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序　文

　本書は、「雇用創出ゾーン整備事業」に伴い、都城市教育委員会が平成 23・24 年度の二ヵ

年にわたって実施した真米田遺跡と七日市前遺跡の発掘調査報告書であります。

　本書に所収いたしました真米田遺跡と七日市前遺跡は、都城市の東部、高城町穂満坊と

大井手地区にそれぞれ所在しております。平成 23 年度に調査した真米田遺跡は、主に平

安時代（9 〜 10 世紀）の遺構・遺物が確認されました。この中には、大型掘立柱建物跡

や円形周溝墓、土師器焼成土坑といった都城市内でも類例の少ない遺構があります。さら

に、中国産の貿易陶磁器や国内産の緑釉陶器など当時の貴重品といえる遺物が量的にもま

とまって出土しています。このような遺構・遺物からは、真米田遺跡は盆地内における有

力者が居を構えた集落であったものと考えられます。さらには、当時の役所の一部であっ

た可能性も残されています。

　また、平成 24 年度に調査いたしました七日市前遺跡は、平安時代から鎌倉・室町時代

にかけての遺跡であります。ここでも都城市内の遺跡では初となる錫杖が出土し、当時遺

跡の近辺にあったと伝えられる高称寺というお寺との関連性が指摘できるなど、地域の歴

史を読み解く上で重要な成果があげられています。本遺跡では古墳時代の土器もまとまっ

て出土しており、周辺にこの時期の集落が存在していた可能性も考えられます。

　本書がこうした地域の歴史や文化財に対する理解と認識を深める一助になるとともに、

学術研究の資料として多くの方々に活用していただければ幸いです。

　最後になりましたが、発掘調査にご理解・ご協力をいただいた関係諸機関、発掘調査に

従事していただいた市民の皆様に心から感謝の意を表します。

　　　2014 年 3 月

都城市教育委員会　　　　　
教育長　黒木　哲德　　　　



例　言

１．本書は、「雇用創出ゾーン整備事業」に伴い都城市教育委員会が平成 23 年度に実施した真米田遺跡と平成 24 年

　　度に実施した七日市前遺跡の発掘調査報告書である。

２．平成 23 年度の真米田遺跡の発掘調査は都城市教育委員会が主体となって、同市文化財課主査山下大輔・加覧淳一、

　　同嘱託下田代清海・外山亜紀子・岸田裕一が担当した。平成 24 年度の七日市前遺跡の発掘調査は、都城市教育

　　委員会が主体となり、同市文化財課主査近沢恒典・山下、同嘱託下田代・早瀬航が担当した。

３．本書で使用したレベル数値は海抜絶対高で、基準方位は真北である。

４．本書で使用した遺跡位置図は、国土地理院の許可を受け高城町が作成した町域図を基に作成した。

５．現場における遺構実測は、真米田遺跡を発掘調査作業員および山下・加覧・下田代・外山・岸田が行い、七日市

　　前遺跡を発掘調査作業員および近沢・山下・下田代・早瀬が行った。遺構図のトレースについては、株式会社

　　CUBIC のトレースくんを用い下田代・早瀬が行い、それを山下・下田代が Adobe 社の Illustrator で編集した。

６．本書に掲載した遺物の実測は整理作業員および山下・早瀬・谷口めぐみが行い、トレースは山下が行った。

７．現場での遺構写真撮影は近沢・山下・加覧・外山・岸田が行い、出土遺物の写真撮影は山下が行った。空中写真

　　撮影は九州航空株式会社に委託した。

８．石器の観察・分類・実測については、栗山葉子の助言・協力を得た。

９．本書の遺物番号は遺跡ごとの通し番号とし、本文・挿図・写真の番号は一致する。尚、遺構番号を割り振った後

　　に遺構ではないことが判明した SC47・48・49・52、SD13 は欠番とした。また、個別のピットとして遺構番号を

　　割り振り後、掘立柱建物跡の一部と判明したピットについては、名称を変更せず個別番号の前に SB を付している。

10．土層と遺物の色調は『新版標準土色帖』（農林水産省農林水産技術会議事務局監修）2001 年度前期版を参考にした。

11．自然科学分析については、株式会社古環境研究所および株式会社吉田生物研究所に委託した。

12．本書に掲載した遺構実測図の縮尺は基本的に、掘立柱建物跡を１/80、土坑・焼土範囲・礫集積遺構を 1/40、溝

　　状遺構は 1/100・1/200 としたが、遺構の規模によりこれ以外の縮尺で掲載しているものがある。遺物実測図は

　　基本的に土師器・須恵器・陶磁器・製塩土器など土器類および土製品類は 1/3、鉄製品・鉄滓・鞴羽口は 1/2、石器・

　　石製品を 1/1・1/2・1/3・1/4・1/6 とし、各図版に示している。

13．本書の執筆は第 4 章の自然科学分析を株式会社古環境研究所、第 7 章の自然科学分析を株式会社古環境研究所と

　　株式会社吉田生物研究所に委託した。それ以外の執筆および編集は山下が行った。

14．発掘調査および発掘調査報告書の作成にあたっては、以下の方々のご指導・ご協力を賜った（敬称略・五十音順）。

　　網田龍生、岩永哲夫、大盛祐子、北山峰生、坂井秀弥、狭川真一、谷口武範、永山修一、柴田博子、東　和幸、

　　日髙広人、深野信之、福田泰典、藤木　聡、堀田孝博、北郷泰道、松林豊樹、美濃口雅朗、柳田晴子、矢部喜多夫、

　　山本信夫

15．発掘調査で出土した遺物と全ての記録（図面・写真など）は都城市教育委員会で保管している。

16．遺構の表記に使用した略号は以下のとおりである。

　　SB：掘立柱建物跡・柵列　　SC：土坑・井戸跡　　SD：溝状遺構・道跡　　SH：焼土範囲　　SK：楕円形周溝墓

　　SR：土器埋設遺構・土器溜まり　　SS：礫集積遺構　　SU：畝状遺構　　SX：不明遺構　　P：ピット

17．出土遺物の時期比定に関しては、以下の編年研究の成果を参考とした。

　　上田秀夫 1982「14 〜 16 世紀の青磁椀の分類『貿易陶磁研究』No.2

　　桑畑光博 2004「都城盆地における中世土師器の編年に関する基礎的研究（1）」『宮崎考古』第 19 号　宮崎考古学会

　　桑畑光博 2004「第 5章　調査のまとめ」『馬渡遺跡』都城市文化財調査報告書　第 62 集　都城市教育委員会

　　近沢恒典 2011「都城盆地の古代土師器の編年について」『平成 23 年度埋蔵文化財担当専門職員研修会』

　　　　　　　　　宮崎県埋蔵文化財センター

　　森田　勉 1982「14 〜 16 世紀の白磁の型式分類と編年」『貿易陶磁研究』N0.2

　　山本信夫 1990「統計上の土器」『九州上代文化論集』乙益重隆先生古希記念論文集刊行会

　　山本信夫 1999「大宰府出土施釉陶器の編年について」『国立歴史民俗博物館研究報告』第 82 集

　　山本信夫編 2000『大宰府条坊跡ⅩⅤ－陶磁器分類編－』大宰府市の文化財　第 49 集　大宰府市教育委員会
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　都城市高城町穂満坊地区および大井手地区において、

都城市により企業誘致・雇用創出を目的とする工業団地

の造成・整備が計画された。それに伴い、平成 22 年 8

月 17 日付けで都城市経営戦略課から対象地における文

化財所在の有無について照会がなされた。対象地は「周

知の埋蔵文化財包蔵地」の枠外ではあったものの、総面

積が穂満坊・大井手の両地区を合わせて約 23ha と広大

なものであったため、平成 22 年 9 月 8 日、同年 11 月 18

日〜 12 月 10 日の 2 回に分けて都城市教育委員会文化財

課が試掘調査を実施した。

　試掘調査は対象地において、基本的に 2 ｍ× 2 ｍの大

きさのトレンチを満遍なく設定した。遺構等を確認した

際には、随時トレンチの拡張と追加トレンチを設定し、

遺跡の有無の確認および遺跡の残存範囲の絞り込みに努

めた。最終的に設定したトレンチの数は 100 箇所にのぼ

る。この試掘調査の結果、穂満坊地区では約 10,900 ㎡

の範囲で、大井手地区では約 2,900 ㎡の範囲でそれぞれ

遺跡が遺存していることが判明した。これらの遺跡残存

範囲はその小字名からそれぞれ「真米田遺跡（穂満坊地

区）」・「七日市前遺跡（大井手地区）」として新規発見の

遺跡として登録した。真米田遺跡は試掘での出土遺物か

ら平安時代中期（9 〜 10 世紀）を中心とし、中世を若干

含む遺跡であると考えられた。七日市前遺跡は真米田遺

跡同様に平安時代から中世にかけての遺跡であると思わ

れる。このような試掘調査の結果を受け、当該地におけ

る開発に際しては埋蔵文化財保護のための協議が必要で

ある旨の回答を行った。

　その後、市文化財課は市経営戦略課と協議を行い、本

工事により遺跡に影響があると考えられる範囲について

は記録保存のための発掘調査を実施することで合意し

第１章　序説 た。その後さらに協議を重ねた結果、対象地が二地区に

別れ、しかも対象面積が広大であることから、平成 23

年度に穂満坊地区の真米田遺跡の調査を、翌平成 24 年

度に大井手地区の七日市前遺跡の調査を実施し、平成 25

年度に両遺跡の発掘調査成果をまとめた報告書を作成・

刊行することで合意した。真米田遺跡の発掘調査は当初

平成 23 年 5 月 9 日から平成 24 年 3 月 31 日までの予定

であったが、予想以上の遺構・遺物量のため現場での調

査期間を 2 週間程延長し、平成 24 年 4 月 13 日まで実施

した。尚、工業団地部分（A 地区）の北側に隣接して農

業用水の送水管を施設する予定であった範囲に関して

も、宮崎県文化財課が試掘調査を行った結果遺跡が残っ

ていることが判明したため、真米田遺跡 B 地区として事

前に調査を実施している。現場での発掘調査と並行して、

現場事務所および市文化財課において出土遺物の水洗・

注記作業を行った。

　七日市前遺跡の調査は平成 24 年 4 月 9 日から市道部

分である B 地区の調査に入り、真米田遺跡の調査が終了

次第、工業団地部分の A 地区の調査に着手した。七日市

前遺跡の調査は同年 9 月 21 日まで行った。それに並行

して出土遺物の水洗・注記・接合作業を発掘調査現場事

務所および都城市文化財課で行った。

　また、真米田遺跡の発掘調査を実施していた平成 24

年 1 月 26・27 日には宮崎県立都城工業高校の生徒 240

名に対し遺跡見学会を実施した。つづいて平成 24 年 3

月 18 日には一般市民を対象に遺跡見学会を実施し、市

内外より約 80 名の方々の参加を得た。さらに、平成 24

年 9 月 30 日には七日市前遺跡の遺跡見学会を行い、こ

ちらも当日は激しい雨に見舞われたにもかかわらず約 40

名の市民の方々の参加をいただいた。

　平成25年度は前年度に引き続き出土遺物の接合・復元・

実測等の整理作業および遺構図の整理を行い、その後発

掘調査報告書の執筆・編集を行った。

第 1節　調査の経緯と経過

遺跡見学会の様子（左：真米田遺跡　右：七日市前遺跡）
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平成 23 年度の組織（真米田遺跡発掘調査実施年度）

・調査主体者　宮崎県都城市教育委員会

調査責任者　教育長　　　　　酒匂　醸以

調査事務局　教育部長　　　　日高　裕文

　　　　　　文化財課長　　　坂元　昭夫

　　　　　　文化財副課長　　山下　進一郎

　　　　　　文化財課主幹　　松下　述之

　　　　　　　　　〃　　　　桒畑　光博

調査担当者　文化財課主査　　山下　大輔

               （Ａ地区：Ａ〜Ｇ 6区以東、Ｂ地区担当）

　　　　　　　　　〃　　　　加覧　淳一   

     （平成 23 年 10 月〜、Ａ地区：Ａ〜Ｇ 5区以西担当）

　　　　　　文化財課嘱託　　下田代　清海

　　　　　　　　　　　　　（平成 24 年 1 月〜）

　　　　　　　　　〃　　　　外山　亜紀子

　　　　　　　　　〃　　　　岸田　裕一

　　　　　　　　　　　　　（平成 23 年 6 月〜）

調査指導者　山本信夫（早稲田大学）

・発掘調査従事者　　今村まさ子、今村ミツ子、内村好子、

榎木ハナ、大盛祐子、奥　利治、小山田福子、上坂春雄、

上西政実、木上　保、黒木トミ子、坂口米蔵、塩屋貴士、

下津佐ミエ子、庄司紀子、高尾和子、高橋露子、武石重利、

竹中美代子、谷口清二、黒葛原忠夫、津曲節子、中原忠

珍、抜迫清美、原田　貢、東　春雄、広畑雄二、平川洋子、

馬籠恵子、満木テル子、宮田エイ子、森山タツ子、吉盛

五恵子、脇田節子、渡司裕美子

・整理作業従事者　　内村ゆかり、奥　登根子、尾曲真貴、

川野栄子、児玉信子、水光弘子、園田孝子、福薗泰子、

槇尾恵美子、新徳より子、免田友香理、矢上由香利、

山下美香

平成 24 年度の組織（七日市前遺跡発掘調査実施年度）

調査主体者　宮崎県都城市教育委員会

調査責任者　教育長　　　　　　酒匂　醸以

調査事務局　教育部長　　　　　池田　文明

　　　　　　文化財課長　　　　新宮　髙弘

　　　　　　文化財副課長　　　松下　述之

　　　　　　文化財課主幹　　　桒畑　光博

　　　　　　　　　　　　　　（表土剥ぎ担当）

調査担当者　文化財課主査　　　近沢　恒典

　　　　　　　　　　　　　　 （Ｂ地区担当）

　　　　　　　　　〃　　　　　山下　大輔

　　　　　　　　　　　　　　 （Ａ地区担当）

　　　　　　文化財課嘱託　　　下田代　清海

                             （Ａ地区担当）

　　　　　　　　　〃　　　　　早瀬　航

             （平成 24 年 5 月〜、Ａ・Ｂ地区担当）　

調査指導者　網田龍生（熊本市）　

・発掘調査従事者　　今村まさ子、今村ミツ子、内村好子、

榎木ハナ、大盛祐子、奥　利治、小山田福子、上坂春雄、

上西政実、木上　保、黒木トミ子、坂口米蔵、塩屋貴士、

下津佐ミエ子、庄司紀子、高尾和子、高橋露子、武石重利、

竹中美代子、谷口清二、黒葛原忠夫、津曲節子、中原忠

珍、抜迫清美、原田　貢、東　春雄、広畑雄二、平川洋子、

馬籠恵子、満木テル子、宮田エイ子、森山タツ子、吉盛

五恵子、脇田節子、渡司裕美子

・整理作業従事者　　内村ゆかり、奥　登根子、尾曲真貴、

川野栄子、児玉信子、水光弘子、園田孝子、福薗泰子、

槇尾恵美子、新徳より子、免田友香理、矢上由香利、

山下美香

平成 25 年度の組織（発掘調査報告書刊行年度）

調査主体者　宮崎県都城市教育委員会

調査責任者　教育長　　　　　　酒匂　醸以

　　　　　　　　　　　（〜平成 26 年 2 月 24 日）

　　　　　　　　　　　　　　　黒木　哲德
　　　　　　　　　　　（平成 26 年 2 月 25 日〜）

調査事務局　教育部長　　　　　池田　文明

　　　　　　文化財課長　　　　新宮　髙弘

　　　　　　文化財副課長　　　松下　述之

　　　　　　文化財課主幹　　　桒畑　光博

調査担当者　文化財課主査　　　山下　大輔

　　　　　　文化財課嘱託　　　下田代　清海

　　　　　　　　　〃　　　　　早瀬　航

　　　　　　　　　〃　　　　　谷口　めぐみ

調査指導者　山本信夫（早稲田大学）

・整理作業従事者　　内村ゆかり、奥　登根子、尾曲真貴、

川野栄子、児玉信子、水光弘子、園田孝子、福薗泰子、

槇尾恵美子、新徳より子、免田友香理、矢上由香利、

山下美香

　今回発掘調査の対象となった真米田遺跡は都城市高城

町穂満坊に、七日市前遺跡は同大井手に所在する。都城

市は九州東南部、宮崎県の南西部に位置し、都城盆地の

ほぼ中央部を占める。平成18年1月1日に高崎町、高城町、

山田町、山之口町の北諸県郡 4 町との合併により新都城

市が誕生した。この合併に伴い現在人口は約 17 万人を

数え、市域は約 650 ｋ㎡に及ぶ。人口規模では南九州第

3の都市となる。

　都城市が位置する都城盆地は、南北約 25 ㎞、東西約

15 ㎞の楕円状を呈している。北西に霧島火山群を仰ぎ、

西側を瓶台山や白鹿山などの山地に、東から南を鰐塚山・

柳岳を主峰とする山地に囲まれ、西南方のみわずかに開

かれた地勢を呈する。真米田遺跡・七日市前遺跡は市域

の東部、高城地区（旧北諸県郡高城町）に位置し、市域

を南北に流れる一級河川大淀川とその支流である東岳川

により形成された氾濫原に所在する。両遺跡の北側には、

宮崎県指定史跡高城町古墳群が所在するシラス台地が広

がる。このシラス台地は、さらに東に位置する鰐塚山か

ら延びる山地に接し、標高は 160 〜 180 ｍ程で、真米田・

七日市前両遺跡が立地する氾濫原との比高差は 20 〜 45

ｍを測る。

　両遺跡の周辺は、戦前から現代にいたるまで、数次に

わたり耕地整備が行われた水田地帯であるが、県立高城

高校、市立高城小学校・中学校や市役所総合支所（旧高

城町役場）が隣接して所在しており、高城地区の中心地

といえる場所でもある。

跡が格段に増えてくる。真米田・七日市前遺跡の北 3km

には市来式土器、孔列文土器、刻目突帯文土器など後・

晩期の遺物が出土した城ヶ尾遺跡が位置する。さらに旧

高城町域の北部、有水地区の山地帯では、上述の雀ヶ野

第 3 遺跡や細井地区遺跡群、高八重遺跡、田辺開拓第 2

遺跡等、数多くの縄文時代の遺跡が調査・報告されてい

る。

　細井地区遺跡群の山城第 1 遺跡第 3 次調査では、縄文

時代の竪穴住居跡 52 軒、土坑 8 基、集石遺構 6 基が検

出されている。竪穴住居跡は第 1・2 次調査を合わせる

と合計 59 軒が確認されている。これらの竪穴住居跡の

帰属時期は、出土土器型式から後期前葉指宿式期、後期

中葉草野式・市来式期、後期後葉黒色磨研土器期の 3 グ

ループに分けられる。さらに第 3 次調査では市来式期の

石剣が出土している。同じ細井地区の上原第 1遺跡では、

円形を呈する後期の竪穴住居跡 8 軒が検出されており、

市来式や丸尾式土器が出土している。上原第 2 遺跡でも

後期中葉の竪穴住居跡 1 軒、後・晩期の遺物が検出され

ている。

　近年調査された田辺開拓第 2 遺跡では、調査面積は狭

小なトレンチ調査であったにもかかわらず、縄文時代後

期の竪穴住居跡と考えられる遺構が 4 基をはじめ、この

時期の宮之迫式、市来式土器等が大量に出土している。

　縄文時代の遺跡に比べ、弥生時代の遺跡は多くない。

この時代の遺跡としては、上述の城ヶ尾遺跡が挙げられ

る。城ヶ尾遺跡では、後期の住居跡が 3 軒検出されたの

をはじめ、包含層からは重弧文を有する器台が出土して

いる。

　先述のとおり、真米田・七日市前両遺跡の北側に位置

するシラス台地上には県指定史跡高城町古墳群 13 基お

よび未指定円墳 1 基が展開している。古墳自体の調査は

試掘以外にはなされていないが、周辺では地下式横穴墓

および箱式石棺墓が多数検出されている。また、高城町

古墳群がある台地から北へ約 5 〜 6km の有水川周辺では

古墳時代中期前半にあたる高取原地下式横穴墓、地下式

板石積石室や地下式横穴墓が検出された香禅寺遺跡が確

認されている。この他にも大淀川対岸でも志和池古墳群

や築池地下式横穴墓群など多くの古墳・地下式横穴墓が

確認・調査されている。

　上述の細井地区に所在する上原遺跡群や山城第 1 遺跡

では、古墳時代中期の住居跡群が検出されている。高城

町を含む都城盆地では、先述のように多くの高塚墳・地

下式横穴墓が調査されているが、それに伴うであろう集

落跡の調査例は決して多くない。その意味では集落域の

調査が実施された細井地区遺跡群の調査成果は貴重な事

第２節　調査組織 第２章　遺跡の位置と環境　

第１節	 地理的環境

第２節　歴史的環境

　真米田遺跡・七日市前遺跡が所在する高城地区（旧北

諸県郡郡高城町）では、旧高城町教育委員会により数多

くの発掘調査が実施されている。平成 18 年の合併以後、

旧高城町域で本発掘調査が実施されたのは真米田遺跡が

三例目となる。合併以前には旧高城町教育委員会により

数多くの遺跡が調査されており、ここでは、主に旧高城

町域において実施された発掘調査の成果を参考にして、

本遺跡を取り巻く歴史的環境について触れてみたい。　

　高城地区において確認されている最も古い遺跡として

は、雀ヶ野第 3 遺跡が挙げられる。本遺跡では旧石器時

代末時代から縄文時代草創期の細石刃・細石核・有舌尖

頭器が出土している。

　縄文時代も早期以降になると確認・調査されている遺
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例といえよう。

　奈良・平安時代の遺跡の調査例は多くないが、城ヶ尾

遺跡では古代の遺構・遺物が出土している。遺構は 2 ×

2＋α間の掘立柱建物跡 1棟が検出され、その他土師器・

須恵器・製塩土器などの遺物が出土している。先述の山

城第 1 遺跡第 3 次調査においても、掘立柱建物跡 1 基が

検出されており、柱穴への一括廃棄と考えられる土器集

積遺構が確認されている。また、同じ細井地区では、上

原第 2 遺跡において古代の土坑 4 基と包含層から土師器

や須恵器が出土している。

　古代〜中世にかけての遺跡としては、両遺跡の北側の

台地上にある永山原遺跡が挙げられる。ここでは、掘立

柱建物跡や溝状遺構等が検出されている。また、平成 15

年度の牧ノ原遺跡群の調査では、古墳時代の遺構・遺物

に加え、中世の掘立柱建物跡 15 棟をはじめ土坑や溝状

遺構などが検出されている。さらに同台地の南端には、

中世城郭である高城城址（月山日和城）が城域を形成し

ている。

　以上、旧高城町域の遺跡について概観してきた。次に、

今回報告する真米田遺跡は、9 〜 10 世紀代を中心とする

平安時代の遺跡であるため、この時期の遺跡については

高城地区以外の遺跡にも若干触れておきたい。

　まず真米田遺跡から南西へ 3km 程のところには、平安

時代の道路状遺構が検出された並木添遺跡が位置する。

ここで幅 2 〜 2.3 ｍ、全長 420 ｍにわたって北東 - 南西

方向に走行する道跡と考えられる硬化面がみつかってい

る。幅員は最大でも 6 ｍ程で、側溝を備えるとされる官

道に比べると貧弱な印象がある。しかし、平安時代の後

期官道は奈良時代の前期官道に比べれば規模が縮小され

るといわれており、これが官道である可能性は十分に考

えられよう。

　さらに、並木添遺跡から南西に 3km 程のところには国

指定史跡大島畠田遺跡が所在する。本遺跡は、孫廂を有

する総面積 290 ㎡にもおよぶ大型建物、池状遺構、四脚

門などが検出され、在地有力者の居宅跡と考えられてい

る。遺跡の帰属時期も 9 世紀第 2 四半期から 10 世紀前

半と真米田遺跡とほぼ同時期の遺跡とされる。出土遺物

も大量の緑釉陶器・越州窯系青磁が出土しており、これ

も真米田遺跡と共通する部分が多い。

　大島畠田遺跡や真米田遺跡が帰属するであろう 9 世

紀中頃から 10 世紀前半は、都城盆地で遺跡が急増する

時期といえる。この時期の遺跡は市内のほぼ全域で見つ

かっているが、特に横市川流域での遺跡密度の高さは特

筆される。その中でも、四面廂の建物跡が検出された馬

渡遺跡が注目される。本遺跡では、石製銙具、「財」あ

るいは「長」？と書かれた墨書土器なども出土している

ことなどから郷長クラスの下級役人の居宅跡と推定され

ている。

　この馬渡遺跡が所在する横市川流域は、都城盆地の中

心部に想定されている島津駅から現在の鹿児島県霧島市

国分に所在したとされる大隅国府へ至る官道沿いである

可能性が指摘されている。その中で、横市遺跡群の一つ

である平田遺跡では、側溝と考えられる溝が併走し、中

間部に硬化面を有す遺構がみつかっており、道路状遺構

の可能性が指摘されている。官道のルートを考える上で

示唆的であり重要である。

　この他にも横市川流域を含めた市域南部を中心に、当

該時期の遺跡が多数確認・調査されている。このような

調査事例の蓄積により、都城盆地全体での遺跡の動態に

ついても言及が可能になってきている。今後さらなる資

料の蓄積により、上述のような官道のルートや盆地内に

存在したとされる島津駅・水俣駅の推定地のさらなる絞

り込みも可能となってこよう。今後さらなる調査事例の

増加とともにそれらを総合的に吟味した上での堅実な検

討が必要といえる。
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第３章　真米田遺跡の調査

第１節	 調査の方法と概要

　調査対象地は都城市高城町穂満坊地区、国道 10 号線

沿いに位置し、調査前は水田であった。工事計画によれ

ば、現地形に切り土および盛り土を行い、工業団地を造

成するというものであった。そこで事前の試掘調査によ

り遺跡が遺存している範囲である約 10,900 ㎡について

発掘調査を実施した。

　調査区は南北に約 50 ｍ、東西に約 210 ｍのいびつな

への字状を呈する。調査区の西には大淀川が、南にはそ

の支流である東岳川が流れており、当遺跡は両河川によ

り形成された氾濫原に位置する。標高は調査区の北東部

が高く、そこから西に向かうにつれ緩やかに下っていく。

このような地形面を平坦に造成して水田を造成している

ことから、標高の高い北東部分は表土直下が遺構検出面

となる範囲が広く、遺物包含層は既に大きく削平ないし

は流失したものと考えられた。標高が低くなる調査区中

央から西・南側にかけては平安時代〜中世相当の包含層

が遺存する範囲が広がる。なお、調査区の設定にあたっ

ては、公共座標軸系の SN 座標線に一致した 10 × 10 ｍ

を 1 区画とし、東西方向を西から 1、2、3... の順に算

用数字で、南北方向を北から A、B、Cの順にアルファベッ

トで表記した。この組み合わせで区名を付けた。

　発掘調査はまず重機による表土剥ぎを行った。事前に

実施した確認調査では、現在の水田面である表土層の直

下が遺構検出面ないしは遺物包含層であったため、表土

のみを重機により剥ぎ取った。それ以下は人力で掘り下

げ、基本土層のⅦ層上面での遺構検出を試みたが、一部

包含層が厚く遺存する範囲では、基本土層のⅥ層上面な

いしはⅥ層中で検出した遺構もある。その結果、大型掘

立柱建物跡（SB7）をはじめとする掘立柱建物跡および

柵列を合計 28 棟、楕円形周溝墓 1 基、土師器焼成土坑

や井戸跡を含む土坑を 71 基、溝状遺構 13 条、ピット

を 650 基程検出した。これらの遺構の中には、出土遺物

から中世期のものと考えられる遺構もわずかに含まれる

が、その大部分は平安時代（9 世紀〜 10 世紀代）に帰属

するものといえる。この中で、土師器焼成土坑の検出は

都城市内の遺跡では初例となる。また、径が 1 ｍを超え

る柱穴を有す大型掘立柱建物跡も検出されており、水俣

駅や郡家別院等の公的施設の一部、あるいは在地有力者

の邸宅など一般的な建物とは異なる位置づけが可能と考

えられる。

　遺物については実にコンテナケースで 400 箱程の大量

の遺物が出土している。その多くは坏・椀等の土師器が

大多数を占めるが、須恵器・貿易陶磁器・国産陶器類も

その出土量は南九州の遺跡では随一といえる量が出土し

ている。その中には、先述の土師器焼成土坑より出土し

た資料や掘立柱建物跡の柱穴からほぼ完全な形で出土し

た資料も含まれており、在地の土師器編年を構築する上

で重要な資料といえる。また、都城市内の遺跡では初例

となる風字硯が出土している。これ以外にも須恵器坏・

甕などを再利用した転用硯も複数出土しており、これら

の資料も当遺跡が何らかの公的施設に関連する遺跡であ

ることを示す資料として重要といえる。
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　本遺跡は大淀川・東岳川により形成された氾濫原に位

置しており、通常都城盆地内でみられるような御池軽石

やアカホヤ火山灰といったテフラは、一部二次堆積とし

て確認できる箇所以外は認められない。標高的には北東

部から河川の位置する南西に向けて緩やかに低くなる。

基本土層の設定にあたっては、確認調査で確認できてい

た層順を基準とした。一部自然地形の落ち込み範囲等で

は基本土層以外の層や、洪水等の水性作用による二次的

な堆積もみられた。本遺跡の基本層序は以下のとおりで

ある。

Ⅰ層：褐灰色粘質土

Ⅱ層：褐灰色砂質土（小石・白色軽石多く含む）

                                      ＝水田基盤層

Ⅲ層：黄褐色砂質土（白色軽石多く含む）＝水田基盤層

Ⅳ層：白色軽石＝桜島文明軽石

Ⅴ層：灰黄褐色砂質シルト土

Ⅵ層：黒褐色粘質シルト土

Ⅵ b層：黒色粘質シルト土

Ⅶ層：黄褐色粘質土

　Ⅰ層は表土層で、現在の水田層である。確認調査時に

は近・現代の遺物が若干出土している。

　Ⅱ層は水田の基盤層と考えられるもので、小石や文明

軽石と考えられる白色軽石を多く含む層である。水田耕

作の際に下層から持ち上げられたためか、古代・中世相

当の遺物も出土している。硬くしまる。

　Ⅲ層もⅡ層と同様の水田基盤層である。白色軽石を多

く含み硬くしまる。やはり耕作時に持ち上げられたため

か、古代・中世相当の遺物がわずかに出土している。Ⅱ

層とは色調・含有物がことなるため区別したが、両者と

もに現代の水田基盤層であると考えられる。

　Ⅳ層は桜島文明軽石と考えられる層である。今回の調

査区域では確認されていないが、確認調査時にはいくつ

かのトレンチにおいてブロック状に検出されたため、本

調査時にも基本土層として設定した。上述のように、よ

り上層のⅡ・Ⅲ層や洪水堆積層中に確認できる。

　Ⅴ層は灰黄褐色を呈する砂質の強い層で、平安時代相

当の遺物包含層である。本遺跡では、表土層である現在

の水田面および基盤層の直下にあり、一部標高の高い範

囲では既に削平ないしは流失しており、全く遺存してい

ない範囲もある。Ⅴ層を埋土とする遺構はほとんどない

が、埋土の最上層にブロック状に堆積している遺構は確

認できた。わずかではあるが中世期の遺物も出土してい

ることから、中世期も一部含む遺物包含層であるといえ

る。

　Ⅵ層は、Ⅴ層の色調よりも黒色味が強くなり、粘性が

強い層である。やはり平安期の遺物包含層と考えられる。

Ⅴ層と同様に、標高の高い調査区北東部においては、既

に削平ないしは流失している範囲もみられた。遺物の取

り上げ時には、Ⅴ層・Ⅵ層の別を意識したていたが、こ

れらの層は乾燥すると見た目には区別が付きにくくなる

こともあり、出土遺物を完全には分離できてはいない。

ただし、Ⅴ・Ⅵ層を合わせても平安時代中期から中世期

にほぼ限定できる遺物のみが出土しており、それより古

い時代、新しい時代については自然流路・表土層以外か

らの出土はほぼ皆無といえる。

　Ⅵ層よりもさらに黒色味・粘性が強いものをⅥ b 層と

してⅥ層と区別した。Ⅵ b 層は調査区全体において確認

できたものではなく、窪地状の地形や標高が低く、Ⅴ・

Ⅵ層共に厚く堆積していた箇所に確認できたものであ

る。遺物も出土しているが、時期的にはⅤ・Ⅵ層と大き

な差はない。これらⅤ〜Ⅵ b 層までが平安時代から中世

までの遺物包含層といえるが、調査区の東部・西部では

色調・質感が異なる場合が認められる。特に調査区南西

部の標高の低い箇所では、洪水等の影響を受けやすかっ

たためか、全体的に鉄分を多く含み色調も橙色を帯びて

いた。また、本来は砂質の強いⅤ層も粘性を帯び、Ⅵ層

との区別が困難な状況であった。

　Ⅶ層は黄褐色粘質土の層である。遺物は全く含んでい

ない地山層である。遺構の大部分はこの層の上面で検出

している。Ⅶ層も地点によってその質感・色調が異なる

が、大きく分けてより粘性の強い層と砂質が強く細かな

シルト質の二種類がみられるが同一の層である。このⅦ

層の下部には洪水堆積による礫層があり、調査区の一部

では表土直下にこの礫層が露出している範囲も広く認め

られた。

　上述のⅠ〜Ⅶの基本土層以外にも洪水堆積層や窪地状

の落ち込みのみにみられる層などが確認されている。ま

た、14 区以西では拳・人頭大の礫が堆積する自然流路（旧

河道）がみられた。トレンチによる断面調査のみであっ

たが、流路の最下層ではローリングを受けて磨耗した

平安時代相当の遺物が、最上層からは現代のガラス瓶の

破片が出土しており、当時から比較的最近まで継続的に

流路としての機能を有していたものと考えられる。ほと

んどが未掘のため推論の域を出ないが、集落と大淀川等

の大きな河川とをつなぐ河道であった可能性も考えられ

る。

第２節　遺跡の層序
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　本遺跡の遺構の多くが平安時代（9 世紀〜 10 世紀代）

の所産であると判断できる。しかし、少量ではあるが平

安時代末から中世初頭に属すると考えられる遺物も出土

しているため、遺物が出土していない遺構については、

中世の所産である可能性も否定できない。そのため、こ

こでは平安時代から中世にかけての遺構と遺物として報

告する。遺構内から遺物が出土しており、帰属時期がわ

かるものについてはその都度言及することとしたい。

　この時期の遺構としては、掘立柱建物跡・柵列が 28 棟、

土師器焼成土坑や井戸跡と考えられるものも含め土坑と

したものが 71基、楕円形周溝墓 1基、溝状遺構 13条、ピッ

ト類を 650 基程確認している。以下、それぞれの遺構お

よび出土遺物について報告する。

１　掘立柱建物跡・柵列（SB）

　今回の調査では掘立柱建物跡 27 棟と柵列と考えられ

るピット列 1 基を検出している。これらの建物跡は主軸

方向でみると南北方向が 18 棟、東西方向が 9 棟と圧倒

的に南北方向が多い。平面プランでは 3 間× 2 間のもの

が 23 棟と大部分を占め、残りが 5 間× 2 間が 2 棟、6 間

× 2 間と 3 間× 1 間がそれぞれ 1 棟づつ、柵列が 1 基と

なる。

SB1（第 16 図）

　G・H20 区で検出しており、桁行 3 間（6.24 ｍ）、梁行

2 間（4.04 ｍ）で総面積は 25.21 ㎡を測る。柱間距離は

桁行平均 2.08 ｍ、梁行平均 2.02 ｍとなる。検出面から

の柱穴の深さは5〜35㎝である。主軸はN-10°-Eにとる。

ピットの掘り形は径 20 ㎝前後の円形を基本とし、柱痕

跡は認められなかった。柱穴のいくつかは重複する SD4

の埋土を掘り下げた後に検出しているが、P2 は SD4 を切

る形で検出していることからも、本来は SD4 を切ってい

るものと考えられる。

　遺物はP9から須恵器甕（1）と縦型把手の滑石製石鍋（2）

が出土している。その他にも図化し得なかったが土師器

坏や椀が出土している。

SB2（第 16 図）

　E18 区で検出しており、桁行 3 間（5.64 ｍ）、梁行 2

間（4.56 ｍ）、総面積 25.72 ㎡を測る。柱間距離は桁行

平均 1.88 ｍ、梁行平均 2.28 ｍとなる。柱穴の検出面か

らの深さは46〜 56㎝となる。主軸はN-0.5° -Wにとる。

ピットの掘り形は、径 50 ㎝程の円形ないしは不整形な

ものである。確実に柱痕跡と考えられるものは確認でき

ていない。建物の北側と西側には軸に沿って浅い溝状遺

構（SD9・10）を検出した。検出位置から SB2 に伴う雨

落ち溝であるものと考えられる。

　P4 からは須恵器壺の高台部（3）が出土しており、P5

からは砂岩製の砥石（4）が出土した。

SB3（第 17 図）

　F20・21 区で検出しており、一部ピットを検出できて

いない箇所もあるが、桁行 3 間（6.08 ｍ）、梁行（4.12

ｍ）であるものと考えられる。柱間距離は桁行平均 2.03

ｍ、梁行平均 2.06 ｍとなる。総面積は 25.04 ㎡を測る。

柱穴の検出面からの深さは、3 〜 40 ㎝を測る。主軸は

N-79° -W にとる。ピットの掘り形は径 40 ㎝前後の円形

である。SD4 を切り、SX1 に切られるものと考えられる。

SD4 との前後関係については、P41 は確実に SD4 の埋土

上層で検出していることからSB3の方が新しいといえる。

SX1 との関係は、SX1 の埋土を掘り下げた後に SB3 を検

出したことから、SB3 の方が古いものと判断した。SX1

に切られるため北東部のピット 2 箇所は既に削平された

ものと考えられる。

　遺物は土師器の小片がわずかに出土しているが、いず

れも図化し得なかった。

SB4（第 17 図）

　F17区で検出しており、桁行3間（4.85ｍ）、梁行2間（3.6

ｍ）で総面積は17.46㎡を測る。柱間距離は桁行平均1.61

ｍ、梁行平均 1.8 ｍとなる。柱穴の検出面からの深さは、

45 〜 65 ㎝を測る。主軸は N-1° -W にとる。ピットの掘

り形は径 30 ㎝前後の円形を呈す。確実に柱痕跡といえ

るものは検出できていない。

　図化できる遺物は出土していない。

SB5（第 17 図）

　F21 区で検出しており、一部の柱穴を検出できていな

いが、桁行 3 間（5.82 ｍ）、梁行 2 間（4.06 ｍ）になる

ものと考えられる。柱間距離は桁行平均 1.94 ｍ、梁行

平均 2.03 ｍとなる。総面積は 23.63 ㎡を測る。柱穴の

検出面からの深さは、最深でも 16 ㎝と浅く、最も浅い

ものでは3㎝を測るのみである。主軸はN-8° -Eにとる。

ピットの掘り形は 20 〜 30 ㎝程の楕円形を呈すものが多

い。SB3 同様に SX1 を掘り下げた後に検出していること

から、SX1 に切られるものと考えられる。基本土層のⅤ

層を埋土とする SD3 には切られる。いずれにせよ柱穴が

浅く、その大部分は既に大きく削平されているものと推

測される。

　遺物は土師器の小破片が出土しているが、いずれも図

化し得なかった。

SB6（第 25 図）

　E・F21 区で検出しており、一部 SX1a と重複する部分

第 3節　平安時代～中世の遺構と遺物
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のピットを検出できていないが、桁行 3 間（6.42 ｍ）、

梁行 2 間（4.36 ｍ）の総柱建物になると考えられる。柱

間距離は桁行平均 2.14 ｍ、梁行平均 2.18 ｍとなる。総

面積は 28 ㎡を測る。主軸は N-14° -E にとる。ピットの

掘り形は円形ないしは不整形を呈し、径は最大 68 ㎝か

ら最小で 30 ㎝程と幅がある。検出面からの深さも 16 〜

67 ㎝と幅がみられる。SX1a を精査した際には柱穴を検

出できていないため、本建物跡の柱穴の一部は SX1a に

切られるものと考えられる。建物東側の柱穴列は SD3 に

切られる。

　5 は P7 から出土した製塩土器である。この他にも土師

器等が出土しているが小破片のため図化し得なかった。

SB7（第 19 図）

　E・F22 で検出した大型掘立柱建物跡である。桁行 5

間（11.3 ｍ）、梁行 2 間（4.96 ｍ）で、総面積は 56.05

㎡を測る。廂はもたない。柱間距離は桁行平均 2.26 ｍ、

梁行 2.48 ｍとなる。主軸は N-12.5° -E にとる。表土直

下で検出しており、柱穴の検出面からの深さは深いもの

で 1 ｍ、最も浅いもので 35 ㎝を測る。柱穴の掘り形は

最大で 1.2 ｍ程、最小のものでも 80 ㎝程を測る。平面

プランは円形ないしは楕円形を呈す。柱穴の検出の際に

段掘りをして柱痕跡の確認を行ったが、平面的には明確

な痕跡は捉えきれなかった。しかし、断面で確認すると

P3 や P5 のように柱痕跡と考えられるものが確認できる

ものがある。P3 には掘り形底面に柱のあたりと考えられ

る浅い窪みがあり、断面にみる柱痕跡とも整合的である。

P5 には柱痕跡と考えられるものの底面に礫が置かれる。

P2 や P12 でも柱痕跡は認められないが、底面には柱のあ

たりと考えられる浅い窪みが確認できる。さらに、P4・

P8・P13 などは柱痕跡の上部が広がっており、抜き取り

痕の可能性が考えられる。これらの痕跡からは、柱の直

径は 20 〜 25 ㎝程だったものと推測される。

　次に出土遺物をみてみたい。SB7 の柱穴からは多くの

遺物が出土している。6 〜 9 は P1 から出土した遺物であ

る。6・7 は底部ヘラ切りの土師器坏。8 は高台付椀であ

る。口縁部と高台先端を欠くが、比較的高い高台を有す。

9は須恵器甕の胴部であろう。

　10 〜 16 は P2 から出土している。10 〜 12 は土師器坏

第 18 図　SB1・2・6 出土遺物実測図（S=1/3・1/4）
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であるが、いずれも底部と体部の境は明瞭で、直線的に

立ち上がる。口径が 12 ㎝弱、底径が 5 ㎝前後、器高が 4

〜 5 ㎝とまとまりがある。13・14 は製塩土器で、内面に

は布痕が残る。15 は高台付椀、16 は須恵器甕の肩部付

近であろう。

　17・18・20・21 は P3 から出土している。17 は胎土が

硬質な京都産洛西型ないしは東海産の緑釉陶器である。

椀ないしは皿と考えられる。18は高台付椀である。

　22 〜 24 は P4 からの出土。22・23 は土師器坏で 23 は

底部が若干高台状となる。24 は土師器椀で口径 14.2 ㎝

を測り、高台部を欠く。

　25 〜 30 は P5 からの出土遺物である。25 〜 27 は土師

器坏。27 は底径が 6.8 ㎝と大きい。28 は低い高台が付

く土師器椀である。29 も土師器椀であるが、内面を黒色

処理された黒色土器 A類である。30 は土錘。

　31 〜 37 は P6 からの出土遺物である。31 は刷毛塗り

の灰釉陶器である。皿か。32 は土師器甕の口縁部、33

は製塩土器の口縁部である。34 〜 37 は土師器坏の底部

である。いずれも底径 5.0 〜 5.5 ㎝を測る。

　38 〜 41 は P7 からの出土。38 は軟質胎土で明緑色を

呈する緑釉陶器。防長産と考えられる。39 は土師器坏で

底部が円盤（柱状）高台である。口径 11.6 ㎝、底径 5.2

㎝、器高 4.6 ㎝を測る。

　42 〜 49 は P8 から出土している。いずれも土師器で、

43 〜 46 は坏、42・47 〜 49 は高台付椀である。42 は口

径 14.0 ㎝を測る。

　50・51 は P9 から出土している。50 は土師器甕で外面

はオサエおよび縦方向のハケメ、内面はナデ・斜めのケ

ズリが加えられる。P10 から出土した破片とも接合する。

51は須恵器の壺か。

　52 〜 63 は P10 からの出土。52 〜 60 は土師器坏でい

ずれも底部のみの資料である。円盤高台（58 〜 60）、柱

状高台（53・55）などがある。

　64 〜 69は P11 から出土している。64は底部を欠くが、

土師器椀であろう。67 は軽石製品で、一部整形の痕跡を

残すが全体的には不整形となる。68・69 は須恵器甕で、

68は頸部付近、69 は胴部であろう。

　70 は土師器坏で P12 からの出土。P7 出土の破片と接

合する。口径 11.5 ㎝、底径 5.0 ㎝、器高 4.7 ㎝を測る。

　19・71・72 は P13 からの出土である。19 は軟質の須

恵器甕で内面には車輪文、外面には格子目タタキがみら

れる。71は土師器坏、72 は長い高台の付く椀である。

　73 〜 76は P14 からの出土。73は土師器の円盤高台坏、

74･75は須恵器甕と考えられる。76 は鉄釘であろうか。

　では、これらの出土遺物から SB7 の帰属時期を考えて

みたい。いずれの柱穴から出土した遺物も、破片であっ

たり、中・上層からの出土であったりと確実に遺構に伴

うと断定できる資料は多くない。柱を抜き取った後に

入ったと考えられる遺物も多いことから、出土遺物には

ある程度の時間幅を想定する必要があろう。それでも、

P2 や P7、P12 で出土した完形ないしは完形に近い資料が

法量的にまとまりが強いことから、これまでに構築され

ている都城盆地の土師器坏の年代観を当てはめると、9

世紀末〜 10 世紀初頭という年代観が得られる。ただし、

後出する時期の可能性がある遺物も出土していることか

ら、ここではやや幅をもたせ 9世紀末〜 10 世紀前半（大

宰府編年のⅧ・Ⅸ期）という位置づけを与えたい。この

年代観は出土した緑釉陶器・灰釉陶器の評価とも齟齬は

ないといえる（山本信夫氏教示）。

　尚、SB7P3 埋土中層より出土した炭化材の放射性炭素

年代測定からは 1300 ± 20BP（AD660 〜 780）という値が

得られている。これは出土遺物の年代観と大きな齟齬が

ありコンタミネーションの可能性もあるため、参考値と

して提示したい。

　また、SB7 と後述する SB8 の周辺には整地層と考えら

れる層が確認できた。深さ20㎝程の窪み状の範囲があり、

下層には自然堆積と考えられる黒褐色粘質土が、上層に

は細かく砕かれた土師器片を混ぜた土を敷いて固められ

ていた。自然の窪地を人為的に整地し、建物を建てるた

めに平坦面を作り出したものと考えられる。

　さらに、SB7 の柱穴に囲まれるように建物の中央やや

南よりに SC26 を検出している。直接的な切り合い関係

はなく、前後関係を判断するのは困難であるが、主軸が

ずれていることから SB7 に伴う同時期の遺構である可能

性は低いと考える。ただし、出土遺物からはさほど時期

差を読み取れず、近い時期の遺構であると推測される。

SB8（第 24 図）

　F21・22、G21・22 区で検出しており、上述の SB7 の南

西に隣接して確認されている。桁行 5 間（10.69 ｍ）、梁

行 2間（4.64 ｍ）で、総面積 49.6 ㎡を測る。柱間距離は、

桁行平均2.14ｍ、梁行平均2.32ｍとなる。廂はもたない。

主軸は N-9° -E にとる。柱穴掘り形の平面形態は円形な

いしは楕円形を呈し、径は大きなもので 68 ㎝、小さな

もので 44 ㎝である。全体的に SB7 よりも一回り小振り

といえる。柱穴の検出面からの深さは、35 〜 80 ㎝程と

なる。全体的に東側の柱穴が浅い傾向になる。これは東

側の地山が礫混じりの砂層になるためであろう。SB8 も

SB7 と同様に、柱痕跡を確認するため検出時に段掘りを

しているが、やはり確実に柱痕跡といえるものは平面で

は確認できなかった。ただし、断面の観察からは、P4・

-27・28-
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第 20 図　SB7 出土遺物実測図①（S=1/2・1/3）
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第 22 図　SB7 出土遺物実測図③（S=1/2・1/3・1/4）

