推定しうるものが含まれており、それらにつ

いては別の類例との関連から次の年代についての項で改めて検討することにしたい。 

（3）土器の年代 

今回報告の対象とした住居跡やフラスコ状土壙、埋設土器遺構出土の各土器は、前述したように8つ

の群にまとめられた。ここではその編年的位置付けおよび内容について若干の検討を行うことにする。 

第Ⅰ群土器 

本群の土器は深鉢Ａ1ａ・Ａ1ｂ・Ａ2・Ｂ1ａ・Ｂ1ｂ・Ｂ1ｃ・Ｃ1・Ｄ1・Ｅ1・Ｅ2・Ｆ1・Ｆ3ａ・Ｇ・

Ｌ1・浅鉢Ａ1から構成される。器形的にみれば長胴形の深鉢Ａと台付き状の深鉢Ｂが特徴で、量的にも

为体を占める。文様は半截竹管を用いた沈線もしくは平行沈線による山形文や鋸歯状文、あるいは連続

する斜位・弧状文様、三角形の彫去による連続刺突状の文様、円形・縦位貼付文などがある。このよう

な特徴をもつ土器群は、すでに報告された本遺跡の遺物包含層出土土器（相原他：1986）の「Ⅰ群土器」

に対比され、このことから大木6式に位置付けることができる。 

本書で取り扱った土器群の内容は遺物包含層出土のそれとほぼ共通しているが、文様の一部に相違す

る点が認められる。ここではこのことについて若干検討を加えることにする。 

本書の文様についてはすでに述べたように、山形文や鋸歯状文・連続刺突文などがある一方で、弧状

文を中心として、左右に連続する斜位文様が配されるものがみられる（第438図2）。両者は遺構内にお

いては共伴せず、また後者の土器は遺物包含層出土土器のなかには殆ど含まれないもので、本群のなか

では出土状況がやや異なる。この点については両者の間に時期差があるためか、もしくは何らかの原因

による後者の欠落のいずれかの理由が考えられる。 

他の遺跡の場合をみると、後者の土器は遠田郡涌谷町所在の長根貝塚にその例があり、出土状況や文

様的特徴から「大木6式の中でも新しい様相をもつ土器群」（藤沼：1969）とされている。このことか

らすれば、大量に出土しながら明確な共伴関係を示さない本遺跡の状況から考えても、それは時期差に

よる可能性が高いとみるべきであろう。 

第Ⅱ群土器 

本群の土器は深鉢Ａ3・Ｂ2ａ・Ｂ2ｂ・Ｂ2ｃ・Ｂ2ｄ・Ｂ2ｅ・Ｃ2・Ｃ3・Ｃ4・Ｄ2・Ｄ3・Ｄ4・Ｅ3

など 
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で構成されるもので、その特徴から本遺跡の遺物包含層出土土器のなかの「Ⅱ群土器」に対比され、し