7・10・14 のように、柱痕跡と考えられるものの上部が、

広がっていたり異なる層が堆積していたりする柱穴もみ

られる。そのため、これらの柱穴では柱が抜き取られて

いた可能性が考えられる。また、P14 では柱のあたりと

第 21 図　SB7 出土遺物実測図②（S=1/3）
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考えられる浅い窪み状の痕跡が確認できる。柱の径は 20

㎝前後だったものと推測される。

　他遺構との切り合い関係をみると、P5 が SB9 の P195

を切る。ここから SB9 → SB8 という時間的流れが読み取

れる。また、P2 が単独のピットである P216 を切る。

　次に出土遺物をみてみたい。SB8 からも SB7 ほどでは

ないが多くの遺物が出土している。77 は P1 から出土し

ている須恵器坏の口縁部である。

　78 〜 84・102 は P2 から出土した遺物である。78 は土

師器坏で高台状の底部と内湾する体部を有す。80 は長い

高台を有す椀である。81 は器種不明の黒色土器 A 類であ

る。体部外面に鍔状の突起をめぐらせ内湾して立ち上が

る。口縁端部は直立する。内面はミガキが加えられ、黒

色処理される。84 は断面方形の鉄釘で、頭がくの字に折

れる。

　85 〜 87 は P3 から出土した。85 は土師器坏で底部ヘ

ラ切り痕が明瞭に残る。体部下端にはヘラケズリ状の面

取りがみられる。口径 11.2 ㎝、底径 5.0 ㎝、器高 4.8

㎝を測る。86 も同様の土師器坏、87 は須恵器壺の体部

であろう。

　88・89 は P4 から出土している。88 は口縁部・高台部

共に欠くが、内黒の黒色土器 A 類である。89 は須恵器甕

で外面に格子目タタキ、内面には平行当て具痕が残る。

　90 〜 92 は P6 出土。91 は脚台付鉢の脚部であろう。

92は製塩土器の口縁部。

　93・94 は P7 から出土した。共に土師器坏の底部片で

ある。93は内外面に赤彩がみられる。

　95 は P8、96 は P9 より出土した。95 は脚台付鉢の脚

部で、径は復元できなかったが、かなり大型とみられる。

96 は短い高台を有す土師器椀で、内外面共にミガキを加

え、黒色処理する。黒色土器 B類。

　97 〜 100 は P11 から出土している。97 は越州窯系青

磁の椀Ⅱ類である。98 は土師器坏、99・100 は土師器の

高台付椀である。99の高台内面には放射状の圧痕が残る。

　101 は P12、103・104 は P14 からの出土。101 は高台

部は欠くが高台付椀であろう。103 はやや硬質な胎土の

緑釉陶器皿。京都産洛西型ないしは東海産であろう。

　ここで、出土遺物から SB8 の帰属時期を検討したい。

SB7 同様に、確実に遺構に伴うと考えられる遺物を抽出

することが困難であることや、完形に復元できる遺物が

少ないことなどから帰属時期の推定は難しい。まずは、

完形に復元できる 78 や 85 の資料をみてみたい。78 はや

や特異な形態を呈するが、法量をそのまま評価すれば、

10 世紀前半の資料と考えられる。また、85 はやや口径

が小さめであるが、9 世紀末〜 10 世紀初頭の資料と考

えられる。その他の底部資料も概ね 5 ㎝前後であり、こ

れら二つの資料とほぼ同時期のもである可能性が高い。

よって、SB8 については 9 世紀末〜 10 世紀前半の遺構で

あるものと考えたい。この年代観は、P2 の上層から出

土した炭化材の放射性炭素年代測定値（1095 ± 20 年 BP

（AD890 〜 1000 年））とも整合的である。

　次に SB7 との関係を考えてみたい。主軸を完全に同じ

くするものではないが、出土遺物の年代がほぼ同時期で

あることや、切り合うことなく隣接していることなどか

ら、少なくとも全く時期的な重なりがないという可能性

は低いだろう。SB7 から SB8 への建て替えという可能性

はあるが、ここではほぼ同時期の遺構と考えたい。

SB9（第 28 図）

　G21・22 区で検出しており、SB8 と重複関係にある。桁

行 3 間（5.1 ｍ）、梁行 2 間（3.4 ｍ）で総面積は 17.34

㎡を測る。柱間距離は、桁行平均 1.7 ｍ、梁行平均 1.7

ｍとなる。主軸は N-8° -E にとる。柱穴掘り形の平面形

態は円形で、大きさは径 26 ㎝〜 48 ㎝となる。検出面か

らの深さは深いもので 62 ㎝、浅いもので 23 ㎝を測る。

明確な柱痕跡は平面・断面共に検出できなかった。先述

のように、P195 は SB8 の P5 に切られ、SC32 を切る。また、

第 23 図　SB7 出土遺物実測図④（S=1/2・1/3）
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P194 は単独のピットである P212 を切る。

　遺物をみてみると、P170 から黒色土器 A 類の高台付椀

（105）が、P177 から製塩土器の口縁部片（106）が出土

している。

SB10（第 17 図）

　G22・23区で検出した。大部分が調査区外に延びるため、

全体像は判然としない。おそらく主軸は N-4.5° -E にと

るものと思われる。検出できた範囲での桁行は 2間（4.36

ｍ）、梁行は 1 間（1.68 ｍ）となる。柱穴掘り形は径 35

㎝前後の円形を呈し、深さは 8〜 36 ㎝となる。

SB11（第 25 図）

　C16区で検出しており、桁行 3間（6.4ｍ）、梁行 2間（4.1

第 27 図　SB8・9・11 出土遺物実測図（S=1/3）

第 26 図　SB8 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）
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ｍ）で総面積は26.24㎡を測る。柱間距離は桁行平均2.13

ｍ、梁行平均 2.05 ｍである。検出面からの柱穴の深さ

は 45 〜 75 ㎝を測る。主軸は N-84° -W にとる。柱穴掘

り形は径 30 〜 50 ㎝前後の円形を呈する。平面精査では

柱痕跡は確認できなかったが、断面観察からは柱痕跡と

考えられるものの上部が広がるもの（P234・235・238）

がみられ、これが柱の抜き取り痕である可能性が考えら

れる。他遺構との関係をみてみると、P46 が SC13 を切る。

　107 〜 118 は SB11 の柱穴から出土した遺物である。

107・108 は P46 から出土しており、いずれもヘラ切りに

よる底部切り離しの土師器坏である。

　109 は P231 から出土している、高台付椀の黒色土器 A

類である。内面はミガキ、外面は回転ナデにより調整さ

れる。緩やかに内湾する体部を有し、やや厚みがあり、

ハの字に開く高台が付く。口径 15.9 ㎝、底径 8.4 ㎝、

器高 8.1 ㎝を測る。出土状況図にあるように、柱穴の検

出面に近いレベルで出土している。

　110 〜 113 は P232 から出土している遺物である。110

は柱状の高台を有し、底部にはヘラ切りの痕跡を残す。

口径 11.6 ㎝、底径 5.4 ㎝、器高 4.6 ㎝を測る。112 は高

台付椀、113は土師器甕の口縁部である。

　114 〜 116 は P233 からの出土である。粘土塊としてい

るが、いずれも凝灰岩製の可能性があり、一部被熱した

痕跡がある。鍛冶関連の遺物であろうか。

　117・118 は P234 から出土した土師器坏である。117

は器壁が薄く、体部下端にはヘラケズリ状の面取りがみ

られる。P232から出土した破片と接合する。118は径5.5

㎝を測る底部片である。

　これらの出土遺物から遺構の帰属時期を考えてみた

い。完形に復元できる 110 や 117 の土師器坏の法量から

は、9 世紀末〜 10 世紀前半までの時間幅が認められる。

109 の黒色土器 A 類については、やや丸みをおびる体部

と長くハの字に開く高台などの形態的特徴から、10 世紀

代の資料と考えられる。いずれも埋土上層からの出土で

あり、時期決定の根拠としては脆弱であるが、ここでは

10 世紀前半頃の年代を与えておきたい。

SB12（第 29 図）

　F15、E・F16 区で検出しており、桁行 6間（12.55 ｍ）、

梁行 2 間（4.84 ｍ）で総面積は 60.74 ㎡を測り、本遺跡

で検出された掘立柱建物跡では最大規模を誇る。柱間距

離は桁行平均 2.09 ｍ、梁行平均 2.42 ｍである。主軸は

N-21.5° -E にととる。検出面からの柱穴の深さは 27 〜

95 ㎝を測る。柱穴掘り形は径 30 〜 40 ㎝前後のものが多

く、最大で 52 ㎝程である。平面プランは円形を呈する。

柱痕跡を確認するため、検出後に段掘りをしているが明

確な柱痕跡は確認できなかった。埋土は全般的に似てい

るものが多く、断面観察からも確実な柱痕跡を捉えられ

ていないが、柱穴の大部分に色調が暗く粘性の強い土が

堆積しており、これが柱痕跡であった可能性が考えられ

る。他遺構との切り合いはない。

　119 〜 128 が SB12 の柱穴より出土した遺物である。

119・120 は P2 からの出土。120 は高台付椀で灰白色を

呈する精緻な胎土を有す。口縁部を欠くが、体部から内

湾して立ち上がる器形を呈す。119 は底部を欠き口径も

復元できていないが、高台付椀であろう。

　121 は P4、122 は P14 から出土している。121 は円盤

高台を有す坏で、122 は高台付椀である。

　123 〜 125 は P6 から出土した遺物である。123・124

は坏で、形態・法量が近似する。両者共に底径が大きく、

器高が低いことが特徴である。底部と体部の境が丸みを

おび明瞭でない。125 は高台付椀である。これら 3 点の

土器は、浅黄橙で精緻な胎土をもつことで共通する。同

一の柱穴から出土していることも鑑みれば、これらの資

料が 1セットを成す可能性が高い。

　126・127 は P16 からの出土である。126 は口縁部・底

部共に欠くが、黒色土器 A類の高台付椀である。

　128 は P12 からの出土。砂岩製で中央が凹み、わずか

に擦れた痕が認められる。

　SB12 については、出土遺物の良好なセットが得られて

おり、これらを基準に帰属時期を判断したい。123・124

のような形態・胎土を有す土師器坏は、都城盆地では

これまでほとんど確認されていない。その特徴からは大

宰府で出土する資料に酷似しており、大宰府から搬入さ

れた土器である可能性も考えられる（山本信夫氏教示）。

このような法量・形態的特徴を有す資料は、大宰府編年

のⅨ期（10 世紀中頃）に位置づけられている。よって、

本資料にも同様の年代が付与できるものと考え、SB12 は

10 世紀中頃の所産としたい。

SB13（第 28 図）

　SB12の西側、E15区で検出しており、桁行3間（5.26ｍ）、

梁行 2 間（3.7 ｍ）の総柱建物である。総面積は 19.46

㎡を測る。柱間距離は桁行平均 1.75 ｍ、梁行平均 1.85

ｍである。主軸は N-15° -E にとる。検出面からの柱穴

の深さは 42 〜 70 ㎝を測る。柱穴掘り形は径 20 〜 30 ㎝

前後で、他の掘立柱建物跡と比べて一回り小振りとなる。

平面プランは比較的整った円形を呈す。断面を観察する

と、埋土上部から底面まで単一で粘性の強い層が堆積す

るものが多く、これが柱痕跡であった可能性が高い。柱

穴と柱はほぼ同じ大きさであったものと考えられる。畝

状遺構であると考えられる SU7 を切る。
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第 30 図　SB12 〜 14 出土遺物実測図（S=1/3・1/4）
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SB14（第 31 図）

　調査区の西側、C4・5 区で検出しており、桁行 3間（5.84

ｍ）、梁行 2 間（3.96 ｍ）で総面積は 23.12 ㎡を測る。

柱間距離は桁行平均 1.94 ｍ、梁行平均 1.98 ｍである。

主軸は N-86° -E にとる。検出面からの柱穴の深さは 20

〜 46 ㎝を測る。柱穴掘り形は径 40 〜 60 ㎝前後のもの

が多い。平面プランは比較的整った円形を呈する。柱痕

跡は確認できていない。SD11と重複し、P6がSD11を切る。

　130 〜 142 は SB14 の柱穴から出土した遺物である。

130は P1 から出土した土師器甕の口縁部片である。

　131 は P2 から出土した須恵器坏の口縁部である。焼き

が悪くやや軟質。

　132・133 は P5 から出土した。132 は土師器甕の口縁

部で、133は須恵器坏の口縁部片。

　134 〜 137 は P6 から出土した遺物である。134 〜 136

は土師器甕である。134 は外面ナデおよびオサエが、内

面はナデ・ケズリである。135 の内面にはハケメが確認

できる。137は磨耗するが製塩土器である。

　138はP7から出土した製塩土器で内面には布目が残る。

　139 〜 142 は P8 からの出土。139 は土師器の坏。140

〜 142 は製塩土器でいずれも内面には布目が残る。

　このように、SB14 は比較的多くの遺物が出土している

が、時期決定の大きな要素となる土師器坏がほとんど出

土しておらず、判断材料が乏しい。また、131・133といっ

た須恵器坏と 134 のようなナデ調整が基本となる土師器

甕が出土していることから、時間幅のある遺物が混在し

て出土している状況といえる。そのため、9 世紀代〜 10

世紀前半までの時間幅をもたせたい。

SB15（第 31 図）

　SB14 の北側、B4・5 区で検出しており、桁行 3間（6.88

ｍ）、梁行 2 間（4.2 ｍ）で総面積は 28.89 ㎡を測る。柱

間距離は桁行平均 2.29 ｍ、梁行平均 2.1 ｍである。主

軸は N-8° -E にとる。柱穴の検出面からの深さは 32 〜

80 ㎝を測る。柱穴掘り形は径 40 〜 50 ㎝前後を測る。平

面プランは比較的整った円形を呈する。明確な柱痕跡は

確認できていない。東側の P6 〜 9 は 2 基の柱穴が重複

して検出されており、建て替えの可能性が考えられる。

SD11、SC54 を切る。

　143 〜 153 が SB15 から出土した遺物である。143・144

は P1 からの出土である。143 はやや高台状の底部を有す

坏である。144 は須恵器大甕の口縁部である。内外面共

に整形・最終調整後に器壁の均一化のためか、粘土が貼

られる。後述する SC50 出土の 461 とは同一個体である

と考えられる。

　145 は P2 から出土した緑釉陶器の皿で、胎土は軟質で

ある。京都産洛北型ないしは防長産といえる。

　146・147・149 は P3 から出土している。146 は底部切

り離しがヘラ切りの土師器坏である。口径 11.4 ㎝、底

径 4.8 ㎝、器高 4.1 ㎝を測る。149 は灰釉陶器壺の胴部

片である。

　148 は越州窯系青磁の椀ないしは皿であろう。Ⅰ類か。

　150 は P6 から出土した土師器坏で、口径 10.9 ㎝、底

径 5.8 ㎝、 器高 4.7 ㎝を測る。

　151 〜 153 は P7 から出土した。151 は口径 11.4 ㎝、 

底径 5.4 ㎝、 器高 4.1 ㎝を測る坏である。152 は円盤高

台坏の底部片。153 は鞴羽口である。

　出土した土師器坏の年代観をみてみると、法量に若干

のバラつきが認められるものの、口径が縮小し、器高が

低くなる特徴を有す。概ね 10 世紀前半の資料とみてよ

いだろう。

SB16（第 32 図）

　C6区で検出しており、桁行 3間（5.06 ｍ）、梁行 2間（3.3

ｍ）で総面積は 16.7 ㎡を測る。柱間距離は桁行平均 1.68

ｍ、梁行平均 1.65 ｍである。主軸は N-72° -W にとる。

柱穴の検出面からの深さは 15 〜 35 ㎝を測る。柱穴掘り

形は径 30 〜 40 ㎝前後の円形を呈す。明確な柱痕跡は確

認できていない。切り合いはないが、SB17 と重複する。

　154 〜 160 が SB16 の柱穴から出土した遺物である。

154は P1 から出土した円盤高台を有す土師器坏である。

　155 は P2 から出土した土師器坏の底部。底径 4.6 ㎝を

測る。

　156 は P3 出土の脚台付鉢の脚部であろう。

　157・158 は P5 から出土した遺物である。157 は土師

器坏で、口径 10.8 ㎝、底径 4.7 ㎝、器高 3.9 ㎝を測る。

体部に丸みをもつ。158 は土師器甕の口縁部で端部が玉

縁状に肥厚する。

　159・160 は P9 から出土している。159 は底径 5.4 ㎝

の土師器坏。160 は高台付椀である。

　SB16 からの出土遺物は多くないが、完形に復元できる

157 の資料を積極的に評価すれば、10 世紀前半の年代が

与えられる。 

SB17（第 32 図）

　C6 区で SB16 と重複して検出している。桁行 3間（6.06

ｍ）、梁行 2 間（3.66 ｍ）で総面積は 22.18 ㎡を測る。

柱間距離は桁行平均 2.02 ｍ、梁行平均 1.83 ｍである。

主軸は N-3° -W にとる。柱穴の検出面からの深さは 22

〜 60㎝を測る。柱穴掘り形は径 40㎝前後の円形を呈す。

柱痕跡を確認するために段掘りしているが、明確な柱痕

跡は確認できていない。断面を観察すると、全体的に似

かよった層が堆積しており、地山であるⅦ層と区別が難
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第 33 図　SB15 〜 17 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）
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しいものが多い。切り合いがないため SB16 との前後関

係も不明である。

　出土遺物は多くなく、図化できたものは P5 から出土

した須恵器甕（161）と鉄滓（162）のみである。

SB18（第 32 図）

　C13・14 区で検出しており、桁行 3 間（5.3 ｍ）、梁行

2間（3.9ｍ）の総柱建物となる。総面積は20.67㎡を測る。

柱間距離は桁行平均 1.76 ｍ、梁行平均 1.95 ｍである。

主軸は N-19° -E にとる。中央の柱穴配置が若干ゆがむ。

柱穴の検出面からの深さは 18 〜 50 ㎝を測る。柱穴掘り

形は径30㎝前後のものと50㎝前後の二種類認められる。

平面プランは円形ないしは不整形を呈する。埋土は単一

層のものが多い。P5 については建て替えがあったものと

推測される。P10 も P314 と切り合うが、切られる P10 を

最終的な柱穴とした方が柱筋が通るため、建て替えでは

なく切り合いとした。

　P4 からは須恵器大甕の頸部（163）、P8 からは製塩土

器片（164）が出土している。

SB19（第 34 図）

　G・H16 区で検出しており、桁行 3 間（6.88 ｍ）、梁

行 2 間（4.26 ｍ）で、総面積は 29.3 ㎡を測る。柱間距

離は桁行平均 2.29 ｍ、梁行平均 2.13 ｍである。主軸は

N-50° -W にとる。柱穴の検出面からの深さは 25 〜 42

㎝を測る。柱穴掘り形は径 40 ㎝前後の整った円形を呈

する。平面では柱痕跡は確認できなかったが、断面を観

察すると P1・5・7・8 で柱痕跡であると考えられるもの

が確認できた。これらは異なる埋土が堆積して上部が広

がっていることから、抜き取り痕の可能性も考えられる。

P5 では柱穴の底面が小ピット状に二段掘りとなってお

り、ここに柱を設置したものと考えられる。これらの痕

跡から、柱の径は 10 〜 20 ㎝程であったと推測される。

　他遺構との切り合いをみると、P10 が SD1 を、P9 が単

独のピットである P334 を切る。また、P2 は SC6 に切ら

れる。

　出土遺物は少ない。165はP8から出土した土師器坏で、

口径 17.0 ㎝、底径 10.0 ㎝、器高 5.7 ㎝とかなり大型で

ある。底部の切り離しはヘラ切りである。

SB20（第 34 図） 

　C13・14、D13・14 区にまたがって検出している。桁

行 3 間（6.14 ｍ）、梁行 2 間（4.26 ｍ）で、総面積は

28.24 ㎡を測る。柱間距離は桁行平均 2.04 ｍ、梁行平均

2.13 ｍである。主軸は N-13° -E にとる。柱穴の検出面

からの深さは 16 〜 40 ㎝を測る。柱穴掘り形は径 30 〜

40 ㎝前後の整った円形を呈すものが多い。検出時には掘

立柱建物跡として認識できていなかったため、柱穴の埋

土の観察は十分にできていない。P10 は SD6 の埋土を掘

り上げた後に検出していることから、SB20 は SD6 よりも

古い時期の遺構といえる。

　170 は P304 から出土した土師器の高台付椀である。

SB21（第 35 図）

　C・D13 区で検出しており、桁行 3 間（5.72 ｍ）、梁行

2 間（4.0 ｍ）で総面積は 22.88 ㎡を測る。柱間距離は

桁行平均 1.9 ｍ、梁行平均 2.0 ｍである。主軸は N-76°

-Wにとる。柱穴の検出面からの深さは45〜 64㎝を測る。

柱穴掘り形は径 40 〜 50 ㎝前後を測る。平面では柱穴痕

跡はみられなかったものの、断面観察からは、柱痕跡と

して、掘り形中央付近に粘性の強い黒褐色土が堆積して

いる柱穴があることが分かる。これらの痕跡からは柱は

15 〜 20 ㎝程であったものと推測される。

　SB21 の柱穴配置の内部で焼土遺構である SH7・8 を

検出した。検出レベルもほぼ同一の高さであることや、

SH7 と SB21P10 から出土した遺物が接合することから、

SB21 に伴う遺構であると考えられる。全体的に広く被熱

するのではなく、ブロック状で点的に焼土が堆積する範

囲が確認できる。鍛冶工房の痕跡である可能性が高い。

　他遺構との関係をみてみると、P8 が SD1 を切る。同様

に SD1 を切る SC59 との関係は不明である。

　166〜 169、171〜 179はSB21から出土した遺物である。

166 は P1 から出土した土師器甕で、外面は縦方向のハケ

メ、内面にはナデおよびケズリにより調整される。

　167・168 は P2 から出土している。167 は製塩土器の

口縁部である。168 は土師器の高台付椀である。断面台

形の低い高台が付く。P10 および SH7 から出土した資料

（708）と接合する。

　169 は P4 から出土した須恵器坏である。断面台形の低

い高台が底部のやや内側に付く。

　171 〜 174 は P5 から出土している。171 〜 173 は製塩

土器で 171 は口径が 14.1 ㎝を測る。174 は粘土塊で面取

り痕が認められる。

　175・176 は P9 から出土した製塩土器。

　177 〜 179 は P10 から出土した。177 はくの字に屈曲

する土師器甕の口縁部、178 は鞴羽口である。後述する

SH7 出土の 717の資料と接合する。179 は鉄滓である。

　次に SH7 から出土した遺物（708 〜 717）について報

告する。708 は 168 と接合する土師器の高台付椀である。

口径 15.6 ㎝、底径 7.8 ㎝、器高 7.0 ㎝を測る。709 〜

711 は土師器甕である。いずれも強くくの字に屈曲する

口縁部を有す。712 は甑の把手である。713 〜 716 は製

塩土器である。717 は鞴羽口で 178と接合する。

　この他、出土状況図で図示した遺物は大部分が土師器
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第 36 図　SB18 〜 21 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）

甕と製塩土器であるが、小破片で接合しなかったため図

化はしていない。

SB22（第 37 図）

　C12 区で検出しており、桁行 3 間（5.08 ｍ）、梁行 2

間（4.15 ｍ）で、総面積は 21.08 ㎡を測る。柱間距離

は桁行平均 1.69 ｍ、梁行平均 2.07 ｍである。主軸は

N-87.5° -W にとる。柱穴の検出面からの深さは 3 〜 40

㎝を測る。検出面の南北でレベル差があるため、低い方

にある南側の柱穴が浅く、高い方にある北側の柱穴が深

くなる傾向にある。同一レベルを基準にすると、南側の

柱穴の方が深く掘られていることから、現況の差はない

までも、当時の生活面も南北で若干の高低差があったも

のと推測される。柱穴掘り形は径 23 〜 44 ㎝を測る。浅

い南側の柱穴底面が低くなる。SD1 に切られる。

　遺物は出土していない。

SB23（第 37 図）

　D10 区で検出しており、桁行 3 間（4.65 ｍ）、梁行 2

間（3.15 ｍ）で、総面積は 14.64 ㎡を測る。柱間距離は

桁行平均 1.55 ｍ、梁行平均 1.57 ｍである。主軸は N-19

° -E にとる。柱穴の検出面からの深さは 45 〜 69 ㎝を

測る。柱穴掘り形は径 40 〜 50 ㎝前後の円形を呈す。桁

行の中で、P7 〜 8 間が 1.6 ｍを超え、わずかに間隔が広

くなる。道跡と考えられるSD14が丁度P7〜8間に向かっ

て終息しており、これら二つの遺構がなんらかの関係性
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をもっていた可能性を指摘しておきたい。さらにSD14は、

底面に硬化面を有す窪地状の落ち込みに接続しており、

この窪地に隣接して自然流路が流れている。より推論を

飛躍させれば、自然流路は集落内を流れる旧河道、硬化

面を有す窪地は船着場の一部であった可能性も考えられ

る。現場での調査からは、各遺構の配置以外には実証を

得られていないため、ここでは一つの可能性として提示

しておきたい。

　出土遺物は 180 〜 186 である。P1 から出土した 180、

P2 からの 182、P7 からの 184、P10 からの 185・186 はい

ずれも製塩土器である。181・183 は土師器甕の口縁部。

これ以外にも土師器坏などが出土しているが、小破片の

ため図化し得なかった。

SB24（第 38 図）

　B5 区、SB15 の東に隣接して検出しており、桁行 3 間

（5.16 ｍ）、梁行 2 間（3.72 ｍ）で、総面積は 21.27 ㎡

を測る。柱間距離は桁行平均 1.72 ｍ、梁行平均 1.86 ｍ

である。主軸は N-4° -E にとる。柱穴の検出面からの深

さは 45 〜 69 ㎝を測る。柱穴掘り形は径 40 〜 50 ㎝前後

の円形を呈す。明確な柱痕跡は確認できない。P10 は建

て替えの可能性がある。

　SB24 からは多くの遺物が出土している（187 〜 206）。

187・188・190 は P1 から出土した。187 は円盤高台坏で

ある。188 は砥石で両面に磨痕が残る。190 は楕円形に

加工・面取りされた軽石製品。

　189・191・192 は P2 からの出土。189 は大きく外反す

る口縁部を有す土師器坏である。口径 13.0 ㎝、底径 5.5

㎝、器高 4.7 ㎝を測る。191 は土師器の高台付椀、192

は須恵器甕の肩部である。

　193・194 は P3 からの出土で、193 が土師器坏、194 が

甕である。193 は口径 13.4 ㎝、底径 5.1 ㎝、器高 4.7 ㎝

を測る。底部はヘラ切り後に丁寧にナデられる。

　195 〜 197 は P4 から出土した。195 は土師器坏、196

は須恵器坏、197は砂岩製の砥石であろう。

　198〜 201はP5から出土している。198は口径12.4㎝、

底径 5.3 ㎝、器高 5.2 ㎝を測る土師器坏である。199 と

200 は土師器甕で、両者共に外面はナデ、内面はナデ・

ケズリ調整が加えられる。201 は須恵器甕で内面に車輪

文、外面に格子目タタキがみられる。

　202は P6 から出土した土師器の高台付椀である。

　204 は P7 から出土した土師器甕である。器高の低い鍋

形の資料であろうか。

　205は P10 から出土した製塩土器である。

　206 は P8 から出土したチャート製の火打ち石である。

縁辺に稜を作り出す。この稜部は使用によりつぶれる。

　これらの出土遺物から SB24 の帰属時期を検討してみ

たい。比較的多くの遺物が出土しているが、出土した土

師器坏はその形態的・法量的特徴から、9 世紀第 3 四半

期の所産と考えられる。遺構の帰属時期もこの時期とし

ておきたい。

SB25（第 38 図）

　D11 区で検出した柵列と考えられる遺構である。5.3

〜 5.4 ｍ程の距離に、直径 25 ㎝前後のピットが不等間

隔で直線的に二列並ぶ。もう一列 2.6 ｍの距離で配列す

る。主軸は N-52.5° -W にとる。埋土にはルーズな崩れ

やすい土が堆積する。距離の短い一列（P16 〜 18）は、

主軸が若干ずれているが、堆積する埋土が他の二列と同

じであったため、これらと同一の遺構と判断した。

　遺物は出土していない。

SB26（第 40 図）

　D8 区で検出しており、桁行 3間（4.4 ｍ）、梁行 2間（2.8

ｍ）で、総面積は 12.32 ㎡を測る。柱間距離は桁行平均

1.46 ｍ、梁行平均 1.4 ｍである。主軸は N-17° -E にと

る。西側の柱穴の一部が確認されていないが、これは西

側が自然流路と近接しており、既に削平されている可能

性が高いためと考えられる。柱穴の検出面からの深さは

15 〜 40 ㎝を測る。柱穴掘り形は径 25 〜 40 ㎝前後の円

形を呈す。明確な柱痕跡は確認できない。

　図化できる遺物は出土していないが、P10 からはコナ

ラと考えられる炭化ドングリが数点出土している。

SB27（第 40 図）

　B8 区で検出しており、桁行 3 間（6.34 ｍ）、梁行 2 間

（3.82 ｍ）の総柱建物である。総面積は 24.21 ㎡を測る。

柱間距離は桁行平均 2.11 ｍ、梁行平均 1.91 ｍである。

主軸は N-7° -E にとる。中央 2 基の柱穴配列がゆがんだ

り、浅かったりするが、他の柱穴と同様の埋土が堆積し

ているため総柱建物跡の可能性が高いと考えた。柱穴掘

り形は径 25 〜 50 ㎝を測る円形を呈す。検出面からの深

さは 8 〜 34 ㎝を測る。P6・8・9 では断面観察から、柱

痕跡と考えられるものが検出された。これらの痕跡から、

柱は 10 〜 20 ㎝程であったものと推測される。

　207・208 が SB27 から出土した遺物である。207 は P6

から出土している黒色土器 A 類である。高台付椀であろ

うか。208は P4 から出土している製塩土器である。

SB28（第 40 図）

　E10・11 で検出しており、桁行 3 間（6.0 ｍ）、梁行 1

間（3.0 ｍ）で、総面積は 18 ㎡を測る。柱間距離は桁行

平均 2 ｍである。主軸は N-57° -E にとる。柱穴掘り形

は径 25 〜 40 ㎝程の円形を呈す。検出面からの深さは 12

〜 28 ㎝を測る。この遺構は、検出時には掘立柱建物跡
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として認識できておらず、平面図の配列によって掘立柱

建物跡であると判断したものである。そのため、柱穴の

断面は十分に観察・検討できていない。柱痕跡の有無等

も不明である。遺物は出土していない。

第 39 図　SB23・24 出土遺物実測図（S=1/3・1/4）
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　さて、これまで掘立建物跡および柵列について報告し

てきたが、ここで建物の主軸によるグルーピング・出土

遺物から同時期に存在したと考えられる建物跡を抽出

し、その年代観について検討しておきたい。

　まず、建物主軸をみてみると南北方向 18 棟（SB1・2・4・

5・6 〜 9・12・13・15・17・18・20・23・24・26・27）

で、東西方向が 9 棟（SB3・11・14・16・19・21・22・

25・28）となる。さらに前後 2°の範囲に入る建物を一

つのグループとしてみると、前者では主軸が 8°前後東

に振れるグループ A が SB1・5・8・9・15・27、13°前後

東に振れるグループ B が SB6・7・20、1°前後西に振れ

るグループ C が SB2・4・17、20°前後東に振れるグルー

プ D が SB12・18・23、16°前後東に振れるグループ E が

SB13・26、東に 4°振れるグループ F が SB24 となる。後

者ではややばらつきが大きく、厳密なグルーピングは難

しい。大枠でみれば 72 〜 87.5°西に振れるグループ G

が SB3・11・16・21・22、50 〜 62°西に振れるグループ

H が SB19・25・28、86°東に振れるグループ I が SB14

となる。

　出土遺物からある程度帰属時期が推測できる建物跡を

挙げると、SB14 が 9 世紀代〜 10 世紀前半、SB7・8 が

9 世紀末〜 10 世紀前半、SB11・15・16 が 10 世紀前半、

SB12 が 10 世紀中頃、SB24 が 9 世紀第 3四半期となる。

　以上から、主軸によるグルーピングが同様の帰属時期

を有す遺構群を示すものと仮定すると、グループ F が 9

世紀第 3四半期、グループ A・Bが 9世紀末〜 10世紀前半、

グループ I が 9 世紀代〜 10 世紀前半、グループ G が 10

世紀前半という年代観が得られる。ただし、同一グルー

プの中にも切り合い関係にある遺構があり、この年代観

は厳密な意味での同時性を示すものではい。

第 41 図　SB24・27 出土遺物実測図（S=1/1・1/3）
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２　土坑（SC）

　真米田遺跡では、土師器焼成土坑や井戸跡と考えられ

るものも含め土坑としたものが 71 基検出されている。

基本的には径が1ｍ前後以上のものを土坑としているが、

それより小振りなものについても、円形以外の平面プラ

ンを有すものについては土坑として報告している。以下、

それぞれの土坑および出土遺物について報告する。

SC1（第 42 図）

　B 区の C19 区で検出しており、長軸 1 ｍ、短軸 0.5 ｍ、

深さ 12 ㎝の隅丸方形を呈す。遺物は出土していない。

SC2（第 42 図）

　B区の A16 区で検出しており、長軸 1.32 ｍ、短軸 0.86

ｍ、深さ 13 ㎝の隅丸方形を呈す。Ⅴ層最下部から掘り

込まれる。遺物は出土していない。

SC3（第 42 図）

　B 区の B・C18 区で検出しており、両端が調査区外へ延

びる。径 1 ｍ程を測る浅い土坑部分とそれに連結する溝

状部分からなる。土坑部分の深さは 10 ㎝程、溝状部分

は 4㎝程と浅い。

SC4（第 42 図）

　F19 区で検出しており、長軸 2.72 ｍ、短軸 1.92 ｍ、

深さ 64 ㎝程を測る。埋土上半には礫や炭化物、焼土が

入る層が堆積しており、遺物の多くも埋土上・中層から

出土している。床面近くにおいても焼土や炭化物を確認

しており、炉跡である可能性が考えられる。埋土の下部

には基本土層のⅦ層の二次堆積と考えられる層が堆積し

ており、床面の判別が困難であった。層がほぼ水平に堆

積することからも、おそらく遺構の半分までは人為的に

短期間で埋め戻されたものと考えられる。

　209 〜 226 が SC4 から出土した遺物である。209・210

は土師器坏で、法量・形態共よく似る。211 は円盤高台

を有す坏である。口径は 14.2 ㎝を測る。212 も同様の円

盤高台坏。213 〜 216 は坏底部。217 〜 223 は高台付椀

である。217 は口径 12.2 ㎝、底径・器高 7.0 ㎝を測る。

218 の高台内面には圧痕が残る。この他も高台が遺存す

る資料については、共通して細く長い高台が付く。223

は黒色土器 A 類の高台付椀である。224 は越州窯系青磁

の椀Ⅰ類。225 は須恵器甕の頸部〜肩部にかけて、226

は外面ナデ調整の土師器甕である。

　以上の遺物からは、9 世紀末〜 10 世紀初頭の年代が付

与できる。尚、床面近くの炭化材の炭素 14年代測定値は、

1155±20年BP（AD780〜970年）という値が得られている。

SC5（第 43 図）

　G19 区、SC4 の南に隣接して検出した。長軸 2.12 ｍ、

短軸 1.74 ｍ、深さ 48 ㎝を測る。平面プランは楕円形を

呈す。SC23 と切り合うが、当初は一つの遺構として考え

ていたため、断面にて前後関係を確認することはできて

いない。埋土中層から上層にかけては礫が廃棄されたよ

うな状態で大量に出土している。その中には若干の遺物

や焼土ブロックも含まれる。埋土の下層にはⅦ層によく

似た土が堆積していることから、ここまでは人為的に短

期間で埋め戻された可能性が高い。

　227 〜 238 が SC5 から出土した遺物である。227 は土

師器坏である。228 〜 232 は高台付椀である。229 は底

径が 8.8 ㎝を測る。234 は須恵器壺の底部、235 〜 237

は土錘、238 は砂岩製の砥石である。完形に復元できる

資料がないため時期判断が困難であるが、227 の底径や

229 の丸みをおびる体部などから、9 世紀末〜 10 世紀前

半頃の所産といえる。

SC6（第 43 図）

　G16 区で検出しており、長軸 0.7 ｍ、短軸 0.34 ｍ、深

さ 42 ㎝を測る。SB19 の P2 を切る。底面は二段掘りとな

る。検出面近くで土師器甕である 239 が出土している。

口縁端部に平坦面を作出し、内面には凹線を巡らす。外

面は丁寧にナデられており、全体的にも丁寧な作りとな

る。坏等の共伴遺物がないため時期比定は難しい。

SC7（第 43 図）

　G21 で検出しており、長軸 2.28 ｍ、短軸 1.32m、深さ

62 ㎝の楕円形を呈す。SD3 に切られる。底面近くからは

自然礫が多く出土した。出土遺物には土師器坏の 240、

鉄滓の 241がある。

SC8（第 43 図）

　F20 区で検出しており、径 0.98m 円形を呈す。深さは

最深で 52 ㎝を測る。底面全体には厚さ 2 ㎝程の炭化物

が堆積する層がある。そこから一部二段掘りされるが、

底面の炭化物層を切って掘り込まれている。この二段掘

りの底面にも同様の炭化物の層が確認できる。一度火を

使い燃料を燃やした後、再度小規模なピットを掘り込み、

そこでも燃料を燃やしたものと考えられる。

　この二段掘りピット中からは炭化材に貼りつく形で土

錘（248・249）が出土している。また、土坑内からは刀

子（246・247）や土錘（250）が出土している。

　尚、床面出土の炭化材の炭素 14 年代測定では、1095

± 20年 BP（AD890 〜 1000 年）という数値が得られている。

SC9（第 46 図）

　G20 区で検出しており、長軸 1.12 ｍ、短軸 0.54 ｍ、

深さ 22 ㎝の楕円形を呈す。遺物は出土していない。

SC10（第 46 図）

　F21 区で検出しており、SX1 に切られる。径 0.6 ｍ程

の円形を呈すものと考えられる。遺物は出土していない。
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SC11（第 46 図）

　D18 区で検出しており、径約 1.0 ｍの円形を呈す。深

さは 24 ㎝を測る。242は高台付椀である。

SC13（第 46 図）

　C16 区で検出しており、長軸 2.56 ｍ、短軸 1.62 ｍ、

深さ 24 ㎝の隅丸方形を呈す。SB11P46 に切られる。埋土

の上層にはわずかに焼土や炭化物を含む層が堆積し、そ

こから多くの遺物が出土している。

　251 〜 268 が SC13 出土遺物である。251 〜 256 は土師

器坏。251 は口径 10.8 ㎝、底径 4.8 ㎝、器高 3.1 ㎝を

測る。体部がやや丸みをおびる。その他の資料は底径 4

〜 5.4 ㎝を測る。257 〜 260 は土師器の高台付椀である。

259は高台付皿であろうか。261は甑の底部と考えられる。

262 は緑釉陶器の皿であろうか。淡緑色を呈し、硬質な

第 44 図　SC4 出土遺物実測図（S=1/3）
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第 45 図　SC5 〜 8・11・12 出土遺物実測図（S=1/2・1/3・1/6）
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胎土を有しており、京都産洛西型ないしは東海産と考え

られる。263・264 は土師器甕である。調整・形態共によ

く似る。外面がナデ・タタキ、内面がナデ・ケズリによ

り調整される。263 の口縁端部は平坦面が作出され、264

は舌状を呈する。265 は須恵器大甕の底部付近、266 は

須恵器壷の肩部付近。267は鞴羽口片、268は鉄滓である。

  出土遺物は埋土上層からの出土が多く、確実に遺構に

伴うと考えられる遺物は少ない。遺構の廃絶後ある程度

埋没した後に廃棄ないしは流れ込んだ遺物の可能性が高

い。唯一完形に復元できる土師器坏（251）をみると、

形態的・法量的には 10 世紀後半の資料といえる。土師

器甕については、外面にタタキ調整がみられることから、

9 世紀第 3 四半期以前の所産である可能性が考えられる。

SC13 を切る SB11 はその出土遺物から、10 世紀前半頃の

所産と考えられる。そのため SC13 は、9 世紀第 3 四半期

〜 10 世紀前半頃の所産と考える。

SC14（第 46 図）

　H20 区で検出しており、長軸 0.7 ｍ、短軸 0.64 ｍ、深

さ 10 ㎝の円形を呈す。269 は埋土上層から出土した製塩

土器の底部である。

SC17（第 46 図）

　H20 区で検出しており、長軸 1.02 ｍ、短軸 0.72 ｍ、

深さ 10 ㎝程の楕円形を呈す。周辺に広がる窪地状の落

ち込みの堆積土に掘り込まれる形で検出している。270

は埋土上層から出土した土師器坏で、円盤高台を有す。

SC18（第 46 図）

　D21区で検出しており、一部は調査区外に延びる。径2.2

ｍ程の円形を呈すものと考えられる。埋土にはマンガン

粒を含む土が堆積しており、地山Ⅶ層とよく似る。図化

できる遺物は出土していない。

SC19（第 48 図）

　G18区で検出しており、SD7とした溝状遺構と連結する。

それぞれ SC19、SD7 と別の名称を付けているが、本来は

同一遺構であったものと考えられる。長軸 2.52 ｍ、短

軸 1.8 ｍ、検出面からの深さ 42 ㎝を測り、平面プラン

は楕円形を呈す。埋土上層から下層にかけて同一と考え

られる層が厚く堆積していることから、短期間のうちに

埋没したものと考えられ、人為的に埋め戻された可能性

が高い。底面近くには炭化物を多く含む薄い層が確認で

きる。

　標高の高い方から低い方にかけて溝状遺構が走行し、

最終的に土坑に連結するという平面形態を考えると、農

耕用の溜め井状の遺構とも考えられる。ただし、土坑の

底面には炭化物を含む層が確認できることから、当初は

工房跡であった遺構を、後に溜め井として再利用した可

能性も考えられる。

　遺物は埋土の上層から多く出土している。271 〜 280

が SC19 出土遺物である。271 〜 274 はいずれも完形に復

元できる土師器坏である。いずれも底部がわずかに突出

し円盤高台状を呈す。275 〜 280 は高台付椀である。高

台部を欠くものが多い。体部はほぼ直線的に立ち上がる。

　土師器坏の形態・法量はややばらつきがあるが、概ね

9世紀第 3四半期〜 10 世紀初頭に収まるものといえる。

SC20（第 48 図）

　H18 区で検出しており、長軸 1.76 ｍ、短軸 1.06 ｍ、

深さ 18 ㎝を測る。平面プランは楕円形を呈す。底面が

平坦でなく、中央が一段突出する。

　埋土より越州窯系青磁褐彩が出土している（281）。外

面に褐彩が認められ、内面には目跡が残る。

SC21（第 48 図）

　G18 区で検出しており、長軸 1.42 ｍ、短軸 0.98 ｍ、

深さ 28 ㎝の楕円形を呈す。底面は平坦でない。

　282 〜 285 が SC21 出土遺物である。282・283 は土師

器坏、284 は高台付椀、285 は土師器甕である。282 は口

径 10.4 ㎝、底径 5.0 ㎝、器高 3.1 ㎝を測り、体部がや

や丸みをおびる。10 世紀後半の所産であろう。

SC22（第 48 図）

　G・H18 区で検出しており、長軸 0.98 ｍ、短軸 0.66 ｍ、

深さ 22 ㎝の楕円形を呈す。Ⅶ層中に掘り込まれており、

埋土上位にはⅤ層が堆積する。土師器の高台付椀である

286が出土している。

SC23（第 43 図）

　G19 で検出した径 1.1 ｍ、深さ 24 ㎝の土坑で、SC5 と

切り合うが前後関係は不明である。遺物の出土はない。

SC24（第 48 図）

　F21 区で検出しており、径 0.64 ㎝の円形を呈す。検出

面からの深さは 12 ㎝を測る。遺物は出土していない。

SC25（第 48 図）

　E21 区で検出しており、長軸 0.84 ｍ、短軸 0.4 ｍ、深

さ 32 ㎝の不整形を呈す。二つの別ピットが重なるよう

にも見えるが、断面観察から一つの遺構とした。遺物は

出土していない。

SC26（第 50 図）

　E・F22 区において SB7 の柱穴列に囲まれるように検出

されている。主軸は N-20° -E にとる。SB7 の項でも述

べたように、SB7 とは若干主軸がずれるため、別遺構と

して認識した。長軸 4.68 ｍ、短軸 1.18 ｍ、検出面から

の深さ 36 ㎝を測る。平面プランは隅丸長方形を呈す。

　遺構の底面には、拳大・人頭大の礫が 0.8 〜 1.5 ｍの

間隔で据え置かれている。埋土からは鉄釘が大量に出土
第 47 図　SC13 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）
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していることから、木棺や木樋等が石の上に置かれてい