たがって大木7ａ式に位置付けられる。 

これらの土器は遺物包含層のそれと内容をほぼ同じくするもので、器形的にみると長胴形の深鉢と台

付き状の深鉢が为体を占めており、この点は第Ⅰ群土器とほぼ共通する。しかし長胴形のものについて

は細部の形態において尐々異なり、第Ⅰ群で特徴的なＡ類が減尐し、かわってＣ・Ｄ類が多くみられる

ようになる。また台付き状のＢ類はそれまで直線的であった口縁部が内弯ぎみになり、胴部の脹らみも

上位に片寄って、いく分扁平になる。 

文様は山形文や鋸歯状文、連続する縦位文など前群において特徴的なものが存在するが、その表現技

法は刻目を有する沈線や細い粘土紐の貼付による場合が多くなる。一方では縦位隆線文や橋状貼付文を

区割とした方形区画文と沈線や粘土紐による充塡文からなる新たな文様がみられるようになり、本群を

特徴づけている。この他、縄文の施文等については、それまでの横位回転にかわって縦位回転によるも

のが中心となり、また縦位結節文が多用される点などが大きな相違として指摘される。 

第Ⅲ群土器 

本群の土器には深鉢Ｄ5・Ｄ6・Ｌ2がある。これらはその特徴から遺物包含層出土土器のなかの「Ⅲ

群土器」に対比されるもので、同報告（前掲）ではこれを大木7ａ式に位置付けている。 

今回出土した土器は長胴形の深鉢Ｄ類と筒形の深鉢Ｌ類である。Ｄ類では「Ｙ」字状隆線文と交互刺

突文による文様や楕円形の区画隆線文と鋸歯状沈線文からなる文様、そしてＬ類では方形区画隆線文に

横位沈線が充塡される文様がみられるもので、この文様構成はすでに述べたように、第Ⅱ群土器のそれ

に近い様相を示すが、文様の表現技法においては明らかに異なっているのが一つの特徴である。 

遺物包含層出土土器との関係においては、本群がその出土量や種類に乏しいため充分な比較検討を加

えることはできなかったが、大まかにみて若干の違いが指摘される。それは遺物包含層「Ⅲ群土器」に

おいて、本群と同様の文様的特徴をもつもののほかに、連弧状区画隆線文などにみる後出的なものが含

まれていることである。この文様はむしろ次の第Ⅳ群土器の段階に盛行するもので、いわゆる第Ⅱ群土

器の痕跡を強く残す本群との間に文様的な隔たりが認められる。両者の遺物包含層での層位的関係が必

ずしも明確でない現状において、上記の文様的相違を考慮するならば、それが時期差に起因する可能性

も想定されてくる。このことについては今後の類例の増加を待って改めて検討すべきものと思われる。 

なお、前節で各土器群のいずれにも限定しえなかったもののうち、深鉢Ｃ5・Ｃ6ｂ・Ｅ4・Ｉ5類につ

いてはその文様的特徴が遺物包含層「Ⅲ群土器」のなかにみられるもので、ここでは最も近似するもの

として本群に含めておくことにする。 
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第Ⅳ群土器 

本群の土器は深鉢Ｃ10・Ｃ11・Ｄ8・Ｄ9・Ｄ10・Ｆ2・Ｈ1・Ｌ3・Ｌ4・浅鉢Ａ2ｂなどで構成されて

いる。これらはその特徴から本遺跡の遺物包含層出土土器の「Ⅳ群土器」に対比されるもので、大木7

ｂ式に位置付けられる。 

土器群の内容は遺物包含層のそれとほぼ共通している。器形的には長胴形の深鉢Ｃ・Ｄ・Ｆ類が为体

を占めており、他に胴部が筒形で口縁部が脹らみながら内弯する深鉢Ｈ類、単純な筒形のＬ類、それに

尐量の浅鉢が伴う。文様は連弧状区画隆線文とそれに並行する押圧縄文からなるもの、連弧状区画押圧

縄文、横位押圧縄文などがみられ、いわゆる隆線文と押圧縄文による区画文様が中心となる。胴部は概

ね斜行縄文と縦位結節文からなる。 

なお、前節でいずれにも限定しえなかったもののうち、浅鉢Ａ2ａ・Ａ2ｃ類・鉢の三者については、

遺物包含層「Ⅳ群土器」のなかにその類例がみられるものであり、したがってこれらは本群に含まれる

ものと考えられる。 

第Ⅴ群土器 

本群の土器は深鉢Ｃ6・Ｃ7ａ・Ｃ7ｂ・Ｃ8・Ｃ9ａ・Ｃ9ｂ・Ｃ12ａ・Ｃ12ｂ・Ｃ13ａ・Ｄ7ａ・Ｄ7

ｂ・Ｄ11・Ｉ1ａ・Ｉ2ａ・Ｉ2ｂ・Ｊ1ｂ・Ｊ2・Ｋ1・浅鉢Ａ5である。これらはその特徴から遺物包含

層出土土器の「Ⅴ群土器」に対比され、大木7ｂ式に位置付けられている。 

土器群の内容は器形的には長胴形の深鉢Ｃ・Ｄ類が为体を占める点は前群と大きく異るものではない

が、それまでみられなかったものの一つとして、胴部が強く脹らみ口縁部が内傾し、口縁部突帯が巡る

深鉢Ｊ類や胴部から口縁部にかけて変化なく外反する深鉢Ｋ類などが注目される。文様的には、口縁部

においては刻目状押圧縄文が盛んに加えられた連弧状区画隆線文が多くみられ、他に小連弧状（小波状）

隆線文や沈線文、横位区画隆線文などがある。胴部については斜行縄文や縦位結節文のみが施されるも

のも多く存在するが、方形区画隆線文や横位区画隆（沈）線文内に楕円状や連弧状、小連弧状（小波状）

等の沈線文が充塡される文様のものもかなり認められるようになる。これは遺物包含層の「Ⅴ群土器」

と比較しても同様で、器形・文様とも大きく異るものではない。 

なお前節でいずれの群にも限定しえなかったもののうち、深鉢Ｃ13ｂ・Ｊ1ａ類については、遺物包

含層出土の「Ⅴ群土器」のなかに類例がみられるものであり、したがってこれらを本群に含めて考えて

おきたい。 

第Ⅵ群土器 

本群の土器は深鉢Ｃ14・Ｄ12・Ｉ3・Ｋ2・Ｍ1で構成されている。これを器形的にみると長胴

形の深鉢Ｃ・Ｄ類および胴部から口縁部にかけて外反ぎみに立ち上がる深鉢Ｋ類が为体を占め、

他に胴部が強く脹らむ深鉢Ｉ類、頸部が括れ口縁部が内弯する深鉢Ｍ類などがある。文様につ 
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いては、Ｃ・Ｄ・Ｉ・Ｋの各類は浅く幅の広い沈線や低く扁平な隆線によって、口縁～胴部に方形や楕