た可能性も考えられるが、土層断面からはそのような木

材の痕跡は看取できなかった。また、後述するように多

くの遺物が出土しているが、破片資料が多く、供献した

ような完形の遺物は出土していない。そのため遺構の性

格は不明とせざるを得ない。

　287 〜 348 が遺構内埋土中より出土した遺物である。

287 〜 296 は土師器坏である。比較的多くの破片が出土

しているが、接合するものが少なく、287 が唯一の全体

的な形態が復元した資料であるが、摩耗しているため本

来はまだ口縁が延びる可能性がある。297・299 〜 301 は

高台付椀。300 の高台内面には放射状の圧痕がみられる。

　302 〜 304・308 は緑釉陶器で、302 は淡緑色を呈し、

軟質な胎土を有する皿であろう。京都産洛北型ないしは

防長産であろう。303 も硬質な胎土を有す、京都産洛北

型ないしは防長産の緑釉陶器である。304 は硬質な胎土、

削り出しの輪状高台を有す。京都産洛西型の資料である。

308 も緑釉陶器片である。硬質な胎土を有す、京都産洛

西型ないしは東海産と考えれれる。

　305 〜 307 は土錘である。305 のみが完形資料で、長

さ 3.4 ㎝を測る。

　309は越州窯系青磁椀Ⅱ類の口縁部片である。

　310 〜 313 は須恵器である。310・311 は甕の口縁部、

312・313は甕の胴部片である。

　314 〜 348 は鉄釘である。断面形態は大部分がほぼ正

方形のものないしは若干横長の長方形を呈す。完形品は

少ないが、全長が推測できるものについては、8 〜 10 ㎝

前後のものが多い。また、頭が残る資料については、く

の字に折れ曲がるものがほとんどである。

　完形に復元した 287 も資料的には不安定なもので、遺

構の帰属時期を割り出すのは難しい。坏の底部が 5 ㎝程

であることを評価すれば、9世紀末以降の資料といえる。

SC27（第 53 図）

　F21・22 区で検出しており、径 0.88 ｍの円形を呈する。

第 49 図　SC14・17・19 〜 22 出土遺物実測図（S=1/3）
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検出面からの深さは 30 ㎝を測る。

　349 〜 352 が SC27 より出土した遺物である。349・

350 は土師器坏で、349 は柱状の円盤高台を有す。口径

12.1、底径 5.0、器高 4.4 ㎝を測る。351 は両黒の高台

付椀である。外面のミガキ調整は磨耗のためはっきりし

ない。352は布痕が残る製塩土器である。

　出土した土師器坏の形態・法量からは、9 世紀末〜 10

世紀初頭の所産と考えられる。

SC28（第 53 図）

　G22 区で検出しており、長軸 0.66 ｍ、短軸 0.58 ｍ、

深さ 28 ㎝の楕円形を呈す。出土遺物は製塩土器である

353がある。

SC29（第 53 図）

　F22 区で検出しており、長軸 0.79 ｍ、短軸 0.56 ｍ、

深さ 52 ㎝の楕円形を呈す。P221 を切る。

　354 〜 356 が SC29 出土遺物である。354 は土師器坏、

355 は高台付椀である。356 は須恵器甕の胴部片と考え

られ、外面は格子目タタキ、内面は平行タタキの後ナデ

が加えられる。

SC30（第 53 図）

　F22 区で SB8 の北側の柱穴列に重複して検出されてい

るが、他遺構との切り合い関係はない。長軸 0.98 ｍ、

短軸 0.76 ｍ、深さ 62 ㎝を測り、ひょうたん形の平面プ

ランを呈す。底面は二段掘り状となり、段差を有す。断

面観察からは、上部が広がる柱状の痕跡が確認でき、こ

れが柱の抜き取り痕である可能性が考えられる。このよ

うに、柱痕跡と考えられるものが断面で確認されたが、

掘立柱建物跡のような柱穴（土坑）の配列がみられなかっ

たため、単体の土坑として報告している。

　埋土からは 357 〜 362 の遺物が出土している。357 〜

359 は土師器坏で、357 の内面には漆と考えられる膜状

の付着物がある。この資料は赤外分光分析を行っている

が、その結果からも付着物は漆の可能性が指摘されてい

る（第4章第5節参照）。法量は、口径11.6㎝、底径5.5㎝、

器高 4.5 ㎝を測る。358 も同様の法量を示す。360 は高

台付椀、361は須恵器坏の口縁部、362は製塩土器である。

第 51 図　SC26 出土遺物実測図①（S=1/3）
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第 52 図　SC26 出土遺物実測図②（S=1/2）
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　ここでも完形に復元できる土師器坏から帰属年代を考

えてみると、法量的にまとまりのある 357・358 からは 9

世紀末〜 10 世紀初頭の年代が得られる。ただし、359 の

ような底径が 6 ㎝台で口径が 10 ㎝前後になると思われ

る資料も出土していることから、やや幅を持たせ、9 世

紀末〜 10 世紀前半代の所産としておきたい。

SC31（第 53 図）

　F22 区で検出しており、長軸 0.76 ｍ、短軸 0.54 ｍ、

深さ 38 ㎝の不整形を呈す。363 は埋土上層から出土した

土師器の高台付椀と考えられる資料である。磨耗が著し

く調整等は判然としない。

SC32（第 53 図）

　G21 区で検出しており、SB9 の P195 に切られる。P195

はさらに、SB8 の P5 に切られる。長軸 1.02 ｍ、短軸 0.86

ｍ、深さ 18 ㎝の楕円形を呈す。遺物は出土していない。

SC33（第 53 図）

　F15 区で検出しており、長軸 1.26 ｍ、短軸 0.42 ｍ、

深さ 8 ㎝の長楕円形を呈す。埋土には基本土層のⅥ層が

堆積している。現況では最も深いところでも 8 ㎝程しか

ないが、本来はこれよりかなり上面から掘り込まれてい

たものと考えられる。掘り形に口縁部を向けて立てかけ

られるように完形の黒色土器 A 類の高台付椀（364）が

出土している。土坑の平面プランや完形の土器が出土し

ていることから、土坑墓であった可能性が高い。その他

の遺物は出土していない。

　364 をみると、体部に丸みをおびて立ち上がり、口縁

部付近で外反する器形を呈す。高台は長くハの字に開く。

このような形態から 10 世紀前半代の資料と考えられる。

SC34（第 53 図）

　G21 区で検出しており、径約 0.65 ｍの円形を呈す。検

出面からの深さは浅く、約 10 ㎝を測るのみである。検

出面が表土の直下であり、土坑の上部は既に削平されて

いるものと考えられる。この土坑から、同一個体と考え

られる 369・370 をはじめ、遺物が埋納されている状況

が確認された。ただし、検出面付近の破片は原位置をと

どめていない可能性がある。

　365 は高台付皿である。出土状況図にあるように、須

恵器の大甕である 369・370 の破片に挟まれるような状

況で出土している。366 は土師器坏、367 は製塩土器で

ある。368 は須恵器大甕の口縁部であるが、369 とは別

個体である。底径が 5 ㎝で口径もさほど大きくならない

と考えられる 366 や、皿部が扁平で高台の短い 365 から

判断すると、概ね 10 世紀代の資料と考えられる。遺構

の帰属時期を判断するには材料が少ないが、ここでは 10

世紀代頃の所産と考えておきたい。

SC35（第 55 図）

　E・F23 区で検出しており、長軸 0.74 ｍ、短軸 0.52 ｍ、

深さ 44 ㎝の不整形を呈す。P217 を切る。埋土には焼土

が混ざる。図化できた遺物は出土していない。

SC36（第 55 図）

　SC36 の北側、E23 区で検出しており、長軸 0.94 ｍ、

短軸 0.54 ｍ、深さ 78 ㎝を測る。平面プランはひょうた

ん形を呈す。P219 に切られる。平面プランは異なる二つ

の土坑が切り合うようにも見えるが、土層断面の観察か

ら一つの遺構と判断した。底面は平坦でなく、テラス状

の段差を有す。SC35同様に埋土には焼土を含む。さらに、

埋土の中位から下位にかけては人頭大の礫を多く出土し

ている。

　371 〜 374 が出土遺物である。371 は土師器甕の口縁

部である。372 〜 374は須恵器甕の破片である。

SC37（第 55 図）

　H22 区で検出しており、長軸 0.78 ｍ、短軸 0.46 ｍ、

深さ 34 ㎝を測る。出土遺物には須恵器坏の 375、製塩土

器の 376がある。

SC38（第 55 図）

　B3 区で検出しており、長軸 1.46 ｍ、短軸 1.38 ｍ、深

さ 38 ㎝の隅丸方形を呈す。SC40 に切られる。土坑の中

央やや南よりに小ピット状の落ち込みがみられ、その

ピットに貼りつく形で焼土層が堆積する。周辺には炭化

物も散在していることから、炉跡であるものと考えられ

る。鍛冶関連の遺物は出土していないが、何らかの工房

跡の可能性がある。

　377 〜 380 は SC38 より出土した遺物である。377 は製

塩土器、378 は須恵器坏、379 は須恵器甕の胴部、380 は

土錘である。

SC39（第 55 図）

　B5 区で検出した土師器焼成土坑と考えられる遺構であ

る。一辺 1.2 ｍ程の隅丸方形を呈す。検出面からの深さ

は浅く、最大でも 8 ㎝程を測るのみである。SD11 および

P618 を切る。埋土の最上部には焼土や炭化物を含む層が

堆積しており、中位には燃料と考えられる木材の炭化し

たものが広がる層が確認できる。底面は被熱し、赤色化

する。

　さらに、遺構の周辺には焼土や炭化物が集中する範囲

がみられる。出土遺物の多くが小破片となり遺構の北東

隅にかたまって出土していることや、遺構外の北東部に

も上述のような焼土や炭化物の範囲があることから、焼

成した遺物を遺構の北東側からかき集めたのではないか

と推測される。遺物をかき集め、取り上げようとした際

に焼き歪みのひどいものや破損したものをそのまま廃棄

したのではないだろうか。遺構外にみられる焼土や炭化

物もこの作業の際に出たものと推測される。そうすると、

現在の検出面は実際の生活面と大きく変わらないという

ことになり、本遺構の深さは当初より浅かったものとい

える。

　381 〜 396 が SC39 から出土した遺物である。刀子片と

第 54 図　SC27 〜 30 出土遺物実測図（S=1/3）
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第 56 図　SC31・33・34・36 出土遺物実測図（S=1/3）
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考えられる 396 以外は全て土師器坏で、底部が残る資料

は全て円盤高台を有す。これらの資料の法量をみてみる

と、口径が 11 〜 12.3 ㎝で平均 11.3 ㎝、底径が 5.0 〜 5.5

㎝で平均 5.3 ㎝、器高 3.7 〜 5.0 ㎝、平均 4.7 ㎝を測る。

胎土は浅黄橙色系である。384・385 は焼き歪みがみられ

る。

　上述のような土師器坏の法量から、口径については若

干ばらつきがみられるが、焼き歪みによるところが大き

く、法量的・形態的にはかなりまとまった資料といえる。

具体的には 9世紀末〜 10 世紀初頭の資料と考えられる。

SC40（第 55 図）

　B3 区で検出しており、短軸 0.68 ｍの楕円形を呈すも

のと考えられるが、調査時に大部分を掘り過ぎているた

め、詳細は不明である。断面図をみると別ピットに切ら

れるようであるが、これも平面形態等は不明といわざる

を得ない。本来であれば別遺構として報告すべきである

が、遺物の取り上げについても SC40 と混同して取り上

げてしまっているため、ここでは同一遺構として報告す

る。

　出土遺物は 397 〜 410 である。397 は土師器坏、398・

399 は高台部を欠くため断定はできないが、高台付椀で

第 57 図　SC37 〜 39 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）

あろうか。400 は黒色土器 A 類の高台付椀。402 は土師

器坏であるが、外面には墨書がみられる。文字であるの

か記号であるのか判然としない。403 〜 410 は製塩土器

である。403 は完形に復元できるもので、口径 12 ㎝を測

る。404 はそれより一回り大きな口縁を有す。磨耗して

いるものが多いが、いずれも内面には布目を残す。

SC41（第 58 図）

　B4 区で検出しており、長軸 0.78 ｍ、短軸約 60 ㎝、深

さ 4 ㎝程の楕円形を呈すものと思われる。大部分を掘り

過ぎてしまっているため、全体的なプランは不明である。

　411 〜 415 が SC41 出土遺物である。411・412 は土師
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器の高台付椀である。法量には差があり、411 が一回り

大きくなるが、形態的にはよく似る。逆台形の椀部分に

短く外に折れ曲がる高台が付く。須恵器的な器形を呈す。

胎土の色調は異なり、411 が浅黄橙色系、412 が橙色系

を呈す。413・415 は製塩土器である。413 は口径 11.9

㎝を測る。

SC42（第 58 図）

　G17 区で検出しており、長軸 2.78 ｍ、短軸 1.48 ｍ、

深さ 68 ㎝の長方形を呈す。埋土の最上部には基本土層

のⅤ層が堆積している。中位から下位にかけては、基本

土層のⅦ層によく似た土が堆積する。基本土層の各層が

ブロック状に堆積していることから、人為的に埋め戻し

た可能性が高い。

　遺物の多くは埋土上層から出土している。416 〜 430

が SC42 の出土遺物である。416 〜 422 は土師器坏。全体

的な器形が分かる 416 〜 418 をみると、法量にややばら

つきみられる。422 は円盤高台を有す。423 〜 427 は高

台付椀である。423 はほぼ完形の資料で、椀部の体部下

端にはケズリ状の面取りがみられる。長く細身の高台が

付く。体部はやや丸みをおび、口縁端部付近でわずかに

外反する。427 は内黒の黒色土器 A 類である。428 は小

坏のように復元しているが、口縁端部が磨耗することか

ら、もう少し口縁部が延びる可能性がある。429 は土師

器甕の口縁部、430は不明鉄製品である。

SC43（第 58 図）

　D12 区で検出しており、長軸 0.86 ｍ、短軸 0.62 ｍ、

深さ 10 ㎝の楕円形を呈す。埋土からは 431 〜 435 が出

土している。431 〜 433 は土師器坏である。いずれも磨

耗が著しい。法量・形態共にまとまりは認められない。

433 は底部から粘土紐の巻上げで形成される。434 は焼

第 59 図　SC40・41 出土遺物実測図（S=1/3）

第 60 図　SC42 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）
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成不良の須恵器蓋である。435 は土師器鉢である。

SC44（第 58 図）

　B5 区で検出しており、長軸 1.06 ｍ、短軸 0.8 ｍ、深

さ 18 ㎝の楕円形を呈す。P510 に切られ、SD11 を切る。

436は埋土上層から出土した土師器坏である。

SC45（第 62 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.97 ｍ、短軸 0.88 ｍ、深

さ 30 ㎝の不整円形を呈す。SC46 を切る。遺構内に堆積

する埋土は SC46 とよく似る。

　437・438 が SC45 出土遺物である。437 は土師器甕、

438は土錘である。

SC46（第 62 図）

　D7 区で時検出しており、SC45 に切られる。長軸 5.64

ｍ、短軸 1.62 ｍ、深さは検出面からの深さは 30 ㎝を測

る。平面形態は、一段深い楕円形の土坑部分に、さらに

小さく浅い土坑が取り付くような形を呈す。遺構内埋土

の中層には焼土を多く含む層が堆積しており、その下位

には被熱したためか、硬化し小さな土塊となった層が部

分的にみられる。最下層には粘質土が堆積する。埋土内

からは遺物が多く出土しているが、特に焼土を含む中層

から多く出土した。土師器焼成土坑と考えられる SC39

や SC63 のような焼成用燃料の痕跡である炭化材の層は

確認できなかったが、焼土を多く含む層や被熱したと考

えられる層が確認されたことから、やはり土師器焼成土

坑であった可能性が考えられる。ただし、黒色土器や越

州窯系青磁なども出土していることから、全ての資料が

この遺構に伴うものではないといえる。

　出土遺物をみると、完形に近い資料が多く出土してい

ることも上述の見解を支持するものといえる。439 〜　

456 が SC46 出土遺物である。439 〜 446 は土師器坏で、

439〜442は完形に復元できる資料である。法量をみると、

口径は10.7〜 12.1㎝で平均が11.3㎝、底径は5.1〜 6.5

㎝で平均が 5.9 ㎝、器高は 4.4 〜 4.8 ㎝で平均が 4.6 ㎝

となる。440 のような焼き歪みの大きい資料もある。

　447〜453は土師器の高台付椀である。447は完形品で、

口径 11.9 ㎝、底径 6.2 ㎝、器高 6.1 ㎝を測る。底部が

厚く、充実高台にさらに直線的な高台が付くような形態

を呈す。高台内面には放射状の圧痕が残る。453 は黒色

土器 A 類で、丸みをおびる体部に短い高台が付く。456

は越州窯系青磁の大型椀Ⅰ類である。

　上述のように、これらの遺物の中には遺構に伴うもの

ではなく、流れ込みと考えられる資料も存在していると

いえる。そのため、ここではほぼ完形に復元でき、法量

や器形が明確な資料を取り上げて帰属時期を考えてみた

い。土師器坏である 439 〜 442 の法量にはややばらつき

がみられるものの、体部が丸みを帯びる器形や口径が 12

㎝以下に縮小することなどから、10 世紀前半頃の年代を

与えたい。高台付椀である 447 も同様の年代が付与でき

るものと考える。

SC50（第 58 図）

　B4 区で検出しており、長軸 1.08 ｍ、深さ 36 ㎝を測る。

短軸については、遺構の大部分を掘り過ぎているため判

然としない。検出時の状況からは、楕円形を呈すものと

推測される。

　埋土からは須恵器をはじめとする遺物が多く出土して

いる（457〜 461）。457は土師器坏で口径10.8㎝、底径4.6

㎝、器高 4.3 ㎝を測る。458 は小皿のように復元してい

るが、口縁端部が磨耗することから、もう少し口縁部が

延びる可能性もある。460・461 は同一個体と考えられる

須恵器大甕である。SB15 の P1 出土須恵器（144）とも同

一個体と考えられるが、接合はしない。

SC51（第 64 図）

　F14 区で検出しており、径 1.1 ｍの円形を呈す。検出

第 61 図　SC43 〜 45 出土遺物実測図（S=1/3）

面からの深さは30㎝程を測る。462〜 464が出土遺物で、

いずれも製塩土器である。

SC53（第 64 図）

　B5 区で検出しており、SC54・SD11 を切り、P503・504

には切られる。遺構を掘り過ぎてしまっており、断面図

と平面図が整合性をもたないため、土層断面から遺構の

掘り形を復元している。そのため、全体的な形状・規模

は不明といわざるを得ない。検出写真をみるとおそらく

隅丸方形を呈していたものと考えられる。

　465 〜 481 が出土遺物である。465 〜 469 は土師器坏。

465 は口径 14.8 ㎝、底径 7.8 ㎝、器高 4.5 ㎝を測る。

470 は軟質の須恵器坏、471 は椀であろうか。472 〜 481

は土錘である。

SC54（第 64 図）

　B5 区で検出しており、SC53・SB15 の P6 に切られる。

SC53 と同様に、断面図から平面プランを復元しているた

め、規模等は不明である。検出写真からは、やはり隅丸

方形を呈していたものと考えられる。

　482 〜 485が SC54 出土遺物である。482・483 は土師器

坏で、底部が若干円盤高台状に切り離される。484･485

は土錘。
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SC55（第 64 図）

　E・F14区で検出しており、径約0.8ｍの不整円形を呈す。

検出面からの深さは16㎝を測る。遺物は出土していない。

SC56（第 66 図）

　D・E13 区で検出しており、径約 2.3 ｍの円形を呈す。

検出面からの深さは 1.6 ｍを測る。埋土中位で薄い炭化

物の層を確認し、その直上には人頭大の礫が焼土・炭化

物を多く含む層にパックされる形で出土している。丁度

このあたりのレベルから地山層は、拳大・人頭大の礫層

となる。平面形態およびその深さから井戸跡である可能

性が高い。埋土の下半には地山のⅦ層とよく似た層が厚

く堆積することから、井戸を廃棄する際にある程度まで

人為的に埋め戻されたものと推測される。

　486 〜 495 は SC56 から出土した遺物である。486 は坏

で底径は 9 ㎝を測る。487・488 は小皿である。いずれも

底部の切り離し技法はヘラ切りとなる。489 は土師器の

高台付椀を転用した紡錘車である。490 は大宰府分類白

磁椀Ⅳ類の口縁部。口径 18 ㎝を測る。491 は須恵器坏・

492 は須恵器大甕の口縁部で、波状沈線文がみられる。

493 は粘土塊が被熱し、赤色化したものである。炉壁等

の鍛冶関連遺物であろうか。494・495 は砂岩製の砥石。

　486 の坏、487・488 の小皿はその形態・法量から、11

世紀の新しい段階から 12 世紀初頭の資料といえる。大

宰府分類白磁椀Ⅳ類が共出していることもこの年代観を

支持するものである。遺構の年代もこの時期と考えてお

きたい。

SC57（第 66 図）

　B5 区で検出しており、SC75・SD11 を切る。埋土の上

最上部には SH9 が堆積する。これも遺構を掘り過ぎてい

るため、平面プランについては断面図から復元している

ため、詳細は不明といわざるを得ない。

　496 〜 498 が出土遺物である。496・497 は土師器坏、

第 63 図　SC46 出土遺物実測図（S=1/3）
498は布目の残る製塩土器である。

SC58（第 64 図）

　C13 区で検出しており、長軸 1.54 ｍ、短軸 0.64 ｍ、

深さ 32 ㎝の隅丸長方形を呈す。遺構の西側は土層確認

トレンチによって一部破壊される。499 は埋土上層から

出土した須恵器壷である。底径は 12 ㎝を測る。

SC59（第 69 図）

　D13 区で検出しており、SB21 と重複し、SD1 を切る。

長軸 0.98 ｍ、0.8 ｍ、深さ 12 ㎝の楕円形を呈す。遺物

は出土していない。

SC60（第 69 図）

　SB21 の西側に隣接して D12 区で検出しており、径 1ｍ、
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深さ 14 ㎝の円形を呈す。遺物は出土していない。

SC61（第 69 図）

　E12 区で検出しており、径 0.75 ｍ、深さ 14 ㎝で円形

を呈する。出土遺物には 500 の甑がある。破片で出土し

ており、接合しない部分もあったが図面上で復元してい

る。本来はここに把手が付くものと考えられる。外面の

調整はナデおよびハケメ、内面はナデとケズリとなる。

SC62（第 69 図）

　D・E11 区で検出しており、長軸 1.12 ｍ、短軸 0.84 ｍ、

深さ 20 ㎝で楕円形を呈する。遺物は出土していない。

SC63（第 69 図）

　C・D9 区で検出しており、長軸 0.95 ｍ、短軸 0.87 ｍ、

検出面からの深さ 48 ㎝の隅丸方形を呈す。土師器の焼

成土坑と考えられる遺構である。

　埋土の上位から中位にかけては他の遺構と同様の、灰

褐色粘質シルト土が堆積する。最下層には焼成用燃料が

炭化したものが厚く堆積する層が確認でき、焼土塊も含

まれる。この炭化材の堆積層の直上には粘性の極めて強

い黒褐色土が 10 ㎝程の厚さで堆積する。他の遺構では

みられないほぼ粘土といえる埋土であることから、焼成

後、遺構を廃棄する際に人為的に埋め戻された際の土で

ある可能性が考えられる。

　遺構の西側壁には、一部被熱により赤化する範囲が認

められる。被熱による壁面の赤化が西側でのみみられる

こと、出土遺物のほとんどが西側に偏っていることや、

最下層に堆積する炭化材の層も西側が厚く東側が薄いこ

第 65 図　SC50・51 出土遺物実測図（S=1/3）
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となどから、遺物は土坑の西半に偏った状態で焼成され

たものと推測される。

　501 〜 507 が出土した遺物である。501 は土師器坏で

ある。検出時には確認できていなかったが、掘り下げの

際に 501 の周辺で柱状に SC63 の埋土とは異なる粘質の

土が確認できた。おそらく、本来は別ピットがSC63を切っ

ており、501はそのピット内からの出土と考えられる。

　502 〜 506 は土師器甕である。502 〜 504 は出土位置

が若干高く、遺構の廃絶後に入った遺物と考えられる。

505・506 はほぼ完形に復元できる資料で、法量に差があ

るものの、形態的には酷似する。丸底を呈し、胴部中央

に膨らみをもつ。口縁部はくの字に屈曲し、端部が若干

玉縁状に肥厚する。調整は外面の胴部上半がタテ・ヨコ

方向のハケメ、下半がナナメ方向のハケメとなる。内面

調整は頸部の屈曲部より上位はヨコハケメ、それ以下は
第 67 図　SC53・54・56 出土遺物実測図（S=1/3）

ストロークの長いケズリが加えられる。法量は 506 が一

回り小型である。

　507 は須恵器坏と考えられるが、これも埋土中層から

の出土で、遺構に伴うものではないといえる。

　上述のように、SC63 は土師器焼成土坑と考えられる遺

構であるが、実際に土坑内で焼成されたと考えられる遺

物は 505・506 の土師器甕である。図面上では完形に復

元してあるが、実際には 505 が底部付近の一部、506 が

胴部から口縁部にかけての約 1/4 が欠損している。おそ

らくこの 2 個体の甕は焼成段階で破損したためそのまま

土坑内に廃棄されたものと考えられる。破損して破片に

なっていたであろう欠損部分は、他の遺物を取り出す際

に一緒に遺構外に持ち出されたものと推測される。

　505・506 の資料は、製作時の同時性を担保された一括

遺物といえる。ここで、その帰属時期についても検討し

第 68 図　SC56 出土遺物実測図（S=1/3・1/6）
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ておきたい。従来、土師器甕の内面調整にみられるハケ

メは、ナデおよびタタキ調整に先行するものと考えられ

ており、年代的には 9世紀前半頃に措かれている。また、

501 の土師器坏は、その出土状況から 505・506 よりは後

出すると考えられるが、年代的には 9 世紀第 3 四半期の

所産といえる。これらのことから、505・506 は 9 世紀前

半の所産と考える。

SC64（第 71 図）

　SB26 の東側、D8・9 区で検出しており、長軸 1.58 ｍ、

短軸1.16ｍ、深さ8㎝の隅丸長方形を呈す。P495を切る。

遺物は出土していない。

SC65（第 71 図）

　SC64 の南側、D8 区で検出しており、長軸 1.02 ｍ、短

軸 0.84 ｍ、深さ 16 ㎝の隅丸長方形を呈す。遺物は出土
第 70 図　SC57・58・61・63 出土遺物実測図（S=1/3）
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していない。

SC66（第 71 図）

　E8 区で検出しており、径 1.1 ｍ、深さ 16 ㎝の円形を

呈す。508・509 が埋土中より出土している。508 は土師

器甕で、外面および内面口縁部付近にヨコ方向のハケメ

がみられる。509は鞴羽口である。

SC67（第 71 図）

　B4 区で SC67 に隣接して検出した。長軸 0.86 ｍ、短軸

0.76 ｍ、深さ 34 ㎝の楕円形を呈す。埋土には炭化物を

含む。円盤高台坏を転用した紡錘車の 510、土師器坏の

511が出土した。

SC68（第 71 図）

　B4 区で SC68 に隣接して検出している。径 0.78 ｍの円

形を呈す。埋土には炭化物を含む層が堆積する。

　512 〜 515が出土した。512は土師器坏で口径 12.3 ㎝、

底径 4.8 ㎝、器高 5.3 ㎝を測る。9 世紀末〜 10 世紀初頭

の所産であろう。514 は土師器の高台付椀で、長く細い

高台が付く。515 は須恵器甕の口縁部。

SC69（第 71 図）

　B4 区で検出しており、長軸 0.76 ｍ、短軸 0.66 ｍ、深

さ 20 ㎝の楕円形を呈す。埋土は単一で、細かな土器片

を含む。516・517 が埋土から出土しており、共に製塩土

器の口縁部片である。

SC70（第 73 図）

　B7 区で検出しており、長軸 1.08 ｍ、短軸 0.68 ｍ、深

さ 6 ㎝の楕円形を呈す。表土直下で検出しており、土坑

の上部は既に削平されている可能性が高い。ここで多く

の遺物が埋納されたような状態で出土している。

　518 〜 550 が本土坑から出土した遺物である。518 〜

529 は土師器坏である。形態的には 518 〜 521 のような

薄い器壁を有し、底部から直線的に立ち上がる資料や、

524・526・529 のような体部が丸みをおび、底部との境

が明確でないものがみられる。また、胎土も数種類あり、

浅黄橙色系で細かな鉱物を含むもの（519 〜 521・527 〜

529）、橙色系で赤色鉱物を含むもの（518・522・523・

525）、灰白色系を呈し重量感のあるもの（524・526）に

大別できる。法量をみると、口径 11.9 〜 13.4 ㎝で平均

12.6 ㎝、底径 5.2 〜 6.4 ㎝で平均 6.1 ㎝、器高 4.9 〜 5.9

㎝で平均 5.3 ㎝を測る。全体的にみると口径や底径にば

らつきがみられるが、いくつかのまとまりが抽出できる。

口径 13 ㎝前後、底径 6㎝前後、器高 5㎝前後のⅠ類（518・

520・521）、口径 12.2 ㎝前後、底径 6 ㎝程、器高 5 ㎝前

後のⅡ類（524 〜 529）、口径 13 ㎝程、底径 6 〜 6.5 ㎝、

器高 6 ㎝弱のⅢ類（522・523）に分けられる。519 のみ

この中ではイレギュラーな法量を有す。519 の底部、527

の内外面には赤彩がみられる

　ここで得られた法量を都城盆地でこれまで構築されて

きた編年案に照らしてみると、Ⅰ・Ⅱ類については概ね

9 世紀第 3 四半期に比定できよう。Ⅲ類については器高

が 6 ㎝弱あり、その位置づけに苦慮する。そこで、遺構

での出土状況をみると、離れた位置で接合関係にあるも

のも認められるが、多くが点的な出土をみせる。断面図

をみても分かるように、526・528・529 のように重ねら

れたような状態で出土している資料もある。つまり、長

期間にわたる廃棄の累積ではなく、単一回で埋納されも

のと理解できる。よって、Ⅲ類についてもⅠ・Ⅱ類と同

様の年代的位置づけを与えておきたい。

　530 〜 532 は高台付椀である。530 と 531 は低い高台

が付き、わずかに丸みをおびる体部をもつ。口縁部付近

で短く外半する。530 の体部外面には記号のような墨書

がみられ、底部は穿孔される。532 は高台部を欠くが、

直線的に口縁部に向かい立ち上がる器形を呈す。

　535 は土師器甕である。全体的に磨耗するが、外面に

はハケメがみられる。

　536 〜 549 は製塩土器である。内面の布目は磨耗によ

り残っていないものが多い。口径を復元した資料につい

ては 10.2 〜 14 ㎝を測る。

　550は刀子片。刃側に関があり、背部は直線的である。

第 72 図　SC66 〜 69 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）
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第 74 図　SC70 出土遺物実測図①（S=1/3）
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SC71（第 73 図）

　B7 区で検出しており、長軸 0.88 ｍ、短軸 0.71 ｍ、深

さ 51 ㎝の楕円形を呈す。SC72 を切る。調査時のミスで

土層断面の観察ができていないが、切り合い関係は SC72

の土層観察畦により確認している。

　551 〜 566 が出土遺物である。551 は土師器高台付椀

の黒色土器 A 類である。逆台形の椀部に細く低い高台が

付く。552は土師器甕である。

　553 〜 564 は布目の残る製塩土器である。口径が分か

る 553・563 の資料をみるといずれも 11 ㎝前後を測る。

563 は異なる織りの布目痕が同一個体中にみられる。中

には SC72 出土の破片と接合する資料がみられる。

　565・566 は緑釉陶器である。いずれも淡緑色の釉がか

かり、胎土は軟質である。同一個体とも考えたが、口径

と底径が整合性に欠けるため、別個体として報告する。

京都産洛北型ないしは防長産と考えられる。

SC72（第 73 図）

　B7 区で検出しており、長軸 1.25 ｍ、短軸 0.81 ｍ、深

さ 15 ㎝の楕円形を呈す。北西隅を SC71 に切られる。検

出面からの深さは浅いものの、堆積する埋土は二層に分

第 75 図　SC70 出土遺物実測図②（S=1/2・1/3）

けられる。いずれの層からも製塩土器をはじめとする遺

物が廃棄されたような状態で大量に出土している。しか

も、埋土が二層にわけられ、出土レベルにも差がみられ

ることから、大量の遺物は長期間にわたる廃棄行為の累

積によるものと理解できる。

　567 〜 618 が SC72 出土遺物である。567 〜 573 は土師

器坏である。完形に復元できるもののうち、567 は埋土

上層から、569 は埋土中位、それ以外は下層から出土し

ている。567 は焼き歪みがあるが、口径 12.8 ㎝、底径

5.6 〜 6.2 ㎝、器高 4.8 〜 5.7 ㎝を測る。それ以外は口

径 11.9 〜 12.3 ㎝で平均 12.1 ㎝、底径 5.4 〜 6.4 ㎝で

平均 6 ㎝、器高 3.9 〜 5.4 ㎝で平均 4.8 ㎝を測る。567

の口径が若干大きい他は、いずれの資料も似た法量を示

す。年代的には、上層出土資料も下層出土資料も 9 世紀

第 3 四半期の特徴を有す。廃棄行為もこの年代幅で捉え

る必要があろう。

　574 は高台付椀である。逆台形の椀部に短い高台が付

く。575も高台部を欠くが、高台付椀であろうか。

　576は土師器甕の口縁部である。

　577 は淡緑色の色調と軟質な胎土を有す、緑釉陶器で

ある。京都産洛北型ないしは防長産であろう。

　578 〜 618 は製塩土器である。全体的な法量が分かる

資料も多く出土している。口径は 10 〜 14 ㎝を測るが、

13㎝前後のものが多い。器壁も厚いもの薄いものがある。

SC73（第 79 図）

　A7 区で検出しており、径約 0.8 ｍ、深さ 14 ㎝の円形

を呈す。

　619 〜 621 が SC73 より出土した遺物である。619 は土

師器坏で口径 11.7 ㎝、底径 5 ㎝、器高 5.3 ㎝を測る。

体部下端にはケズリ状の面取りがみられる。法量的には

9世紀末〜 10 世紀初頭の特徴を有す。

　620 は大型の高台付皿であろうか。欠損する部分が多

いが、坏部が直線的に延びており皿状を呈する。621 は

高台付椀で、短い高台が付く。

SC74（第 79 図）

　B6 区で検出しており、長軸 1.14 ｍ、短軸 0.92 ｍ、深

さ62㎝の不整形を呈す。遺構の南東側がテラス状になり、

北西側が深いピット状を呈す。遺物の多くは埋土上層か

ら出土している。埋土の中位には炭化物を含む層が確認

できる。

　622 〜 629 が SC74 出土遺物である。622・623 は円盤

高台坏で、622 は外面下半と底部には赤彩の痕跡がみら

れる。内面には確認できないが、本来は赤色顔料が塗布

されていた可能性がある。

　624 〜 627 は土師器の高台付椀である。624 は短い高

台から口縁部にかけて直線的に立ち上がる。625 は若干

外に開く短い高台を有し、体部がわずかに丸みをおびる。

624 の胎土は橙色、625 は浅黄橙色を呈す。626 は土師器

第 76 図　SC71 出土遺物実測図（S=1/3）
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第 77 図　SC72 出土遺物実測図①（S=1/3） 第 78 図　SC72 出土遺物実測図②（S=1/3）
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の高台付椀で、黒色土器 A 類である。丸みをおびる体部

をもち、口縁部は短く外反する。内面には炭素がうまく

吸着せず、胎土の素地がみえる範囲があるが、そこに茶

褐色の付着物がみえる。被熱した際のススの痕跡であろ

うか。

　628 は鉄鏃の刃部先端であろうか。

　629 は越州窯系青磁椀 I 類の体部片である。内面には

貫入がみられる。

第 80 図　SC73・74 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）

３　溝状遺構・道跡（SD）

　真米田遺跡では溝状遺構および道跡と考えられる所謂

波板状ピットを合計 13 条確認している。以下、それぞ

れの遺構および出土遺物について報告する。

SD1（第 81 図）

　調査区の11〜 16区にかけて検出した溝状遺構である。

総延長は約 68 ｍを測り、D14 区周辺で北側の標高が高く

なる自然地形に沿ってへの字に折れる。幅は約 0.8 ｍ、

検出面からの深さは深い所でも8㎝程を測るのみである。

溝の南東端は調査区外に延びて行き、北西端は自然流路

に切られるように終息する。D13 区で先端が二股に分か

れる。SB19・21・22 等と切りあうが、SB22 以外はいず

れも SD1 が他遺構に切られる。

　土層断面を確認すると、基本土層Ⅶ層に掘り込まれて

おり、遺構の上位にはⅥ層ないしはⅥ b 層が堆積する。

そのため、実際に遺構はかなり浅かったものと推測され

る。また、実測図では表現していないが、底面には拳大

の小さな窪みが無数にみられた。

　遺構自体がかなり浅いため、出土した遺物量も少ない。

630 〜 634 が SD1 出土遺物である。630・631 は土師器坏
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と考えられるが、いずれも底径が10㎝程とかなり大きい。

632 は土師器甕で外面はナデ調整である。633 は須恵器

大甕の胴部で外面には格子目タタキ、内面は格子目・同

心円当て具痕がみられる。634 は須恵器坏の底部である。

SD2（第 82 図）

　D10・11 区で検出しており、長さ 7.8 ｍ、幅 0.65 ｍ、

深さ 10 ㎝程を測る。断面形態は逆台形状を呈す。埋土

にはⅥ b 層が堆積する。出土遺物には土師器甕の口縁部

（635）、須恵器甕の底部付近（636）がある。

SD3（第 83 図）

　調査区東端の 19 〜 22 区で検出しており、検出長 44.5

ｍ、幅 0.4 〜 1.65 ｍ、深さ 6 ㎝程の浅い溝である。埋

土には基本土層のⅤ層が堆積する。SC7 をはじめ多くの

遺構を切る。本遺跡で検出された遺構の中でも、新しい

時期に属する遺構の一つといえる。丁度 SC7 付近で逆く

の字に折れる。そこから北西方向にさらに延びていくが、

この方向と、周辺で検出されている畝状遺構の方向とが

合致する。埋土も同じⅤ層であることから、SD3 はⅤ層

を埋土とする窪地周辺で検出された畝状遺構と同時期の

遺構と考えられる。溝の北端は調査区外に延びるが、北

側に位置する B 区では検出できていない。途中で浅くな

り、終息するものと考えられる。

　出土遺物には 637・638 がある。637 は硬質な胎土の緑

釉陶器の椀ないしは皿である。京都産洛西型ないしは東

海産であると考えられる。638 は刀子で切先および基部

は欠損する。

SD4（第 84 図）

　調査区東端、20・21 区で検出した北東 - 南西方向に延

びる溝状遺構で、長さ約 36 ｍ、幅 2 〜 2.8 ｍ、深さ最

大で 46 ㎝を測る。南西では溝幅が細くなり、若干蛇行

しながら終息する。溝の中央は凸状に盛り上がり、その

両側を二本の溝が並走するような形状を呈す。断面形態

は、中央の凸部分を挟んで西側溝部分は逆台形、東側は

横長の U 字形を呈す。中央の盛り上がりには硬化面は認

められず、断面形態もかまぼこ状を呈するところが多い。

遺構の埋土には、全体的にマンガン粒を含む層が堆積し

ており、特に西側溝部分の最下層には砂質が強く多くの

マンガン粒・鉄分を含む層が堆積する。溝底面にも鉄分

が沈着する。このことから、少なくとも西側の溝部分に

は恒常的に水が存在した可能性が高い。ただし、底面の

レベルをみると、水の流れを意識したような、一方向か

ら逆方向への勾配はみられず、むしろ検出した範囲の中

央部が最も深くなるといえる。水を流すのではなく、常

に蓄えた状態であった可能性が考えられる。何か区画す

るような目的があったのであろうか。

　639 〜 644 が SD4 からの出土遺物である。639 は小型

の土師器甕で、外面はナデ、内面はオサエにより調整さ

れる。

　640・641 は越州窯系青磁である。640 は椀Ⅱ類、641

は椀Ⅰ類であろうか。

　642・643 は土師器坏である。643 は円盤高台坏。644

は須恵器甕の口縁部である。

SD5（第 86 図）

　調査区東側の 16 〜 20 区で検出されている所謂波板状

ピットと呼ばれる小ピットの連続する遺構である。溝状

の掘り込みはなく、ピット部分のみをⅥ層中で検出して

いる。検出長は 42 ｍにわたり、東西方向に緩やかに蛇

行しながら続いていく。楕円形周溝墓である SK1 と重複

するが、丁度現代の攪乱が走行するため、どのような関

係にあるのかは不明である。しかし、SD5 は SK1 よりも

大分高い位置で検出していることから、SD5 が SK1 より

も時期的に新しい所産であるものと考えられる。

　検出したピット群は不整形のものも多くみられるが、

基本的に長軸 50 ㎝前後、短軸 30 〜 40 ㎝前後の長楕円

形のものと、一辺 30 ㎝前後の方形ないしは横長楕円形

が交互に並ぶ一セットが連続する。この一セットの間隔

は概ね 70 ㎝前後を測る。底面には特に硬化するような

範囲は認められないが、一部に川砂のようなきめの細か

な砂粒が薄く堆積しているピットがみられた。積極的に

道跡と評価できる要素は多くないが、規則性の中にもあ

る程度ランダムな要素が看取できることから、なんらか

の反復的な作業ないしは動作の結果残された痕跡と考え

られる。よって、ここでは道跡の可能性が高い遺構とし

て報告する。

　出土遺物はほとんどなく、645 が唯一図化できた遺物

である。須恵器甕の胴部片と考えられる資料である。

SD6（第 82 図）

　調査区の 14 〜 16 区にかけて検出しており、長さ約 25

ｍ、幅0.5〜0.6ｍ、深さ最大で20㎝程の溝状遺構である。

北東 - 南西方向に緩やかに蛇行しながら延びる。北東部

は調査区外に延びていく。B 区で検出した範囲は、宮崎

県埋蔵文化財センターが実施した確認調査においてであ

る。この範囲では、A 区で検出したような溝状遺構の底

面にピットが並ぶものではなく、溝状部分はそのまま直

線的に、底面のピット部分だけが溝部分からはずれ、さ

らに北東方向に延びていく。また、溝の南西端は徐々に

浅くなり C14 区に入ると消失する。その直前には二股に

分かれるようである。

　溝の断面形態は地点によって異なり、逆台形や横長 U

字形を呈す。底面にはピット列が検出されているが、こ
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れは溝の底面全てに確認できたわけでなく、検出できて

いない範囲や上述のように溝の外に延びていく範囲も確

認できる。底面のピットの芯々間は約 60〜 70㎝を測る。

底面は全てが硬化するわけではないが、ピットがある範

囲については、その底面が鉄分や細砂粒を含み硬化する。

これもSD5と同様に道跡である可能性が高いと判断した。

　遺構内からは多くの遺物が出土している（646 〜 671）。

646 は底面のピットの一つに伏せて張り付いた状態で出

土した土師器坏である。口径11.7㎝、底径5.5㎝、器高4.6

㎝を測る。647 も土師器坏、648・649 は円盤高台坏であ

る。650 は甑の底部であろうか。先端がやや先細る。651

〜 654 は製塩土器である。

　655 〜 657 は緑釉陶器である。655 はやや軟質な胎土

で淡緑色を呈す。京都産（洛北型・洛西型）ないしは防

長産であろう。656 は軟質な胎土で淡緑色を呈す。京都

産洛北型ないしは防長産と考えられる。657 は硬質な胎

土で、外面のみにミガキがみられる。京都産洛西型、近

江産、東海産のいずれかであろう。

　658は大宰府分類白磁椀Ⅱ類の口縁部片である。C期（11

世紀後半〜 12 世紀前半）の所産。659 は不明土製品。

　660 〜 670 は鍛冶関連の遺物と考えられる資料である。

660 は鞴羽口。通風孔も一部残存する。661 は内面が被

熱のため硬化する。662 は鞴羽口のように円孔をもつ筒

状の形態を呈すものと考えられる。先端部および内面に

はスラグが付着し、内面は全体的に硬化する。やはり鍛

冶関連遺物であろうか。663 〜 667 は粘土塊であるが、

内外面が被熱により硬化したり、スラグが付着したりす

る。668 〜 670 は鉄滓である。

　671 は三角柱状を呈す土製品である。一部の面が被熱

し硬化する。やはり鍛冶関連遺物であろうか。

　このように、SD6 の埋土内からは大量の鍛冶関連遺物

が出土している。これは SD6 に伴うものではなく、後に

報告する SX3 の遺物が SD6 に廃棄された可能性が高いと

考えられる。確実に SD6 に伴う遺物は底面のピット内か

ら出土した 646 であるが、この土師器坏の法量からは 9

世紀末〜 10 世紀初頭の年代が導き出される。遺構の廃
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絶時期もこの頃と考えたい。