円形の区画文様や「Ｓ」字状文・渦巻文・連弧状文などが描かれるほか、縦位の押圧縄文や口縁部上位

の連続刺突文（角押文）などもみられる。一方Ｍ類は数条の細い沈線によって文様が施されるもので、

口縁部に棘状文を伴う波状文、胴部に渦巻文を伴う曲折文が展開する。 

Ｃ・Ｄ・Ｉ・Ｋ類については登米郡南方町青島貝塚出土土器（加藤・後藤：1975）に、Ｍ類について

は同町長者原貝塚出土土器（阿部・遊佐：1978）に類例があり、ともに大木8ａ式に位置付けられてい

る。ただし、この両者には時期差があり、文様的特徴から前者は後者に先行するものとされている（阿

部・遊佐：前掲）。 

本遺跡ではこれを裏付ける層位的関係を得られなかったが、文様的にみた場合、前者は縦位の押圧縄

文や口縁部の連弧状沈線文など第Ⅴ群土器の文様痕跡をまだ残しているのに対し、後者はそれがあまり

認められず、むしろ文様構成は次の第Ⅳ群土器に近い様相として把握されるもので、このことからすれ

ば、両者の違いはやはり時期差による可能性が高いと考えられる。今後の類例の増加を待ちたい。 

なお、他に大木8ａ式に関連する資料として、本吉郡唐桑町藤浜貝塚の第3号土壙から出土した土器群

（加藤：1982）がある。その内容は方形区画や渦巻状、「Ｓ」字状等、本群前者に類似した文様をもつ

ものと、押圧縄文を伴なう連弧状区画隆線文といったいわゆる第Ⅴ群土器に近い文様構成をもつものと

が共伴している。この土器群は上記のような前時期の特徴を強く残すものといったことから、大木8ａ

式内においても本群より古く、第Ⅴ群土器との間に位置付けられるものとして理解することが可能であ

ろう。今後、地域性との関係をふまえて、なお検討を要する課題である。 

第Ⅶ群土器 

本群は深鉢Ｍ2とＯ1類からなるもので、出土量・種類とも尐ない。器形的には頸部が括れ、口縁部が

内弯する深鉢Ｍ2が为なもので他に胴部中位が張り出し、上位ですぼみ、口縁部が直立ぎみになる深鉢

Ｏ1類が尐量含まれる。文様は隆線や沈線、隆沈線によってなされ、口縁部に横位渦巻文、胴部に曲折

する渦巻文が展開する。 

このような土器群は大木8ｂ式とされる大木囲貝塚・大松沢貝塚出土の土器群（加藤：1956）に類例

があり、近年では同型式が2～3段階に細分されたうちの古い段階（丹羽：1981）に位置付けることがで

きる。 

なお、前節で各群のいずれにも限定しえなかったもののうち、深鉢Ｏ2については黒川郡大和

町勝負沢遺跡出土土器のなかに類似したものがある（丹羽・阿部・小野寺：1982）。ただしこれ

は同型式に属するものの、どの段階かは明らかではない。本遺跡においても必ずしも明確では 
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ないが、出土地点が板沢地区で共通すること、器形的には深鉢Ｏ1類に近いことなどから、ここでは本