SD7（第 87 図）

　調査区東側、18・19 区で検出した北東 - 南西方向に走

行する溝状遺構で、南西端で SC19 に連結する。長さ約

29 ｍ、幅 0.2 〜 0.6 ｍ、深さ最大で 16 ㎝を測る。P47

に切られ、P48 を切る。SC19 の項でも述べたように、土

坑部分（SC19）と溝部分（SD7）で別の遺構名を付して

いるが、本来は同一遺構であるものといえる。埋土は単

第 85 図　SD1 〜 5 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）
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一層で、SC19 の最上層に堆積する土と同一のものと考え

られる。標高の最も低いところで土坑（SC19）と連結す

ることから、溜め井等の貯水施設の可能性が考えられる。

ただし、溝状部分（SD7）の底面のレベルはどこもほぼ

平坦であり、SD4 同様に明確な勾配がみられるわけでは

ない。

　672 〜 677 が SD7 出土遺物である。672 〜 676 は土師

器坏の底部である。底径は 5 〜 5.7 ㎝を測る。676 は円

盤高台坏である。677 は土師器甕で、外面はナデにより

調整される。

SD8（第 87 図）

　SD7 の西側、18・19 区で検出しており、長さ約 11 ｍ、

幅 0.15 〜 0.3 ｍ、深さは最大で 9 ㎝を測る。SD7 に並走

するように北東 - 南西方向に延びる。堆積する埋土は単

一層で、SD7 の埋土に似る。SB2 の P1 を切る。遺物は出

土していない。

SD11（第 90 図）

　調査区西端の 5 区で検出した溝状遺構で、南北に走行

する。検出長約 30 ｍ、幅 1 〜 1.5 ｍ、深さは最大で 50

㎝を測る。断面形態は逆台形を呈す。北端は調査区外に

延び、南端は洪水堆積層に切られる。SC39 をはじめ、多

くの遺構に切られており、切り合い関係からは、調査区

の 4・5区付近では最も古い段階の遺構の一つといえる。

　678 〜 703 が SD11 から出土した遺物である。678 〜

683は土師器坏である。678 は口径 13.7 ㎝、底径 8.5 ㎝、

器高 3.2 ㎝を測る。679 は口径 12.9 ㎝、底径 7.5 ㎝、器

高 4.4 ㎝を測る。682・683は円盤高台坏である。

　684 〜 686 は土師器高台付椀である。684 は逆台形の

浅い椀部に短い高台が付く。外面の色調が黒味をおびる。

　687 〜 689 は土師器甕。いずれも外面はナデにより調

整される。688の口縁部内面には凹線が巡る。

　690〜696は製塩土器である。690は口径が18㎝を測る。

内面の布目は磨耗して残っていないものが多い。

　697 〜 701 は須恵器である。697 〜 699 は須恵器坏で、

697 は焼成不良で胎土が軟質となる。逆台形の器形を呈

し、口径 12.7 ㎝、底径 7.5 ㎝、器高 4.7 〜 4.9 ㎝を測る。

700は壷の口縁部、701は小型壷の底部であろうか。

　702 は緑釉陶器の椀ないしは皿の口縁部である。釉は

緑色を呈し、胎土は硬質である。京都産洛西型ないしは

東海産であろう。703は鞴羽口。一部通風孔部分も残る。

SD12（第 93 図）

　SB20の東側、C・D15区で検出しており、検出長は3.7ｍ、第 88 図　SD6 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）

第 89 図　SD6・7 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）
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深さは浅く 5 ㎝程を測るのみである。走行方向が SB20

の主軸とほぼ同一であるが、若干距離があるため、SB20

に伴うものかは判然としない。埋土にはⅥ b 層が堆積す

る。遺物は出土していない。

SD14（第 93 図）

　D10 区で検出しており、溝状部分の検出長は 3.5 ｍ、

幅 0.4 ｍ弱、深さ 8 ㎝程を測る。断面形態は逆台形状を

呈す。北西〜南東方向に走行するが、北西側は硬化面

を有す窪地に、南東端は SB23 の柱穴手前で終息する。

SB24 の項でも述べたとおり、窪地と SD14 は本来一つの

遺構であると考えられる。底面には芯々間が 60 ㎝前後

の浅いピットを有す。このピットは窪地の底面にも続い

ていることからも、やはり SD14 と窪地部分は一連の遺

構であることが分かる。このピットの底面には土師器や

須恵器の小破片が敷き詰められていたが、図化できるよ

うな遺物は出土していない。

　これまでみてきたように、本遺跡で検出された溝状遺

構の中で、その機能等の位置づけに関して断定できるも

のはほとんどない。SD5・6・14 といった底面に所謂波板

状ピットと呼ばれるピット列をもつものについては、道

跡である可能性が指摘できる。これらのピット列の芯々

間は 60 〜 70 ㎝を測り、これまで報告されているこの種

の遺構とほぼ同様の傾向を示す。

　また、SD4 や SD7 のように遺構内に水の存在が想定さ

れる遺構もあるが、これが具体的にどのような機能を有

していたのかについては断定することは困難であり、可

能性を指摘するに止めたい。

第 91 図　SD11 出土遺物実測図①（S=1/3）
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４　焼土範囲（SH）

　包含層（基本土層Ⅴ・Ⅵ・Ⅵ b層）の掘り下げの際に、

焼土ブロックが広がる範囲や面的に土が被熱している範

囲を SH（焼土範囲）として、調査・記録した。その多く

が炉跡のような確実に遺構といえるものではなく、焼土

や炭化物、あるいは灰と考えられる堆積物がブロック状

にみられる範囲が確認されているのみである。遺構その

ものではなくても、その痕跡である可能性が高いため、

以下個別に報告する。SH7 と SH8 については、SB21 に伴

うものと考えられるため、SB21 の項で報告している。

第 92 図　SD11 出土遺物実測図②（S=1/2・1/3）
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SH5（第 94 図）

　SH4 と同様に、G19 区の窪地の落ち際で検出した。こ

れも焼土や灰がブロック状に入る層を検出したもので、

遺構の土が水流などにより二次的に窪地に流れ込んだも

のと考えられる。周辺から図化できる遺物は出土してい

ない。

SH6（第 94 図）

　E13 区で検出しており、やはり 1.2 × 0.8 ｍの範囲で、

焼土・炭化物・灰が混ざる層が検出された。周辺から土

師器の甕である 706・707が出土した。

SH7・SH8（第 35 図）

　遺構の詳細および出土遺物については、SB21 の項で報

告している。

SH9（第 94 図）

　B5 区で、SC57 の上部に堆積する形で検出された焼土

ブロックが集中する範囲である。この範囲は 1.4 × 1.0

ｍにおよび、比較的多くの遺物が出土している。

　718 〜 723 が SH9 の範囲内から出土した遺物である。

718 〜 722 は土師器の坏。718 はやや歪みがみられるが、

口径 10.8 ㎝、底径 5.5 ㎝、器高 4.5 ㎝を測る。底部は

円盤状を呈す。720 は大きく突出する円盤高台を有す。

723は土師器甕である。口径23.8㎝を測る。外面はナデ、

内面はナデおよびケズリにより調整される。

　以上のように、焼土範囲（SH）として認識したものは、

その名称が示すとおり、炉跡等の遺構そのものではなく、

なんらかの理由で被熱の痕跡である焼土を含む層が流出

し、二次的に堆積した範囲を検出したものである。SB21

内で検出した SH7 および SH8 についても、鍛冶作業等に

より形成された床面ないしは炉跡の被熱の痕跡が、焼土

ブロックとして二次的に堆積したものである可能性が高

い。

　尚、今回の真米田遺跡の調査では、鞴羽口、鉄滓、炉

壁と考えられる被熱して硬化する粘土塊など、鍛冶関連

の遺物が大量に出土している。鉄製品も鉄釘をはじめか

なりの量が出土しているといえる。しかしながら、上述

のように、ある程度長時間にわたる被熱の痕跡と考えら

れる焼土塊や炭化物を含む層の二次堆積は確認している

ものの、炉跡のような確実に鍛冶の痕跡であるといえる

遺構は検出できていない。ただし、このような炉跡の残

骸である可能性のあるものや、大量の関連遺物が出土し

ていることから、集落内で鍛冶作業が行われていた可能

性は極めて高いといえよう。

　ここで報告した焼土範囲以外にも、同様の遺構として

SX3 とした遺構が挙げられる。焼土範囲とは異なり、断

面観察から掘り込み状のものが確認できたため、別途報

告する。

第 96 図　SH9 出土遺物実測図（S=1/3）

SH1（第 94 図）

　F16 区で検出しており、ブロック状の焼土が 0.9 × 0.3

ｍの範囲に広がる。掘り込みはもたない。ここで火を使

い、床が被熱したものではなく、本来別の場所にあった

焼土がこの場所に廃棄されたものを検出したものと考え

られる。Ⅵ層中で検出している。これに伴うような遺物

も出土していない。

SH2（第 94 図）

　SH1 の西側、F16 区で、SB12 と重複して検出している。

SH1 と同様に掘り込みはもたず、約 30 ㎝四方の範囲で基

本土層のⅦ層と考えられる黄褐色土中に焼土・炭化物が

含まれた層が堆積する。Ⅵ層中で検出している。これも

SH1 と同様に、本来別の場所にあったであろう炉等の遺

構の土がかき出されるなどして、二次的に堆積したもの

を検出したと考えられる。この範囲から土師器の坏と考

えられる資料が出土した（704）。口径は 10 ㎝に満たず、

小型である。

SH3（第 94 図）

　SH1 の東側、F16 区で検出しており、0.7 × 0.4 ｍの範

囲で焼土ブロックを含む明黄褐色土が検出されている。

この明黄褐色土は基本土層のⅦ層と考えられ、それ自体

がブロック状に堆積する。状況としては SH2 と同じよう

に、炉のような火を使用する遺構の土が廃棄され、二次

的に堆積したものを検出したと考えられる。つまり遺構

そのものではなく、二次堆積した焼土および地山層がブ

ロック状に散在する範囲として認識したものである。

　この範囲の周辺からは 705 の製塩土器が出土した。内

面には布目の痕が残る。

SH4（第 94 図）

　G19 区の窪地の落ち際で検出した。径 1.4 ｍ程の範囲

に炭化物と焼土を含む範囲を確認した。遺構というより

は、炉跡等の被熱した土が二次的に窪地に流れ込んだ可

能性が高い。周辺からは図化できる遺物は出土していな

い。

第 95 図　SH2・3・6・7 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）
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産洛西型、防長産、東海産のいずれかと考えられる。

　732 〜 736 は鉄釘である。いずれも断面形態は四角形

を呈す。頭部が遺存するものはない。

　737 は軽石製笠石である。上面観は各辺の中央が丸み

をおびる四角形を呈す。屋根上部に欠損痕とみられる痕

跡があり、本来は宝珠が付いていた可能性がある。また、

裏面には一辺 6.5 ㎝四方の四角形の臍孔がみられ、その

周囲に方形のあたり痕が認められる。塔身の痕跡と考え

られる。これらのことから、本資料は笠塔婆の笠ないし

は板碑の屋根であり、みつかっていない塔身部分は木質

であった可能性がある（狭川真一氏教示）。

　上述の出土遺物のうち、墓壙から出土しているのは

725・726 のみで、その他は周溝内から出土している。

737 の軽石製笠石も周溝の南東部で出土している。ある

程度周溝内に土が流入・堆積した後に入り込んだものと

考えられるため、本遺構に確実に伴うものとは断定でき

ない。出土遺物が少なく遺構の帰属時期の決定には苦慮

するが、本遺跡の主要時期である 9 世紀後半〜 10 世紀

代の所産と考えたい。上述の軽石製笠石についても、後

世の流れ込みである可能性が十分に考えられるため、こ

こでは 9 世紀後半頃〜中世までの時間幅で捉えておきた

い。

第 98 図 　SK1 出土遺物実測図（S=1/2・1/3・1/6）

５　楕円形周溝墓（SK）

SK1（第 97 図）

　C16 区で検出した遺構で、北側約 1/3 程が現代の攪乱

により削平されるため、全体的な規模は不明である。残

存する規模・形態から推測すると、周溝外周径は、長軸

3.2 ｍ＋α、短軸が 3.54 ｍの長楕円形を呈すものと考え

られる。主軸はN-11°-Eにとる。周溝は南西側で途切れ、

幅 1 ｍ程の陸橋がつくられる。残存する範囲での周溝の

幅は約30〜60㎝、検出面からの深さは14〜26㎝を測る。

断面は U 字状を呈す。周溝内に堆積する埋土は、場所に

より若干異なるが、基本的には黒褐色粘質土である。

　墓壙も周溝同様、北側の一部が現代の攪乱により削平

されており、正確な規模は不明となる。長軸 2.3 ｍ＋α、

短軸 1.32 ｍの隅丸長方形を呈す。検出面からの深さは

10 〜 24 ㎝で周溝と変わらない。床面は北側に向かい緩

やかに傾斜する。断面で遺構内埋土を観察すると、上半

には硬くしまる黒褐色粘質土が堆積しており、下半には

褐灰色砂質土が幾層かに分かれ堆積する。断面観察から

は確実に木棺の痕跡といえるものは確認できていない。

また、鉄釘は墓壙内からは出土していないことからも、

埋葬施設が木棺であった可能性は低いと考える。墓壙内

からはほとんど遺物が出土しておらず、しかも破片資料

が多い。供献したと考えられる遺物は出土していない。

　724 〜 737 が SK1 から出土した遺物である。724 はや

や硬質な土師器坏である。周溝内から出土。口径は 10.6

㎝を測る。725 は円盤高台坏。726 は土師器甕、727・

728は甑の底部であろうか。

　729 は須恵器甕の胴部片である。

　730・731 は緑釉陶器である。730 は暗緑色を呈し、硬

質な胎土を有す。ミガキはみられない。京都産洛西型な

いしは近江産であると考えられる。731 はやや軟質な胎

土で、色調は淡緑色を呈す小椀ないしは皿である。京都

724
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６　ピット（P）

　真米田遺跡では、掘立柱建物跡や柵列のように、建物

跡の一部を構成する柱穴として認識できたもの以外の小

穴は、単独のピットとして調査・記録している。調査区

全体では合計 650 基程検出している。基本的には 1 ｍ前

後の土坑と区別して、径が 0.5 ｍ以下の円形を基調とす

る遺構をピットとしているが、線引きは厳密なものでは

ない。それより大型のものも若干含まれている。土層断

面の観察から、柱痕跡が認められるピットも存在するこ

とから、本来は建物の一部を構成していた可能性がある

ピットも少なくない。以下、埋土が複数層確認されたピッ

ト、図化できる遺物が出土したピットについて個別に報

告していく。個別の平面・断面図を掲載しておらず、出

土遺物のみを報告しているピットの位置・形態について

は第 11 〜 15 図の遺構配置図を参照されたい。

P39（第 15 図）

　F20 区で検出した。738 は土師器坏で底径が 5.8 ㎝を

測る。

P40（第 99 図）

　F20 区で検出しており、径 0.34 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 48 ㎝を測る。739 は土師器坏である。口

径 11.4 ㎝、底径 5.9 ㎝、器高 4.7 ㎝を測る。

P42（第 99 図）

　G16 区で検出しており、径 0.28 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 56 ㎝を測る。埋土中からは礫が多く出

土している。

P44（第 99 図）

　G20 区で検出しており、径 0.38 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 18 ㎝を測る。

P49（第 99 図）

　G20 区で検出しており、径 0.38 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 28 ㎝を測る。

P54（第 99 図）

　G21 区で検出しており、径 0.44 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 16 ㎝を測る。

P56（第 99 図）

　G21 区で検出しており、長軸 0.46 ｍ、短軸 0.36 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 42 ㎝を測る。742 は

製塩土器の底部片である。

P60（第 99 図）

　G21 区で検出しており、長軸 0.34 ｍ、短軸 0.28 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 18 ㎝を測る。740 は

土師器坏で底部は円盤高台となる。底径 5.5 ㎝を測る。

P62（第 99 図）

　G21 区で検出しており、径 0.38 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 20 ㎝を測る。

P67（第 99 図）

　F21 区で検出しており、長軸 0.46 ｍ、短軸 0.38 ｍの

不整楕円形を呈す。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。

P68（第 99 図）

　F21 区で検出しており、長軸 0.4 ｍ、短軸 0.34 ｍの

不整円形を呈す。深さは 20 ㎝を測る。SX1 に切られる。

743は土師器坏の底部。底径 5.2 ㎝を測る。

P71（第 15 図）

　F21 区で検出している。SD4 を切る。744 は埋土下層か

ら出土した鉄滓である。

P74（第 99 図）

　E21 区で検出しており、長軸 0.38 ｍ、短軸 0.32 ｍの

円形を呈す。検出面からの深さは 34 ㎝を測る。SD4 を切

る。遺構の北西側にテラスを有し、二段掘りになる。断

面観察からは柱痕跡と考えられる土層が確認できた。

P77（第 99 図）

　F21 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 18 ㎝を測る。

P79（第 99 図）

　F21 区で検出しており、長軸 0.42 ｍ、短軸 0.36 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 38 ㎝を測る。検出

面近くで 745の製塩土器が出土した。口径11.4㎝を測り、

内面には布目痕が残る。

P84（第 99 図）

　F21 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 20 ㎝を測る。底面近くからは小礫が多

く出土した。

P86（第 99 図）

　G21 区で検出しており、長軸 0.3 ｍ、短軸 0.26 ｍの楕

円形を呈す。深さは 24 ㎝を測る。

P92（第 99 図）

　G20 区で検出しており、長軸 0.24 ｍ、短軸 0.2 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 24 ㎝を測る。

P94（第 14 図）

　D17 区で検出した。741 は土師器の高台付椀である。

P124（第 14 図）

　E17 区で検出した。746 は鉄滓である。

P172（第 99 図）

　G21 区で検出しており、長軸 0.56 ｍ、短軸 0.44 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 12 ㎝を測る。747 は

完形の土師器坏である。若干焼き歪みがみられるが、口

径 11.1 〜 11.5 ㎝、底径 5.0 ㎝、器高 4.5 ㎝を呈す。

P175（第 99 図）

　G21・22 区で検出しており、長軸 0.34 ｍ、短軸 0.26
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P183（第 99 図）

　G22 区で検出しており、径 0.46 ｍの不整円形を呈す。

検出面からの深さは88㎝を測る。751は須恵器坏である。

底径 5㎝を測る。752は土師器の高台付椀。

P184（第 101 図）

　G22 区で検出しており、長軸 0.42 ｍ、短軸 0.38 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 44 ㎝を測る。

P186（第 101 図）

　G22 区で検出しており、長軸 0.76 ｍ、短軸 0.36 ｍを

測る。平面形態はひょうたん形を呈す。遺構の南東側が

わずかにテラス状を呈し、北西側が若干深くなる。

P188（第 101 図）

　H22 区で検出しており、長軸 0.46 ｍ、短軸 0.38 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 36 ㎝を測る。

P189（第 101 図）

　G22 区で検出しており、径 0.64 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 60 ㎝を測る。753 は土師器坏で、円盤高

台を有す。口径 12.5 ㎝、底径 6.4 ㎝、器高 5.1 ㎝を測る。

P196（第 101 図）

　F22 区で検出しており、径 0.5 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 20 ㎝を測る。

P198（第 101 図）

　F22 区で検出しており、長軸 0.48 ｍ、短軸 0.42 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 44 ㎝を測る。埋土

の最上層には炭化物や焼土を含む層がみられる。754 は

口縁部のみであるが、高台付椀であろうか。口径は 13.8

㎝を測る。胎土は硬質。

P200（第 101 図）

　G22 区で検出しており、P189 に切られる。径 0.2 ｍ程

のピットと考えられる。検出面からの深さは52㎝を測る。

757は鉄釘である。断面四角形で、頭部が残る。

P201（第 101 図）

　F22区でSC31やP202に隣接して検出した。長軸0.26ｍ、

短軸 0.2 ｍの楕円形を呈す。検出面からの深さは 36 ㎝

を測る。755は刀子である。刃部にゆるい関部がみられる。

背部は錆により変形しているためか、若干湾曲する。切

先は欠損する。756は土師器の高台付椀である。底径は7.3

㎝を測る。

P202（第 101 図）

　F22区で SC31・P201に隣接して検出した。長軸0.38ｍ、

短軸 0.32 ｍの楕円形を呈す。検出面からの深さは 26 ㎝

を測る。

P203（第 101 図）

　F22 区で検出しており、長軸 0.5 ｍ、短軸 0.46 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 34 ㎝を測る。

P205（第 101 図）

　F22 区で検出しており、長軸 0.44 ｍ、短軸 0.36 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 62 ㎝を測る。埋土

中位からは人頭大の礫が出土している。

P207（第 101 図）

　G22 区で検出しており、長軸 0.56 ｍ、短軸 0.44 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 54 ㎝を測る。断面

形態をみると、底面中央が径 20 ㎝程の円形に一段深く

なる。埋土の観察からは柱痕跡は認められなかったが、

この二段掘り部分が柱の痕跡の可能性がある。

P208（第 101 図）

　F22 区で検出しており、長軸 0.5 ｍ、短軸 0.44 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 40 ㎝を測る。遺構の

南東側がテラス状になり、北西側が一段低くなる。758

は埋土上層から出土した土師器の高台付椀である。磨耗

する。

P209（第 101 図）

　F22 区で検出しており、径 0.4 ｍの不整円形を呈す。

検出面からの深さは 52 ㎝を測る。

P210（第 101 図）

　F22 区で検出しており、径 0.4 ｍの不整円形を呈す。

検出面からの深さは 42 ㎝を測る。遺構の西側がテラス

状になり、東側が深くなる。

P212（第 101 図）

　G22 区で検出しており、SB9 の P194 に切られる。長軸

0.54 ｍ、短軸 0.44 ｍの楕円形を呈す。検出面からの深

さは 64 ㎝を測る。断面を観察すると、中央に垂直方向

の立ち上がりが認められるため、これが柱痕跡である可

能性が高い。その上部には異なる土が堆積し、大きく開

くため、柱は抜き取られたものと考えられる。759 は埋

土の下層より出土した製塩土器である。

P213（第 103 図）

　E22 区で検出しており、長軸 0.66 ｍ、短軸 0.54 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 68 ㎝を測る。埋土

には焼土や炭化物を多く含み、須恵器が大量に出土して

いる。

　760 〜 765 が出土した須恵器である。760 は須恵器の

甕で、外面には平行タタキが、内面は車輪文の後ナデが

加えられる。口縁はくの字に屈曲し、口径 17.8 ㎝を測

る。761 〜 763 も甕の口縁部で、くの字に屈曲する。764

は甕の胴部、765は肩部であろうか。

P214（第 103 図）

　E23 区で P215 に隣接して検出している。径 0.5 ｍの円

形を呈す。検出面からの深さは 42 ㎝を測る。断面を観

察すると、中央に幅 20 ㎝程の垂直方向の立ち上がりが

ｍの隅丸方形を呈す。深さは 30 ㎝を測る。748・749 は

製塩土器である。いずれも口縁部片である。

P178（第 99 図）

　G22 区で検出しており、長軸 0.42 ｍ、短軸 0.38 ｍの

不整形を呈す。検出面からの深さは 34 ㎝を測る。

P179（第 99 図）

　G22 区で検出しており、径 0.36 ｍの不整円形を呈す。

検出面からの深さは 10 ㎝を測る。

P180（第 99 図）

　H22 区で検出しており、径 0.44 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 14 ㎝を測る。

P181（第 99 図）

　H22 区、P180 に隣接して検出しており、長軸 0.54 ｍ、

短軸 0.5 ｍの楕円形を呈す。検出面からの深さは 42 ㎝

を測る。断面観察からは柱痕跡と考えられる土層が確認

できた。750 は円盤高台坏である。底径は 5.4 ㎝を測る。

P182（第 99 図）

　G22 区で検出しており、長軸 0.26 ｍ、短軸 0.22 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。遺構

の西側がテラス状を呈し、二段掘りとなる。
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第 100 図　ピット（P）出土遺物実測図①（S=1/2・1/3）
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認められる。柱痕跡であると考えられるが、この部分に

は焼土が混ざる。

P215（第 103 図）

　E23 区で P214 に隣接して検出しており、径 0.48 ｍの

円形を呈する。検出面からの深さは 42 ㎝を測る。埋土

には焼土・炭化物が多く含まれる。P213 と同様に、埋土

中からは須恵器をはじめとする遺物が多く出土した。

　769 〜 774 は須恵器の甕である。769 は全ての破片が

接合するものではないが、同一個体と考えられる破片を

抽出し、図面上で復元したものである。外面は縦方向の

平行タタキ、内面は同心円当て具痕が認められる。P213

の埋土上層から出土した破片と接合している。770 も

769 と同一個体である可能性が高い。772・773 は同一個

体であると考えられ、外面は横方向の平行タタキ、内面

は同心円当て具痕の後にカキメ状の細沈線が重ねられ

る。774 は外面格子目タタキ、内面はナデがみられる。

少なくとも 4 個体以上の甕が出土している。775 は製塩

土器である。

P216（第 103 図）

　F22 区で検出しており、SB8 の P2 に切られる。径 0.4

ｍ程の楕円形を呈すものと推測される。検出面からの深

さは 86 ㎝を測る。

P223（第 103 図）

　F22 区で検出しており、長軸 0.5 ｍ、短軸 0.42 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。766 は土

師器坏である。底部は円盤状に厚くなり、内外面共に赤

彩される。口径 12.4 ㎝、底径 6.3 ㎝、器高 4.7 ㎝を測る。

P240（第 103 図）

　F16 区で検出しており、長軸 0.38 ｍ、短軸 0.32 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 46 ㎝を測る。遺構
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第 101 図　ピット（P）実測図②（S=1/40） 第 102 図　ピット（P）出土遺物実測図②（S=1/2・1/3）
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の北側がテラス状を呈し、南側が一段深くなる。さらに

この底面には径 8 ㎝程のピットが穿たれる。断面観察か

らは柱痕跡は確認されていない。

P241（第 103 図）

　E16 区で検出しており、径 0.32 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 34 ㎝を測る。
第 104 図　ピット（P）出土遺物実測図③（S=1/3）
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P244（第 103 図）

　E16 区で検出しており、径 0.2 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 20 ㎝を測る。

P245（第 103 図）

　E16 区で検出しており、径 0.36 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 48 ㎝を測る。

P246（第 103 図）

　E16 区で検出しており、長軸 0.36 ｍ、短軸 0.3 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 62 ㎝を測る。

P247（第 103 図）

　E16 区で検出しており、径 0.26 ｍの楕円形を呈す。検

出面からの深さは 46 ㎝を測る。

P248（第 103 図）

　E16 区で検出しており、径 0.34 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 52 ㎝を測る。

P249（第 103 図）

　D・E16 区で検出しており、長軸 0.56 ｍ、短軸 0.5 ｍ

の楕円形を呈す。検出面からの深さは 12 ㎝を測る。

P250（第 103 図）

　E16 区で検出しており、径 0.2 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 26 ㎝を測る。

P256（第 103 図）

　E16 区で検出しており、径 0.22 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 30 ㎝を測る。

P266（第 103 図）

　C15 区で検出しており、径 0.26 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 30 ㎝を測る。

P268（第 14 図）

　C15 区で検出した。767 は軟質な胎土で、色調は淡緑

色を呈す緑釉陶器の体部片である。椀ないしは皿であろ

う。防長産と考えられる。768 は鉄滓である。重量は 68

ｇを計る。

P274（第 103 図）

　D15 区で検出しており、径 0.4 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 20 ㎝を呈す。

P276（第 103 図）

　D15 区で検出しており、長軸 0.38 ｍ、短軸 0.34 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 40 ㎝を測る。遺構

の北側がテラス状を呈し、南側が深くなる。土層断面の

観察から、垂直方向の立ち上がりが確認できる。柱痕跡

と考えられる。

P278（第 105 図）

　D15 区で検出しており、長軸 0.66 ｍ、短軸 0.52 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの掘り込みの深さは 52 ㎝を

測る。

P281（第 105 図）

　D15 区で検出しており、長軸 0.3 ｍ、短軸 0.24 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 54 ㎝を測る。776 は鉄

製の紡錘車である。径 5.2 ㎝を測る。軸部分は出土して

いない。

P282（第 105 図）

　D15 区で検出しており、長軸 0.4 ｍ、短軸 0.34 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 42 ㎝を測る。

P283（第 105 図）

　D15 区で検出しており、長軸 0.5 ｍ、短軸 0.3 ｍのひょ

うたん形を呈す。検出面からの深さは 36 ㎝を測る。遺

構の西側がテラス状を呈し、東側が深くなる。埋土中位

で人頭大の礫が出土している。

P293（第 105 図）

　E15 区で検出しており、径 0.34 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 40 ㎝を測る。

P294（第 105 図）

　E15 区で検出しており、径 0.22 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 16 ㎝を測る。

P296（第 105 図）

　E15 区で検出しており、径 0.34 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 42 ㎝を測る。

P297（第 105 図）

　E15 区で検出しており、長軸 0.32 ｍ、短軸 0.24 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。底面

の北西側に偏って深さ 4㎝程の浅い窪みがみられる。

P298（第 105 図）

　E15 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 48 ㎝を測る。777 は内面にミガキが加え

られ、黒色処理される黒色土器 A 類である。内面の炭素

の吸着が悪く、黒色を呈していない範囲が多い。

P299（第 105 図）

　E15 区で検出しており、径 0.34 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 24 ㎝を測る。

P312（第 14 図）

　C14 区で検出した。779 は断面四角形の鉄釘と考えら

れる。錆のため小礫が付着する。

P321（第 14 図）

　D14 区で検出した。782 は須恵器甕の胴部片であろう。

内外面共に平行タタキがみられる。

P331（第 105 図）

　G16 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 32 ㎝を測る。778 は土師器皿で、底部か

ら体部下半がケズリ状の調整となる。口径 15 ㎝、底径 7

㎝、器高 2.2 ㎝を測る。

P333（第 105 図）

　G16 区で検出しており、長軸 0.44 ｍ、短軸 0.38 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。

P334（第 105 図）

　G16 区で検出しており、SB19 の P9 に切られる。平面

形態は楕円形を呈するものと推測される。検出面からの
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深さは 26 ㎝を測る。

P337（第 14 図）

　E14 区で検出している。780 は口縁部のみが遺存する

が土師器の高台付椀と考えられる。内面が黒色処理され

る黒色土器 A類。口径は 14 ㎝を測る。

P338（第 14 図）

　E14 区で検出している。781 は土師器の高台付椀であ

ろうか。口径は 12 ㎝を測る。

P341（第 35 図）

　D13 区で検出しており、SB21 の P1 に切られる。783 は

土師器坏である。底径 7.7 ㎝を測る。785 は焼成不良の

ためか、にぶい橙色を呈する須恵器の高台付坏である。

底部には短い高台が付く。

P343（第 13 図）

　D13 区で検出している。784は鞴羽口である。

P352（第 13 図）

　E12 区で検出している。787 は土師器甕の口縁部。硬

く焼きしまる。

P360（第 105 図）

　E12 区で検出しており、径 0.5 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 50 ㎝を測る。底面は二段掘りされる。

786 は土師器坏である。口径 10.5 ㎝、底径 5.8 ㎝、器高

5.3 ㎝を測る。

P365（第 105 図）

　C10 区で検出しており、長軸 0.46 ｍ、短軸 0.38 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 58 ㎝を測る。

P367（第 105 図）

　D10 区で検出しており、径 0.34 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 26 ㎝を測る。

P371（第 105 図）

　D10 区で検出しており、長軸 0.6 ｍ、短軸 0.4 ｍのひょ

うたん形を呈する。検出面からの深さは 32 ㎝を測る。

P388（第 107 図）

　E11 区で検出しており、径 0.34 ｍの不整円形を呈す。

検出面からの深さは 24 ㎝を測る。

P396（第 13 図）

　E11 区で検出した。788 は土師器蓋である。口径 15.8

㎝を測る。

P398（第 107 図）

　E11 区で検出しており、長軸 0.5 ｍ、短軸 0.46 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 26 ㎝を測る。

P400（第 13 図）

　E11区で検出している。789は須恵器の高台付坏である。

高台部先端は欠損する。口径 17 ㎝を測る。器面が荒れ

ざらつく。

P404（第 107 図）

　E12 区で検出しており、径 0.28 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 22 ㎝を測る。断面観察からは、柱痕跡

の可能性がある土層が確認されている。

P405（第 107 図）

　E12 区で検出しており、径 0.44 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 18 ㎝を測る。断面にみられる垂直方向

の立ち上がりは柱痕跡の可能性がある。790 は土師器の

坏である。底径は 7.9 ㎝を測る。

P416（第 107 図）

　D11 区で検出しており、長軸 0.32 ｍ、短軸 0.22 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 18 ㎝を測る。

P417（第 107 図）

　D11 区で検出しており、長軸 0.46 ｍ、短軸 0.36 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 46 ㎝を測る。遺構

の東側にテラスを有し、東側が一段深くなる。

P418（第 107 図）

　D11 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 36 ㎝を測る。

P419（第 107 図）

　D11 区で検出しており、長軸 0.36 ｍ、短軸 0.32 ｍの

楕円形を呈す。検出面からの深さは 50 ㎝を測る。

P420（第 107 図）

　D11 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 46 ㎝を測る。

P431（第 13 図）

　D10 区で検出しており、SD2 を切る。792 は須恵器甕の

胴部片である。

P439（第 12 図）

　D9 区で検出した。793は製塩土器の口縁部片である。

P440（第 12 図）

　D9 区で検出した。791 はチャート製の火打ち石。両端

は稜を作り出し、機能部としている。使用によるつぶれ

が認められる。一部摂理面を残す。

P442（第 107 図）

　D9 区で検出しており、長軸 0.42 ｍ、短軸 0.28 ｍの楕

円形を呈す。底面が二箇所にみられるため、二つのピッ

トが重なっていた可能性もあるが、断面観察からは同一

遺構と判断した。

P443（第 107 図）

　D9 区で検出しており、長軸 0.36 ｍ、短軸 0.26 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。

P444（第 107 図）

　D9 区で検出しており、長軸 0.32 ｍ、短軸 0.26 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 54 ㎝を測る。
第 106 図　ピット（P）出土遺物実測図④（S=1/1・1/2・1/3）
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P450（第 12 図）

　D9 区で検出した。794 は土師器の高台付椀である。口

縁部を欠くが、底部には短い高台が付く。底径は 6.6 ㎝

を測る。795は製塩土器の口縁部。

P453（第 12 図）

　D9 区で検出している。796 は須恵器甕を再利用した転

用硯である。内面に磨痕が認められる。

P463（第 12 図）

　E9 区で検出している。798 は土師器坏。口径 12.4 ㎝、

底径 5.4 ㎝、器高 4.7 ㎝を測る。

P468（第 12 図）

　E9 区で検出している。797 は須恵器壷である。

P481（第 107 図）

　F10 区で検出しており、径 0.34 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 26 ㎝を測る。799 は底面近くから出土し

ている。一見すると土師器の脚台のようにもみえるが、

糸切り痕が残る平坦面を底部と判断し、小鉢として報告

する。肉厚な底部があり、口縁部に向かい外反して立ち

上がる。内面は非常に丁寧な調整が加えられる。ここで

は小鉢として報告しているが上下逆転し、脚台状になる

可能性もある。

P483（第 11 図）

　B2 区で検出している。800 は土師器甕である。口縁部

が短く外反する。

第 108 図　ピット（P）出土遺物実測図⑤（S=1/3）
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P487（第 11 図）

　A4 区で検出している。801 〜 811 が出土した。801 〜

803、805 〜 807 はいずれも土師器坏。801 は円盤高台を

有し、口縁端部が外反する。口径 13 ㎝、底径 7.2 ㎝、

器高 5 ㎝を測る。802 は底部が切り離しの際に薄く円盤

高台状に切り残されている。口径 12.6 ㎝、底径 5 ㎝、

器高 4.5 ㎝を測る。804 は底部を欠くが、器形から高台

付椀と考えられる。808・809 も高台付椀である。810 は

防長産と考えられる緑釉陶器である。軟質な胎土を有す。

811は製塩土器の口縁部片。

P488（第 11 図）

　B5 区で検出している。815 は内外面にミガキが加えら

れる椀である。黒色処理はされていない。

P507（第 11 図）

　A4 区で検出している。814 は全体的に磨耗するが、土

師器椀であろうか。816 は土師器甕で、外面と内面口縁

部付近にハケメが認められる。

P508（第 11 図）

　B5 区で検出している。817 は土師器坏である。口径

11.5 ㎝、底径 5㎝、器高 3.2 ㎝を測る。819 は土師器甕。

外面はナデ、内面はナデ・ケズリにより調整される。

P510（第 107 図）

　B5 区で検出しており、長軸 0.6 ｍ、短軸 0.54 ｍの楕

円形を呈す。SD11・SC44 を切る。検出面からの深さは

42 ㎝を測る。812 は土師器甕で口径 27.4 ㎝を測る。内

面にハケメがみられる。813 は製塩土器の口縁部である。

P511（第 11 図）

　A5 区で検出している。818 は土師器坏。底径 7.8 ㎝を

測る。

P516（第 11 図）

　B5区で検出している。820は製塩土器の口縁部である。

P517（第 11 図）

　B5 区で検出している。821 は製塩土器であるが、内面

は磨耗し、布目は残らない。

P519（第 11 図）

　B5 区で検出している。822 は土師器の高台付椀。ハの

字に開く短い高台が付く。底径 7.9 ㎝。

P526（第 12 図）

　C8 区で検出している。823 は土師器坏の底部である。

底径 6㎝を測る。

P528（第 107 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.5 ｍ、短軸 0.32 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 40 ㎝を測る。824 は底

部を欠くが、高台付椀と考えられる。口径 15 ㎝。

P533（第 12 図）

　C8区で検出している。825は天草陶石製の砥石である。

欠損する部分以外は全ての面に磨痕が認められる。上面

には円形の窪みがある。石材等の穿孔の際に使われた痕

跡であろう。

P557（第 107 図）

　B4・5区で検出している。大部分を掘り過ぎているため、

全体的な形態・規模は不明である。遺構の検出面からの

深さは44㎝を測る。827は土師器坏である。口径13.4㎝、

底径 6.6 ㎝、器高 3.8 ㎝を測る。

P569（第 12 図）

　B7 区で検出している。826 は軟質胎土の緑釉陶器であ

る。椀ないしは皿であろう。胎土に粘り気があり、防長

産と考えられる。

P573（第 12 図）

　B7 区で検出している。830 は土師器坏。口径 13 ㎝、

底径6.2㎝、器高5.1㎝を測る。831は口径13㎝、底径6.8

㎝、器高 4.7 ㎝を測る。底部は切り離しの際に薄く円盤

状に残される。

P574（第 107 図）

　B7 区で検出しており、径 0.44 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 36 ㎝を測る。

P576（第 12 図）

　B7 区で検出している。832 は土師器坏。底径 4.9 ㎝を

測る。

P577（第 12 図）

　B7区で検出している。829は土師器坏である。底径4.6

㎝を測る。

P578（第 12 図）

　B・C7 区で検出している。828 は土師器坏である。底

部は円盤高台を呈す。底径 5.8 ㎝を測る。

P583（第 12 図）

　C7区で検出している。833は土師器坏の口縁部である。

口径は 13.2 ㎝を測る。

P586（第 110 図）

　C7 区で検出しており、長軸 0.84 ｍ、短軸 0.78 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 30 ㎝を測る。834 は

土師器坏で、口径 13.1 ㎝、底径 6 ㎝、器高 5 ㎝を測る。

835 は器高が低い土師器鉢であろうか。口縁部周辺には

ふきこぼれの痕跡が残る。836 は製塩土器である。

P591（第 12 図）

　B7 区で検出している。843 は土師器坏の底部である。

底径 5.8 ㎝を測る。

P592（第 110 図）

　A7 区で検出しており、長軸 0.7 ｍ、短軸 0.48 ｍのひょ

うたん形を呈す。検出面からの深さは 30 ㎝を測る。遺

構の南側がテラス状を呈し、中央が一段深くなる。断面

観察からは、ピット中央で、幅 10 ㎝程の垂直方向の立

ち上がりが確認できる。その上部が広がり、別の土が堆

積することから、柱の抜き取り痕であると考えられる。

P594（第 110 図）

　A7 区で検出しており、長軸 0.62 ｍ、短軸 0.48 ｍの楕

第 109 図　ピット（P）出土遺物実測図⑥（S=1/3・1/4）
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円形を呈す。検出面からの深さは 40 ㎝を測る。遺構底

面の中央が深くなる。壁面には地山の礫が露出する部分

が認められる。埋土中からも多くの礫が出土した。

　本ピットからは 837 〜 842 が出土している。837 〜

839 は土師器の坏。837 は焼き歪みがみられ、上面観は

楕円形を呈す。838 は 837 に比べて器高が低い。840 は

土師器の高台付椀。841 は土師器の甕で外面にはハケメ

調整が認められる。842 は鉄滓である。

P595（第 12 図）

　C6区で検出している。844は土師器坏の底部。底径5.7

㎝を測る。

P596（第 12 図）

　B6 区で検出している。845 は土師器坏の底部である。

底径 4㎝。

P598（第 12 図）　

　C6 区で検出している。846 は円盤高台の土師器坏であ

る。底径 6.8 ㎝を測る。847は須恵器壷。

P600（第 11 図）

　B5 区で検出している。848 は須恵器壷の口縁部付近で

ある。

第 111 図　ピット（P）出土遺物実測図⑦（S=1/2・1/3）
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P601（第 11 図）

　B5 区で検出している。849 は須恵器甕の胴部片。外面

には平行タタキ、内面には同心円当て具痕がみられる。

P602（第 110 図）

　B5 区で検出しており、長軸 0.6 ｍ、短軸 0.38 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 54 ㎝を測る。底面に

は柱のあたり痕と考えられる浅い窪みがみられる。この

窪みから垂直方向の立ち上がりがみられ、その上部が広

がる状況が観察される。柱の抜き取り痕であろう。850

は須恵器の坏、851は製塩土器である。

P603（第 11 図）

　B5 区で検出している。852 は土師器坏で、底径は 6 ㎝

を測る。

P604（第 11 図）

　B5 区で検出している。853 は須恵器甕の胴部、854 は

製塩土器である。

P606（第 11 図）

　C5 区で検出している。855 は須恵器甕の胴部片であろ

う。外面には格子目タタキ、内面には車輪文が認められ

る。

P607（第 11 図）

　C5 区で検出している。856 は外面平行タタキ、内面平

行タタキ後ナデ調整が加えられる。

P608（第 11 図）

　B5 区で検出している。857 は須恵器壷の口縁部で、口

径 9.7 ㎝。858 は甑の底部であろう。内面はケズリによ

り調整される。

P611（第 11 図）

　B5 区で検出している。859 〜 863 が出土している。

859 は土師器の高台付椀である。低く分厚い高台が付く。

口径 12.4 ㎝、底径 7.1 ㎝、器高 5.8 ㎝を測る。内外面

共に磨耗が著しく表面が剥落する。

　860 は土師器坏。底径 6.8 ㎝。861・862 も土師器の高

台付椀である。863は製塩土器で口径 11 ㎝を測る。

P614（第 11 図）

　B5区で検出している。864は土師器蓋のつまみである。

P617（第 11 図）

　D5 区で検出しており、SD11 を切る。865 は土師器坏な

第 112 図　ピット（P）出土遺物実測図⑧（S=1/3） 第 113 図　ピット（P）出土遺物実測図⑨（S=1/2・1/3）
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いしは椀の口縁部で、内外面に赤彩が認められる。口径

13.4 ㎝。

P618（第 110 図）

　B5 区、SC39 の床面で検出されたピットである。調査

時のミスで平面の図面を取り忘れているため、断面でし

か確認できていない。SC39に切られるものと考えられる。

検出面からの深さは 52 ㎝を測る。

P632（第 110 図）

　B6 区で検出しており、長軸 0.7 ｍ、短軸 0.5 ｍの楕円

形を呈す。検出面からの深さは 66 ㎝を測る。866 は須恵

器甕の胴部片である。867 は土師器の坏ないしは椀の口

縁部片。内面に漆と考えられる膜状の付着物が認められ

る。

P633（第 12 図）

　B6 区で検出している。868 は土師器坏の底部で、底径

5 ㎝を測る。869 は須恵器坏の口縁部片。870 は粘土塊で

一部面取りがされる。

P636（第 12 図）

　C6区で検出している。875は土師器甕の口縁部である。

P638（第 12 図）

　B6 区で検出している。871・872 は鞴羽口である。871

は径 8 ㎝程を測るものと推測される。872 は先端部付近

と思われ、融溶物が付着し、一部硬化する。

P641（第 12 図）

　B6 区で検出しており、長軸 0.48 ｍ、短軸 0.38 ｍの不

整楕円形を呈す。検出面からの深さは 46 ㎝を測る。

P646（第 110 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.56 ｍ、短軸 0.4 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 54 ㎝を測る。873 は完

形の土錘である。長さ3.5㎝を測り、中央部がやや膨らむ。

重さは 12 ｇを計る。874 は土師器坏で底径は 5.4 ㎝を測

る。

P647（第 110 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.58 ｍ、短軸 0.4 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 40 ㎝を測る。878 は土

師器坏で焼き歪みがみられ、器高は個体内で幅がみられ

る。口径 12.3 ㎝、底径 5.6 ㎝を測る。879 は器高の低い

土師器の鉢であろう。外面にはハケメがみられる。

P648（第 110 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.48 ｍ、短軸 0.44 ｍの楕

円形を呈す。

P651（第 110 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.5 ｍ、短軸 0.44 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 44 ㎝を測る。遺構の

東側がテラス状を呈し、西側がわずかに深くなる。

P652（第 12 図）

　C6区で検出している。876は土師器の高台付椀である。

短い高台が付く。

P654（第 12 図）

　C6 区で検出している。877 は内面に布目が残る製塩土

器である。外面がわずかに硬化する。

P659（第 12 図）

　C6 区で検出している。880 は製塩土器の口縁部片。

P660（第 110 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.48 ｍ、短軸 0.38 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 44 ㎝を測る。