群に含めて考えておきたい。 

第Ⅷ群土器 

本群は深鉢Ｆ3ｂ・Ｍ3ａ・Ｍ3ｂ・Ｎ1・Ｎ2・Ｎ3類からなるものである。器形的には頸部が括れ、口

縁部が内弯する深鉢Ｍ3が为体を占めるほか、頸部が括れ、口縁部が外反する深鉢Ｎ類なども尐なから

ず存在する。文様は第Ⅶ群土器に比べ、やや鋭さを欠く隆沈線によってなされ、横位渦巻文や区画性の

強い曲流渦巻文・下垂渦巻文などが展開する。 

このような特徴をもつものは勝負沢遺跡や柴田郡川崎町中の内Ｂ遺跡（伊藤：1987）に類例があり、

大木8ｂ式でも第2段階以降に位置付けることができる。 

（4）その他の土器 

第399図2は横位の平行沈線の下部に菱形押型文が施される日計式の押型文土器で、白石市松田遺跡

（土岐山：1982）に類例がみられ、縄文時代早期前葉のものと考えられる。 

第399図1、3～15は貝殻沈線文土器である。1、3～6は口縁部～胴上部に数条の細い沈線文が施される

こと、文様帯を区画し胴上部は数条の横位沈線間に貝殻腹縁文が胴下部には胴上部より太い斜位の沈線

文が施されることなどの特徴を有し、白石市上高野遺跡（白石市：1975）出土の土器と類似しており、

縄文時代早期中葉田戸下層式期（赤星：1948）のものと考えられる。 

7～15は斜位の沈線間に連続刺突、貝殻腹縁文が施される。これらは白石市明神裏遺跡（林：1965）

出土の土器と類似しており、縄文時代早期中葉明神裏Ⅲ式期のものと考えられる。 

第400～401図は土器の内、外面に貝殻条痕文や縄文を施文する、いわゆる縄文条痕土器で、口縁部文

様帯をもつもの（第400図1～第401図7）、口縁部文様帯をもたず地文だけで構成されているもの（第401

図9～15）がある。口縁部文様帯をもつものは条痕文を施した後、山形沈線文や押圧縄文によって文様

が構成されているという特徴を有し、縄文時代早期末葉梨木畑式期（林：1965）のものと考えられる。 

52号住居跡から出土した土器はいずれも胎土に繊維を含むものであり、口唇部に押圧縄文、口縁上部

に縦位連続沈線文をもち、0段多条の斜行縄文が施されている。これらの土器は七ヶ宿町大倉遺跡（笠

原：1985）出土のものと類似しており、縄文時代早期末葉～前期初頭のものと考えられる。3、29、33、

36、38号住居跡から出土した土器は、いずれも胎土に繊維を含むもので、口縁部は外傾するものが基本

となり、地文には斜行縄文、羽状縄文、ループ文、組紐回転文が施される。これらの土器は縄文時代前

期前葉のものと考えられる。第402図、3～5は鋸歯状の粘土帯貼付文が口縁部につく深鉢で、縄文時代

前期後葉のものと考えられる。 
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（5）土製品 

本遺跡で出土した土製品のうち、比較的数量にまとまりのある土偶、三脚形土製品、耳飾りについて

若干の考察を加えたい。 

土 偶 

出土した土偶は残存部の形態、文様表現の特徴により4つのグループに分けられる。 

1） 頭部が残存するもの  顔面表現があるもの（第414図3） 

顔面表現がないもの（第414図1） 

2） 胸部が残存するもの  腕部が水平に開くもの（第414図2、4） 

腕部表現がないもの（第415図1） 

すべて厚みのある板状の土偶で、乳房は隆帯で表現される。 

3） 腹部が残存するもの （第414図6、第415図3） 

腹部前面は、いずれも臍部で盛り上がり、背面は広く皿状に窪み、臀部はさがり尻状になる。文様は

いずれも臍部や皿状の腹部背面を囲む弧線が施される。 

4） 脚部が残存するもの  底面が広く安定するもの（第415図2、5） 

底面が丸みをもち安定しないもの（第415図4） 

これらの土偶は時期不明の遺構、表土から出土したもので、出土状況だけでは時期を明確にできない。

ここで前年度本遺跡報告分（遺物包含層土器編）の土偶（縄文時代前期末葉大木6式期～縄文時代中期

前葉大木7ｂ式期）と比較してみると多くの共通性がみられる。残存部ごとに共通点をあげると、頭部

は円柱状を呈し顔面表現がないこと、胸部は板状で、腕部が水平に開き、乳房は隆帯で表現されること、

腹部は前面が臍部で盛り上がり、背面は広く皿状に窪み、臀部は下がり尻状を呈すこと、脚部は底面が

広く平らで安定して立つことができること、文様においても平行沈線分が为体を占め、盛り上がった臍

部や皿状の腹部背面を囲む弧線、脚部に施される平行沈線などが上げられる。以上の共通性から、今回

報告分の土偶は包含層出土のものと大きく時期を隔たるものではなく、川崎町中の内Ａ遺跡（古川ほ

か：1987）の大木7ｂ式期の土偶とも類似する点が多いことから、縄文時代前期末葉～中期前葉のもの

と考えられる。 

その他、明確に顔面表現があるもの（第414図3）や、脚部の底面が安定しないもの（第415図4）があ

るが、3は腕部、臍部の表現法、胴部側縁を走る平行沈線、4は腹部の前、背面の表現、脚部の文様表現

などは、他の出土品とほとんど変わらず、大きく時期が隔たるものではないと考えられる。 

三脚形土製品 

出土した三脚形土製品は、時期不明の遺構や表土から出土したもので、出土状況だけでは時期

を明確にできないものである。ここで前年度報告分（遺物包含層土器編）出土のものと比較、 
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検討してみると、文様の施文はほとんどが沈線と刺突でなされ、文様表現や線対称が考えられるもの、

脚部同志で対称になるもの、あるいは三角形の中心に円文を施し、そのまわりに文様が展開するものな

ど、特徴が類似している。また残存部を観察すると、頂部が丸みをもち、三辺がそれぞれ内弯する形状

や、表面が全体的にゆるやかに盛り上がり、裏面は逆に内側に弯曲して窪む点など類似点が多い。した

がって前年度報告分のもの（縄文時代前期末葉大木6式期～縄文時代中期前葉大木7ｂ式期）と時期的に

大きな隔たりはないものと考えられる。 

耳 飾 り 

出土した耳飾りは2つに形態分類される。 

1） 短い円柱状を呈し、一方の端部周縁がつば状に広がるもの  貫通孔あり（第416図9～12） 

貫通孔なし（第416図14） 

2） 短い円柱状を呈し、両表面の径がほぼ同じもの  貫通孔あり（第416図15） 

貫通孔なし（第416図13、16） 

耳飾りは8点のうち6点が土壙から出土しているが、時期不明の土壙で出土状況では時期を限定できな

い。ここで前年度報告分（遺物包含層土器編）ものと比較してみると（1）のものと前年度報告分の耳

飾りは形態的に同タイプのものであり、しかも（2）に属している13も（1）の14と同じ墓壙の底面から

出土しており、（1）、（2）ともに前年度報告分の耳飾りと時期的に大きな隔たりはないものと考えら

れる。したがって土壙及び表土から出土したものは縄文時代前期末葉大木6式期～縄文時代中期前葉大

木7ｂ式期に属しているものといえよう。 

3．石 器 

今回は住居跡、ピット群、埋設土器遺構、墓壙、配石遺構、溝状土壙出土の石器について報告する。

また遺構と直接関係がある32号住居跡床面出土のチップ類と37号住居跡1号土壙出土の剥片一括資料に

ついてのみ考察を行なう。これら以外の遺構から出土した石器の報告および全石器群の考察は次回刉行

予定の報告書に掲載する。石器の器種分類は属性表（註1）に表示したが、それらの説明も次刉の報告書

で行なう予定である。 

（1）32号住居跡床面出土のチップ類について 

32号住居跡の床面から出土したチップおよび石器破損品の出土状況の分析から以下のような事実を

指摘できる。 

① 破損品およびチップはすべて床面（生活面）で検出した。 

② 住居跡の堆積土からの遺物の出土は全くない。 

③ 器種の判明する破損品はすべて石鏃である。 

④ 石鏃の素材となる剥片または石核、ハンマーストーン等は全く出土していない。 
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⑤ チップは6種以上の母岩に分類できる。各母岩別資料には石鏃の破損品もふくまれる。 

⑥ 南東側の壁柱がない部分を中心として半円状にチップが分布しない区域があり、それらを取り囲む

ように濃密に分布する弧状の区域がある。奥壁に近づくほど分布は散漫になる。これらは第36図のよ

うに全体の分布でも、母岩別資料ごとの分布（№1系列、№545系列、№368系列、№630系列）でも同

様である。 

⑦ 6点の破損品は同系列のチップが濃密に分布する地域には必ずしも位置しない。むしろ壁際に分布

する傾向がある。 

⑧ 破損品同士が接合する例はない。 

⑨ 住居の形態はこの時期の一般的な形態である。炉はないが、小梁川遺跡の同時期の住居跡10棟のう

ち8棟が炉を有していない。 

以上の事実から以下のような推定が可能である。 

Ⓐ ①、②、⑥から、チップの分布には偏在性があり、この住居が機能している段階に住居内で石器の

製作が行なわれた結果である。廃棄によるものではない。 

Ⓑ ③から、製作された石器は石鏃に限定される。また④から、素材剥片の剥離は別地点で行なわれ、

剥片のみがこの地点に持ち込まれ、石鏃が製作された可能性が高い。 

Ⓒ ⑧から、住居内の遺物の一部は屋外に持ち出されている。おそらく廃棄的行為に因ると考える。 

Ⓓ ⑥、⑦から、やや大型の破損品はチップと異なる分布を示す。想像を逞しくすれば、Ⓒの廃棄的行

為の影響やチップは飛散するのに対し、製品は手などで保持されるという差などが考えられる。 

Ⓕ 壁柱穴の分布から出入口が限定される。⑥、⑨から、チップが分布しない南東部の半円形の区域は

出入口に関係する施設があった可能性がある。また、チップがこの区域を弧状に囲むように分布し、

しかも炉がないことから、この住居内の製作者は出入口から戸外の光源を採って石器の製作を行なっ

た可能性が高い。№1系列（第36図1）では、3～4ヶ所の集中地点と空白地点とがある。製作者は出入

口を中心とする弧上で反復的に石器製作を行なったと考えられる。これは、№1系列ほど明確ではな

いが、他の系列でも同様であろう。 

Ⓖ 同時期の住居跡の床面でチップが出土する例はなく、石鏃の製作がこの住居を選んで行なわれてい

たと考えられる。しかし、32号住居が石器製作専用の建物であったかに否かについては不明である。 

縄文時代の住居内で石器製作が行なわれた痕跡が検出された例は多くはない。後期後葉の例

としては青森県下北郡大畑町水木沢遺跡8号住居跡（青森県教育委員会 1976）がある。8号住

居跡では石鏃の製作に関係した未製品、石核、剥片、ハンマーストーンが一括して出土して 
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いる。報告者は「石鏃製作の作業場」と考えているが、残念なことにチップの出土状況等に関する記録