P664（第 12 図）

　C6 区で検出している。881 は越州窯系青磁椀Ⅰ類であ

る。B5 区出土資料と接合する。

P665（第 12 図）

　C6区で検出している。882は土師器甕の口縁部である。

P666（第 12 図）

　C6 区で検出している。884 は須恵器甕の胴部片であろ

う。外面は格子目タタキ、内面は車輪文が認められる。

P669（第 12 図）

　C6 区で検出している。885 は黒色土器 A 類の口縁部片

である。内面のミガキの単位は不明瞭である。

P673（第 12 図）

　C6 区で検出している。886 は須恵器坏の口縁部と考え

られる。

P674（第 12 図）

　C6区で検出している。887は土師器甕の口縁部である。

P675（第 12 図）

　C6 区で検出している。888 は製塩土器の底部。889 は

土師器坏で、口径 11.8 ㎝、底径 6㎝、器高 4.4 ㎝を測る。

P682 （第 110 図）

　F21 区で整地層を掘り上げた際に窪地の底面で検出し

ている。長軸 0.52 ｍ、短軸 0.48 ｍの楕円形を呈す。検

出面からの深さは 56 ㎝を測る。

P683（第 110 図）

　F21 区で整地層の土層を除去した際に窪地の底面で検

出している。径 0.44 ｍの円形を呈す。検出面からの深

さは 40 ㎝を測る。

P684（第 110 図）

　P682・683 同様に、F21 区で窪地の整地層を除去した

際に検出した。径 0.32 ｍの円形を呈し、検出面からの

深さは 32 ㎝を測る。892は須恵器の坏である。

P687（第 114 図）

　E22 区で窪地の整地層を除去した際に検出した。長軸

0.62 ｍ、短軸 0.5 ｍの不整楕円形を呈す。検出面からの

深さは 50 ㎝を測る。埋土には焼土を多く含む層が確認

できる。

　890 は須恵器壷の頸部である。891 は須恵器甕の胴部

片であろう。外面は格子目タタキ、内面はナデにより調

整される。894 も須恵器の甕である。底部付近と考えら

れる。外面には平行タタキが、内面には同心円当て具痕

の後にナデ調整が加えられる。

P688（第 114 図）

　E・F22 区で窪地の整地層を除去した際に検出した。長

軸 0.5 ｍ、短軸 0.4 ｍの楕円形を呈す。検出面からの深

さは 60 ㎝を測る。P687 同様に、埋土には焼土が多く含

まれる。893は須恵器甕である。内外面共に平行タタキ・

当て具痕が認められる。

P689（第 114 図）

　E・F22 区で窪地の整地層を除去した際に検出している。

長軸 0.42 ｍ、短軸 0.34 ｍの不整形を呈す。検出面から

の深さは 30 ㎝を測る。埋土には焼土が多く含まれる。

P691（第 114 図）

　G22 区で窪地の整地層を除去した際に検出した。長軸

0.48 ｍ、短軸 0.4 ｍの不整楕円形を呈す。検出面からの

深さは 56 ㎝を測る。

　895は土師器坏で、口径 11.2 ㎝、底径 5.6 ㎝、器高 4.3

㎝を測る。896 は粘土塊で表面が被熱のためか黒色を呈

す。粘土塊としているが、凝灰岩の可能性がある。

P693（第 114 図）

　F・G22 区で整地層を除去した際に窪地底面で検出して

いる。長軸 0.38 ｍ、短軸 0.32 ｍの楕円形を呈す。検出

面からの深さは 50 ㎝を測る。

　897 は土師器の高台付椀である。短い高台から口縁部

にかけて直線的に立ち上がる。高台内面には接合時のオ

サエの痕跡が残る。口径 14.9 ㎝、底径 8.4 ㎝、器高 6.3

㎝を測る。898は内面に布目が残る製塩土器である。

　以上、遺物が出土したピットおよび埋土が単一土層で

はないピットについて報告してきた。これまでみてきた

ように、建物跡を構成するものではなく、単独のピット

として報告した遺構の中にも、柱痕跡や柱の抜き取り痕

の痕跡と考えられる土層が確認されているものがある。

そのため、本来は掘立柱建物跡の項で報告した以上の建

物跡が存在していた可能性が高い。現場での調査ではま

ず、平面での柱穴配列から掘立柱建物跡の存在を抽出し、

それに加え検出面や遺構内埋土の整合性から建物跡とし

ての妥当性を確認してきた。このような条件を満たさな

いピット群は、建物跡の一部である可能性は認識しなが

らも、それぞれ単独のピットとして報告している。

　例えばここで報告してきた単独ピットのうち、F23 杭

周辺で検出した P228、P203、P688、P687、P214、P219、

SC35 の配列は、平面上では 3 間× 2 間の掘立柱建物の一

部のようにもみえる。しかし、検出面が異なることや、

埋土の差異および深さ、さらには一部配列としては検出

できていない柱穴が存在するため、積極的に建物跡とし

て認識するには至っていない。また、P213、P215、SC36

の配列についても埋土に焼土を大量に含むという共通点

もあり、掘立柱建物跡の一部である可能性があった。し

かし、これも一辺しか検出できていないため、ここでは

それぞれ単独のピット・土坑として報告している。

　この他にも、E14 区で検出している P335、P336、P337

の配列についても一辺しか検出しておらず、掘立柱建物

跡として認識するには至っていない。
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７　礫集積遺構（SS）

　本遺跡では、掘り込みを伴っておらず、礫を集積した

と考えられる遺構を 1 基、掘り込みを伴っており、その

掘り込み内および上部に礫を集積・充填したものを 2 基

検出している。これらの遺構について、礫集積遺構とし

て以下に報告する。

SS1（第 116 図）

　G18 区、自然窪地の底面で検出している。そのため、

人為的に礫を集積したものとは断定できないが、この範

囲のみ礫が集中していたため、礫集積遺構とした。

　礫は 1.08 × 1.12 ｍの範囲に集中する。明確な掘り込

みは検出できていないが、礫の検出面をみると若干擂り

鉢状に窪む。周辺からは 899 〜 902 の遺物が出土して

いる。899・900 は土師器坏である。899 は底径 5.8 ㎝、

900 は口径 10 ㎝を測る。901 は土師器の高台付椀であろ

う。口径 14 ㎝を測る。902は須恵器甕。

SS2（第 116 図）

　D14 区で検出している。長軸 1.18 ｍ、短軸 1.06 ｍの

円形を呈する掘り込みの上部で、直径 10 〜 30 ㎝の礫が

第 115 図　ピット（P）出土遺物実測図⑩（S=1/3）

集中して検出された。検出面からの掘り込みの深さは 24

㎝を測る。礫の多くは検出面近くの遺構埋土上部に入り

込む。埋土には炭化物や焼土が多く含まれる。埋土の上

部で検出された多量の礫は、本来は土坑に伴うものでは

なく、土坑がある程度埋没した後に廃棄されたものと考

えられる。本遺構の北側には、地山である自然の礫層が

露出している範囲が広がる。SS2 として検出された遺構

の礫も、このような自然の礫層の礫と考えられる。

　903 は土坑部の埋土下層から出土している。土師器坏

である。底部は円盤高台となる。口径15.4㎝、底径6.2㎝、

器高 3.7 ㎝を測る。904 は須恵器甕、905 は鉄釘である。

この 2 点は土坑の埋土内ではなく、上部の礫に混ざって

出土している。

SS3（第 116 図）

　E6 区で検出している。長軸 0.7 ｍ、短軸 0.62 ｍの楕

円形を呈す掘り込み中に、径 5 〜 10 ㎝程度の小礫が充

填されていた。掘り込みの埋土中位からは龍泉窯系青磁

椀の底部片（906）が出土している。椀Ⅳ類以降（明代）

の資料と考えられる。14 世紀以降、中世の所産といえる。
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８　畝状遺構（SU）

　真米田遺跡では、大きく分けて二時期の畝状遺構が検

出されている。一つは基本土層のⅤ層を埋土とするもの。

もう一つは基本土層のⅥ層あるいはⅥ層起源と考えられ

る土が堆積するものである。

　前者は H19 区の周辺にみられる自然の窪地を取り巻く

ように、小溝が途切れ途切れに巡っている。本遺跡の中

でも最も新しい段階の遺構といえ、SD4 や SD7 など周辺

にある遺構を切る。窪地周辺の等高線に沿うように東西

方向に走行する。このⅤ層期の畝状遺構については、残

存状況が悪く、検出面からの深さも数センチであったた

め、走行方向を平面的に捉えたのみである。

　後者は E20 区周辺で検出されており、南北方向に走行

する。こちらも残存状況が悪く、最も残りのよかった

SU1 〜 5 を調査している。いずれも長さ 4ｍ以下、幅 0.4

ｍ程の小溝である。検出面からの深さは最大で 8 ㎝を測

るのみである。隣接する畝間の間隔は 80 ㎝前後となる。

遺物は出土していない。

第 117 図　SS1 〜 3 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）

９　不明遺構（SX)

　土坑やピットの中にも用途が特定できない遺構は多い

が、その中でも特に平面・断面形態あるいは規模に関し、

他の遺構分類のいずれにも属さないものを不明遺構とし

て以下に報告する。

SX1（第 119 図）

　F・G21 区で検出しており、平面プランは長軸 11.2 ｍ、

短軸 2.68 ｍの縦長ひょうたん状を呈す。さらに遺構の

南北に二つの楕円形の土坑が掘り込まれる。遺構の中央

やや南寄りに浅いテラス部分があり、上面観が眼鏡状

を呈している。この北側の土坑を SX1a、南側の土坑を

SX1b として異なる名称で調査しているが本来は SX1 とい

う一つの遺構といえる。

　北側の SX1a は長軸 5.2 ｍ、短軸 1.6 ｍの長楕円形を
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呈し、底面は北側がテラス状となり、南半が一段深くな

る。検出面からの深さはテラス部が約 60 ㎝、南側が 90

㎝を測る。断面形態は基本横長の U 字形を呈すが、形は

整っていない。埋土を観察すると、最下層には粘性が強

く水分を多く含んだ黒褐色土が堆積しており、中位には

地山Ⅶ層ブロックを多く含む層、上層にはⅤ層あるいは

Ⅴ層起源の砂質土が堆積する。また、埋土下層から中層

にかけては多くの礫がまとまって出土している。このこ

とから、遺構の中は恒常的に水分の多い湿地状になって

おり、そこに礫や遺物等が投げ込まれたものと推測され

る。また、水分があるため、壁が崩れやすく、それが崩

落し地山のⅦ層がブロック状に堆積したものと考えられ

る。ある程度遺構が埋まった後は、その上に流入土が堆

積したのであろう。遺構自体は捨て場のような場所だっ

た可能性がある。

　907 〜 920 が SX1a から出土した遺物である。907 は須

恵器の坏。908 〜 910 は土師器の坏で、底径は 5.5 〜 6.5

㎝を測る。911・912 は土師器の高台付椀で、911 はつぶ

れたような短い高台が付く。913 は製塩土器。914 は須

恵器の高台付坏。915 は須恵器壷の口縁部である。916・

917 は須恵器の甕。916 は SX2 から出土した資料と接合

する。918 は硬質胎土で淡緑色を呈す緑釉陶器である。

京都産洛西型ないしは東海産であろう。919 は断面四角

形の鉄釘である。頭部は欠損する。920 は粘土塊。

　南側の SX1b は、長軸 4.24 ｍ、短軸 2.2 ｍの長楕円形

を呈す。検出面からの深さは88㎝を測る。遺構内埋土は、

SX1a とほぼ同様の堆積状況をみせる。埋土中位から下位

にかけては SX1a 同様に礫が検出されているが、SX1a 程

多くはない。

　921 〜 935 が SX1b から出土した遺物である。921 〜

928 は土師器坏である。923 〜 928 は円盤高台坏である。

底径は 4.8 〜 6.5 ㎝を測る。929・930 は須恵器壷。930

第 120 図　SX1a 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）

は焼成不良でやや軟質である。931・934 は須恵器甕で

ある。931 は SX1a 出土の 916 と同一個体と考えられる。

932は鉄鏃、933は鉄釘であろう。935 は鞴羽口である。

　以上のような出土遺物をみてみると、須恵器の高台付

坏と底径 5 ㎝前後の土師器坏や円盤高台坏が混在して出

土していることから、かなりの時間幅を有すものと捉え

られる。比較的長期間にわたって遺物の廃棄・流入があっ

たものと推測される。

　また、SX1 の周辺には、SB3・5・6 が重複して存在するが、

いずれも SX1 の埋土を掘り下げた後に検出していること

から、SX1 の方がこれらの掘立柱建物跡を切るものとい

える。

SX2（第 122 図）

　SX1a の北側、E21 区で検出している。長軸 7.28 ｍ、

短軸 3.36 ｍの不整形を呈す。検出面からの深さは最深

で 50 ㎝を測る。浅いところは 10 ㎝程である。底面は平

坦でなく、凹凸が激しい。西側に隣接する SD4 および

SB6のP73を切る。断面を観察すると、埋土の上下にわたっ

て砂や地山Ⅶ層がラミナ状に二次堆積する層がみられる

など、恒常的な水の存在を想起させる。人為的に掘り込

第 121 図　SX1b 出土遺物実測図（S=1/2・1/3）
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まれた遺構ではなく、洪水など水の影響により形成され

た窪地状の地形である可能性がある。

　936 〜 944 が SX2 より出土した遺物である。936 〜 938

は土師器坏である。937・938 は円盤高台坏。939 は土師

器の高台付椀である。底部が厚く、円盤高台坏にさらに

輪高台を付けたような形態を呈す。940 は須恵器壷。口

径 9.7 ㎝を測る。941 は緑釉陶器の椀ないし皿である。

軟質な胎土を有し、釉の色調は淡黄緑を呈す。防長産と

考えられる。942 は越州窯系青磁Ⅰ類である。椀ないし

は皿。943 は須恵器甕を転用した転用硯である。内面の

平行当て具痕の凹凸を硯として利用したと考えられる。

944 も小破片であるが、内面に磨痕がみられる須恵器の

転用硯である。

　SX1 の出土遺物でみたように、SX1a と SX2 出土須恵器

片が互いに接合しており、SX1b からもそれと同一個体

と考えられる須恵器が出土している。そのため、SX1 と

SX2 は同時期か少なくともかなり近い時期に存在したも

のと推測される。どちらも埋土の観察からは、水の存在

あるいはその影響を受けていた様子が窺える。機能的に

は捨て場のような場所であったと考えられる。

SX3（第 124 図）

　C15 区で SD6 に隣接して検出している。0.9 ｍ× 0.7

ｍ程の範囲で焼土・炭化物が混ざる落ち込みを検出した。

土坑のようなしっかりとした掘り込みではなく、断面形

態をみても自然地形の落ち込みに土が流入したような

状況であった。この範囲以外にも地山であるⅦ層の上面

が被熱により橙色化している範囲が認められた。焼土範

囲（SH）として報告したものと同様の遺構と考えられる。

焼土を含む層が堆積する落ち込み以外にも、周辺にはそ

の場で被熱したような痕跡が認められたり、小さな焼土

ブロックが散在していたため、それらも含めて一連の遺

構と捉えたい。

　SX3 や SD6 の周囲には現代の攪乱が東西方向に延びて

おり、SX3 もこれにより大きく削平されている。本来は

炉跡等の遺構が存在していたが、攪乱により破壊された

残骸が SX3 として調査した遺構である可能性が高い。実

際に東側に隣接する SD6 の埋土上部からは、鞴羽口や鉄

滓など鍛冶関連の遺物が出土している。SX3 に伴ってい

た遺物が SD6 内に流れ込んだ可能性が高い。

　945 〜 949 が出土した遺物である。945 は土師器椀と

考えられ、口径は 15 ㎝を測る。946 は内面ミガキ調整が

加えられる黒色土器 A 類の蓋。口径 16 ㎝を測る。947 は

須恵器の坏。口径12.2㎝、底径7.5㎝、器高3.7㎝を測る。

948・949は製塩土器である。内面には布目が残る。

　

第 123 図　SX2・3 出土遺物実測図（S=1/3）
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10　整地層出土遺物

　掘立柱建物跡の項でも述べたように、大型掘立柱建物

跡である SB7 および SB8 周辺に自然の窪地に土師器の砕

片を混ぜた土を敷き詰め、整地している層が確認された。

SB7・8 の帰属年代を考える際に、この整地層から出土

している遺物の位置づけが重要な位置を占めることにな

る。以下、整地層出土遺物を種別ごとに報告する。

①土師器（第 125 図）

　950 〜 960・966 は土師器坏である。全体的な器形が分

かるのは 950 のみでそれ以外は底部資料となる。950 は

口径 14.0 ㎝、底径 8.8 ㎝、器高 3.3 ㎝を測る。957 〜

960は円盤高台坏である。966も坏の底部と考えられるが、

内面に漆と考えられる膜状の付着物が認められる。

　961 〜 963 は土師器の高台付椀。961 は長いハの字状

に開く高台が付く。962 は肉厚の底部に短い高台が付く。

963も 961同様に長い高台が付くが、径は小さい。

　964・965 は土師器甕。964 は外面に縦方向のハケメが

残る。965 は口縁端部が玉縁状に肥厚する。

第 125 図　整地層出土土師器坏・高台付椀・甕・製塩土器実測図（S=1/3）
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　967〜969は製塩土器である。967は口径14.2㎝を測る。

969は底部である。

②須恵器（第 127 図）

　970 〜 977 は須恵器である。970 は坏の口縁部。971 は

高台付坏である。断面台形の短い高台が付く。972・973

は甕の口縁部。974・975 は壷である。976・977 は甕で、

器壁が厚い。

③国産施釉陶器・貿易陶磁器（第 127 図）

　978〜980は緑釉陶器である。978は硬質な胎土の椀で、

口径17.6㎝を測る。京都産洛西型である。979も硬陶で、

釉が淡緑色を呈す。京都産洛西型か。980 は軟質胎土の

椀ないし皿である。防長産ないしは京都産洛北型と考え

られる。

　981 は越州窯系青磁椀Ⅱ類である。底部付近の資料で、

内面には目跡が残る。

④鉄製品（第 128 図）

　982 〜 1015 は鉄釘である。982 はほぼ完形の資料で、

わずかに先端が欠ける。頭部はくの字に折れる。長さ9.2

㎝を測る。983 も完形資料であるが、かなり太い。長さ

6.8㎝で、幅は1.2㎝を測る。多くが一部を欠損するため、

全体的な法量がわかるものは限られている。断面形態は

ほぼ正方形ないしは横長長方形を呈す。頭部が残るもの

については、くの字に折れる資料が多い。1016 は鉄滓。

　上述の出土遺物をみると、950・951 のように底径が 7

㎝を超える資料と 953 〜 956 のように底径が 5 ㎝台の資

料が混在している。さらに 970 や 971 といった須恵器の

坏がみられること、京都産洛西型の緑釉陶器や越州窯系

青磁Ⅱ類が出土していることなどから、大枠では 9 世紀

代から 10 世紀前半の中に収まるといえる。9 世紀末〜

10 世紀前半の所産と考えられる SB7・8 との関係を考え

ても整合的といえよう。

第 128 図　整地層出土鉄製品・鉄滓実測図（S=1/2）第 127 図　整地層出土須恵器坏・壷・甕・緑釉陶器・越州窯系青磁実測図（S=1/3)
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11　窪地出土遺物

　調査区東端、H19 区周辺には自然地形の窪地が広がる。

洪水等の水流の影響を受けていたようで、落ち際が削り

取られたり、底面には地山の二次堆積層や粘質の強い黒

色土が堆積する状況がみられる。この窪地内の埋土につ

いて実施した珪藻分析の結果からも、河川に付随する水

域であったことが示されている（第 4章第 4節参照）。

　この窪地の埋土内からは大量の遺物が出土している。

自然地形を利用した捨て場のような場所であったものと

考えられる。人為的に掘削された遺構ではないが、それ

に準ずるものとして、埋土内から出土した遺物を包含層

出土遺物とは区別し、以下に報告する。尚、窪地出土資

料の出土層位は 5 層オチないしは 6 層オチとし、注記も

これを用いている。

①土師器（第 129 〜 141 図）

　1017 〜 1151 は土師器坏である。1017 〜 1030 は口径

11.5 ㎝前後、底径 5 〜 6 ㎝前後、器高 4 〜 5 ㎝前後を測

る。底部が切り離しの際に薄く円盤状に残されるものや

（1017・1021・1025・1029）、体部下端にケズリ状の面取

りがみられるもの（1028・1030）がある。底部と体部の

境は明瞭なものが多い。これらをⅠ類としておく。

　1031・1032 は口径 10 ㎝程、底径 5.5 ㎝前後、器高 4.5

㎝前後を測る。1031 は体部から口縁部にかけて丸みをお

び内湾する。上述の資料よりも口径が縮小するこれらの

資料をⅡ類とする。

　1033は口径 11.2 ㎝、底径 6.2 ㎝、器高 4.7 ㎝を測る。

　1034・1035 は口径 10 ㎝程、底径 5.5 ㎝前後、器高 3.0

㎝前後を測る。器高が低いのが特徴であるこれらの資料

をⅢ類としたい。

　以上みてきた土師器坏について、都城盆地における古

代土師器の編年案を参照しつつ、その年代的位置づけを

みておきたい。Ⅰ類とした資料は、やや幅がみられるも

のの SC30 出土資料と類似する。9 世紀末〜 10 世紀初頭

の資料と考える。Ⅱ類は口径が縮小傾向にあることから

10 世紀前半に位置づけられよう。Ⅲ類はこれまで類例が

少なく年代的位置づけは定まっていないが、器高の低下

と体部の曲線化が顕著であることから、10 世紀中頃〜後

半の資料と位置づけたい。さらに器高の低くなる坂元 B

遺跡 SC2 出土資料のような小型の坏が 11 世紀代の資料

と考えられる。

　1036 〜 1072 は底部資料である。全体的な器形が不明

なため、正確な年代的位置づけは難しい。1036 〜 1040

のように底径 6㎝を超えるものもあるが、多くが 5〜 5.5

㎝前後を測る。この数値だけをみると上述の全体的な器

形の分かる資料群と共通する。底部はヘラ切り離しの後

にナデを加えることでヘラ切りの痕跡を消しているもの

が多くみられる。胎土に注目すると、橙色系を呈するも

のは少数で、多くが浅黄橙系ないしは灰白色系を呈す。

1061 の内外面には赤彩の痕跡がみられる。

　1073 〜 1106 は所謂円盤高台坏である。1073 〜 1077

は直線的に開く器形と、外側に張り出す円盤高台を有す。

法量的にもまとまっており、口径 12.5 ㎝前後、底径 6.5

㎝前後、器高 5.8 ㎝前後を測る。1078 は口径が 11 ㎝弱

と縮小傾向にある。1079 はさらに口径が小さく、10.4

㎝を測る。器高も低くなり、3 ㎝強を測るのみである。

1080 〜 1106 は底部資料。高台部の張り出し具合や厚み

には差異がある。1081・1083・1084 のように、底部内面

が凹む資料が多い。また、底部の切り離し技法はヘラ切

りであるが、その後ナデ調整を加えるものも多く認めら

れる。底径は大きなもので 7 ㎝を超えるものもあるが、

多くは 6㎝台の資料である。

　1107 〜 1151 も円盤状の高台を有すものであるが、外

への張り出しが弱く、柱状を呈すものである。外側に大

きく張り出すものとは法量の点からみた際に異なる傾向

を示すため、ここでは別類型としてみていきたい。ここ

でも底部の厚みには差がみられ、1107 や 1108 のように

底部に厚みがあり高台部が明瞭なものや、1140 〜 1144

のように高台部がかなり薄く、張り出しも弱い資料等が

ある。これは製作技法上の差異を示す可能性があるが、

視覚的には高台を有すという点で大きな共通要素とい

え、ここでは同類型の資料として報告する。

　1107 〜 1116 は全体的な器形が分かる資料である。

1107 は口径 13.5 ㎝、底径 6.3 ㎝、器高 5.4 ㎝を測る。

1108・1109 は口径 12 ㎝前後、底径 6 ㎝前後、器高 5 ㎝

前後となる。1110 〜 1114 は口径 11 ㎝前後、底径 5.5 ㎝

前後、器高 4.5 ㎝前後を測る。1115 と 1116 は器高に差

がみられるが、口径 10 ㎝前後、底径 5.5 ㎝前後である。

口径・底径が縮小するに従い、体部に丸みをおびる傾向

にある。

　1117 〜 1151 は底部資料。最大で 7 ㎝を超える資料が

あるが、多くは 5.5 ㎝前後を測る。張り出しの強い円盤

高台坏に比べると、底径が小さくなる傾向にある。

　1152 〜 1212 は土師器の高台付椀。その中で 1152 〜

1160 は全体的な器形・法量が分かる資料である。形態的

にはほぼ直線的に立ち上がる椀部に長い高台が付くもの

が多い。強くナデられることで内面見込み中央が凹む資

料が多く、それに従い高台天井部が突出するものもある。

1152・1153・1160 の高台は 2 ㎝以下であるが、それ以外

の資料はいずれも 2 ㎝を超える長い高台が付く。1159 は

4 ㎝近い高台を有す。法量についてはばらつきが大きく、
第 129 図　窪地出土土師器坏実測図①（S=1/3)
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口径 13 ㎝台（1152・1153）、14 ㎝前後（1154・1157）、

15 〜 16 ㎝ 前 後（1155・1156・1158）、18 ㎝ 弱（1159）

に分けられる。1160 は低い高台を有し、体部が浅く丸み

をおびる。時期的に後出する資料であろう。また、1155

の椀部外面には線刻がみられる。

　1161 〜 1173 は高台部を欠き、口縁部のみの資料であ

る。高台部が全く残らない資料についても、口径ないし

は器形から高台付椀と判断した資料も含んでいる。口径

は 12 ㎝台〜 17 ㎝台と幅広い。椀部が直線的に立ち上が

る資料が目立つ。

　1174 〜 1209 は高台部である。1174 〜 1177 のような

低い高台が付くものもあるが、多くは 2 ㎝前後の長く細

い高台が付くものである。1202 〜 1209 は 2 ㎝を超える

細い高台が付く。1209 は底の厚い円盤高台にさらに脚台

を付け加えたような形態を呈する。1179 は磨耗のため内

面のミガキはみえないが、色調が褐灰色を呈しており、

黒色土器 A類であると思われる。

　1210 〜 1212 は口縁部・高台部共に欠く資料である。

1212 は高台が付いていたと考えられる部分に放射状のユ

ビオサエ痕が残る。

　1213 〜 1218 は土師器の小皿である。1213 〜 1216 は

底部切り離し技法がヘラ切りである。口径は 9 ㎝前後、

底径は 6 〜 7 ㎝にまとまる。11 世紀の新しい段階から

12 世紀初頭の資料と考えられる。1218 は底部に糸切り

痕がみられる。

　1219 は土師質の資料であるが、器種が壷であると考え

られるため、須恵器である可能性も考えられる。底径 8.6

㎝を測る。

　1220は高台付皿。口径 12.2 ㎝、底径 7.4 ㎝、器高 4.4

㎝を測る。

　1221 は土師器の大型鉢である。底径は 24 ㎝を測る。

長くハの字に開く脚台が付く。内面はケズリ調整が加え

られる。

　1222 は底部切り離しが糸切りの鉢である。底部は若干

高台状を呈し、そこから口縁部に向かい緩やかに内湾し

ながら立ち上がる。口縁端部が玉縁状に内外に向けて肥

厚する。口径 22.6 ㎝、底径 9.8 ㎝、器高 11.5 ㎝を測る。

胎土は灰白色を呈し、硬く焼きしまる。

　1223 〜 1229 は土師器の椀ないしは高台付椀で、内面

もしくは内外面を黒色処理される黒色土器A・B類である。

　1223 〜 1226 は内面のみが黒色処理される黒色土器 A

類。内面にはミガキが加えられる。1224 は円盤状の高台

が付く。1225は短くハの字に開く高台を有す。

　1227 〜 1229 は内外面を黒色処理される黒色土器 B 類

である。内外面にミガキが加えられる。1228 はわずかに

突出する高台が、1229も短く丸みをおびる高台が付く。

　1230 〜 1249 は土師器の甕である。1230 は外面に横・

斜め方向のハケメが認められる。内面は頸部の屈曲から

若干下がった位置からストロークの長いミガキが加え

られる。それより上位はナデにより調整される。口径は

24.4 ㎝を測る。1231 は小型の甕で体部外面に横・斜め

のハケメが残る。内面は体部下半にケズリが、それより

上位にはナデ調整が認められる。口径は 14.3 ㎝。1232

は口縁部内面にハケメがみられる。1234 〜 1247 は外面

がナデ、内面がナデおよびケズリにより調整される資料

である。口縁端部はやや短めにくの字に外折するものが第 130 図　窪地出土土師器坏実測図②（S=1/3）

第 131 図　窪地出土土師器坏実測図③（S=1/3）
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多い。1248・1249 は頸部の屈曲部より上位の破片という

こともあり内面のケズリはみられない。1248 はかなり薄

手である。

　1250 は甑の環状把手であろう。1251・1252 は甑の底

部と考えられる。内面はナデにより調整される。破片資

料であるため断定はできないが、やや直線的な器形にな

るため、移動式カマドの破片である可能性も考えられる。

　1253 〜 1255 は製塩土器である。1253 は口径 13.2 ㎝

を測る。内面は磨耗のため布目は残っていない。1254・

1255 は内面に布目が残る。被熱のためか胎土が硬化し、

須恵器のような質感になる。

②須恵器（第 141 〜 143 図）　

　1256 〜 1278は須恵器である。1256・1257 は坏である。

1257は底径が大きく、箱型を呈すものと推測される。

　1258 は蓋である。つまみはないものと考えられる。口

径 13.9 ㎝を測る。口縁端部を下方に小さく屈曲させ、

身受けとする。

　1259は坏の高台部であろうか。

　1260 〜 1273 は甕である。1260 は口径 18.4 ㎝を測り、

口縁部はくの字に外反する。1262 〜 1264 も同様の甕口

縁部。1261 は複合口縁を呈す。1265 は口縁部外面に波

状文がみられる。1266 は甕の胴部片。外面には平行タ

タキが格子目状に、内面には平行当て具痕がみられる。

1267 は肩部付近であろう。1268 は底部付近で、外面は

擦れが認められる。1269 も甕胴部片。内外面に平行タタ

キがみられる。1270 は外面格子目タタキ。1271 は外面

格子目タタキで、内面には車輪文が確認できる。1273 は

底部付近であろう。外面には接地による擦れがみられる。

　1274・1275 は須恵器甕を再利用した転用硯である。

1274 は甕の胴部、1275 は底部付近と考えられる。いず

れも内面の当て具の凹凸を硯として利用しており、磨痕

が残る。両者ともに胎土の色調が灰白色を呈しており、

微細な白色粒を含む精緻な胎土を有す。

　1276・1277 は耳壷の把手部分である。1278 も剥離し

ているが、同様の把手が付くものと考えられる。

③国産施釉陶器・貿易陶磁器（第 144 図）

　1279 〜 1288 は緑釉陶器である。1279 は輪状高台が付

く皿である。高台は貼り付けられる。粘り気のある軟質

な胎土であることから防長産（長門系）であると考えら

れる。底径 8.5 ㎝を測る。1280 は削り出しの輪状高台を

有す。釉が薄く、淡緑色を呈す。胎土は硬質である。京

都産洛西型。1281 は同じく硬質な胎土を有す京都産洛西第 132 図　窪地出土土師器坏実測図④（S=1/3）

第 133 図　窪地出土土師器坏実測図⑤（S=1/3）
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型の皿と考えられる。1282 は硬質な胎土であり、京都産

洛西型ないしは東海産の皿。1283 も硬質な胎土から京都

産洛西型ないしは東海産と考えられる。1284 は G19 区と

H19 区から出土した 4 点の破片が接合している。やはり

硬質な胎土を有す京都産洛西型ないしは東海産と考えら

れる。1285 〜 1287 も京都産洛西型あるいは東海産と思

われる。1288 は G18・19 区、H19・20 区で出土した 6 点

の破片が接合した資料である。釉は濃緑色を呈し、胎土

は硬質である。貼り付け高台を有すことから近江産であ

る可能性が高い。

　1289 〜 1296 は越州窯系青磁である。1289 は椀Ⅰ -1b

類で蛇ノ目高台を有すものと考えられる。内外面共に釉

の多くが剥落する。内面には目跡が残る。1290 は口縁部

片で、椀ないしは皿のⅠ類である。1291 〜 1293 も同様

の椀ないしは皿のⅠ類と考えられる。

　1294 は椀ないしは皿Ⅱ類である。1295 は瓜胴の壷で第 134 図　窪地出土土師器坏実測図⑥（S=1/3）

第 135 図　窪地出土土師器坏実測図⑦（S=1/3）
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第 136 図　窪地出土土師器高台付椀実測図①（S=1/3） 第 137 図　窪地出土土師器高台付椀実測図②（S=1/3）
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あろうか。外面にはヘラによる縦沈線が確認できる。

1296 は坏Ⅱ類である。内面に目跡を残す。褐彩を有す可

能性が高い。

　1297は灰釉陶器片である。椀ないしは皿であろう。

　1298・1299 は白磁椀である。1298 は大宰府分類の白

磁椀Ⅳ類の底部〜体部にかけての資料である。釉は高台

付近までかかる。胎土には微細な黒色粒が多く含まれ、

釉は白色を呈す。大宰府編年 C 期（11 世紀後半〜 12 世

紀前半）の所産といえる。1299 は白磁椀Ⅴ類である。わ

ずかに口縁端部が外反する。大宰府編年 C・D 期（11 世

紀後半〜 12 世紀中頃）の所産である。

④鉄製品・鍛冶関連遺物（第 145 図）

　鉄製品に関しては X 線写真の撮影を行っておらず、錆

膨れの著しい範囲は形態を推定しているところが多い。

第 138 図　窪地出土土師器小皿・高台付皿・その他実測図（S=1/3）

第 139 図　窪地出土黒色土器実測図（S=1/3）

第 140 図　窪地出土土師器甕・甑実測図（S=1/3）
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第 141 図　窪地出土製塩土器・須恵器坏・蓋・甕実測図（S=1/3） 第 142 図　窪地出土須恵器甕実測図（S=1/3）
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本遺跡で出土した鉄製品は、水の影響を受けやすい土壌

にあったためか、大部分の資料に錆膨れが確認され、し

かも処理前は原型が分からないほどのものもあった。完

形品が少なく折損する資料が多かったため、断面形状に

ついては破断面を観察し、そこから全体的な形状を推定

している範囲が多い。

　1300 は刀子である。切先を欠く。関は刃部と背部にそ

れぞれあるものと推測される。刃部は直角、背部はナデ

関と考えられる。刃部の残存長は 7.7 ㎝を測る。1301 も

刀子と考えられるが小型である。残存部分は少ないが、

やはり刃部・背部両方に関があるものと推測される。い

ずれもナデ関であろうか。

　1302 〜 1305 は鉄鏃と考えられる。1302 はほぼ完形の

資料であり、長さ 13 ㎝を測る。鏃身部は 5.5 ㎝を測る。

関はナデ関であろう。1303 も同様の鏃で鏃身部分の先端

部は欠損する。残存長 10.9 ㎝を測る。1304・1305 は雁

又鏃である。いずれも鏃身部の多くを欠損する。

　1306 〜 1315 は鉄釘と考えられる資料である。1306 は

唯一頭部が残る。断面形態は正方形ないしは横長長方形

を呈す。鉄釘としているが、1308 や 1311 などの横長長

方形の断面形態を有すものをはじめ、頭部や先端部を欠

損する資料については、鉄鏃の基部など他の器種の可能

性も考えられる。

　1316 は鞴羽口である。先端部と考えられ、融溶物が付

着する。大部分が欠損するため、羽口そのものの径およ

び通風孔の径は不明である。

　1317 〜 1325 は鉄滓である。大きさや形態、重量はさ

まざまである。重量は最小のものでは 6 ｇ、最大のもの

で 59 ｇを計る。

⑤土製品・土錘（第 146 図）

　1326・1327 は土師器坏を転用した紡錘車である。1326

は土師器の高台付椀の転用品であろう。1327 は円盤高台

坏の転用品。

　1328・1329 は用途不明の土製品である。1328 は断面

台形を呈し、そのうち三面が面取りされており、残りの

一面が垂直に剥離している。剥離面以外には赤彩が認め

られる。土師器の脚部分の可能性があるが、ここでは用

途不明の土製品として報告する。1329 はおはじき状の土

製品で土師器の転用品と思われる。端部を再加工して円

形にしている。用途は不明。

　1330 〜 1355 は土錘である。形態・大きさはさまざま

である。1330や1331のように肉厚の印象を受けるものや、

1335・1349 のような中央部がやや太くなるもの、1337

や 1338 のように細長いものなどがある。完形品である

1330 〜 1341の重量をみると、最小で 4ｇ、最大で 15 ｇ、

平均 9ｇを計る。

⑥石器（第 146 図）

　1356 は砂岩製の砥石である。多くが欠損するものと考

えられるが、欠損部以外の範囲に広く磨痕が残る。重量

は 428 ｇを計る。
第 143 図　窪地出土須恵器転用硯・壷実測図（S=1/3）

第 144 図　窪地出土緑釉陶器・越州窯系青磁・白磁実測図（S=1/3）
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第 145 図　窪地出土鉄製品・鞴羽口・鉄滓実測図（S=1/2）

12　包含層出土遺物

　本遺跡では、基本土層Ⅴ・Ⅵ層中より大量の遺物が出

土している。最も多いものは土師器坏・椀類であるが、

須恵器や国産施釉陶器・貿易陶磁器なども、南九州の同

時期の遺跡の中でも群を抜く出土量を誇る。以下、包含

層出土遺物を種別ごとに報告する。

①土師器（第 147 〜 178 図）

A　坏（第 147 〜 160 図）

　1357 〜 1543 は底部が単純な平底となる土師器坏であ

る。本遺跡では最も多く出土している。1357 〜 1362 は

口径に近い大きな底部をもち、断面形態が箱型を呈す資

料である。口径 11.8 〜 14.5 ㎝で平均 12.9 ㎝、底径 7.5

〜 8.8 ㎝で平均 8.2 ㎝、器高 3.5 〜 4.6 ㎝で平均 4.2 ㎝

を測る。口径 / 底径から求めた形状比は平均で 1.55 を

示す。底部から口縁部にかけては直線的に立ち上がるも

の（1357・1359・1360・1361）とやや外反するもの（1358・

1362）がある。胎土は浅黄橙色系ないしは灰白色系であ

る。出土地点は調査区中央の 13 〜 15 区に集中する傾向

にある。これらの一群を包含層出土坏Ⅰ類とする。

　1363・1365 〜 1367 は口径 13.6 〜 14.2 ㎝で平均 13.8

㎝、底径 7 〜 7.9 ㎝で平均 7.5 ㎝、器高 3.8 〜 4.4 ㎝で

平均 4.3 ㎝を測る。上述のⅠ類とした資料より口径が拡

大し、底径が縮小する。1363 は橙色を呈し、硬質な胎土

を有す。体部下端に広くケズリ状の調整がみられる。胎

土の発色は橙色系のもの（1363・1367）と浅黄橙色系（1364

〜 1366）とがある。出土地点は調査区西端の B5 区と、

中央 13 〜 15 区に分かれる。破片資料から反転復元して

法量を導き出している資料が多いが、このような法量お

よび器形を特徴とする一群をⅡ類としておきたい。都城

市蓑原町所在の馬渡遺跡坏Ⅰ -a 類に相当する。

第 146 図　窪地出土土製品・土錘・石器実測図（S=1/3・1/4）
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第 147 図　包含層出土土師器坏実測図①（S=1/3）

　1364・1368・1369・1373・1374・1376 は口径 13.1 〜

13.5 ㎝で平均 13.3 ㎝、底径 5.6 〜 6.8 ㎝で平均 6.3 ㎝、

器高 4 〜 5.1 ㎝で平均 4.5 ㎝を測る。Ⅱ類とした資料よ

りも口径・底径共に縮小する。底部と体部の境は明瞭で、

直線的に開く器形を呈すものが大部分を占める。1376 は

わずかに内湾する。胎土は浅黄橙色系のものが多い。こ

れらの資料をⅢ類とする。SC70 出土坏Ⅰ類および馬渡遺

跡坏Ⅱ -b 類に相当する。1370・1371 は口径 13 ㎝、底径

8 ㎝前後、器高 3.7 ㎝程を測り、底部から口縁部に向か

い直線的に開く器形を呈す。同様の資料は SC43 でも出

土している（432）。器形以外の法量でいえばⅠ類に近く、

器形と法量を総合的にみるとⅡ類とⅢ類の中間的な要素

をもつといえる。このような法量・器形をもつ一群が一

つの類型として抽出できる可能性がある。しかし、資料

数が少ないため、ここでは位置づけを保留にしたい。

　1375・1377 〜 1420 は口径 11 〜 12 ㎝台、底径 5 〜 6

㎝前後、器高 4 〜 5 ㎝前後の資料である。法量的にはこ

の幅に収まる資料の出土量が最も多い。さらに細かく法

量を基に分類してみると、口径 12.5 ㎝前後、底径 6 ㎝

前後、器高 5 ㎝前後の資料（1375・1377 〜 1385・1392・

1393・1396）、口径 12 ㎝程、底径 5.5 ㎝前後、器高 5

㎝前後の資料（1403 〜 1405・1417）、口径 12.5 ㎝前

後、底径 5 ㎝前後、器高 5 ㎝前後のもの（1391・1394・

1395・1397・1398）、口径 11.5 ㎝前後、底径 5〜 6㎝前後、

器高 5 ㎝前後の資料（1401・1402・1407・1408・1410 〜

1416）、口径 11.5 ㎝前後、底径 5 ㎝程、器高 4 ㎝前後の

一群（1418 〜 1420）というまとまりが抽出できる。こ

れらの資料群をそれぞれⅣ〜Ⅷ類としておく。

　このうち、Ⅳ類（口径 12.5 ㎝前後、底径 6 ㎝前後、

器高 5 ㎝前後）とした資料は、SC70 で出土した土師器坏

Ⅱ類および馬渡遺跡坏Ⅲ -a 類に相当する。Ⅴ類（口径

12 ㎝前後、底径 5.5 ㎝前後、器高 5 ㎝前後）とした資料

は、馬渡遺跡出土の坏Ⅲ -b 類に相当する。Ⅵ類（口径

12.5 ㎝前後、底径 5 ㎝前後、器高 5 ㎝前後）とした資料

は、本遺跡の遺構内からは類似する資料群の出土はない

が、都城市蓑原町所在江内谷遺跡の SD02 出土資料でこ

れに相当する一群がみられる。Ⅶ類（口径 11.5 ㎝前後、

底径 5 〜 6 ㎝前後、器 5 ㎝前後）は、SC30 出土資料およ

び窪地出土坏Ⅰ類と法量的に近似する。Ⅷ類（口径 11.5

㎝前後、底径 5 ㎝程、器高 4 ㎝前後）は SB15 出土資料

や江内谷遺跡 SD01 出土資料に同様の坏がみられる。

　1422 〜 1429 は口径 9 〜 10 ㎝台、底径 5 〜 6 ㎝前後、

器高 2 〜 4.2 ㎝を測る小型の坏である。Ⅷ類に比べると

口径と器高の縮小と体部が丸みをおびることが特徴とい

える。これらの資料をさらに法量から細分してみると、

口径 10.5 ㎝前後、底径 5 ㎝前後、器高 4 ㎝前後（1423

〜 1425）のものと口径 10 ㎝前後、底径 5.5 ㎝前後、器

高 3 ㎝前後（1422・1426 〜 1429）とに分かれる。前者

をⅨ類、後者をⅩ類とする。Ⅸ類については、窪地出土

坏Ⅱ類と近似する。Ⅹ類は SC13 出土資料（251）、SC21

出土資料（282）、窪地出土坏Ⅲ類と同類と捉えられる。

　ここで、上でみてきた各類型の年代的位置づけについ

て検討しておきたい。

　まず、包含層出土土師器坏Ⅰ類であるが、口径 11.8

〜 14.5 ㎝、底径 7.5 〜 8.8 ㎝、器高 3.5 〜 4.6 ㎝とい

う法量と、口径に対して底径が大きな箱型の器形から、

9世紀第 1四半期の所産と考える。

　坏Ⅱ類はⅠ類に比べてやや口径が増大し、底径が縮小

すること、および口径平均 13.8 ㎝、底径平均 7.5 ㎝、

器高平均 4.3 ㎝という法量から、9 世紀第 2 四半期の資

料と考える。

　坏Ⅲ類は口径平均 13.3 ㎝、底径平均 6.3 ㎝、器高平

均 4.5 ㎝と口径・底径が縮小傾向にある。口径に対し底

径が小さくなるのが特徴である。9 世紀第 3 四半期の資

料といえる。

　坏Ⅳ類は坏Ⅲ類よりさらに口径が縮小する。口径 12.5

㎝前後、底径 6 ㎝前後、器高 5 ㎝前後を測る。本類と上

述の坏Ⅲ類は SC70 において共伴しており、同じく 9 世

紀第 3四半期の資料と理解できる。

　坏Ⅴ類は口径 12 ㎝程、底径 5.5 ㎝前後、器高 5 ㎝前

後を測り、坏Ⅳ類よりも口径・底径が若干縮小する。9

世紀第 3四半期の資料と考えられる。

　坏Ⅵ類は口径 12.5 ㎝前後、底径 5 ㎝前後、器高 5 ㎝

前後で、Ⅴ類に比べ口径は増大するものの底径が縮小す

る。9世紀末〜 10 世紀初頭の資料と考えられる。

　坏Ⅶ類は口径 11.5 ㎝前後、底径 5 〜 6 ㎝前後、器高 5

㎝前後で口径の縮小が特徴といえる。器高の低下がみら

れず、口径は縮小するが、法量的にはⅥ類と近似する。

やはり 9世紀末〜 10 世紀初頭の資料と考えられる。

　坏Ⅷ類は口径 11.5 ㎝前後、底径 5 ㎝程、器高 4 ㎝前

後と器高の低下が特徴的である。10 世紀前半の資料と考

えられる。

　坏Ⅸ類は口径 10.5 ㎝前後、底径 5 ㎝前後、器高 4 ㎝

前後となり、Ⅷ類よりさらに口径が縮小する。Ⅶ類とは

時期差を有す可能性もあるが、これまで調査された他遺

跡での出土状況から 10 世紀前半の所産と考える。

　坏Ⅹ類は口径 10 ㎝前後、底径 5.5 ㎝前後、器高 3 ㎝

前後とⅦ類よりさらに口径・器高の縮小化が進み器形の

曲線化が定着する。10 世紀中頃〜後半の所産と位置づけ

たい。

1357 1358 1359

1360 1361 1362

1363 1364 1365

1366 1367
1368

1369 1370
1371

1372 1373 1374

0 10cm



-170- -171-

第 148 図　包含層出土土師器坏実測図②（S=1/3） 第 149 図　包含層出土土師器坏実測図③（S=1/3）
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　1430 〜 1543 は土師器坏の底部資料である。1430 〜