はない。ここで石鏃の製作が行なわれたとすれば、出入口（青森県教育委員会 1976 pp.292）とは炉

をはさんで反対側（つまり奥壁側）である点が炉を有しない32号住居跡とは異なるように思われる。こ

れは住居内で作業の光源をどこに求めるかの差であろう。炉を有する水木沢遺跡8号住居跡では炉を光

源にしたのであり、炉を有しない小梁川遺跡32号住居跡では出入口から入る戸外の光を光源にせざるを

得なかったと解釈される。炉がない住居では住居内での作業位置は出入口付近に集中せざるを得ない。

このような点から住居内での性別による空間区分（渡辺仁 1980）は住居内に住居の構造と関連した炉

が構築されるようになって以降顕在化すると推定される。 

（2）37号住居跡1号土壙出土剥片一括資料について 

37号住居跡1号土壙の剥片接合資料については先に説明したが、その特徴および土壙の性格について

は以下のような点が指摘できる。 

Ａ．剥片生産技術 

断片的な接合資料による剥離過程の分析では、剥片生産技術の全過程を把握することは難しい。剥片

生産技術がある程度推定可能な資料について、以下の3種類が指摘できる。 

（1）打面を固定して一方向からの剥片剥離を行なう（Ⅰ類）。 ··················· №13（Ⅰ） 

（2）交互剥離状に打面を転移して、剥片剥離を行なう。打面は一方向に後退してゆく（Ⅱ類）。 

 ·························································· №15（Ｊ）、№16（Ｋ） 

（3）石核の周縁から中央部に向けて求心的に剥片剥離を行なう（Ⅲ類）。 

 ······················· №19（Ｎ）、№20（Ｎ）、№21（Ｎ）、№27（Ｐ）、№28（Ｐ） 

Ⅱ類の№16は2作業面を有するチョッピングトゥール状の石核から剥離された可能性があ

る。またⅢ類は新しい剥片ほど打面が後退することから、2作業面を有する円盤状の石核から

剥離された可能性が高い。また、Ⅲ類の№21は両面加工の石器を製作する際の二次加工に 
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よるチップの可能性もあるが、このような大型の両面加工石器はきわめて尐ない。 

小梁川遺跡では複数の作業面が作出され、それに対し任意に打面が作出される石核Ⅲ類が一般的な剥

片生産技術であることを石核の項で指摘した。しかし、1号土壙の接合資料は固定的な2作業面を使用し、

チョッピングトゥール状または円盤状の石核から剥片を剥離する類型が多く、小梁川遺跡の一般的な剥

片生産技術の類型とは異なる。1号土壙の剥片はある程度定形的な剥片（後藤 1979）を指向して剥離

された可能性が考えられるが、製作された石器との関係が不明なので、詳細については不明である。 

剥片素材の石核は2点ある（№18の656、№19の703？）。これらはかなり小さく、とくに№19の703

は剥片剥離の過程での剥片を用い、小型でありトゥールの可能性もある。大型の剥片を当初から石核と

して使用する例とはかなり性格が異なるように思われる。また剥片素材の石核の特徴となるポジティブ

面を有するものや、礫の分割を示すものもないので、転礫をそのまま石核として使用したことを示して

いると考えられる。 

Ｂ．1号土壙の性格 

37号住居跡の付属施設である1号土壙の性格はいわゆる「剥片貯蔵ピット」であろうが、貯蔵された

剥片の一括資料の特徴から以下の点が指摘できる。 

① 土壌の洗浄を行ってはいないが、チップ（砕片）はほとんどない。また剥片素材の石核以外の石核

（残核）はない。 

② 明確な二次加工がある石器が8点あるが、これらの大半は微細な周辺部加工で刃部が作出されてい

る。 

③ 自然面を有する剥片が多い（第17表）。全体では37％が自然面を有するが、母石Ⅰは76％が自然面

を有する。また母岩ｐは自然面を有するのは13％だが、表皮近くの粗粒な部分が大半を占める。 

①から剥片剥離の場所は土壙外で、選択された剥片が土壙内に収納されたと考えられる。選択の基準

は石器製作に適する剥片であろうが、これは③と矛盾するように思われる。おそらく収納された剥片か

ら目的に適した剥片が適宜選択、消費され、土壙内には自然面を有するなど石器製作に適さない剥片が

残存していったと推定される。この土壙内に残された剥片には、正の選択と負の選択という「二重の選

択原理」が関与していると考えられる。 

 

 

註1 

属性表では以下の略称を使用している。 

1．両極剥離→両極剥離痕を有する石器     2．不定形→不定形石器 

3．二次加工剥片→二次加工ある剥片      4．ｍ.f.→マイクロフレイキング 

5．Ｓ.Ｔ.→スクリーントーン 
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また、二次加工の形状を下図のように分類し、以下の記号を使用し説明している。 

Ⓐ バルブの部分が薄く、器体に沿って奥まで入る剥離。素材のほぼ全面を覆う。 

Ⓑ バルブの部分が薄く、器体に沿ってやや奥まで入る剥離。 

Ⓒ 急角度でバルブが発達する剥離。 

Ⓓ 縁辺に沿った小剥離。 

Ⓔ 階段（ステップ）状の剥離。 

Ⓕ 折れ面（折断面）。 

Ｂ.Ｐ. 両極剥離。 

 