1439 は底径が 7 〜 9 ㎝台の資料である。1431・1436 の

み底径 9 ㎝を測るが、その他は 7 〜 8 ㎝を測る。この 2

点は遺存する器形から、箱型を呈すものと推測される。

底部切り離し技法はいずれもヘラ切りで、その後ナデを

加えるものが多い。

　1440 〜 1483 は底径 5.2 〜 7 ㎝を測る底部片である。

底部の切り離し技法はヘラ切りで、大部分はその痕跡が

ナデ消される。底部および体部の下半のみが遺存する資

料が多いため、全体の器形は不明である。しかし、底径

および体部の立ち上がり具合から、上述の資料は 9 世紀

第 3 四半期〜 10 世紀初頭の資料であるものと推測され

る。また、1440・1441 には内外面に、1449 には内面に

赤彩の痕跡が認められる。

　1484 〜 1525 は 4.8 〜 7 ㎝を測る底部片である。これ

らも底部の法量および体部遺存部の立ち上がりでしか推

測できないが、7 ㎝を超える大型の底部がほとんど無く、

体部に丸みをおびる資料がみられることから、9 世紀第

3四半期〜 10 世紀前半頃の資料であると思われる。

　1526 〜 1543 は 3.6 〜 5.6 ㎝を測る底部片である。5

㎝前後の資料が多い。遺存する体部の立ち上がりをみる

と、丸みをおびる資料が多く、大きく開く器形は少ない。

これも底径と体部の立ち上がり具合から判断すると、9

世紀末〜 10 世紀頃の資料であると推測される。

第 150 図　包含層出土土師器坏実測図④（S=1/3） 第 151 図　包含層出土土師器坏実測図⑤（S=1/3）
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第 152 図　包含層出土土師器坏実測図⑥（S=1/3） 第 153 図　包含層出土土師器坏実測図⑦（S=1/3）
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第 154 図　包含層出土土師器坏実測図⑧（S=1/3） 第 155 図　包含層出土土師器坏実測図⑨（S=1/3）
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　1544 〜 1587 は土師器の円盤高台坏。1544 〜 1546 は

全体的な器形・法量が分かる資料である。1544 は口径

14.2 ㎝、底径 6.8 ㎝、器高 6.7 ㎝を測る。1545・1546

は 1544よりも若干小ぶりで、口径 13 ㎝強、底径 6.6 ㎝、

器高 6 ㎝前後を測る。1544・1546 は体部が若干丸みをお

びる。1545 は口縁端部がわずかに外反する。1546 は円

盤状の底部とは別に、体部は粘土紐を巻き上げて成形さ

れているのが分かる。

　1547 〜 1552・1556・1560・1561・1572 は 底 径 7 〜 8

㎝を測る資料である。1547 〜 1549 のような底部が厚く

なるもの、1550 〜 1552 のように薄いものなど個体によっ

て大きな差がみられる。1556 の内面には線刻のようなも

のが認められる。

　1553 〜 1555・1557 〜 1559・1562 〜 1571・1573 〜

1587 は 5 〜 6.8 ㎝を測る。底部はヘラ切りの後ナデを加

えられるものが大部分を占める。1558 の底部には板状圧

痕がみられる。胎土については全体的な傾向として浅黄

橙色系や灰白色系のものが多く、橙色系は少ない。

　1588 〜 1648 も円盤高台を有する資料であるが、高台

の外への張り出しが弱く、直線的な柱状を呈するもので

ある。外に張り出す円盤高台とは、同様の法量・器形を

有す資料でも、底径に大きな差異が認められることが予

想されるため別類型として報告する。

　1588 〜 1593 がほぼ完形に復元できた資料である。法

量は口径 11 〜 12.2 ㎝で平均 11.5 ㎝、底径 5.1 〜 6 ㎝

で平均 5.6 ㎝、器高 4.4 〜 5.6 ㎝で平均 5 ㎝を測り、法

量的にはまとまりをみせる。1588 や 1589 など体部が丸

みをおびる資料と、1590・1593 のような直線的に立ち上

がる資料とが認められる。

　1594 〜 1648 は底部資料であるが、底部径および厚み

には大きな差異がみられる。底径は 4.8 〜 7.8 ㎝を測り、

平均は 6 ㎝程といえる。底部の厚みをみると、1596 や

1600・1603 のような体部よりも明らかに厚くなる資料や、

1611 や 1615 のように体部とさほど変わらない厚さのも

のがある。さらに 1623 や 1630 のように底部の切り離し

の際に円盤高台状に薄く切り残されたと考えられる資料

も認められる。このような資料は、切り離しの際に偶然

的に高台状を呈してしまった可能性もある。しかし、出

土量的に一定数が確認されていることから、円盤高台を

意識して作成していた可能性が高いと考える。1648 はか

なり肉厚な高台が付く。

　1649 は底部が若干薄い円盤高台状を呈し、口縁端部が

わずかに外反する。口径 12.8 ㎝、底径 5 ㎝、器高 4.6

㎝を測る。底部が円盤高台状を呈すため、ここで報告し

ているが、他の円盤高台坏とは顔つきが異なる。器壁も

薄く、全体的な器形は越州窯系青磁椀に似る。

B　高台付椀（第 161 〜 163 図）

　1650 〜 1761 は土師器の高台付椀である。1650 は箱型

の坏部に短い高台が付く。須恵器的な器形を呈す。口径

12.6 ㎝、底径 7.4 ㎝、器高 5.2 ㎝を測る。椀Ⅰ類とする。

　1651 〜 1654・1656・1657・1659・1660 はほぼ直線的

ないしはわずかに丸みおびる体部に短い高台が付く。口

径 13 ㎝前後のもの（1651・1652・1660）、14 〜 15 ㎝を

測るもの（1653・1654・1657）、15 ㎝以上のもの（1656）

がある。1653 の内面には赤彩が施される。これらを椀Ⅱ

類とする。1661・1662・1674 も高台部を欠くがこの類型

に含まれる可能性が高い。

　1666 〜 1673・1675 〜 1677 は高台部を欠く資料であ

る。全体的な器形は不明といわざるをえないが、椀部が

直線的に立ち上がるもの（1664 〜 1672・1675）、直線的

に立ち上がり、口縁端部が外反するもの（1676）、体部

が丸みをおび内湾するもの（1673・1677）などが認めら

れる。1669 はやや軟質であるが須恵器である可能性もあ

る。1670 の内面にはわずかに赤彩の痕跡が残る。

　1678 〜 1761 は高台部である。1678 はやや軟質である

が須恵器の可能性もある。多くが短い高台が付く資料で

ある。1680 は磨耗のためミガキは確認できないが、内

面が褐灰色を呈しており、本来は黒色土器 A 類であった

ものと考えられる。1692 は柱状の円盤高台に短い突起

のような高台が付く。1693 は高台が蛇ノ目高台となる資

料である。管見によれば類例はなく、高台部がはずれた

痕跡が偶然蛇ノ目状にみえる可能性も考えられる。しか

し、観察する限りでは丁寧に面取りしているようにみえ

るため、蛇ノ目高台の土師器椀として報告する。1701 は

高台内面に放射状の圧痕が残る。1721 にも同様の圧痕が

確認できる。1717 の内面にはミガキが残る。1718 は磨

耗のため内面のミガキが不明瞭であるが黒色土器 A 類と

考えられる。1719 は椀部と高台部に異なる粘土が使われ

ているためか、胎土の発色が異なる。1722 の内面見込み

には布痕がみられる。型作り成形の痕跡と考えられる。

型に押し付けられたためか底部がかなり薄くなる。1756

の内面にも同様の布痕がみられる。1729・1740・1742・

1755・1757 は細く長い高台が付く。1759 〜 1761 は高台

部が接合部からきれいに剥離したものである。1760 は内

面が黒色化しており、本来は黒色土器 A 類であったもの

と思われる。

　ここで、上でみた高台付椀の帰属年代について考えて

みたい。Ⅰ類とした箱型の坏部を有す資料については、

須恵器の高台付坏の器形を模倣したものと考えられる。

やや時間幅をもたせ 9世紀前半の資料としておく。
第 156 図　包含層出土土師器坏実測図⑩（S=1/3）
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　Ⅱ類については、同様の資料が SC70 や SC72 において

9 世紀第 3 四半期の所産と考えられる坏と共伴している。

よって、高台付椀Ⅱ類についても同様の時期が付与でき

るものと考える。

　1740 や 1742、1757・1758 などの細く長い高台が付く

タイプの椀については、包含層出土資料の中では全体

的な器形が分かる資料が皆無であったため、類型設定

に至っていない。しかし、この種の細く長い高台をも

ち、直線的に開きながら立ち上がる器形の椀について

は、SC4 において 9 世紀末〜 10 世紀初頭の土師器坏と共

伴している。さらに、窪地出土の高台付椀の大部分も、

これと同様の高台が付き直線的に開きながら立ち上がる

タイプであるといえる。しかも、窪地出土の坏の年代観

が 9 世紀末〜 10 世紀代であることも、このような器形・

第 157 図　包含層出土土師器坏実測図⑪（S=1/3）

第 158 図　包含層出土土師器坏実測図⑫（S=1/3）
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高台を有す椀がこの時期の所産であることの傍証となろ

う。　

C　漆付着坏・椀（第 163 図）　

　1762 〜 1771 は土師器の椀ないしは坏の破片である。

内外面に漆と思われる膜状あるいは固形の黒色を呈す

る付着物が認められる資料である。1762 〜 1764 は口縁

部、1765 〜 1768 は体部、1769 〜 1771 は底部片である。

1769 と 1770 については赤外分光分析を実施しており、

その結果付着物は漆であると同定されている（第 4 章第

5節参照）。

D　坏・小皿（第 164 図）　

　1772・1773 は土師器坏である。1772 は底部切り離し

技法が糸切りである。口径 14.8 ㎝、底径 8.8 ㎝、器高 3.4

㎝を測る。1773 は底部がヘラ切りであるが、口径 14.8

㎝、底径 7.8 ㎝、器高 3.4 ㎝とほぼ共通する。両者共に

12 世紀前半〜中頃の資料と考えられる。1774 〜 1776 も

同様の土師器坏と考えられ、底部切り離しは糸切りであ

る。法量は不明。

　1777 〜 1781 は土師器の小皿。1777 は口径 11.6 ㎝、

底径 8 ㎝、器高 1.7 ㎝を測る。底部切り離しは磨耗のた

め判然としないがヘラ切りと思われる。1778 〜 1780 は

底部ヘラ切りの小皿である。1779 と 1780 は法量が共通

しており、口径 9.5 ㎝前後、底径 6.8 ㎝、器高 1.8 ㎝を

測る。11 世紀代の資料であろうか。1781 は底部糸切り

離しの小皿で、底部中央に穿孔の痕跡らしきものが認め

られる。

E　蓋（第 164 図）

　1782 〜 1788 は土師器蓋である。1782 は自然流路から

の出土で、磨耗が著しい。つまみが付き、口径は 12.3

㎝を測る。1783 〜 1785 はつまみをもたない。口縁端部

が短く直立させ、かえりとする。1786 も同様の形態を呈

すがやや扁平である。1787 は円盤状を呈し、かえりもな

い。蓋であろうか。口径が復元できた資料については、

14 ㎝前後で共通する。

F　その他（第 164 図）

　1789 は鉢の口縁部であろうか。玉縁状に肥厚する。断

面形態は東播系須恵器の口縁部に似る。

　1790 は小型の椀。器壁はかなり薄い。内外面共に黒色

を呈すため、黒色土器である可能性も考えられるが、ミ

ガキがみられないため土師器の小型椀とした。

　1791 は大型の脚台付皿と考えられる。口縁部と脚台部

は欠くが、かなり大型になるものと思われる。脚台の上

部には扁平な皿が付くものと推測される。1792 〜 1794

はいずれも脚台付鉢と考えられる。内面はいずれもナデ

により調整される。

　1795 は高台付皿である。高台部は欠損する。口径

12.4 ㎝を測る。

　1796 は托上椀である。高台に加え、垂直方向に延びる

鍔が巡るものと考えられるがこの部分は欠損する。椀部

は大きく湾曲しながら立ち上がる。黒色処理はされてお

らず、内外面共に回転ナデにより調整される。南九州で

の出土は初例と思われる。

G　黒色土器（第 165・167 図）

　1797 〜 1851 は所謂黒色土器 A 類と呼ばれる資料で、

内面を黒色処理するものである。1797 〜 1838 は高台付

椀である。1797 は直線的に開く器形にハの字状の高台が

付く。内面はやや炭素の吸着が悪く、完全に黒色を呈し

ていない範囲が広く残る。ミガキの単位も不明である。

この形態の資料をⅠ類とする。1798 〜 1799 も高台部を

欠くが、この類型に属するものと推測される。

　1801 は体部がやや丸みをおびて立ち上がり、半球形の

器形を呈す。ハの字の高台が付く。口径 12.2 ㎝、底径
第 159 図　包含層出土土師器坏実測図⑬（S=1/3）

第 160 図　包含層出土土師器坏実測図⑭（S=1/3）
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第 161 図　包含層出土土師器高台付椀実測図①（S=1/3） 第 162 図　包含層出土土師器高台付椀実測図②（S=1/3）
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6.2 ㎝、口径 5.6 ㎝を測る。この形態の椀をⅡ類とする。

1804 のような口縁端部がわずかに外反する資料も、この

類に属するものと考えられる。

　1802 は体部の曲線化がさらに進み半球形を呈す。口縁

端部はわずかに外反し、底部には低い高台が付く。この

種の椀をⅢ類とする。両黒の黒色土器 B 類である 1852

もこの類型に属するものといえる。

　1807 は外面も回転ナデの後にミガキが加えられるが、

黒色処理はされていない。

　1808 〜 1835は底部資料である。高台には 1808 〜 1810

のように低いものや、1829 〜 1832 のように細く長いも

のがみられる。1833 〜 1835 のようにかなり丸みをおび

る体部と短い高台が特徴的な資料も認められる。1833 は

内外面共に丁寧なミガキが加えられるが、外面は黒色処

理していない。

　1839・1840 は円盤高台を有す坏である。1841 は円盤

第 163 図　包含層出土土師器高台付椀・漆付着土器実測図（S=1/3）

第 164 図　包含層出土その他の土師器実測図（S=1/3）
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高台の端部をさらにつまみ、短い高台を作り出す。1842

〜 1846 は坏である。1842 は底部外周に色調が異なる範

囲があるため、高台がはずれている可能性もある。1843

は底部外面を削り薄くしている。

　1847 〜 1851 は蓋である。土師器坏の蓋と同様に端部

を短く折ることで、かえりにしている。1850 は外面もミ

ガキを加える。このような黒色土器の蓋も、少なくとも

南九州では他に出土例を知らない。

　1852 〜 1858 は内外面を黒色処理した黒色土器 B 類で

ある。1852 は F15 区で出土した完形の資料である（第

166 図）。後述する刀子（2514）と近接して出土してい

る。当初は土坑墓等の遺構に伴うものと考え、周辺を断

ち割って断面で掘り込みの有無を確認した。その結果、

遺構と考えられる掘り込みは伴っていなかったため、包

含層出土の遺物として報告する。口径 16.7 ㎝、底径 8.4

㎝、器高 6.9 ㎝を測る。体部が丸みをおび半球形を呈す。

端部がわずかに外反し、底部には短い高台が付く。高台

内面には放射状の圧痕が残る。黒色土器椀Ⅲ類である。

1853 も同類であろうか。1855・1858 は短く外に折れる

第 165 図　包含層出土黒色土器実測図①（S=1/3） 第 167 図　包含層出土黒色土器実測図②（S=1/3）

1797

0 10cm

1798

1799 1800

1801 1802
1803

1804
1805

1806 1807

1808 1809 1810

1812

1815

1813

1816 1817

1814

1818 1819 1820 1821

1822 1823 1824 1825

1826 1827 1828 1829

1830 1831 1832 1833

1834 1835 1836

1837
1838

1811

0 10cm

1839 1840 1841
1842

1844 1845 1846 1847 1848

1850 18511849

1852

1853
1854

185718561855

1858

1843



-190- -191-

高台を有す。

　黒色土器は、他の土師器に比べ出土量も少なく、全体

的な器形を窺い知ることができる個体も限られている。

しかし、上でみたように、器形からいくつかの類型に分

類できる。ここでは、これらの類型の帰属時期を考えて

みたい。

　直線的な体部を有す黒色土器椀Ⅰ類については、一括

資料としては不安定な資料であるが、SC40 で 9 世紀第 3

四半期の所産と考えられる土師器坏と共出している。さ

らに、同様の共出関係は馬渡遺跡 SD12 でも確認されて

いる。よって、黒色土器Ⅰ類椀は 9 世紀第 3 四半期頃の

所産と考えられる。ここではやや時間幅をもたせ、9 世

紀中頃〜後半の資料とする。

　椀Ⅱ類は SB11 で同一柱穴内からではないが、9 世紀末

〜 10 世紀前半の所産と考えられる土師器坏と共出して

いる。よって、Ⅱ類についてはこの時期の所産と捉えて

おきたい。

　椀Ⅲ類については、SB12 において類似する器形を呈す

る土師器椀が出土している。さらには口縁部と高台部は

欠くが、Ⅲ類に属すると考えられるかなり体部に丸みを

おびる黒色土器 A 類が出土している。よって、椀Ⅲ類は

SB12 の年代観を充て、10 世紀中頃以降の所産と考える。

H　甕（第 168 〜 173 図）

　1859 〜 1981 は 土 師 器 の 甕 で あ る。1859 〜 1890・

1892・1894 は内外面の調整にハケメがみられる資料であ

る。1859〜1861は外面に横および縦のハケメがみられる。

口縁部は曲線的に長く外反する。1860 の口縁端部は玉縁

状に肥厚する。1865 も体部のみであるが、横・縦方向の

ハケメが認められる。

　1862・1864・1866 〜 1890・1892・1894 は外面ないし

は口縁部内面の頸部屈曲部より上位をハケメにより調整

する資料である。1866 は口縁端部に平坦面を作り、先端

が外に突出する。1876 も同様の口縁端部を有す。緩やか

に外反する長めの口縁部を呈す資料が多い。1890 は外面

にハケメおよびタタキがみられ、口縁部内面にはミガキ

調整が加えられる。1892 は胴部が屈曲し、器高の浅い鉢

型を呈すものと考えられる。1893 の口縁部内面には浅い

凹線が巡る。口径をみると、25 〜 30 ㎝程の資料と、20

㎝前後の大きく分けて二種類認められる。器形全体が分

かる資料はほぼ皆無であるが、長くくの字状に外反する

口縁部と、内外面のハケメ調整を有す資料を甕Ⅰ類とす

る。

　1891・1893 〜 1963 は外面の調整がナデを基本とする

資料である。ただし、1906 〜 1913 のような口縁部のみ

である資料については、胴部の調整が不明であるため、

本来はハケメが施されていた可能性も考えられる。1896

は胴部上半がナデ調整、下半にタタキが認められる。

1900 の口縁部内面には＊のような線刻がみられる。1908

〜 1913 は口縁端部が外に肥厚するタイプである。この

種の口縁を呈すものは、本来はハケメ調整であった可能

性が高い。口縁部は長くくの字に外反する資料が多いが、

1916・1923 〜 1926 のような短く外反する資料も確認で

きる。さらには、1951・1953・1955・1958 のような短く

外反した上に屈曲した口縁端部が肥厚するような個体も

認められる。口径は 25 〜 30 ㎝程のものが多い。これら

の外面ナデ調整を主体とする一群をⅡ類としたい。

　1964 は胴部片で外面に格子目タタキがみられる。1965

は丸底気味の底部。1966 は土師器坏のような平底の底部

であるが、胎土が甕のみにみられる大きめの砂粒を多く

含む胎土であるため、甕の底部とした。1967 は小型の甕

であろう。1968・1969 は甕の底部付近。

　1970 〜 1981 は小型の甕である。最も小さい 1976 は口

径 8.8 ㎝、底径 2 ㎝、器高 7.4 ㎝を測るのみである。外

面はナデ調整、内面はケズリないしはナデ調整となる。

1973 は内外面共に丁寧にナデられており、器壁も薄い。

このような小型の甕はその調整技法からⅡ類に伴うもの

と考えられる。

　土師器甕については、遺構内での良好な共伴関係が分

かる資料がなく、包含層出土資料についても全体的な器

形および調整技法が確実に分かる資料が少ないため、そ

の年代的位置づけおよび他器種とのセット関係の抽出は

容易ではない。大枠ではハケメ調整を基調とし、長く外

反する口縁部を有す甕Ⅰ類とした一群が 9 世紀代、ナデ

調整を基調とする甕Ⅱ類が 10 世紀代を占めるものと考

えられる。ただし、従来から指摘されているように、ハ

ケメを施すⅠ類の中でも、縦および横方向のハケメが組

み合わされたものが古く、単一方向のハケメを有す資料

が新しい段階の資料である可能性は高い。また、本遺跡

でもⅠ・Ⅱ類の両群でタタキを有する資料が出土してい

るが、これも既に指摘されているように、Ⅰ類とⅡ類と

にまたがって存在していたものと考えられる。このよう

に考えると、タタキがみられるハケメ基調の資料はより

新しく、タタキを有すナデ調整の資料はより古い段階の

ものと推測される。よって、タタキ調整が加えられる甕

については 9世紀中頃〜後半頃の所産と考える。　

I　甑・羽釜・カマド・鍋（第 174 図）

　1982 〜 2001 は甑およびその把手と考えられる資料で

ある。1982・1984 は口縁部である。1982 は口径 27 ㎝を

測る。内面はケズリが加えられる。1983・1985 〜 1990

は甑の把手部分と考えられるものである。1983 は亀の手
第 168 図　包含層出土土師器甕実測図①（S=1/3）
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状を呈す。1985 〜 1989 は牛角状、1990 は環状把手であ

る。1991 〜 2001 は甑の底部と考えられる。中にはほと

んどアールがつかず、直線的な器形を呈すため、移動式

カマドの底部片の可能性がある資料も存在する。しかし、

破片資料であるため、ここでは甑の底部として報告する。

　2002 は土師器の羽釜である。口縁部外面には鍔状の突

第 169 図　包含層出土土師器甕実測図②（S=1/3）

第 170 図　包含層出土土師器甕実測図③（S=1/3）
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起が巡る。内面はケズリにより調整される。口径 15 ㎝

を測る。2003も同様の鍔が巡る。

　2004 は移動式カマドの底部片と考えられる。甑の底

部に比べ肉厚で重量感がある。器形も直線的でほとんど

アールがつかない。

　2005 は口縁部外面に縦長の把手が付く鍋であろうか。

把手部分のみが遺存するため、全体的な器形は不明であ

る。胎土は土師器甕や甑と共通する。

J　製塩土器（第 175 〜 178 図）

　2006 〜 2130 は製塩土器である。2006 〜 2018 は口径

が復元できた資料である。2006 は唯一全体的な器形が分

かる資料である。口径 12 ㎝、器高 8.1 ㎝を測る。磨耗

しており内面の布目が残っていない資料が多い。口径が

復元できる資料をみると、10㎝前後〜15㎝まで幅がある。

割り合いとしては、12 ㎝前後の口径を有す資料が最も多

い。

　2025 は二次的な被熱のためか、胎土が硬化して須恵

質を呈す。さらに外面は自然釉のような光沢を有す。

2040・2049・2066・2076・2083・2084・2089・2094・

2097 〜 2099・2104・2107 〜 2110・2116 〜 2121・2123

も同様に胎土が硬化し、一部色調も須恵器のような灰色

を呈す資料も認められる。

　2122 〜 2130 は底部片。いずれも尖底を呈する。外面

はオサエにより調整され、内面には布目を残す。

②須恵器（第 179 〜 184 図）

A　坏（第 179・180 図）

　2131 〜 2247は須恵器である。2131 〜 2160は坏。2131

は丸みをおびる体部から直線的に口縁部に向かう。端部

がわずかに外反する。内面には火襷が認められる。口径

15.6 ㎝、底径 7.6 ㎝、器高 6.6 ㎝を測る。2132 〜 2138

は底部ヘラ切りの平底の坏である。2132 には体部下端に

ヘラケズリ状の面取りがみられる。底部はヘラ切りの後

ナデ調整される。2134 は底部から口縁部に向かい大きく

開く器形を呈す。底部はヘラ切り後ナデ。2135 には火襷

が認められる。2136 は底部下端に段が付き、高台状を呈

す。口径は 11 〜 13 ㎝前後を測る。
第 171 図　包含層出土土師器甕実測図④（S=1/3）

第 172 図　包含層出土土師器甕実測図⑤（S=1/3）
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　2139 〜 2147 は平底坏の底部である。いずれも底部切

り離し技法はヘラ切りである。その後ナデ調整を加える

ものも多い。2144 には体部下端にヘラケズリ状の面取り

有。2147 はやや軟質な胎土を有す。底径は 5.1 〜 7.2 ㎝

を測る。

　2148 〜 2152 は坏の口縁部である。2149 は大きく開く

口縁部で、口径 20 ㎝を測る。2150 はやや内湾する口縁

部で、焼き歪みがみられる。2152 は片口の坏である。

　2153 〜 2160 は円盤高台坏である。2153 は焼成は良好

であるが、橙色に発色する。2154 は緑釉陶器のような器

形の円盤高台坏。底部外面に十字の線刻が認められる。

2158 は胎土が軟質。2159 は円盤高台としたが、高台部

が低く、底部切り離し技法によるものと考えられる。

B　高台付坏・皿（第 180 図）　

　2161 〜 2172 は高台付坏である。2161 は唯一完形に復

元できる資料で、口径 13.4 ㎝、底径 7 ㎝、器高 5.5 ㎝

を測る。短く端部に平坦面を有す高台から、ほぼ直線的

に立ち上がる。2162 も同様の器形を呈す。2163 は口縁

部を欠くが、箱型の坏部に短い高台が底部のやや内側に

付く。2164・2165 は胎土が軟質。2167 や 2171 も高台端

部が平坦になる高台を有す。2172 はかなり低い高台をも

つ。

　2173 は高台付皿で、高台は太く端部に凹線が巡る。口

径 13 ㎝、底径 8.1 ㎝、器高 4.2 ㎝を測る。

C　蓋（第 180 図）　

　2174 〜 2191 は須恵器の蓋である。2174 は口径 23.4

㎝とかなり大型で、天井部に向かいかなり上向きに立ち

上がるため、高坏の脚部の可能性もある。2175 は扁平な

器形を呈す。端部を直立させてかえりを作る。2176 はか

えりが 2175 より明瞭となる。焼きがあまく軟質である。

2177・2178 は蓋の天井部で、外面は回転ヘラケズリが顕

著である。2179 〜 2190 はいずれも端部がわずかに直立

させてかえりを作る資料である。2191はつまみ部である。

軟質な胎土を有す。

D　壷（第 181・182 図）　

　2192 〜 2213 は壷である。2192 〜 2202 はいずれも瓶

形壷と考えられる。2192 は二重口縁を呈す。口径 11 ㎝

を測る。2193 は外面に自然釉が付く。胎土や色調、調整

が類似し、出土地点も近接することから高台付壷の 2208

と同一個体の可能性も考えられる。2194 〜 2196 は瓶形

第 173 図　包含層出土土師器甕実測図⑥（S=1/3）

第 174 図　包含層出土土師器甑・羽釜・カマド・鍋実測図（S=1/3）

1970 1971 1972

1973
1974 1975

1976

1977 1978

1979 1980

1981

0 10cm

1982

1984 1985 1986

1983

1987
1988 1989

1990

1991 1992 1993

1994
1996 1997

1995

1998 1999
2000 2001

2002

20042003

2005

0 10cm



-198- -199-

第 175 図　包含層出土製塩土器実測図①（S=1/3） 第 176 図　包含層出土製塩土器実測図②（S=1/3）
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壷で肩部に耳が付く。2194 は外面に格子目タタキがみら

れ、内面はナデおよびオサエにより調整される。2197 〜

2207 は底部である。2204 は小型の資料で、底径 6 ㎝を

測るのみである。内面はナデにより調整される資料が多

いが、2207 は同心円当て具痕がわずかに残る。最終的に

ナデ消されているが、2197 や 2206 にも外面にタタキが

みられるため、タタキ成形であった可能性が高い。

　2208 〜 2213 は高台付壷である。いずれも短い高台が

付き、端部が平坦になるかわずかに凹線状を呈す。底径

は 8〜 9㎝前後を測る。

E　甕（第 182・183 図）　

　2214 〜 2235 は須恵器甕である。2214 〜 2229 は口縁

部資料である。そのうち 2214 〜 2226 は頸部でくの字に

屈曲するタイプである。2218・2222・2223 の口縁端部は

外に肥厚する。2225・2226 は胎土軟質。2218 と 2220 の

胎土には黒色鉱物が斑点状に多く認められる。2227 〜

2229 は二重口縁を呈す。2228・2229 の外面には一条の

波状沈線がみられる。2228 は橙色に発色する。2230 〜

2235 は甕の肩部ないしは胴部片である。2230 は外面に

自然釉が付着する。胎土も黒色鉱物が斑点状に含まれ

ており、他の須恵器の胎土とは異なる。上述の 2218 や

2222の胎土と類似する。2232 〜 2234も同類とみられる。

2231 は外面に格子目タタキが、内面には同心円当て具痕

が残る。

F　鉢・小壷（第 183 図）

　2236・2237 は鉢である。体部外面中央に逆 D 字状の浅

い連続的な刻みが二段にわたって確認できる。それ以下

は格子目タタキがみられるが、内面には当て具痕はなく、

ナデが加えられる。2236 は口径 21 ㎝、底径 11.4 ㎝、器

高 12.7 ㎝を測る。

　2238 は小壷で短くてやや内傾する口縁を有す。口径 5

㎝を測る。

第 177 図　包含層出土製塩土器実測図③（S=1/3）

第 178 図　包含層出土製塩土器実測図④（S=1/3）
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第 179 図　包含層出土須恵器坏実測図（S=1/3） 第 180 図　包含層出土須恵器坏・皿・蓋実測図（S=1/3）
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第 181 図　包含層出土須恵器壷実測図（S=1/3） 第 182 図　包含層出土須恵器壷・甕実測図（S=1/3）
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G　転用硯・風字硯（第 184 図）　

　2239 〜 2245・2247 は須恵器甕・坏・蓋を利用した転

用硯である。2239・2243 〜 2245・2247 は甕を転用した

ものである。いずれも内面の当て具痕の凹凸を利用して

磨り込んでおり、磨耗する。

　2240・2242 はいずれも高台付坏の見込み部分を磨面と

した転用硯である。2240 は口径 15.2 ㎝、底径 8.4 ㎝、

器高 6.5㎝を測る。端部に平坦面を有す短い高台が付く。

2242は高台端部が欠損する。

　2241 は蓋であり、二点の破片を同一個体の可能性が高

いと認識し、図上で復元したものである。つまみの内面

部分には磨面に加え墨痕と考えられる黒色の範囲が広が

る。口縁部片については磨面は認められないが、黒色を

呈する範囲が確認できる。

　2246 は風字硯の破片と考えられる資料である。海部は

完全に欠損しており、墨痕は確認できない。硯背後方部

には脚が剥離した痕跡が認められる。明確なのは一箇所

のみであるが、その反対側にもわずかではあるが剥落し

た痕跡が認められる。硯背はオサエにより調整されてお

り、指紋と思われる痕跡までもが残る。硯面は硯尻付近

にやはり指頭によるオサエ調整の痕跡が認められる。硯

尻側面はヘラケズリにより面取りがなされる。硯面のオ

サエ調整の状況から、脚の剥離痕跡が明瞭に残る左側は、

側縁に近いものと推測されるが、縁の立ち上がりを伺わ

せる雰囲気はなく、断面形態は平坦となる。

③国産施釉陶器・貿易陶磁器（第 185 〜 192 図）

A　緑釉陶器（第 185・186 図）

　2248 〜 2333 は緑釉陶器である。本遺跡では遺構内出

土資料も含めて 136 点の緑釉陶器が出土しており、その

内 123 点を図化している。尚、緑釉陶器・貿易陶磁器の

第 183 図　包含層出土須恵器甕・鉢・小壷実測図（S=1/3）

第 184 図　包含層出土須恵器転用硯・風字硯実測図（S=1/3）
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分類・同定作業については、山本信夫氏よりご指導いた

だいた。

　2248 〜 2273 は軟質（土師質）な胎土を有す資料であ

る。2248 は釉がやや黄色味をおびる椀である。京都産洛

北型ないしは防長産と考えられる。2249 は蛇ノ目高台の

椀ないしは皿。底部は無釉である。軟質な胎土を有し、

京都産（洛北型ないしは洛西型）と考えられる。2250 は

軟質な胎土をもつ椀ないしは皿である。防長産と考えら

れる。2251 も軟質な胎土の資料で、貼り付けの輪状高台

をもつ。畳付には沈線が巡る。防長産（長門タイプ）で

あろう。2252 〜 2262・2264・2265 は口縁部片で、椀ま

たは皿と考えられる。2253 は皿と考えられる資料で、口

径 13.8 ㎝を測る。これらは軟質な胎土の京都産洛北型

ないしは防長産と考えられる。2263・2266・2267・2269

〜 2271 はいずれも体部片である。2268・2272・2273 は

底部片。いずれも軟質な胎土の京都産洛北型ないしは防

長産と考えられる資料である。

　2274・2275・2277 〜 2291 は硬質（須恵質）な胎土を

有す椀ないしは皿で、胎土および削り出し高台等の特徴

から京都産洛西型と考えられる資料である。2274 は 6 点

の破片が接合した皿である。高台内面には×状のヘラ沈

線がみられる。2275 は釉が濃緑色を呈す椀である。2280

は段皿であろうか。2283 〜 2291 は底部片で、いずれも

削り出し高台である。2284・2285 は蛇ノ目高台。2291

は円盤高台の底部に糸切り痕が認められる。これら京都

産洛西型の緑釉陶器は 9 世紀後半〜 10 世紀代の資料と

される。

　2276・2292・2293・2295 〜 2297・2299 〜 2302・2304

〜 2308・2310・2312 〜 2324 は硬質な胎土を有す京都産

洛西型ないしは東海産と考えられる資料である。2276 は

皿であろう。2292・2293・2295 〜 2297・2299・2302 は

口縁部資料。椀ないしは皿と考えられる。釉は淡緑色や

緑色を呈するものが多い。

　2294・2298・2311・2325 はやはり硬質な胎土を有すが、

濃緑色を呈する釉調またはミガキがみられないという特

徴から京都産洛西型・東海産・近江産のいずれかと考え

られる資料である。

　2303 はやや軟質な胎土を有しており、京都産洛北型の

可能性があるが、釉調からは古い時期の東海産の資料で

ある可能性も考えられる。

　2309 は硬質な胎土の資料で、京都産（洛北型ないしは

洛西型）と考えられる。

　2326 〜 2330 は釉が濃緑色を呈す近江産と考えられる

資料である。2326 は胎土が硬質な口縁部片で、それ以外

の資料はいずれも胎土が軟質なものである。2330 は貼り

付け高台の底部資料で、高台畳付内側には段がみられる。

10 世紀後半〜 11 世紀初頭の資料と考えられる。

　2331 〜 2333 は淡緑色の釉と硬質な胎土を有す京都産

（洛北型・洛西型）ないしは東海産と考えられる資料で

ある。

　これら緑釉陶器の出土地点をみてみると、比較的満遍

なく出土はしているが、調査区西端の 3 〜 7 区、東側窪

地周辺の 18 〜 20 区で多く出土しているのが分かる。

B　越州窯系青磁（第 187・188 図）

　越州窯系青磁およびその可能性が高いと考えられる資

料は、遺構内出土のものも含めて合計 172 点が出土して

いる。内訳はⅠ類が 103 点、Ⅱ類が 57 点、その他Ⅰ類・

Ⅱ類の判別ができない資料などが 12 点となる。これら

の内 89 点を図化している。

　2334 〜 2379 は越州窯系青磁Ⅰ類と考えられる資料で

ある。2334 はほぼ完形の資料で、越州窯系青磁椀Ⅰ -1a

類である。口径 15.5 ㎝、底径 5.6 ㎝、器高 4.7 ㎝を測

る。口縁部は直口し、底部は蛇ノ目高台である。一部欠

損するが高台には 5 箇所の目跡が残る。2335 〜 2342・

2345 も直口する口縁部で、蛇ノ目高台であるⅠ -1 類の

可能性がある。2363 はⅠ -2 類であろうか。それ以外も

口縁部資料は直口するものが多く、2361 のように外反す

る資料は少ない。2366 は直口する口縁を有すⅠ類皿であ

る。口径は 13.8 ㎝を測る。2367 は口径 15.4 ㎝を測る椀

Ⅰ類である。2368 は椀ないしは皿の底部付近で内面には

目跡が残る。2370 〜 2373 は底部資料である。2370 は平

底の椀Ⅰ-5類である。体部外面下位以下には施釉しない。

内外面に目跡がみられる。2371 も同様の椀Ⅰ -5 の平底

底部。釉は底部付近までかかる。2372・2373 はⅠ -1a 類

の蛇ノ目高台を呈す底部である。それぞれ底径6㎝と5.8

㎝を測る。第 185 図　包含層出土緑釉陶器実測図①（S=1/3）

第 186 図　包含層出土緑釉陶器実測図②（S=1/3）
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　2374 は壷類の蓋と考えられる。Ⅰ類であろうか。釉調

からは元の可能性もあるが、釉が薄いため越州窯系青磁

として報告する。

　2375・2376 は壷Ⅰ類。いずれも胴部片であろう。

　2377 は香炉蓋と考えられ、わずかに透かし部分が遺存

する。

　2378・2379 はⅠ類の加工品で、円盤状に打ち欠いて成

形される。

　越州窯系青磁Ⅰ類の出土地点をみてみると、ほぼ調査

区西端 3 〜 7 区に集中することが分かる。完形に近い

2334の資料もここで出土している。

　2380 〜 2383 は長沙窯系青磁ないしは越州窯系青磁Ⅰ

類と考えられる資料である。2380 は瓜胴を呈す水注であ

ろうか。胎土には微細な白色粒が含まれる。2381 も同様

の水注の胴部片と考えられる。2382 は底部片で、底部内

面にまで施釉される。やはり胎土には微細な白色粒が含

まれる。2383 は水注把手部分である。外面には 3 本の沈

線が入る。いずれの資料も灰オリーブの釉がかかる。

　2384 〜 2409 は越州窯系青磁Ⅱ類である。2384 は完形

に復元できる資料で、底部が上げ底の円盤高台状を呈す

椀Ⅱ -2b である。口径 17.8 ㎝、底径 8 ㎝、器高 6.6 ㎝

を測る。内面および底面に目跡がみられる。体部外面

下位は露胎となる。2385 も椀Ⅱ -2b 類と考えられ、復

元口径は 19.6 ㎝とやや大型である。2386 も椀Ⅱ -2b な

いしは 2c 類と考えられる。2387 は口径 18.2 ㎝を測る。

2391・2393 も円盤状高台の椀Ⅱ -2b ないしは c 類の可能

性がある。2394 は口縁端部が外反する椀Ⅱ -2c ないし

は d 類と考えられる。2395・2397 も口縁が外反してお

り、椀Ⅱ -2c ないしは e 類。2396 も口縁部が外反し、輪

花を有す。2398 は外反口縁と輪花を有す椀Ⅱ -2c 類と考

えられる。2399 は口縁端部が玉縁状を呈す椀Ⅱ -2f 類で

ある。2401 〜 2404 は内湾口縁の椀Ⅱ -2d 類であろう。

2407・2408は円盤状高台を呈す椀Ⅱ-2類。2407は内面に、

2408は内面および外面体部下端に目跡を残す。

　2409は水注の注口であろう。内面にも釉薬がかかる。

　これら越州窯系青磁Ⅱ類の出土地点をみてみると、や

はり調査区西側の 5・6 区で最も多く出土していること

がわかる。ただし、越州窯系青磁Ⅰ類に比べると、全体

第 187 図　包含層出土越州窯系青磁（・長沙窯系青磁）実測図（S=1/3）

第 188 図　包含層出土越州窯系青磁実測図（S=1/3）
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量が少ないこともあるが、他の地点と大きな差はないと

いえる。

C　灰釉陶器（第 189 図）

　2410 〜 2431 は灰釉陶器である。31 点（同一個体は 1

点とする）が出土し、25 点を図化した。2410 は接合し

ない 3 点の部位（肩・耳部、胴部、底部）をつないで図

面上で復元したものである。双耳壷であると思われる

が、耳部は 1 箇所のみが残る。頸部から口縁部片も出土

していない。外器面全体に櫛歯状の工具で細沈線を施す。

肩部より上位は横方向に、それより下位は縦・横方向の

組み合わせとなる。底部にも同様の文様が施される。胎

土には黒色鉱物が含まれる。底部も含め外面全体に灰オ

リーブ色の釉がかけられる。胴部下半から底部にかけて

は釉が薄くなる。底径 9㎝、遺存高は 22.8 ㎝を測る。

　2411 〜 2421 は壷である。2411・2412 は頸部、2413 〜

2418 は胴部である。2419 〜 2421 は底部片。2419 は輪状

高台、2420・2421 は平底を呈すものと考えられる。

　2422・2423は皿である。2422は漬け掛けの段皿である。

内外面共に釉の大部分が剥離する。口径 11.6 ㎝を測る。

2423 も漬け掛けの皿と考えられる資料である。釉は体部

下位以下には掛からない。低い三日月状の高台を有す。

黒笹 K-90 窯式の新しい段階から折戸 O-53 窯式頃の資料

であろうか。

　2424 〜 2426 は耳皿である。2424 は刷毛塗りである。

尾北産の可能性が考えられ、K90 窯式と同時期の資料で

あると思われる。2425・2426 も耳皿の口縁部片である。

　2427 〜 2431 は椀ないしは皿と考えられる資料である。

2427 は底部片と考えられる。2428 は D13 区と G17 区出

土資料が接合した資料で、釉は刷毛塗りである。

D　白磁（第 190 図）

　白磁は大宰府編年の C 期（11 世紀後半〜 12 世紀前

半）〜 H 期（14 世紀後半〜 15 世紀中頃）までの資料合

計 126 点が出土している。その内、半数以上の 66 点が C・

D期（11 世紀後半〜 12 世紀後半）の資料である。A期（8

世紀末〜 10 世紀中頃）の資料である椀Ⅰ類は 5 点（Ⅰ

類ないしはⅡ -5 類と考えられる 1 点を含む）出土して

いる。B 期（10 世紀後半〜 11 世紀中頃）の標識時期で

ある椀ⅩⅠ類は出土していない。

　2432・2433・2435 は白磁椀Ⅰ類の口縁部である。いず

れも小さな玉縁口縁を呈す。2434 はやや玉縁が長く、Ⅰ

第 189 図　包含層出土灰釉陶器実測図（S=1/3）

第 190 図　包含層出土白磁実測図（S=1/3）
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類ないしはⅡ -5 類と考えられる。

　2436 〜 2440 は白磁椀Ⅱ類と考えられる資料である。

2436 〜 2439 は口縁部。いずれも小振りな玉縁口縁を呈

す。2438 は椀Ⅱ -1 ないしは 5 類、2439 は胎土からはⅡ

-5 類と考えられるが、Ⅳ類の可能性もある。2440 は椀

Ⅱ類の底部である。白磁Ⅱ類は合計 12 点出土している。

　2441 〜 2459 は白磁椀Ⅳ類である。全体では 24 点出土

している。2441 〜 2458 は口縁部。いずれも肉厚な玉縁

口縁を呈する。2441 は口径 16 ㎝を測る。2459 は底部片

である。

　2460は口縁端部がわずかに外反する資料で、白磁椀Ⅴ・

Ⅵ・Ⅶ類のいずれかであろう。

　2461 は口縁端部が弱く外反する椀Ⅵ類と考えられる。

口径は 15 ㎝を測る。

　2462 は白磁皿ⅡないしはⅢ類と考えられる。2463 も

皿で、Ⅱ・Ⅲ・Ⅷ類のいずれかと考えられる。大宰府編

年 C・D期の所産といえる。

　2464 は白磁皿Ⅱ -1 類の底部である。底径 4 ㎝を測る。

C期の所産である。

　2465 は口縁端部が弱く外反する白磁椀Ⅴ -2・Ⅵ・Ⅶ

類のいずれかと考えられる。C・D期の所産である。

　2466 は白磁皿Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ類のいずれかであろう。やは

り C・D期の所産。

　2467・2468 は白磁皿で、2467 はⅥ類、2468 はⅥない

しはⅦ類と考えられる。C期の所産である。

　2469 は直口口縁の椀で、ⅥないしはⅧ類と考えられる。

　2470 は内面見込みの釉が環状に掻き取られた椀Ⅷ類で

ある。底径 6.2 ㎝を測る。D期の所産。

　2471 は口縁内面の釉が掻き取られた口禿げの椀Ⅸ類。

F期（13 世紀中頃〜 14 世紀初頭）の所産である。

　2472 は白磁皿Ⅸ -1b 〜 d 類と考えられる資料である。

底径 6㎝。F期の所産である。

　2473 は白磁の加工品で、側面を打ち欠いており円盤状

を呈す。

　2474 〜 2481 は森田 D群の白磁皿である。2474・2475・

2480は抉入高台付皿である。2474は口径8.8㎝、底径3.8

㎝、器高 2.2 ㎝を測る。内面には目跡が残る。2475 も抉

入高台付皿で、高台内面には朱書きがみられる。2480 も

同様の資料である。2476〜 2479・2481は口縁部片である。

これらの資料は大宰府編年の H期の資料である。

第 191 図　包含層出土青磁実測図（S=1/3）

第 192 図　包含層出土中世陶磁器実測図（S=1/3） 第 193 図　包含層出土鉄製品実測図①（S=1/2）
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　2482 は白磁を再利用した円盤状加工品である。白磁の

釉調・胎土から森田 D群の白磁皿の可能性がある。

E　青磁（第 191 図）

　青磁は龍泉窯系青磁Ⅰ類等の大宰府編年 D 期（12 世紀

中頃〜後半）以降、上田 B Ⅳ類の J 期（15 世紀末〜 16

世紀前半・中頃）まで合計 52 点出土している。最も多

くの出土をみているのは、龍泉窯系青磁Ⅳ類以降（G期:14

世紀初頭以降）で 17 点を数える。

　2483 は龍泉窯系青磁椀Ⅰ -2 〜 4 類と考えられる資料

である。D期の所産である。

　2484 は同安窯系青磁椀Ⅲ類の口縁部片である。外面に

わずかに櫛目文が残る。同安窯系青磁は本遺跡ではこれ

1点のみが出土した。D期の所産。

　2485 は鎬蓮弁文を有す龍泉窯系青磁椀Ⅱ -b 類である。

底径 6.2 ㎝を測る。E期（13 世紀前後〜前半）の所産。

　2486 はやや器高が低いが龍泉窯系青磁椀Ⅳ類と考えら

れる。外面の蓮弁文はかなり略化する。口径12㎝、底径4.5

㎝、器高 3.5 ㎝を測る。

　2487・2488 は産地が福建省系と考えられる青磁椀で、

元以降（G期以降）の所産と考えられる。

　2489・2490・2498 は龍泉窯系青磁椀Ⅳ類以降の時期の

資料と考えられれる。2492 は龍泉窯系青磁皿Ⅳ類以降の

所産といえる。底径 5.6 ㎝を測る。

　2491は椀ないしは皿の底部で、元〜明代の所産である。

　2493は直口口縁の青磁椀で明代の所産であろうか。

　2494・2495 は外反口縁の龍泉窯系青磁椀でやはり明代

の所産と考えられる。

　2496 は外反する口縁を呈す青磁皿で、これも明代の所

第 194 図　包含層出土鉄製品実測図②（S=1/2） 第 195 図　包含層出土鉄・銅製品実測図（S=1/1・1/2）
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産であろう。

　2497 は上田 B ⅢないしはⅣ類の青磁椀。底径 4.4 ㎝を

測り、内面見込みにはスタンプ文がみられる。I・J 期の

所産。

　2499 は上田 C Ⅱ類の椀で、外面には雷文帯が認められ

る。H 期（14 世紀後半・末〜 15 世紀前半・中頃）の所

産といえる。

　2500・2502 は直口口縁の龍泉窯系青磁椀Ⅰ類ないしは

Ⅱ類であろうか。

　2501・2503・2504 は外反する口縁の龍泉窯系青磁椀Ⅳ

類である。G期の所産。

　2505 は龍泉窯系青磁椀ないし皿、2506 は香炉であろ

うか。2506は底径 4.3 ㎝を測る。

F　その他の陶磁器（第 192 図）

　2507 は瀬戸天目茶碗と考えられる。胎土は浅黄橙色を

呈する。

　2508・2509 は中国産の天目茶碗であろう。胎土は灰色

を呈し、釉は茶褐色に発色する。

　2510は中国産黒釉陶器の壷である。

　2511・2512 は東播系須恵器の口縁部片である。いずれ

も外に肥厚する口縁部を有す。

④鉄製品・銅製品・鍛冶関連遺物（第 193 図〜 203 図）

A　鉄製品（第 193 〜 195 図）

　本遺跡で出土した鉄製品に関しては、X 線写真の撮影

第 196 図　包含層出土鞴羽口実測図①（S=1/2） 第 197 図　包含層出土鞴羽口実測図②（S=1/2）
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を実施できておらず、錆膨れの著しい範囲に関しては、

形態等を推定しているところが多い。実測図においては

推定範囲は点線で示し、本来の形態と判断できる範囲に

関してのみ実線で表現している。

　2514 〜 2527 は刀子と考えられる資料である。2514 は

包含層出土黒色土器の項で述べたように、完形の黒色土

第 198 図　包含層出土鉄滓実測図①（S=1/2） 第 199 図　包含層出土鉄滓実測図②（S=1/2）
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器 B 類の土師器椀である 1852 と近接して出土している

（第 166 図）。しかし、掘り込みがみつかっておらず、確

実に遺構内共伴といえるような出土状況ではなかったた

め、包含層出土資料として個別に報告する。残存長 18.9

㎝、刃部の最大幅は 1.3 ㎝程を測る。大分錆膨れしてお

り、形態は推定している範囲が多いが、断面図を取った

部分 3 箇所で折損しており、そこで断面形態の確認と刃

部等の幅を観察した。関は緩やかなナデ関と推測される。

2515は刃部のみが遺存する。切先は欠損する。残存長9.6

㎝、刃部幅 1.8 ㎝を測る。2516 も同様の刀子と考えられ、

丁度関部分が遺存する資料である。関は刃部側にあり、

やはり緩やかに湾曲するナデ関であろう。2517 は刃部が

やや細身である。やはり関周辺の資料で、関部付近の刃

部幅は 1 ㎝程で、切先に向けて細くなる。2518 は接合は

しないが同一個体と考えられる資料である。関部が刃部

側と背部側にみられる。2519・2521・2522・2524 も関部

付近と考えられるものであるが、いずれも関部は刃部側

にあり、ゆるやかに湾曲する形態を呈すものと推測され

る。2520・2523・2525 〜 2527 は刃部のみである。切先

を折損しているものが大部分であるため、ここでは刀子

として報告しているが、本来は鉇等の別器種である可能

性も考えられる。

　2528・2529 は両端を折り曲げる手鎌である。2528 は

刃部先端が折損するため、基部が折り曲げられているも

のと考えられる。2529は刃部先端が折り曲げられている。

　2530 は三角形鏃である。刃部先端は折損する。2531

も鉄鏃であろうか。外側に刃部が付く。

　2532 は不明鉄製品。火鋏状の形態を有し、中央でコの

字に折れる。両先端部には 2 箇所づつ突起が付く。類例

をしらないが、古代相当の包含層であるⅥ層より出土し

ているため、不明鉄製品として報告する。

　2533 〜 2535 は不明鉄片である。これらも錆膨れがあ

るため、孔の有無は不明である。現況では隅丸長方形を

呈す。

　2536 も不明鉄製品である。薄い筒状を呈す。中央は空

洞である。

　2537 は鉄製紡錘車。径 4.6 ㎝程で、孔には折損した軸

棒がわずかに残る。

　2538 は正確には鉄製品ではなく、土壌の鉄分が植物の

根の周囲に付着し、固化した所謂高師小僧であるものと

考えられる。男根状の形態を呈す。偶然的な産物である

可能性も考えられる。

　2539 〜 2571 は鉄釘と考えられる資料である。2539 〜

2545 は頭部が残存する資料である。断面形態はほぼ正方

形のものから横長長方形を呈すものまである。完形品は

ない。2544 〜 2552 のような頭部を欠いているが先端部

に向かい先細りになっている資料については、やはり釘

である可能性が高いと考える。それ以外の頭部も先端部

も欠損し断面形態が横長長方形を呈すものについては、

鉄鏃など他の器種である可能性も考えられる。

　2572・2573 は鉄滓の中に鉄釘と思われるものが取り込

まれて同化している資料である。

　2574 〜 2584 は用途・器種不明の棒状鉄製品である。

2574・2576 は断面正方形、2575・2577・2578 は断面横

長長方形を呈す。2579 〜 2584 については、断面がほぼ

円形のものが、何本も組み合わさるような状態で固着し

ている。これが本来的に棒状に成形した鉄を固着させた

のか、錆膨れのためかは判然としない。

B　銅製品（第 195 図）

　2585 は用途不明の銅製品である。約 5 ㎝程が遺存して

おり、やや筒状に丸みをおびる可能性もある。内面につ

いたガジリからは地金が露出している。重さ29ｇを計る。

　2586 は銅銭である。錆と腐食が著しく、欠損する部分

も多いことから、元と寳の二文字のみ判読可能である。

D9 区から出土している。

C　鞴羽口（第 196・197 図）

　2587 〜 2603は鞴羽口である。2587は先端が先細りし、

表面に融溶物が付着する。断面形態は楕円形を呈す。通

風孔の径は 2.5 ㎝程で、最先端部は外径と通風孔の大き

さがさほど変わらず、器壁がかなり薄くなる。縦に切っ

た断面形態をみると、通風孔の断面は直線的でなく、や

や湾曲・蛇行しているのが分かる。

第 200 図　包含層出土鉄滓実測図③（S=1/2） 第 201 図　包含層出土鉄滓実測図④（S=1/2）
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　2588 〜 2591・2594・2597・2598・2601 も鞴羽口の先

端部である。やはり最先端が先細りし、表面には融溶物

が付着する。2588は先端にガラス質の融溶物が付着する。

先端部から徐々にグラデーションで胎土が硬化している

のが分かる。2591 には一部濃い青色を呈すスラグが付着

する。通風孔の径が確実に分かる資料はほとんどない。

2603 も胎土の硬化具合から先端部に近い資料と推測され

る。2596の外面には溝状の窪みが認められる。

D　鉄滓（第 198 〜 201 図）

　2604 〜 2701 は鉄滓である。包含層からだけでも 150

点程の鉄滓が出土した。大きさ重量に関しては、大小様々

な資料が出土している。今回はこれらの資料について金

属学的な分析は実施できていないため、一括して鉄滓と

して報告する。

　2604 〜 2606 は比較的大型の鉄滓である。2605 は重量

100 ｇを、2604 と 2606 は 200 ｇを超える。全体的な傾第 202 図　包含層出土粘土塊実測図①（S=1/3）

第 203 図　包含層出土粘土塊実測図②（S=1/3）

第 204 図　包含層出土紡錘車・土製品実測図（S=1/1・1/3）
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向としては 50 ｇ以下のものが 9 割を超え、半数近くは

20 ｇ以下となる。

　これらの鉄滓の出土地点をみてみると、掲載遺物 97

点中 36 点は調査区中央の 15 区で出土している。その内

30 点は C15 区での出土である。これは鍛冶炉の痕跡であ

ると考えた SX3 が存在することと強く関連するものだろ

う。SX3 の周辺では鉄滓だけではなく、炉壁など鍛冶関

連の遺物が多く出土しており、周辺で鍛冶が行われてい

た可能性は極めて高いといえる。

E　炉壁・粘土塊（第 202・203 図）

　2702 〜 2717 は炉壁の一部と考えられる資料である。

素材は粘土であり、粘土塊ともいえるものの表面が硬化

し、中には 2702・2703・2705 のようにガラス質融溶物

が付着するものがある。厚みは 2711 のような薄いもの

では 1.3 ㎝、2705 のような資料では、残存する部分の厚

みだけでも 4.5㎝程を測る。各資料の硬化具合をみると、

被熱部から外側に向かい徐々に硬化していくことが分か

る。2715 や 2717 などは最も外側までも硬化し須恵器の

ような質感を呈する。出土地点は掲載した 16 点中 11 点

は C15 区からの出土で、その他も 13 〜 16 区と比較的近

い位置から出土している。やはりこの周辺で鍛冶が行わ

れていた可能性が高いことを示す資料と理解できる。

　2718 〜 2720 は胎土にスサが多く含まれた粘土塊であ

る。やはり被熱のためか硬化（須恵質化）しているが、

融溶物の付着は認められない。また、出土地点も全て

B3 区と上述の炉壁の可能性が高いと考えた粘土塊とは異

なっており、ここでは粘土塊として報告する。

⑤土製品・土錘（第 204 〜 206 図）

A　紡錘車・土製品（第 204 図）

　2721 〜 2726 は土師器を転用した紡錘車である。いず

れも土師器の円盤高台坏を打ち欠いて紡錘車に転用して

いる。

　2727 は用途不明の土製品。残存する範囲に関しては、

土師器の転用品のように、アールが付いておらず扁平で

ある。欠損する部分が多いため断定はできないが、転用

品ではなく、元々土製品として製作された可能性がある。

　2728 は土師器の転用品ではなく、焼成前に穿孔されて

いるようである。用途は不明である。

　2729 は数珠球であろうか。径 1.4 ㎝程の楕円形を呈す

土製の玉に穿孔が施される。

　2730 も用途不明の土製品である。断面は隅丸方形状を

呈し、一面には 2 本の沈線が施される。色調・胎土は土

師器甕や甑に類似する。土師器の脚部のようにもみえる

が、全体的な器形が不明であるため、不明土製品として

報告する。

B　土錘（第 205・206 図）

　2731 〜 2847 は土錘である。形態・法量共に様々であ

る。法量的には、長さ 5 ㎝前後で幅が 2 〜 3 ㎝のもの、

長さ 3 〜 4 ㎝で幅が 2 ㎝前後のもの、長さは 3 〜 4 ㎝で

幅 1.5 ㎝前後のものとに大きく分けられる。どこかしら

欠損している資料が多く、本来の重量は現状よりも多く

なるであろう資料が大部分を占める。現況で完形である

資料の平均重量は 10ｇ程を計る。最も重いもので 28ｇ、

最小で 4 ｇとなる。形態をみると、2731・2734 などの

ように両端が平坦となり、中央部が膨らむもの、2747 〜

2754 のように長さが短く、中央が力こぶ状に膨らむもの、

2766 や 2774 のように細長いものなどヴァラエティー豊

かである。包含層出土資料の掲載遺物 117 点中 6 割以上

が調査区西端 3 〜 6 区で出土している。調査区中央の 10

〜 17 区ではほとんど出土していない。

⑤石器・石製品（第 207・208 図）

A　滑石製石鍋・滑石製品（第 207 図）

　本遺跡からの滑石製石鍋および滑石製品の出土は多

くない。2848 〜 2852 は石鍋と考えられる資料である。

2848 の内面には沈線状の削痕が残る。また、1 箇所に穿

孔がみられる。2849 〜 2852 は石鍋の口縁部片である。

遺存している範囲では把手はみられない。

　2853 は滑石製品で、本来は四角形を呈すものと推測さ

れる。中央部には穿孔が施されるが、径の約半分は欠損

する。石鍋の転用品であろうか。用途は不明である。

　2854 は板状の滑石製品である。両側縁が砥石のように

磨き込まれ、平滑になる。上面も平坦であるが側縁のよ

うな平滑さはない。裏面は破断面となる。これも用途不

明である。

B　石器（第 207・208 図）

　2855 〜 2866 は砥石である。2855 は天草陶石製で、上

部の破断面以外は全て砥面となる。下端には円形の窪み

が 2 段にわたってみられる。穿孔の際に使用した痕跡の

可能性がある。2856 は砂岩製の砥石。厚さ 0.8 ㎝とかな

り薄い。手持ちの砥石であろうか。2857 は乳棒状の砥

石である。天草陶石製。全ての面で研磨痕がみられる。

2858・2859 は断面四角形の棒状を呈す砂岩製の砥石であ

る。2858 は上面と側縁に研磨痕が残る。上面には鉄が付

着している。2859 は表裏 2面に磨面が認められる。

　2860 〜 2864・2866 は台石状の砥石と考えられる。

2860 は上面と左側面に磨痕がみられる。左側面の方がよ

く使い込まれ、平滑になる。2861 も同様の砥石である。

表裏 2 面に砥面がみられる。砂岩製。2862 も砂岩製の砥

石で、表裏 2 面に砥面が残る。大部分は欠損する。表面

の方がよく使い込まれており、裏面には鉄分が付着する。
第 205 図　包含層出土土錘実測図①（S=1/3）
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2863・2864 も砂岩製の砥石と考えられるが、砥面が石皿

状に窪む。いずれも砂岩製である。2865 は大型の礫を

利用しており、上面と左側面に磨痕が認められる。重量

5.1kg を計る。2866 も大型砂岩礫の砥石である。若干石

皿状に窪む上面中央と、左側面に磨痕がみられる。

　2867 〜 2872 は碁石状石製品である。いずれも両面が

研磨され光沢を有す。2867・2872 はチャート製で暗い灰

色を呈し、2868 は蛇紋岩製で灰白・黒色を呈する。2871

も蛇紋岩製で浅緑白色と白色がマーブル状に混ざる。

2869と 2870は石英製で黄色味の強い白色を呈している。

　2873 は凝灰岩製の石錘と考えられる。両端に穿孔の痕

跡があるものの、貫通はしない。重量は 88 ｇを計る。

　2874 は石製紡錘車である。砂岩製で表裏面および側面

を丁寧に研磨している。中央には軸棒を通すための穿孔

がなされている。約半分が欠損するが、径 7 ㎝程である

と推測される。

　2875 は軽石製品である。縦長楕円形の軽石の側縁から

切り込みを入れて、中央部がくびれる形態を呈する。上

半には円形の窪みもみられる。浮子であろうか。

　2876 は良質な水晶を素材とした玉状の製品である。約

第 206 図　包含層出土土錘実測図②（S=1/3）

第 207 図　包含層出土滑石製品・石器実測図（S=1/3・1/4・1/6）

2800 2801 2802 2803
2804

2805 2806 2807 2808 2809

2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819

2820 2821 2822 2823 2824 2825
2826 2827 2828 2829

2830

2831 2832 2833 2834
2835 2836 2837 2838

2839
2840 2841 2842

2843 2844
2845 2846 2847

0 10cm

2848

2849 2850

2851 2852

2853

2855 2856 2857

2858 2859

2860

2861

2862

2863
2864

2865
2866

2854

0 20cm

0 10cm

0 10cm

（2855 〜 2864）

（2865・2866）



-230- -231-

半分が欠損するが、穿孔の痕跡はみられず、少なくとも

穿孔の際の破損ではない。表面には整形の際の敲打痕が

残り、破断面には破損後の微細剥離も認められる。底面

が緩やかに丸みをおびることから、台座のようなものに

設置していた可能性も考えられる。

　2877はチャート製の火打ち石。上面には節理面を残す。

両端は稜を作り出し機能部としている。稜には使用に伴

うつぶれが認められる。

　2878 は花崗岩製の凹み石である。全体的に淡い橙色を

呈すが、側面や裏面には被熱のためか茶褐色や黒色を呈

す範囲もみられる。

　2879 は粘土塊としているが、凝灰岩の可能性もある。

上面には工具痕が残り、左側面には研磨の痕がみられる。

用途不明の加工品といえる。

第４節　その他の時代の遺物

　真米田遺跡においては、遺構については平安時代〜中

世以外の時期のものは皆無であり、遺物についてもこれ

以外の時代に属すると考えられる資料は極小量が出土し

ているのみである。ここでは、平安時代〜中世以外の時

代の遺物を一括して報告する。

　2880 はホルンフェルス製の打製石斧である。基部が若

干抉れる撥形を呈す。表面の基部から刃部にかけて磨か

れている範囲が広く確認でき、それに伴う細かな擦痕が

第 208 図　包含層出土石器・石製品実測図（S=1/1・1/2・1/3・1/4）

残る。縄文時代に属する遺物であろう。

　2881 はホルンフェルス製の磨製石庖丁である。表裏面

共に風化する。側面には浅い抉りが入る。弥生時代の所

産である。

　2882 は古墳時代の須恵器である。孔部は認められない

がハソウであろうか。体部中央には一条の突帯が巡り、

その上位には櫛描波状文がみられる。

　2883 は蹄鉄である。表土層からの出土であり、近現代

の所産と考えられる。鉄釘状の鋲も遺存している。

第 209 図　その他の時代の遺物実測図（S=1/2・1/3）
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第４章　真米田遺跡における自然科学分析
株式会社　古環境研究所　　　　

第１節　真米田遺跡における放射性炭素年代測定

１．はじめに

  放射性炭素年代測定は、光合成や食物摂取などにより生物体内に取り込まれた放射性炭素（14Ｃ）の濃度が放射性

崩壊により時間とともに減少することを利用した年代測定法である。樹木や種実などの植物遺体、骨、貝殻、土壌、

土器付着炭化物などが測定対象となり、約 5万年前までの年代測定が可能である。

２．試料と方法

  次表に、試料の採取箇所、種類、前処理・調整法および測定法を示す。

 　AMS：加速器質量分析法（Accelerator Mass Spectrometry）

３．測定結果

  加速器質量分析法（AMS）によって得られた14Ｃ濃度について同位体分別効果の補正を行い、放射性炭素（14Ｃ）年
代および暦年代（較正年代）を算出した。第 1 表にこれらの結果を示し、第 210 図に暦年較正結果（較正曲線）を示す。

　（１）δ 13Ｃ測定値  
　試料の測定14Ｃ / 12Ｃ比を補正するための炭素安定同位体比（13Ｃ / 12Ｃ）。この値は標準物質（PDB）の同位体比か
らの千分偏差（‰）で表す。試料のδ 13Ｃ値を -25(‰ ) に標準化することで同位体分別効果を補正する。

　（２）放射性炭素（14Ｃ）年代測定値
　試料の14Ｃ / 12Ｃ比から、現在（AD1950 年基点）から何年前かを計算した値。 14Ｃの半減期は 5730 年であるが、国
際的慣例により Libby の 5568 年を用いた。統計誤差（±）は１σ（68.2％確率）である。14Ｃ年代値は下１桁を丸め
て表記するのが慣例であるが、暦年較正曲線が更新された場合のために下 1 桁を丸めない暦年較正用年代値も併記し
た。

　（３）暦年代（Calendar Years）
　過去の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中14Ｃ濃度の変動および14Ｃの半減期の違いを較正することで、放射
性炭素（14Ｃ）年代をより実際の年代値に近づけることができる。暦年代較正には、年代既知の樹木年輪の詳細な14Ｃ
測定値およびサンゴの U/Th（ウラン / トリウム）年代と14Ｃ年代の比較により作成された較正曲線を使用した。較
正曲線のデータは IntCal 09、較正プログラムは OxCal 3.1 である。
　暦年代（較正年代）は、14Ｃ年代値の偏差の幅を較正曲線に投影した暦年代の幅で表し、OxCal の確率法により 1
シグマσ（68.2％確率）と 2 σ（95.4％確率）で示した。較正曲線が不安定な年代では、複数の 1 σ・2 σ値が表記さ
れる場合もある。（）内の％表示は、その範囲内に暦年代が入る確率を示す。グラフ中の縦軸上の曲線は14Ｃ年代の確
率分布、二重曲線は暦年較正曲線を示す。

４．所見

　加速器質量分析法（AMS）による放射性炭素年代測定の結果、№ 1 の炭化材では 1095 ± 20 年 BP（２σの暦年代で

AD 890 〜 995 年）、№ 2 の炭化材では 1300 ± 20 年 BP（AD 660 〜 780 年）、№ 3 の炭化材では 1095 ± 20 年 BP（AD 

890 〜 1000 年）、№ 4の炭化材では 1220 ± 20 年 BP（AD 710 〜 750, 760 〜 890 年）、№ 5の炭化材では 1155 ± 20 年

BP（AD 780 〜 970 年）の年代値が得られた。
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１σ（68.2％確率） ２σ（95.4％確率）

1 20180 -27.18±0.11 1095±19 1095±20
AD895-920(26.2%)
AD945-985(42.0%)

AD890-995(95.4%)

2 20181 -25.28±0.12 1298±20 1300±20
AD665-710(43.6%)
AD745-765(24.6%)

AD660-780(95.4%)

3 20182 -25.90±0.12 1093±20 1095±20
AD895-920(25.3%)
AD950-990(42.9%)

AD890-1000(95.4%)

4 20183 -24.75±0.13 1222±19 1220±20
AD720-740( 4.3%)
AD770-870(63.9%)

AD710-750(14.4%)
AD760-890(81.0%)

5 20184 -28.75±0.12 1155±19 1155±20

AD780-790( 0.8%)
AD820-840( 6.8%)
AD860-900(34.5%)
AD910-950(26.2%)

AD780-970(95.4%)

測定番号
PED-

δ13C
（‰）

14C年代
（年BP）

暦年代（較正年代）：cal-
試料№

暦年較正用
年代(年BP)

第 1表　放射性炭素年代測定結果

試料№  採取箇所  種類  前処理・調整法 測定法 

 №１  G18区，Ⅵ層落ち込み  炭化材  超音波洗浄，酸-ｱﾙｶﾘ-酸処理   AMS 

 №２  SB７，P3，中層  炭化材  超音波洗浄，酸-ｱﾙｶﾘ-酸処理   AMS  

 №３  SB８，P2，上層  炭化材  超音波洗浄，酸-ｱﾙｶﾘ-酸処理   AMS  

 №４  SC８，床面  炭化材  超音波洗浄，酸-ｱﾙｶﾘ-酸処理   AMS  

 №５  SC４，下層(床面近く)  炭化材  超音波洗浄，酸-ｱﾙｶﾘ-酸処理   AMS  
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第 210 図　暦年較正結果

第２節　真米田遺跡における植物珪酸体分析

１．はじめに

　植物珪酸体は、植物の細胞内に珪酸（SiO2）が蓄積したもので、植物が枯れたあともガラス質の微化石（プラント・

オパール）となって土壌中に半永久的に残っている。植物珪酸体分析は、この微化石を遺跡土壌などから検出して同定・

定量する方法であり、イネをはじめとするイネ科栽培植物の同定および古植生・古環境の推定などに応用されている

（杉山，2000）。また、イネの消長を検討することで埋蔵水田跡の検証や探査も可能である（藤原・杉山，1984）。

２．試料

　分析試料は、D14 区のⅤ層〜Ⅶ層から採取された 5 点および H19 区のⅤ層〜Ⅶ層から採取された 5 点の計 10 点であ

る。試料採取箇所を分析結果の模式柱状図に示す。

３．分析法

　植物珪酸体の抽出と定量は、ガラスビーズ法（藤原，1976）を用いて、次の手順で行った。

１）試料を 105℃で 24 時間乾燥（絶乾）

２）試料約１gに対し直径約 40 μ m のガラスビーズを約 0.02g 添加（0.1mg の精度で秤量）

３）電気炉灰化法（550℃・6時間）による脱有機物処理

４）超音波水中照射（300W・42KHz・10 分間）による分散

５）沈底法による 20 μ m 以下の微粒子除去

６）封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成

７）検鏡・計数

　同定は、400 倍の偏光顕微鏡下で、おもにイネ科植物の機動細胞に由来する植物珪酸体を対象として行った。計数は、

ガラスビーズ個数が 400 以上になるまで行った。これはほぼプレパラート 1 枚分の精査に相当する。試料 1g あたり

のガラスビーズ個数に、計数された植物珪酸体とガラスビーズ個数の比率をかけて、試料 1g 中の植物珪酸体個数を

求めた。

　また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重（1.0 と仮定）と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体 1 個あ

たりの植物体乾重）をかけて、単位面積で層厚 1cm あたりの植物体生産量を算出した。これにより、各植物の繁茂状

況や植物間の占有割合などを具体的にとらえることができる（杉山，2000）。タケ亜科については、植物体生産量の

推定値から各分類群の比率を求めた。

４．分析結果

　検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行い、その結果を第２表お

よび第 211 図に示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。

〔イネ科〕

　イネ、ムギ類（穎の表皮細胞）、ヨシ属、キビ族型、ススキ属型（おもにススキ属）、ウシクサ族Ａ（チガヤ属など）

〔イネ科－タケ亜科〕

　メダケ節型（メダケ属メダケ節・リュウキュウチク節、ヤダケ属）、ネザサ節型（おもにメダケ属ネザサ節）、チマ

キザサ節型（ササ属チマキザサ節・チシマザサ節など）、ミヤコザサ節型（ササ属ミヤコザサ節など）、未分類等

〔イネ科－その他〕

　表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由来）、未分類等

〔樹木〕

　ブナ科（シイ属）、クスノキ科、マンサク科（イスノキ属）、その他

５．考察

（１）稲作跡の検討

　稲作跡（水田跡）の検証や探査を行う場合、一般にイネの植物珪酸体（プラント・オパール）が試料１gあたり 5,000
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個以上と高い密度で検出された場合に、そこで稲作が行われていた可能性が高いと判断している（杉山，2000）。なお、

密度が 3,000 個 /g 程度でも水田遺構が検出される事例があることから、ここでは判断の基準を 3,000 個 /g として検

討を行った。

１）D14 区

　Ⅴ層（試料１）からⅦ層（試料５）までの層準について分析を行った。その結果、すべての試料からイネが検出された。

このうち、Ⅴ層（試料１）では密度が 13,800 個 /g とかなり高い値であり、Ⅵ層（試料３）、Ⅵ b 層（試料４）、Ⅶ層

（試料５）でも 3,200 〜 4,000 個 /g と比較的高い値である。したがって、これらの各層では稲作が行われていた可能

性が高いと考えられる。

２）H19 区

　Ⅴ層（試料１）からⅦ層（試料５）までの層準について分析を行った。その結果、すべての試料からイネが検出さ

れた。このうち、Ⅴ層（試料１）とⅤ ' 層（試料２）では密度が 5,600 個 /g および 5,000 個 /g と高い値であり、Ⅵ

b 層（試料４）でも 4,000 個 /g と比較的高い値である。したがって、これらの各層では稲作が行われていた可能性が

高いと考えられる。

　Ⅶ層（試料５）では、密度が 600 個 /g と低い値である。イネの密度が低い原因としては、稲作が行われていた期

間が短かったこと、土層の堆積速度が速かったこと、採取地点が畦畔など耕作面以外であったこと、および上層や他

所からの混入などが考えられる。      

（２）イネ科栽培植物の検討

　植物珪酸体分析で同定される分類群のうち栽培植物が含まれるものには、イネ以外にもムギ類、ヒエ属型（ヒエが

含まれる）、エノコログサ属型（アワが含まれる）、キビ属型（キビが含まれる）、ジュズダマ属（ハトムギが含まれる）、

オヒシバ属（シコクビエが含まれる）、モロコシ属型、トウモロコシ属型などがある。このうち、本遺跡の試料から

はムギ類が検出された。

　ムギ類（穎の表皮細胞）は、D14 区のⅤ層（試料１）から検出された。密度は 700 個 /g と低い値であるが、穎（籾

殻）が栽培地に残される確率は低いことから、少量が検出された場合でもかなり過大に評価する必要がある。したがっ

て、同層準の時期に調査地点もしくはその近辺でムギ類が栽培されていた可能性が考えられる。

　イネ科栽培植物の中には検討が不十分なものもあるため、その他の分類群の中にも栽培種に由来するものが含まれ

ている可能性が考えられる。これらの分類群の給源植物の究明については今後の課題としたい。なお、植物珪酸体分

析で同定される分類群は主にイネ科植物に限定されるため、根菜類などの畑作物は分析の対象外となっている。

（３）植物珪酸体分析から推定される植生と環境

　上記以外の分類群では、Ⅵ b 層より上位層を中心にネザサ節型が比較的多く検出され、ヨシ属、ウシクサ族Ａ、メ

ダケ節型、および樹木（照葉樹）のマンサク科（イスノキ属）なども認められた。おもな分類群の推定生産量によると、

おおむねネザサ節型が優勢であり、部分的にヨシ属も多くなっている。

  以上の結果から、古代とされるⅥ b層からⅤ層にかけては、おおむねヨシ属が生育するような湿潤な環境であった

と考えられ、そこを利用して水田稲作が行われていたと推定される。また、周辺の比較的乾燥したところにはメダケ

属（おもにネザサ節）やウシクサ族などが生育し、遺跡周辺にはイスノキ属などの照葉樹林が分布していたと考えら

れる。

６．まとめ

  植物珪酸体分析の結果、古代とされるⅥ b層からⅤ層にかけては、各地点ともイネが比較的多量に検出され、稲作

が行われていた可能性が高いと判断された。また、D14 区のⅤ層では、ムギ類が栽培されていた可能性も認められた。

各層準の堆積当時は、おおむねヨシ属が生育するような湿潤な環境であったと考えられ、そこを利用して水田稲作が

行われていたと推定される。
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 検出密度（単位：×100個/g）

地点・試料

   分類群 　学名 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 イネ科 Gramineae

　 イネ   Oryza  sativa 138 77 32 40 34 56 50 47 40 6

　 ムギ類(穎の表皮細胞)   Hordeum-Triticum  (husk Phytolith) 7

　 ヨシ属   Phragmites 14 35 32 27 7 6 14 20 13 13

　 キビ族型   Paniceae type 7 7 7 6 7 7 7 6

　 ススキ属型   Miscanthus  type 34 6 7 7 6 21 6

　 ウシクサ族Ａ   Andropogoneae A type 34 63 71 80 75 119 86 74 93 19

 タケ亜科 Bambusoideae

　 メダケ節型   Pleioblastus  sect. Nipponocalamus 28 14 65 40 20 13 29 14 20 26

　 ネザサ節型   Pleioblastus  sect. Nezasa 110 133 174 166 68 88 121 81 93 58

　 チマキザサ節型   Sasa sect. Sasa etc. 7 7 6 7 7 7 7

　 ミヤコザサ節型   Sasa  sect. Crassinodi 7 6 7 7

　 未分類等   Others 62 35 45 60 34 44 14 41 40 32

 その他のイネ科 Others

   表皮毛起源   Husk hair origin 62 21 6 7 7 25 21 14 13 6

   棒状珪酸体   Rodshaped 220 98 58 86 130 169 128 176 160 32

   未分類等   Others 179 161 136 86 164 157 93 101 87 39

 樹木起源 Arboreal

   ブナ科(シイ属)   Castanopsis 7 20 6 7 6

   クスノキ科   Lauraceae 7 7 6 7 6

   マンサク科(イスノキ属)   Distylium 21 21 13 20 48 25 21 34 27 19

   その他   Others 41 35 13 20 48 25 36 20 20 32

 （海綿骨針） Sponge spicules 7

 植物珪酸体総数　 Total 977 708 659 657 676 759 649 641 633 312

 おもな分類群の推定生産量（単位：㎏/㎡･㎝）：試料の仮比重を1.0と仮定して算出

 　イネ   Oryza  sativa 4.05 2.27 0.95 1.17 1.00 1.66 1.47 1.39 1.17 0.19

   ヨシ属   Phragmites 0.87 2.21 2.04 1.68 0.43 0.40 0.90 1.28 0.84 0.82

   ススキ属型   Miscanthus  type 0.43 0.08 0.08 0.08 0.08 0.27 0.08

   メダケ節型   Pleioblastus  sect. Nipponocalamus 0.32 0.16 0.75 0.46 0.24 0.15 0.33 0.16 0.23 0.30

   ネザサ節型   Pleioblastus  sect. Nezasa 0.53 0.64 0.84 0.80 0.33 0.42 0.58 0.39 0.45 0.28

   チマキザサ節型   Sasa sect. Sasa etc. 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

   ミヤコザサ節型   Sasa  sect. Crassinodi 0.02 0.02 0.02 0.02

 タケ亜科の比率（％）

   メダケ節型   Pleioblastus  sect. Nipponocalamus 36 19 46 35 39 25 36 25 31 52

   ネザサ節型   Pleioblastus  sect. Nezasa 59 75 51 60 53 72 64 63 60 48

   チマキザサ節型   Sasa sect. Sasa etc. 6 6 3 4 8 8 7

   ミヤコザサ節型   Sasa  sect. Crassinodi 1 3 3 3

　 メダケ率 　Medake ratio 94 94 97 95 92 97 100 88 91 100

D14区 H19区

第２表　真米田遺跡における植物珪酸体分析結果
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第 211 図　真米田遺跡における植物珪酸体分析結果
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ネザサ節型 表皮毛起源 棒状珪酸体

ブナ科（シイ属） クスノキ科 マンサク科（イスノキ属）

真米田遺跡の植物珪酸体（プラント・オパール）

50μｍ
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第３節　真米田遺跡における花粉分析

１．はじめに

  花粉分析は、一般に低湿地の堆積物を対象とした比較的広域な植生・環境の復原に応用されており、遺跡調査にお

いては遺構内の堆積物などを対象とした局地的な植生の推定も試みられている。花粉などの植物遺体は、水成堆積物

では保存状況が良好であるが、乾燥的な環境下の堆積物では分解されて残存していない場合もある。

２．試料

　分析試料は、D14 区のⅤ層、Ⅵ層、Ⅵ b 層から採取された 3 点および H19 区のⅤ層、Ⅴ ' 層、Ⅵ b 層から採取され

た 3点の計 6点である。試料採取箇所を分析結果の模式柱状図に示す。

３．分析法

　花粉の分離抽出は、中村（1967）の方法をもとに、以下の手順で行った。

１）試料から１cm3を秤量

２）0.5％リン酸三ナトリウム（12 水）溶液を加えて 15 分間湯煎

３）水洗処理の後、0.5mm の篩で礫などの大きな粒子を取り除き、沈澱法で砂粒を除去

４）25％フッ化水素酸溶液を加えて 30 分放置

５）水洗処理の後、氷酢酸によって脱水し、アセトリシス処理（無水酢酸9：濃硫酸1のエルドマン氏液を加え1分間湯煎）

を施す

６）再び氷酢酸を加えて水洗処理

７）沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色し、グリセリンゼリーで封入してプレパラート作成

８）検鏡・計数

　検鏡は、生物顕微鏡によって 300 〜 1000 倍で行った。花粉の同定は、島倉（1973）および中村（1980）をアトラ

スとして、所有の現生標本との対比で行った。結果は同定レベルによって、科、亜科、属、亜属、節および種の階級

で分類し、複数の分類群にまたがるものはハイフン（－）で結んで示した。

４．結果

（１）分類群

　出現した分類群は、樹木花粉 5、樹木花粉と草本花粉を含むもの 2、草本花粉 8、シダ植物胞子 2形態の計 17 である。

なお、寄生虫卵は認められなかった。分析結果を第 3 表に示し、花粉数が 100 個以上計数された試料については花粉

総数を基数とする花粉ダイアグラムを示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。以下に出現した分類群を記

載する。

〔樹木花粉〕

　マキ属、スギ、シイ属、コナラ属コナラ亜属、コナラ属アカガシ亜属

〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕

　バラ科、マメ科

〔草本花粉〕

　イネ科、カヤツリグサ科、チドメグサ亜科、セリ亜科、シソ科、タンポポ亜科、キク亜科、ヨモギ属

〔シダ植物胞子〕

　単条溝胞子、三条溝胞子

（２）花粉群集の特徴

１）D14 区

　Ⅴ層（試料 1）では、花粉密度が低く、草本花粉が 86.0％を占める。草本花粉では、ヨモギ属、イネ科、チドメグ

サ亜科が優勢で、キク亜科、タンポポ亜科、セリ亜科などが伴われる。樹木花粉では、コナラ属コナラ亜属、コナラ

属アカガシ亜属などが低率に認められた。Ⅵ層（試料 2）とⅥ b層（試料 4）では、花粉がほとんど検出されなかった。

２）H19 区

　Ⅴ層（試料 1）では、花粉密度が低く、草本花粉の占め割合が 44.5％、樹木・草本花粉が 47.5％となっている。草

本花粉では、イネ科、ヨモギ属が優勢で、タンポポ亜科、チドメグサ亜科、キク亜科などが伴われる。樹木・草本花

粉ではマメ科が卓越しており、ここで検出されたものはゲンゲ属－ミヤコグサ属に類似する小型の草本が大半である。

樹木花粉では、コナラ属コナラ亜属などが低率に認められた。Ⅴ ' 層（試料 3）とⅥ b 層（試料 4）では、花粉が検

出されなかった。

５．花粉分析から推定される植生と環境

（１）D14 区

　Ⅴ層では、花粉密度が低いことから植生や環境の詳細な推定は困難であるが、ヨモギ属、イネ科、チドメグサ亜科

をはじめキク亜科、タンポポ亜科、セリ亜科なども生育する草本類を主体とした植生であったと考えられ、日当たり

の良い人里の環境が示唆される。森林植生としては、周辺地域に落葉広葉樹のナラ類（コナラ属コナラ亜属）や照葉

樹のカシ類（コナラ属アカガシ亜属）などが分布していたと考えられる。花粉分析では、植物珪酸体分析で比較的多

く検出されたイネ（イネ属型）が認められないが、これは花粉密度が低いためと考えられる。

　Ⅵ層とⅥ b 層では、花粉がほとんど検出されなかった。花粉が検出されない原因としては、1）乾燥もしくは乾湿

を繰り返す堆積環境下で花粉などの有機質遺体が分解されたこと、2）土層の堆積速度が速かったこと、3）水流や粒

径による淘汰・選別を受けたことなどが想定される。ここでは土層の堆積状況などから、1）の要因が大きいと考え

られる。

（２）H19 区

　Ⅴ層では、花粉密度が低いことから植生や環境の詳細な推定は困難であるが、マメ科（ゲンゲ属など）、イネ科、

ヨモギ属をはじめタンポポ亜科、チドメグサ亜科、キク亜科なども生育する草本類を主体とした植生であったと考え

られ、日当たりの良い人里の環境が示唆される。Ⅴ ' 層とⅥ b 層では、花粉が検出されなかった。花粉が検出されな

い原因としては、前述のようなことが考えられる。
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第３表　真米田遺跡における花粉分析結果
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第 212 図　真米田遺跡における花粉ダイアグラム
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真米田遺跡の花粉・胞子

1  マキ属 2  コナラ属コナラ亜属
　　

4  マメ科 

5  イネ科 7  カヤツリグサ科
　　

8  チドメグサ亜科
　　

6  イネ科 

9  チドメグサ亜科
　　

10  セリ亜科 11  タンポポ亜科 12  キク亜科 

13  ヨモギ属 14  ヨモギ属 15  シダ植物単条溝胞子
　　

16  シダ植物三条溝胞子
　　



-244- -245-

第４節　真米田遺跡における珪藻分析

１．はじめに

  珪藻は、珪酸質の被殻を有する単細胞植物であり、海水域や淡水域などの水域をはじめ、湿った土壌、岩石、コケ

の表面にまで生息している。珪藻の各分類群は、塩分濃度、酸性度、流水性などの環境要因に応じて、それぞれ特定

の生息場所を持っている。珪藻化石群集の組成は、当時の堆積環境を反映しており、水域を主とする古環境復原の指

標として利用されている。

２．試料

　分析試料は、H19 区のⅤ層、Ⅴ ' 層、Ⅵ b 層から採取された計３点である。試料採取箇所を分析結果の模式柱状図

に示す。

３．分析法

　以下の手順で、珪藻の抽出と同定を行った。

１）試料から１cm3を採量

２）10％過酸化水素水を加え、加温反応させながら１晩放置

３）上澄みを捨て、細粒のコロイドを水洗（５〜６回）

４）残渣をマイクロピペットでカバーグラスに滴下して乾燥

５）マウントメディアによって封入し、プレパラート作製

６）検鏡、計数

　検鏡は、生物顕微鏡によって 600 〜 1500 倍で行った。計数は珪藻被殻が 200 個体以上になるまで行い、少ない試

料についてはプレパラート全面について精査を行った。

４．結果

（１）分類群

　分析結果を第 4 表に示し、珪藻総数を基数とする百分率を算定したダイアグラムを第 213 図に示す。珪藻ダイアグ

ラムにおける珪藻の生態性については Lowe（1974）や渡辺（2005）、陸生珪藻については小杉（1986）、環境指標種群

の海水生種から汽水生種については小杉（1988）、淡水生種については安藤（1990）の記載を参照した。以下にダイ

アグラムで表記した主要な分類群を記し、主要な分類群について顕微鏡写真を示す。

〔貧塩性種〕

　Amphora  copulata、Cymbella  amphioxys、Cymbella  silesiaca、Cymbella  spp.、Cymbella  tumida、

Cymbella  turgidula、Eunotia  minor、Frustulia  vulgaris、Gomphonema  gracile、Gomphonema  parvulum、

Hantzschia  amphioxys、Navicula  contenta、Navicula  cuspidata、Navicula  elginensis、Navicula  

laevissima、Navicula  mutica、Navicula  placenta  v.  obtusa、Neidium  ampliatum、Nitzschia  clausii、

Pinnularia  acrosphaeria、Pinnularia  aestuarii、Pinnularia  borealis、Pinnularia  divergens、Pinnularia  

gibba、Pinnularia  interrupta、Pinnularia  microstauron、Pinnularia  obscura、Pinnularia  schroederii、

Pinnularia  subcapitata、Pinnularia  viridis、Rhopalodia  gibberula、Stauroneis  anceps

（２）珪藻群集の特徴

　下位のⅥ b 層（試料４）では珪藻密度が比較的低く、貧塩性種（淡水生種）で流水不定性種の占める割合

が 42.0％、陸生珪藻が 38.0％、真・好止水性種性が 17.0％である。流水不定性種では Cymbella  silesiaca、

Rhopalodia  gibberula、陸生珪藻では Navicula  mutica、Pinnularia  schroederii、Hantzschia  amphioxys

が比較的多く、沼沢湿地付着生種の Pinnularia  acrosphaeria、Pinnularia  viridis、好塩性の Rhopalodia  

gibberula なども認められた。Ⅴ ' 層（試料３）では珪藻密度が低く、陸生珪藻の占める割合が 63.5％に増加し、流

水不定性種は 21.5％に減少している。陸生珪藻では Navicula  mutica が優占し、沼沢湿地付着生種の Pinnularia  

acrosphaeria、Pinnularia  viridis はみられなくなっている。また、真・好流水性種性の Cymbella  turgidula、

沼沢湿地付着生種でもある Navicula  elginensis が低率に認められた。Ⅴ層（試料１）では、流水不定性種の占め

る割合が 69.0％に増加し、陸生珪藻は 14.0％に減少している。流水不定性種では Cymbella  silesiaca が優占し、

Rhopalodia  gibberula、Cymbella  amphioxys などが伴われる。Ⅴ '層で優占した陸生珪藻の Navicula  mutica は