4．遺跡の構成 

小梁川遺跡における人間生活の痕跡は、原尻地区で発見された縄文時代早期前葉の日計式土器の時代

まで遡る。次いで同地区から早期中葉の田戸下層式土器や明神裏Ⅲ式土器が発見されているが、双方と

も遺構は検出されず、土器の出土量も尐ない。遺構が確認されるのは早期末葉に入ってからである。 

〈Ⅰ群期以前〉（付図2） 

原尻地区では早期末葉の住居が1棟、土壙が2基確認されている。これらの周辺からは同時期の土器も

多く出土しており、住居のある原尻地区北部に小規模な集落があったと考えられる。 

早期末葉～前期初頭の遺構は、白ハゲ地区北端で住居が1棟検出されている。他の遺構の存在は不明

で、住居周辺からも同時期の土器の出土は尐なく、生活の痕跡は極めて限られている。 

前期前葉になると板沢地区の北西部と南東部から住居が10棟、南西部から土壙が1基検出さ

れている。住居は北西部に2棟、南東部に8棟分布しているが、南東部では隣り合う住居同士

に近接しすぎるものがある（3住と31住）事から、8棟が全て同時存在したものではなく、尐 
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なくとも2期以上の変遷が考えられる。また、住居以外の遺構の数が尐ないが、同時期の土器は板沢地

区にも広く分布しており、ここにⅠ群期以降多数の遺構が構築されたため、それらによって壊された可

能性は充分考えられ、実際の遺構の数はもっと多かったと思われる。 

前期前葉の集落は前代までと較べて規模がかなり大きくなる。小梁川遺跡ではこの時期以降長期にわ

たり遺構が構築されなくなる。本期をもって集落が他所へ移動したのであろう。 

小梁川遺跡に再び集落が形成されるのはⅠ群期以降である。既に触れてきたように、同期以降Ⅷ群期

に至る期間は板沢地区を中心に各種の遺構が多数検出され、板沢地区では住居や土壙の分布域の外側、

東端の段丘崖にⅠ群期～Ⅴ群期の、北西端の斜面にはⅢ～Ⅳ群期の遺物包含層が確認されている。 

〈Ⅰ群期〉（付図2） 

この時期の住居には明確なものはない。しかし、住居以外の遺構は板沢地区を中心に多数検出されて

おり、同地区に住居があったことは充分考えられ、西側の住居と考えられる6基のピット群や南部の時

期不明とした28号住居跡の中には、Ⅰ群期に属するものがあると思われる。 

フラスコ状土壙は板沢地区の北東部に半数の14基が集中する。南東部や南西部にはフラスコ状土壙や

土壙が、北西部には土壙が分布し、数は尐ないが、北部や南部にも土壙があることから、板沢地区の遺

構は中央部の遺構のない地区を取り巻くように分布している。埋設土器遺構はこれらの土壙より中央に

近い位置に3基、西部に1基認められる。 

〈Ⅱ群期〉（付図3） 

板沢地区の北東部に大型住居跡が1棟、北西部と原尻地区北部に住居が1棟ずつ確認されている。フラ

スコ状土壙は南東部と南西部に3基ずつ、西部に2基認められ、土壙は数が尐ないが、中央の遺構のない

地域を南部を除く三方から取り巻くように分布する。埋設土器遺構は南西部のフラスコ状土壙より中央

に近い側に位置している。 

〈Ⅲ群期〉（付図3） 

板沢地区の西部に住居が1棟確認されている。フラスコ状土壙は南東部に4基、西部に1基認められ、

土壙は南部と南西部を除いて中央の遺構の尐ない地域を取り囲むように分布するが、その密度は低い。

埋設土器遺構は板沢、原尻両地区とも中央部に1基ずつ位置し、原尻地区では南部に配石遺構が1基確認

されている。 

〈Ⅳ～Ⅴ群期〉（付図4） 

Ⅳ群期とⅤ群期は土器の考察に基く土器群の設定によって設けられたが、遺構出土土器は破片が为体

であり、双方何れの時期に所属するのか難かしい遺構がある。そこで、Ⅳ群期とⅤ群期についてはⅣ～

Ⅴ群期と大きく取り扱うことにした。 

この時期の住居は板沢地区の南東部、北西部、西部に1基ずつ認められる。フラスコ状土壙 
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は南東部に半数以上の21基が集中する。残り18基のフラスコ状土壙や土壙は、中央の遺構の尐ない地域

を南部を除いた三方から馬蹄形に取り囲むように分布している。埋設土器遺構は中央部に13基、北部及

び西部に2基ずつ認められ、墓壙も中央部で3基検出されている。 

〈Ⅵ群期〉（付図5） 

板沢地区の北西部で5棟の住居が確認されている。これらの中には重複関係が認められるもの（43住）

があり、2期以上の変遷が考えられる。この時期のフラスコ状土壙は3基だけとなり、前代までと較べて

その数は著しく減る。3基のフラスコ状土壙は、東部に2基、南西部に1基認められ、土壙は、中央の遺

構の尐ない地域を南西部から北部を経て東部まで分布している。中央部に構築される土壙もあり、埋設

土器遺構は北部から西部にかけて4基、墓壙は北西部で1基検出されている。遺物包含層は確認できなか

った。 

〈Ⅶ群期〉（付図5） 

板沢地区の南東部に住居が2棟確認されている。フラスコ状土壙は南東部に2基、原尻地区中央部に1

基認められ、土壙は板沢地区に点在するが、その数は前代に較べて著しく減る。墓壙が板沢地区南西部

に1基、配石遺構が原尻地区中央部に1基分布する。遺物包含層は確認できなかった。 

〈Ⅷ群期〉（付図5） 

白ハゲ地区北部に住居が5棟、土壙が1基分布している。遺物包含層は確認できなかった。前代まで遺

構が集中的に構築された板沢地区に、この時期の遺構は認められない。 

 

小梁川遺構における集落の変遷は以上の通りである。これまでの考察で大型住居跡は共同の作業施設、

フラスコ状土壙は貯蔵施設、埋設土器遺構や配石遺構は埋葬施設と考えられたが、以下これを踏まえて

集落の構造をみてみる。 

Ⅰ群期からⅤ群期の集落は、板沢地区を中心に営まれており、各期を通して中央部には若干の埋葬施

設を除いて遺構は構築されず、その周縁には埋葬施設が位置する。西側には居住施設、北西部に共同の

作業施設があり、東側と南西部に貯蔵施設が設けられ、それらの外縁の東端と北西端に遺物包含層が形

成されるという、機能別の空間の使い分けが守られ、その総体として広場（墓域）を中心とする求心的

な構造をしていたと考えられる。 

Ⅵ群期に入ると、大型住居は構築されなくなるが、Ⅰ群期～Ⅴ群期と較べて同時存在の住居の数やそ

の構造に大きな変化はみられない。また、フラスコ状土壙の数が著しく減るが、土壙は多数構築されて

おり、それらの中には形態や規模に関係なく貯蔵穴として用いられたものがあっとたと思われる。 

集落の構造は、居住施設と埋葬施設とが近接し、Ⅰ～Ⅴ群期では埋葬施設以外に遺構が構築さ 
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れなかった中央部にも土壙が作られ、前代まで厳格に守られてきた機能別の空間の使い分けに変化が出

てくる。 

Ⅶ群期はⅤ群期まで貯蔵施設であった板沢地区南東部に居住施設が作られ、その構造もⅠ群期からⅥ

群期のものとは異なる。また、居住施設以外の施設の数も著しく尐なく、明確な分布域は認められない。

Ⅷ群期になると、集落が板沢地区から北へ180ｍ離れた白ハゲ地区北部へ移動する。住居の構造は前代

と大きな差はないが、複式炉が出現する点は注目される。住居以外の遺構の数も尐なく、Ⅰ群期からⅤ

群期まで顕著に認められた求心的な集落構造は全くみられなくなる。 
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Ⅳ．ま と め 

1．小梁川遺跡は刈田郡七ヶ宿町字小梁川・板沢・白ハゲ地内に所在し、白石川や小梁川によって形成

された河岸段丘上に立地している。これに盗人沢をはさんで西側に位置する原尻遺跡（本報告では原

尻地区と呼称）を含めた約58,000㎡が七ヶ宿ダム建設にかかる発掘調査の対象となり、その全域を調

査している。 

2．本遺跡で確認された縄文時代の遺構は、竪穴住居跡35棟、焼け面を囲むピット群6基、フラスコ状土

壙197基、埋設土器遺構30基、墓壙8基、配石遺構2基、溝状土壙40基、土壙500基以上、遺物包含層が

2ヶ所などである。このうち遺物包含層を除く遺構は、全て上位の段丘面で検出されている。 

3．これらの遺構の時期は大きく縄文時代早期末葉から前期前葉までと前期末葉から中期中葉までに分

けられ、この期間はそれぞれ継続して集落が営まれており、各時期の集落や遺構（特に住居跡）のあ

り方や変遷の様相が明らかとなった。 

特に後者の時期は多数の遺構が構築されており、出土土器の検討から8つの時期に細分される（Ⅰ

群期～Ⅷ群期）。そしてⅠ群期からⅤ群期までの集落は板沢地区を中心に営まれており、各期を通し

て中央から南部の周囲と較べて若干低い部分とその周縁に埋葬施設が位置し、その外側を居住施設や

貯蔵施設などが馬蹄形に取り巻き、さらにその東端と北西端に遺物包含層が形成されるという、墓域

を中心とする求心的な構造をなしていたことがわかった。 

4．土器は住居跡、フラスコ状土壙、埋設土器遺構、その他の土壙等から多量出土している。これらは

検討の結果、縄文時代前期末葉の大木6式～中期中葉大木8ｂ式期のものが为体を占めるものであるこ

とが明らかになった。この他に一部の住居跡や堆積層などから出土したもので縄文時代早期～前期後

葉に位置付けられる土器も尐量出土している。 

5．石器は遺構と直接関係のある32号住居跡床面出土のチップ類と37号住居跡1号土壙出土の剥片一括資

料とについて考察した。 

32号住居跡では、住居内で石鏃を製作していた。遺構から判明する出入口の位置と、チップの分布

状況とから、出入口付近で戸外から採光して石器の製作を行ったことが判明した。 

37号住居跡1号土壙出土の剥片一括資料では、チョッピングトゥール状の石核からの剥離または円

盤状の石核からの求心的剥離と推定される接合資料が多い点が注目される。 
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