大幅に減少している。

５．珪藻分析から推定される堆積環境

  古代とされるⅥ b層からⅤ層にかけては、層位によって多少の変化はあるものの、流水の影響のある沼沢湿地、水

草の生育する不安定な滞水域、湿潤な陸域など多様な環境が共存もしくは繰り返されていたと考えられ、水田域もし

くはその周辺の環境が反映されていると推定される。また、各層準で本邦の河川における代表的種である Cymbella  

turgidula が認められることから、河川に付随する水域であったことが示唆される。さらに、各層準で好塩性の 

Rhopalodia  gibberula が認められることから、水域の水循環が停滞した際に、蒸散によって塩分濃度が上がった可

能性が想定される。
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第 213 図　真米田遺跡H19 区における主要珪藻ダイアグラム
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第 4表　真米田遺跡における珪藻分析結果 真米田遺跡の珪藻 

10μm

1 Cymbella  turgidula
　　

2 Gomphonema  
　　parvulum 

3 Navicula  elginensis
　　

4 Navicula  mutica
　　

5 Rhopalodia  gibberula
　　

6 Cymbella  silesiaca
　　

7 Navicula  laevissima
　　

8 Frustulia  vulgaris
　　

9 Hantzschia  
　　amphioxys 

10 Pinnularia  borealis
　　

11 Pinnularia  viridis
　　

12 Pinnularia  
　　acrosphaeria 

15 Navicula  cuspidata
　　

14 Cymbella  amphioxys
　　

13 Pinnularia  
　　microstauron 
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１．はじめに

　真米田遺跡の発掘調査では、内面に黒色〜黒褐色の付着物のある土器片が検出された。ここでは、付着物の成分を

調べる目的で赤外分光分析（FT-IR 分析）を行った。

２．試料

　分析試料は、土器№1〜№3の内面付着物である。試料の詳細を第5表に示し250頁に試料の実体顕微鏡写真を示す。

３．方法

　手術用メスを用いて付着物を削り取り、厚さ１mm 程度に裁断した臭化カリウム（KBr）結晶板に挟んで、油圧プ

レス器を用いて約 7 トンで加圧整形した。測定は、フーリエ変換型顕微赤外分光光度計（日本分光㈱製 FT/IR-410、

IRT-30-16）を用いて、透過法により赤外吸収スペクトルを測定した。

４．結果

　第 214 図に各試料と生漆の赤外吸収スペクトル図を示す。スペクトル図の縦軸は透過率（％Ｒ）、横軸は波数

（Wavenumber (cm-1)；カイザー）である。なお、スペクトルはノーマライズしてあり、吸収スペクトルに示した数字

は生漆の赤外吸収位置（第 6表）を示す。

（１）土器№ 1（報告書掲載番号 357）

　付着物は光沢のある黒色を呈し、全体的に薄く付着する。赤外分光分析では、生漆を特徴づけるウルシオールの吸

収（吸収№ 6 〜№ 8）は認められなかった。ただし、生漆に見られる CH 基に由来する 2927 (cm-1)、2858 (cm-1) の

吸収が明瞭に見られた。なお、1030cm-1 では漆の劣化に伴うゴム質の大きな吸収が確認された（第 214 図 -1）。以上

の結果から、付着物は漆の可能性が考えられる。

（２）土器№ 2（報告書掲載番号 1770）

　付着物は光沢のない黒褐色を呈し、全体的にやや厚く付着する。赤外分光分析では、明瞭ではないが生漆を特徴

づけるウルシオールの吸収が一部（吸収№７）に認められた。また、生漆に見られる CH 基に由来する 2927 (cm-1)、

2858 (cm-1) の吸収が明瞭に見られた（第 214 図 -2）。以上の結果から、付着物は漆と同定される。

（３）土器№３（報告書掲載番号 1769）

　付着物は光沢のある黒色を呈し、全体的にやや厚く付着する。赤外分光分析では、生漆を特徴づけるウルシオール

の吸収が一部（吸収№７）に認められた。また、生漆に見られる CH 基に由来する 2927 (cm-1)、2858 (cm-1) の吸収

が明瞭に見られた（第 214 図 -3）。以上の結果から、付着物は漆と同定される。

５．まとめ

　赤外分光分析（FT-IR 分析）の結果、土器№ 2 と土器№ 3 の付着物は漆と同定された。また、土器№ 1 の付着物は

漆の可能性が認められた。

第 5表　真米田遺跡の試料一覧

第 6表　生漆の赤外吸収位置と

　　　　その強度

1:No.1 　　2：No.2　　3：No.3
実線：付着物　点線：生漆（No.は生漆の吸収位置）

第 214 図　土器内面付着物の赤外分光スペクトル図（縦軸は透過率、横軸は波数）

第５節　真米田遺跡における塗膜分析（FT-IR 分析）
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第５章　真米田遺跡の調査のまとめ

第１節　出土遺物の様相

　真米田遺跡では実に多種多様な遺物が量的にもまさに

大量といえる程の出土をみている。包含層出土資料だけ

に限ってみても、土師器坏・椀類は 432kg、黒色土器が

26 ㎏、土師器甕が 477.2 ㎏、製塩土器が 72.8 ㎏、須恵

器が 106.3 ㎏の合計 1,114.3 ㎏を測る。ここに遺構内出

土資料や陶磁器類、鉄滓等の鍛冶関連遺物を加えれば、

さらに多くの遺物が出土しているといえる。このような

多量に出土した遺物を器種・種別ごとに整理し、それぞ

れの帰属年代を詳細に把握することで、より正確な遺跡

の評価が可能となる。

　これまでみてきたように、本遺跡では遺構内からも多

くの遺物が出土しており、中には製作時ないしは廃棄時

の確実な同時性が担保された一括資料も含まれている。

各遺構の報告の項や、包含層出土資料を報告する中で、

各遺物の分類や年代的位置づけについても言及してき

た。ここではまず、遺構内出土資料を中心に、再度、本

報告において提示した分類・年代観を総合的に検討して

みたい。特に当該時期の遺跡において最も普遍的に出土

する土師器坏・椀類および甕類に焦点を当て、時期ごと

の各器種の特徴およびセット関係の抽出を試みる。そこ

で得られたこれらの遺物の年代観を基に同時期に存在し

たと考えられる遺構群を抽出し、遺跡の時期ごとの変遷

について考えてみたい。

　ところで、本報告においてこれまで提示してきた土師

器の年代観は、桒畑光博氏や近沢恒典氏により、都城盆

地の遺跡において出土した資料を基に構築されてきた編

年案に拠るところが大きい（桒畑 2004・近沢 2011）。こ

の土師器編年（以下都城編年とする）は、都城市蓑原町

所在の馬渡遺跡およびその周辺遺跡の出土資料を用い、

桒畑氏が土師器坏を時間軸上に配列したものを骨子とす

る。そこに、近沢氏がその後調査された遺跡の新たな資

料も追加して肉付けを行ったものである。ここでも、両

氏の編年案を基礎とし、この編年案の妥当性を検討する

とともに、本遺跡の出土資料からさらなる肉付けを行い

たい。

　まずは土師器の坏から検討を加える。良好な遺構内一

括資料として、まず SC70 出土資料が挙げられる。本土

坑からは、坏 12 点、高台付椀 5 点が出土した。しかも、

重ねて置かれたような状態でほぼ完形の資料が出土して

いることから、同時に埋納された可能性が高い。この

SC70 では、坏と高台付椀のセット関係が見出せるだけ

ではなく、法量が異なる坏のセット関係も看取でき、重

要である。これらの坏は口径 13 ㎝前後、底径 6 ㎝前後、

器高 5 ㎝前後のⅠ類（518・520・521）と、口径 12.2 ㎝

前後、底径 6 ㎝程、器高 5 ㎝前後のⅡ類（524 〜 529）、

口径 13 ㎝程、底径 6 〜 6.5 ㎝、器高 6 ㎝弱のⅢ類に分

けられる。都城編年では、Ⅰ・Ⅱ類は共に 9 世紀第 3 四

半期に措かれる。Ⅲ類は器高が若干高めであり、都城編

年の各類型にはみられない資料であるが、SC70 の出土状

況から、Ⅰ・Ⅱ類と同時期の資料と理解できる。また、

SC72 でも SC70 坏Ⅱ類と同様の法量を有す坏と高台付椀

が共伴している。また、これらの資料は窪地内からは出

土しておらず、出土状況を勘案した遺物の引き算から確

実に独立した一時期を形成する資料群と理解できる。

　さらに良好な一括資料として、SB7 の P2 出土資料をみ

てみたい。10 〜 12 は口径 12 ㎝弱、底径 5 ㎝前後、器高

4 〜 5 ㎝にまとまる。出土状況をみてみると、それぞれ

出土レベルが若干異なるが、ほぼ完形の資料であり、柱

の抜き取り後に同時に埋納された可能性が高い。都城編

年に照らし合わせれば、9 世紀末〜 10 世紀初頭という年

代が得られる。この年代観は、SB7 の周辺に広がる整地

層出土遺物との関係からみても、極めて整合的といえる。

さらに、SC4 では上述の SB7 の P2 出土資料と同様の器形・

法量をもつ土師器坏と円盤高台坏、高台付椀が共伴して

出土した。

　同一柱穴内からの出土ではないが、SB15 の P3 から出

土した 146 と P7 から出土した 151 は口径 11.5 ㎝前後、

底径 5 ㎝前後、器高 4 ㎝程にまとまる。同一の柱穴から

の出土ではないが、同じ掘立柱建物跡の柱穴から出土し

ており、同時期の資料として差し支えないだろう。ただ

し、P6 からは法量的に異なる資料も出土しており、注意

が必要である。146・151 は都城編年では 10 世紀前半の

資料とされる。

　SB12 からも良好な一括資料が得られている。123・124

は口径 11 ㎝前後、底径 7.5 ㎝前後、器高 2.2 ㎝程と共

通する。胎土や器形も共通性が高い。これらの坏には

125 の高台付椀が伴う。3 点ともに SB12 の P6 から出土

しており、1 セットと捉えて良いだろう。このような資

料はこれまでの都城盆地内の遺跡ではほとんど出土して

いない資料である。大宰府で出土している同様の法量・

形態をもつ資料の年代観から 10 世紀中頃の資料と考え

られる。

　10 世紀後半〜 11 世紀代にかけての資料は、都城盆地

では遺跡自体の数が減ることもあり、不明瞭であった。

この時期の資料としては、大宰府分類白磁椀ⅩⅠ類と共

伴した坂元 B 遺跡の SC02 出土資料や、口径 10 ㎝前後に

縮小する平田遺跡 B 地点 SD12 出土資料などが充てられ
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てきた。本遺跡においても、白磁椀ⅩⅠ類の出土は皆無

であり、確実に 11 世紀代といえる資料は出土していな

い。しかし、10 世紀前半に措かれる資料に後続すると考

えられる資料が、窪地や包含層から出土している。窪地

出土土師器坏Ⅲ類や、包含層出土土師器坏Ⅹ類に分類し

た資料がこれにあたり、口径 10 ㎝前後、底径 5.5 ㎝前後、

器高 3 ㎝程を測る。前段階からさらに口径・底径が縮小

傾向にある資料であり、遺構内一括資料ではないが、型

式学的には一つの類型を構成する一群とみて差し支えな

いだろう。これらの資料が 10 世紀中頃〜後半の所産と

考えられる。1点のみの出土だが、SC13からも同様の器形・

法量をもつ坏が出土している。

　さて、上では遺構内出土資料を中心にみてきたが、本

遺跡では包含層からも遺物がまとまって出土しており、

次はこれらの資料を遺構内出土資料と比較しつつ、みて

いきたい。

　上でみてきた遺構内一括資料の中には 9 世紀前半代の

坏資料は含まれていない。すなわち、本遺跡の遺構群の

中で、確実に 9 世紀前半代に遡るものはほぼ皆無といえ

る。中には SD11 のように、9 世紀前半代に帰属する可能

性のある土師器坏や須恵器の供膳具が出土している遺構

もあるが、かなり時期幅のある遺物が出土している場合

が多く、これらの遺物が確実に遺構に伴うと判断できる

ものではない。

　しかしながら、包含層出土資料に目を向けると、器形・

法量から判断して 9 世紀前半代に属すると考えられる資

料も量的には少ないながら存在している。包含層出土遺

物の項で、坏Ⅰ類（口径 11.8 〜 14.5 ㎝、底径 7.5 〜

8.8 ㎝、器高 3.5 〜 4.6 ㎝で箱型の器形を呈すもの）お

よび坏Ⅱ類（口径平均 13.8 ㎝、底径平均 7.5 ㎝、器高

平均 4.3 ㎝を測るもの）に分類した資料は、都城編年に

照らし合わせれば、それぞれ 9 世紀第 1 四半期と、第 2

四半期の資料といえる。包含層出土坏Ⅲ〜Ⅹ類として分

類した資料群についても器形および法量から、Ⅲ〜Ⅴ類

は SC70 出土資料段階（9 世紀第 3 四半期）、Ⅵ・Ⅶ類は

SB7・SC4 出土資料段階（9 世紀末〜 10 世紀初頭）、Ⅷ・

Ⅸ類は SB15 出土資料段階（10 世紀前半）、Ⅹ類は SC13

出土資料段階にそれぞれ比定できる。

　つまり、真米田遺跡出土土師器からは 9 世紀第 1 四半

期にはじまり、10 世紀中頃〜後半頃までをⅠ〜Ⅶ期とい

う 7 段階の時期区分が可能といえる。この後、出土遺物

からは 11 世紀代の様相が不明瞭となり、11 世紀末〜 12

世紀初頭に再度遺構・遺物が確認できるようになる。こ

の時期を若干の空白期をおいてからのⅧ期としたい。検

出された遺構の帰属時期は、Ⅲ期（9 世紀第 3 四半期）

〜Ⅶ期（10 世紀中頃〜後半）にほぼ限定できるものと考

えられる。

　次に、これまでに得られた土師器坏の年代観を基に、

その他の器種とのセット関係についても検討してみた

い。高台付椀についても、やはり 9 世紀代前半の資料は

限定的な出土をみせる。遺構内出土資料ではないが、包

含層出土高台付椀Ⅰ類とした資料は、坏部の形態から 9

世紀前半代の資料と考える。さらに、SC70 での共伴状況

から、包含層出土の椀Ⅱ類とした一群は、Ⅲ期の資料と

いえよう。同様に、高台部が細長く、椀部が直線的に開

く器形を呈す資料は、SC4 での共伴関係から、Ⅳ期以降

の資料といえる。また、SB12 の P6 で得られた一括資料

からは、椀部が半球形で短い高台の付く資料（125）は、

Ⅵ期のものと考えられる。まとめると、坏部が逆台形の

箱型を呈し、短い高台が付く資料→直線的ないしはわず

かに丸みをおびる器形で短い高台を有す資料→細く長い

高台に直線的に開きながら立ち上がる器形のもの→半球

形状の丸みをおびる椀部に短い高台が付く資料への変遷

が想定される。

　次に黒色土器椀をみてみる。本遺跡では他の器種に比

べ、良好な資料は得られていない。ただし、SC40 ではⅢ

期の土師器坏と直線的に開く器形で短い高台を有す資料

（400）が共出している。10 世紀前半頃の所産と考えられ

る SB11 の柱穴からは、丸みをおびる半球形の器形を呈

し、ハの字形の高台が付く資料が出土している。SB11 の

年代観をそのまま当てはめればⅤ期前後の資料と考えら

れる。さらに器形の曲線化が進み体部の丸みが強くなる

椀Ⅲ類は、Ⅵ期の高台付椀との類似性から同様の年代観

が与えられる。

　最後に土師器甕であるが、焼成土坑である SC63 出土

資料が得られたり、多くの出土資料があるにもかかわら

ず、帰属時期が特定できる資料は少ない。外面に縦・横

方向のハケメ調整が認められる SC63 出土資料について

は、切り合い関係にあるピット出土の土師器坏との関係

から 9 世紀前半頃の所産と考えられる。これは都城編年

の年代観とも合致する。本遺跡では数少ない 9 世紀前半

代の遺構といえる。SC4 ではナデ調整の甕がⅣ期の坏・

高台付椀と共伴している。丁寧なナデ調整を基調とする

小型の甕もこの頃の所産であろう。タタキ調整がみられ

る資料については、ハケメ調整の新しい段階、ナデ調整

の古い段階にみられる要素と考えられるため、Ⅲ期前後

に位置づけたい。

　この他にも、所謂円盤高台を有す坏も本遺跡では多く

出土しており、本来ならばその年代的位置づけを示す必

要がある。しかし、遺構内での良好な共伴関係が確認で
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きる資料が限定的であるため、これらの資料については

明確な位置づけを提示できていない。ただし、焼成土坑

と考えられる SC39 から出土した遺物については、その

法量はⅣ期の平底の坏と近似する。また、SC4 での共伴

関係から、平底の坏よりも法量的に一回り大きな資料が

伴う可能性が高い。

　以上、遺構内出土の土師器坏の編年とその年代観を基

軸に置き、9 世紀〜 10 世紀代における土師器各器種の組

列および器種間のセット関係について検討した。その結

果、9 世紀〜 10 世紀代の真米田遺跡出土土師器は、Ⅰ

〜Ⅶ期までの時期区分が可能であった。土師器坏に関し

ては、都城編年で提示された変化の方向性および年代観

とほぼ軌を一にする様相が看取できた。甕についてもほ

ぼ都城編年を追認する結果が得られたといってよいだろ

う。黒色土器椀については、良好な一括資料が少なくさ

らなる検討が必要と考えるが、大枠での変化の方向性は

得られたと考える。高台付椀は、SC70 や SC4 で共伴資料

を得られており、器種間のセット関係を考える上で一定

点となり得るといえよう。また、従来不明瞭であった 10

世紀中頃〜後半にかけての資料については、包含層出土

資料も含めて重要な出土事例であると考える。これらの

結果をまとめたのが第215・216図に示した変遷図である。

次節ではこの年代観・時期区分を基に、検出遺構の変遷

について検討する。

り、4°程東に振れる SB24 のみである。その他、この建

物跡の周辺にみられる SC40 や SC70・72・74 もこの時期

の所産と考えられる。調査区の東側では、SC13 と SC19

および SD7 がこの時期の所産である可能性がある。しか

し、いずれの遺構もある程度の時間幅を想定する必要が

あり、この時期に限定できるものではない。やはりこの

時期も遺跡利用の痕跡は限定的といえる。

　Ⅳ期に入ると調査区東側で大型掘立柱建物跡である

SB7 をはじめ複数の建物跡がみられるようになる。主軸

を南北方向にとり、13°前後東に振れるグループ B とし

た一群が相当する。また、主軸が 8°前後東に振れるグ

ループAの一部もこの時期に出現していた可能性が高い。

H19 区周辺に広がる窪地もこの時期からみられるように

なる。さらに、楕円形周溝墓である SK1 も帰属時期の上

限は本期と考えられる。道跡と考えられる SD6 も SB20

と重複するものの出土遺物からはこの時期の所産といえ

よう。さらに、重複する SB8 と SB9 がいずれも本期に出

現したものと捉えられることから、同期に分類した遺構

についてもこの時間幅の中でさらなる時期差があるもの

と理解できる。

　Ⅴ期にはさらに建物跡が増える。前期に出現していた

と考えられるグループ A・B についても、出土遺物から

はこの時期まで含めた幅で捉える必要があるため、必然

的に建物跡の数は増えることになる。新たに主軸を東西

方向にとり 72 〜 87.5°西偏するグループ G が加わる。

調査区東側の SB7 周辺では複数の建物跡が重複している

ことからも、やはりⅤ期の中でもさらに時期差が存在す

るものと推測される。本期に入ると調査区全体で建物跡

がみられるようになる。比較的多くの建物跡がみられる

が、コの字状やロ字状の配置はみられない。

　Ⅵ期は主軸が 20°前後東に振れるグループ D の建物跡

で構成される。楕円形周溝墓である SK1 はⅣ期から本期

までの時間幅をみている。窪地もこの時期まで連綿と存

在していたと思われる。SB23 と SD14 および連結する硬

化面を有す窪地は一連の遺構として捉えた。前期に比べ

るとこの時期の遺構数は減る。これはこの時期の遺物の

出土量とも整合的である。

　以上、遺構が複数みられるようになるⅢ期から遺構の

変遷について俯瞰してみた（第 217 図）。検出遺構と出

土遺物の数量からいえば、Ⅳ〜Ⅴ期（9 世紀末〜 10 世紀

前半）が本遺跡の盛行期といえる。この後しばらくの断

絶の後、11 世紀末〜 12 世紀初頭（Ⅷ期）に再び遺構が

構築され、わずかではあるが遺物も出土するようになる。

出土土師器はこのような遺構の消長と整合的であるが、

陶磁器だけはⅧ期以降の資料も継続的に出土している。

第２節　遺構の変遷

　前節では本遺跡で出土した土師器資料の検討から、9

世紀〜 10 世紀にかけての時期を、Ⅰ〜Ⅶ期まで細分設

定した。本節では、そこで設定した各時期ごとの掘立柱

建物跡を中心とする遺構の変遷について検討する。同時

期の遺構の抽出に際しては、出土遺物の年代観および建

物の主軸方位を基に行った。

　Ⅰ〜Ⅱ期の遺構としては SC63 があるが、それ以外の

遺構で確実にこの時期に帰属すると断定できる遺構はな

い。SB19 や SD11 などは、この時期の所産の可能性があ

る遺物が出土しているが、全体的には時間幅が認められ

る。

　このように、Ⅰ〜Ⅱ期の掘立柱建物跡は抽出できな

かったが、帰属時期を絞り込めなかった SB14 や SB19 が

この期の建物跡である可能性は考えられる。しかし、い

ずれにせよこの時期に属す遺物の出土量からみても、ま

だ遺跡利用は限定的であったといえる。

　Ⅲ期になると調査区の西側で建物跡が出現する。ただ

し、この時期の掘立柱建物跡は、主軸を南北方向にと
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第３節　真米田遺跡の位置づけ

　これまで、本遺跡の出土土師器から時期区分を行い、

それに基づいて検出遺構の変遷についてみてきた。その

結果、遺跡の盛行期は真米田Ⅳ期からⅤ期にかけての時

期（9 世紀末〜 10 世紀前半）といえ、2 間× 3 間を基本

とする掘立柱建物跡と土坑、道跡を含む溝状遺構などか

ら構成される。SB7 のような柱穴の径が 1 ｍを超えるよ

うな大型建物や、SB8 の 2 間× 5 間、SB12 の 2 間× 6 間

といった建物面積が大きな建物跡も検出されている。し

かし、それ以外の建物跡は「一般的な集落」とされる遺

跡と大差はない。ただし、楕円形周溝墓や土師器焼成土

坑など類例の限られる遺構も検出されており、単純にそ

のような評価を与えることはできない。前節でもみたよ

うに、大型の建物跡は存在するものの、それらから官衙

的な配置を読み取れる訳ではない。唯一調査区東端の

SA7 と SA8 の配置が直線的に 2 棟並ぶが、これもコの字

状の配置をみせるものではない。つまり、検出遺構から

は一般的な集落とは異なるものの、確実に官衙的と断定

できる要素は見当たらない。

　出土遺物をみてみると、国産施釉陶器・貿易陶磁器共

に量的にも膨大な量が出土しており、その中には長沙窯

系青磁の可能性のある資料や越州窯系青磁Ⅰ類の香炉蓋

など良品が含まれる。この他にも国産緑釉陶器が 136点、

越州窯系青磁がⅠ・Ⅱ類合わせて合計 172 点も出土して

おり、量・質共に南九州の同時期の遺跡では群を抜くも

のと評価してよいだろう。緑釉陶器の産地に関しては、

体部の破片資料が多く、ピンポイントで産地を確定でき

るものは多くない。しかし、同定できた資料の中では京

都産洛西型の 25 点が最も多く、これにその可能性が高

いものを加えれば京都産（洛北型・洛西型）が大部分を

占めるものといえる。確実に防長産といえる資料は 7 点

と多くない。それでも、このように京都産・防長産の両

者が出土していることは、白磁椀Ⅰ類や越州窯系青磁の

出土と併せ、複数の流通ルートが存在していたことを示

す。また製塩土器も大量に出土しており、陸上交通のルー

トを考える上で示唆的な遺物といえる。このような遺物

の出土状況からは、真米田遺跡は物資流通に関し拠点的

な役割を担った遺跡とも評価できる。

　これに対して、遺跡の評価を行う際に大きな判断材料

の一つとなる墨書土器等の文字資料はほとんど出土して

いない。都城盆地では初出土となる風字硯をはじめ、比

較的多くの須恵器転用硯が出土しているにも関わらず、

墨書土器は可能性のある 402・530 の資料を除けばほぼ

皆無である。このような風字硯や転用硯の出土に加え、

多くの刀子の出土は、文章行政を物語る遺物として遺跡

の官衙的な性格を連想させる。しかし、上述のように検

出遺構からは官衙遺跡としての位置づけは難しい。

　より細かく出土遺物をみると、SB12 で出土した 123 〜

125 の資料は大宰府で出土する資料と遜色ないものであ

ると評価できる。さらに、西北九州（肥前・筑後国府周辺）

に特有とされる楕円形周溝墓が検出されていることも併

せると、SB12 は西北九州や大宰府周辺からの役人ないし

は有力者層が居住した居宅跡、SK1 はそのような人物が

埋葬された墓であった推測も可能である。SB7 や SB8 と

いった大型建物についても、豪族居宅の主屋に多くみら

れる廂付建物ではないものの、その規模からみれば可能

性は十分に考えられる。上述のような数多くの良質な陶

磁器類の出土からも、少なくともある程度の財力・地位

を保有していた人物の存在が浮かび上がる。

　この点に関し、9 世紀中葉〜 10 世紀前半は、それま

での中央政府からの規制を強く受けていた大宰府の管内

支配が大きく変質し、管内諸国の政を委任されるように

なったとされる。このような情勢の下、従前の律令体制

下における役人や在地有力者に加え、新たな勢力が台頭

してきたと考えられる。鹿児島県薩摩川内市の京田遺跡

で出土した木簡からは、この頃薩摩国では田刀袮と呼ば

れる有力農民層が台頭していた様子が窺え、日向国でも

同様であったと推測される（永山 2012）。こういった状

況の中で、日向国諸県郡に属する都城盆地周辺でも、複

数の有力者の台頭があったと推測される。真米田遺跡の

盛行期、つまり SB7 などの大型建物を含め、多くの建物

跡が出現するのはⅣ期とした 9 世紀末〜 10 世紀初頭で、

それは次のⅤ期（10 世紀前半）まで継続していく。これ

は、真米田遺跡から南西に約 6km 程のところに所在する

大島畠田遺跡において、有力者の居宅跡と考えられる大

型建物跡が出現・存続する時期と符号する。つまり、二

つの遺跡はほぼ同時期に存在した遺跡であり、この時期

に複数の有力者の邸宅跡が、同じ地域で確認された貴重

な事例といえよう。大島畠田遺跡の大型建物（SB1）と

真米田遺跡の大型建物（SB7）は主軸方位が東に 12.5°

振れるという点までも共通する。建物の規模や門・池状

遺構といった屋敷地としての内容でいえば圧倒的に大島

畠田遺跡の居宅跡がランクが上と判断できる。検出され

た遺構や遺物を総合的に判断すると、国司クラスの人物

の邸宅という評価もなされている（都城市教育委員会編

2013）。真米田遺跡も出土遺物に関していえば、出土量・

内容共に決して大島畠田遺跡に引けをとらないものとい

える。ただし、上述のように居宅としてはかなり見劣り

するものである。居宅の主がどのような人物であったか

特定することは容易ではないが、上述のように風字硯や

転用硯が出土していることから、官人クラスの人物で

あったものと推測される。

　さらに、今回の調査では、都城市内では初となる土師

器焼成土坑が検出されている。1 基（SC39）は土師器坏

のみが検出されており、もう 1 基（SC63）は土師器甕

のみが出土した。また、赤外分光分析からは、土師器に

付着した漆の存在が指摘でき、遺跡内で漆製品の加工を

行っていた可能性がある。炉跡などの遺構は検出できて

いないものの、鞴羽口や鉄滓、炉壁と考えられる遺物が

集中して出土している地点があることから、本遺跡内で

は鍛冶も行われていたと考えられる。このように、真米

田遺跡では遺跡内で手工業生産が行われた工房跡として

の性格も付与できる。同様の生産活動は、大島畠田遺跡

でも確認されている。

　ところで、大島畠田遺跡は、上述のような居宅的な性

格と共に、コの字状配置の建物群がみられることから、

郡家別院のような公的な機関としての一面も指摘されて

いる（谷口・福田 2008）。これまでの検討からは、真米

田遺跡については、検出遺構からは公的な施設としての

位置づけは難しいといえる。しかし、廂をもたない大型

建物が 2 棟並ぶことや風字硯の出土からは、全く可能性

がないとは言い切れない。おそらく、遺跡は今回の調査

区よりも北側にまで延びると考えられ、調査区外に存在

する建物と SA7 と SA8 を含めた建物群が、官衙的なコの

字状の配置を呈す可能性もなくはない。現況では、本来

は公的施設の一部である可能性があることを指摘するに

止めたい。

　以上のように、検出された遺構・遺物から真米田遺跡

の位置づけを考えてきた。良品を含む大量の国産施釉陶

器および貿易陶磁器、コの字配置をみせない大型建物跡、

風字硯の出土などの諸要素から、官人クラスの人物の居

宅跡の可能性を考えた。同時に物資物流の拠点であった

可能性が高い。大島畠田遺跡のような、寝殿造りを意識

したと考えられる邸宅配置や廂付の建物跡はみられない

が、都城盆地内でも最も大型の部類に入る建物跡が検出

されており、明らかに通常の集落とは異なるといえる。

さらに、遺跡内では土師器や漆製品、鉄器が生産されて

いたと考えられ、検出された掘立柱建物跡や大型の土坑

は、工房群であった可能性も考えられる。

　このような、有力人物の居宅跡としての評価以外にも、

何らかの公的施設の一部であった可能性も残されてい

る。実際に検出された建物配置などから直接的にいえる

要素ではないが、風字硯や転用硯等の文書行政を物語る

遺物が出土していることや、調査区東端に位置する SB7

と SB8 が 2 棟並んで存在しており、その可能性はある。

　これらのことから、9 世紀末〜 10 世紀中頃までの真米

田遺跡は、有力者の居宅跡であると同時に何らかの公的

施設である可能性を指摘した。この後10世紀後半までは、

遺跡の利用が継続するが、11 世紀代の様相は不明になり、

再び遺構・遺物が確認されるのは 11 世紀末〜 12 世紀初

頭になってからである。

　真米田遺跡では、9 世紀初頭から 11 世紀代の空白を挟

み、12 世紀初頭までの土師器が出土しており、それ以降

の遺物は陶磁器類に限定される。加えてこの時期の遺構

は全く検出されていない。出土量的には決して多くはな

いものの、D 期（12 世紀中頃〜後半）以降も、J 期（15

世紀末〜 16 世紀中頃）まで、連綿と青磁ないしは白磁

が出土している。繰り返すが、この時期の土師器は出土

しておらず、遺構も検出されていない。このような状況

から推測すると、12 世紀以降の真米田遺跡は、大きな河

川に隣接する立地から、河川交通を利用した物資流通の

拠点という役割のみを前代から引き継いでいた可能性が

ある。ただし、陶磁器の出土量的にはかなり限定的であ

り、その可能性を指摘するに止めたい。

　真米田遺跡の盛行期である 9 世紀末〜 10 世紀前半は、

都城盆地でも数多くの遺跡が確認され、調査が行われて

いる。その中で、豪族居宅であると共に郡家別院等の公

的施設の可能性が高い大島畠田遺跡をはじめ、官道ある

いはそれに準じるような幹線道路として使用されたと考

えられる高木町並木添遺跡、郷長クラスの下級官人の居

宅跡と考えられる蓑原町馬渡遺跡など一般集落とは異な

る遺跡もみつかっている。真米田遺跡もこれらの遺跡と

同様、一般的な集落とは異なる位置づけが可能である。

今後はこのような調査事例の蓄積から得られた情報を総

合的に検討し、遺跡間の比較からより多くの情報を引き

出していく必要がある。盆地内に存在したとされる島津

駅や水俣駅の所在地の特定も今後の大きな課題である。

　今回は真米田遺跡の出土資料を用い、在地土師器の変

遷の過程と年代観の検討を行った。調査した遺跡をより

正確に評価するためには時間のものさしとなる在地土器

の編年の確立は必須といえる。ここで提示した編年観は、

発掘現場に立ち返って検証作業を継続していきたい。さ

らに、今回はほとんど検討できなかったが、本遺跡では

須恵器も大量に出土している。少なくとも 9 世紀代の資

料については、肥後からの影響はみられず、甕内面の車

輪文や円盤高台坏の存在からも、下村窯跡など日向国内

部あるいは隣接する大隅との関連を考える必要があろう

（網田龍生氏教示）。これら須恵器資料の産地同定や年代

観の整理についても今後の大きな課題といえる。
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0 23
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I～J期（15c前・中～16c前・中） 0 2 2

J期（15c末～16ｃ前・中） 0 2 2

合計 90 198 288

上田BⅣ2類椀

龍椀Ⅳ類

龍椀Ⅳ類～

上田CⅡ類椀

上田BⅢ×Ⅳ2類椀

青磁内訳

越Ⅰ・Ⅱ類、越Ⅰ×長沙

※ある程度時期の絞れる資料のみで、時期幅の大きいものおよび時期不明の資料は除く　×はないしは、～は以降を表す

龍椀Ⅰ類、同椀Ⅲ類

龍椀Ⅱ類

龍椀Ⅲ類

元～明代

産地 数量
防長 7
京都産洛西型 25
近江 7
京都産（洛北・洛西型） 2
京都産（洛北・洛西型）×東海 5
京都産洛北型×東海 1
京都産洛北型×防長 38
京都産洛西型×東海 45
京都産洛西型×東海×近江 4
京都産洛西型×近江 2
※×は「or」を表す

第 7表　陶磁器の時期別出土点数・内訳

第 8表　緑釉陶器の産地別出土点数
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第６章　七日市前遺跡の調査

第１節　調査の方法と概要　

　調査対象地は都城市高城町大井手地区、真米田遺跡か

ら南西へ 700 ｍ程のところにあり、調査前は水田であっ

た。真米田遺跡同様、現地形に切り土および盛り土を行

い、工業団地を造成するというものであった。さらに、

西側に隣接する市道についても改良拡幅が予定されたた

め、同時に調査を実施した。この市道部分も含め遺跡が

遺存している約 2,900 ㎡の範囲で発掘調査を実施した。

　調査区は南北に約 45 ｍ、東西に約 65 ｍの横長台形状

を呈する。遺跡の西には大淀川が、さらに南にはその支

流である東岳川が流れており、真米田遺跡同様、氾濫原

に位置する。標高は調査区の北東側が高く、そこから南

西に向かうにつれ緩やかに下っていく。水田層（表土）

の直下が遺物包含層となる。標高の高い調査区北東側に

ついてはこの遺物包含層が薄く、南東側は厚く堆積する

傾向にある。なお、調査区の設定にあたっては、公共座

標軸系の SN 座標線に一致した 10 × 10 ｍを 1 区画とし、

東西方向を西から 1、2、3... の順に算用数字で、南北

方向を北から A、B、Cの順にアルファベットで表記した。

この組み合わせで区名を付けた。

　発掘調査はまず重機による表土剥ぎを行った。事前に

実施した確認調査では、現在の水田面である表土層の直

下が遺物包含層であった。しかし、この層からは表土剥

ぎの際にほとんど遺物が出土しなかったため、一部表

土直下の遺物包含層（基本土層Ⅴ層）も重機により剥ぎ

取っている範囲がある。ただし、これは調査区全体では

なく、表土直下で多くの遺構が検出された調査区北東側

ではⅤ層が残っている範囲がある。それ以下は人力で掘

り下げ、基本土層のⅥ層上面およびⅦ層上面での遺構検

出を試みた。その結果、検出面の差から基本土層のⅤ層

期およびⅥ層期という大別 2 時期の遺構群を検出してい

る。検出された遺構は、古墳時代の土器溜まりおよび埋

設土器を 2 基、古代〜中世の掘立柱建物跡 5 棟、土坑 45

基、道跡を含む溝状遺構 14 条、ピットを 150 基検出した。

上述のように、Ⅴ層期とⅥ層期と 2 時期の存在を想定し

ていたが、実際にはⅤ層期とⅥ層期の遺構にはそれほど

の時期差はみられない。少ない出土遺物からは中世期の

所産と考えられるものが多い。Ⅵ層の中でもより黒味お

よび粘性が強いものをⅥ b 層として区別しているが、こ

こからは古墳時代の遺物がまとまって出土している。出

土地点は調査区の中でも標高の低い南西部に集中してお

り、近隣からの流れ込みであるものと考えられる。検出

した遺構の中には古墳時代の遺物が出土しているものも

あるが、これらも流れ込みである可能性が高く、古墳時

代の遺構は上述の埋設土器のみであるといえる。検出さ

れた掘立柱建物跡のうち、SB1のみ西側1面に廂をもつが、

それ以外は 2 間× 3 間の一般的な建物跡といえる。検出

遺構からは、おおよそ一般的な集落と評価できる。

　出土遺物はかなり少ない。先述のように、検出された

遺構の多くは古代〜中世期の所産と考えられるが、出土

遺物に関してはその多くが古墳時代の土師器である。古

代〜中世期の遺物は少なく、特に遺構内からの遺物は極

めて限定的といえる。そのため、遺構の帰属時期の判断

は埋土や検出面に拠る所が大きい。しかし、少ない出土

遺物の中には、都城市内の遺跡では初出土となる錫杖や、

漆椀と考えられる遺物が出土している。錫杖については、

遺跡の周辺にあったと伝えられる時宗の寺院である高称

寺と関連する遺物として重要である。古墳時代の遺物と

しても、須恵器の筒形器台と考えられる資料や古手のハ

ソウが出土するなど、貴重な資料が得られている。
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第２節　遺跡の層序

　七日市前遺跡は、真米田遺跡同様大淀川・東岳川によ

り形成された氾濫原に位置しており、通常都城盆地内で

みられる御池軽石やアカホヤ火山灰といったテフラは、

一部二次堆積として確認できる箇所以外は認められな

い。標高的には、調査区の中で最も高い北東部から南西

部にむけて緩やかに傾斜していく。基本土層の設定にあ

たっては、確認調査で確認できていた層順を基準とした。

基本的には真米田遺跡でみられた基本土層と整合性をも

つが、出土する遺物の年代が若干異なる。本遺跡の基本

層序は以下のとおりである。

Ⅰ層：黄灰色砂質土（灰白色軽石・小礫を多く含む）

Ⅱ層：黄灰色砂質土（灰白色軽石・小礫を多く含み硬く

　　　しまる）＝水田基盤層

Ⅲ層：明黄褐色砂質土（灰白色軽石を多く含み硬くしま

　　　る　鉄分沈着し橙色を呈す）＝水田基盤層

Ⅳ層：灰白色軽石＝桜島文明軽石

Ⅴ層：黄灰色砂質シルト土

Ⅴb層：黄灰色砂質シルト土（灰白色軽石をまばらに含む）

Ⅵ層：黒褐色粘質シルト土

Ⅵ b層：黒色粘質シルト土

Ⅶ層：にぶい黄橙色砂質シルト土

　Ⅰ層は表土層で、現在の水田層である。遺物は出土し

ていない。

　Ⅱ層は水田の基盤層と考えられるもので、桜島文明軽

石と考えられる灰白色軽石と小礫を多く含み、硬くしま

る層である。耕作時に下位の層から持ち上げられたため

か、中世の陶磁器類が出土している。

　Ⅲ層もⅡ層と同様の水田基盤層である。やはり灰白色

軽石と小礫を多く含み硬くしまる。鉄分が沈着して橙色

を呈する範囲が多い。Ⅱ層とは色調・含有物が異なるた

め区別したが、両者共に現代の水田基盤層であると考え

られる。

　Ⅳ層は桜島文明軽石と考えられる層である。調査区全

体で確認できたものではなく、調査区の南壁および西壁

の一部でブロック状に堆積している範囲がわずかに残る

のみである。より上層のⅠ〜Ⅲ層の中に含まれているの

を確認できる。

　Ⅴ層は黄灰色を呈する砂質の強い層で、古代〜中世相

当の遺物包含層である。出土遺物は少ない。

　Ⅴ b 層はⅤ層と同様の黄灰色を呈する砂質の強い層で

あるが、灰白色軽石をまばらに含みⅤ層に比べると色調

が暗い。これもⅣ層と同様に調査区全体でみられる層で

はなく、標高の低い調査区南西側の一部で確認できる層

である。遺物はⅤ層と同時期のものがごく少量出土する

のみであったため、取り上げ時にはⅤ層として一括して

取り上げている。

　Ⅵ層はⅤ b 層よりもさらに黒色味が強くなり、砂質で

はなく粘性が強くなる層である。古墳時代〜中世までの

遺物が混在して出土する。量的には古墳時代の土師器が

最も多く出土している遺物といえる。調査区の北側から

北東側にかけてはこの層がみられず、Ⅴ層の下位はⅥ b

層が堆積する範囲が広がる。そのため、遺物の取り上げ

時にはⅥ層とⅥ b 層は区別せずに一括してⅥ層として取

り上げている。この層の上面で検出し、Ⅴ層を起源とす

ると考えられる埋土が堆積する遺構群をⅤ層期の遺構と

している。

　Ⅵ b 層はⅥ層よりもさらに黒色味・粘性共に強くなる

黒色粘質シルト土層である。上述のように調査区北〜北

東部にかけては、上位のⅥ層が堆積せず、Ⅴ層の下位は

Ⅵ b 層となる範囲が多い。さらに、調査区南東部ではこ

のⅥ b 層さえも存在せずⅤ層の下位がⅦ層になる範囲も

確認されている。遺物はⅥ層と同様に古墳時代の土師器

が多く出土している。

　Ⅶ層はにぶい黄橙色砂質シルト土で、遺物を全く含ん

でいない地山層である。埋土にⅥ層起源と考えられる層

が堆積する遺構はこの層の上面で検出している。真米田

遺跡でみられたような、地点による相違はほとんどみら

れない。この層の下位には洪水によると考えられる礫層

が厚く堆積している。

　真米田遺跡では上で設定したような基本土層以外にも

洪水堆積層や窪地状の落ち込みにのみみられる層が多く

確認されている。七日市前遺跡では、そのようなイレギュ

ラーな層はほとんどみられず、上記で設定した基本土層

が地点により層厚は異なるものの、比較的安定した堆積

をみせる。ただし、調査区 B4 区の壁際では基本土層に

みられない層が堆積する窪地状の範囲がみられた。また、

C7 区においては、谷状の深い落ち込みがみられ、そこに

Ⅵ b層が厚く堆積する状況が確認された。

　また、上でみたように、基本土層が地点により堆積し

ていない範囲もみられることから、洪水等の水性作用に

より層の流出があったものと想定される。地形的に高い

調査区東側ではこのような層の流出がより頻繁に起こっ

ていたものと考えられる。現実に、発掘調査中も夏の集

中豪雨の際には、調査区の北東から南西に向けて包含層

が流出し、南西部に設けた排水用の雨水枡の中に層が二

次的に堆積する状況がみられた程である。
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第３節　古墳時代の遺構と遺物

　本遺跡の遺構の大部分は古代〜中世の所産であるとい

える。包含層からは多くの古墳時代の土師器が出土して

いるが、確実にこの時代の遺構と考えられるのは、調査

区東側で検出した土器埋設遺構および土器溜まり（SR）

のみである。以下、古墳時代の遺構・遺物について報告

する。

１　土器埋設遺構・土器溜まり（SR）

　古墳時代の土師器が埋設されたと考えられる遺構を 1

基検出した。また、掘り込みがなく、数個体の土師器が

まとまって出土した範囲を 1 箇所確認している。両者は

本来、意図的に土坑内に埋設されたものと、単純にまと

めて廃棄されたものという大きな違いがある。しかし、

検出遺構が少なく、遺存度の高い遺物が出土していると

いう共通点から、ここでは土器埋設遺構と土器溜まり

（SR）として一括して報告する。

SR1（第 222 図）

　C7 区で検出しており、1.1 ｍ× 0.6 ｍの範囲で古墳時

代の土師器が集中して出土している。Ⅵ b 層中で検出し

ており、Ⅵ層期の遺構といえる。掘り込みは伴っていな

い。出土した遺物は破片が多く、同一個体と考えられる

が接合しない資料が多い。

　1 〜 8 が図化し得た資料である。甕および坏と考えら

れる。1 は土師器甕である。やや膨らむ胴部から内湾し

ながら立ち上がり、頸部でくの字に外反する。口径 24.2

㎝を測る。2・3 は直口ないしは内湾する土師器甕の口縁

部である。両者共に口径 22 ㎝前後を測る。2 は輪積みの

痕跡が明瞭に残る。4 は刻目突帯をもつ甕の頸部である。

刻目内部には布目圧痕が残る。5 は 1 と同様の外反する

甕の口縁部。6 は内面に赤彩の痕跡が残る土師器坏と考

えられる。7 と 8 は甕の底部で、7 は平底、8 は丸底を呈

する。

SR2（第 222 図）

　F7 区で検出しており、長軸 0.48 ｍ、短軸 0.4 ｍの楕

円形の土坑中に土師器甕が埋設されていた。ただし、土

坑の底部付近には流入土と考えられる砂質の強い土が堆

積しており、出土した甕も欠損する部分がある。そのた

め、当初より完形品を土坑に埋設したのではなく、ある

程度土坑が埋まった後、その窪みを利用して破損した土

器を埋置したものと考えられる。土器の破断面には新し

い欠損と考えられる部分も認められるため、欠損部は重

機による表土剥ぎの際に剥ぎ取ってしまった可能性も考

えられる。

　9 が土坑内より出土した土師器甕である。図面上では

完形に復元するが、大きく口縁部と胴部〜底部に分かれ

て割れており、口縁部も約半分は欠損する。平底を呈し、

頸部から口縁部にかけてくの字に外反する。内外面共に

丁寧なナデ調整が加えられる。胎土には角閃石・石英を

多く含む。口径 24 ㎝、底径 7.7 ㎝、器高 28 ㎝を測る。

２　包含層出土遺物

　10 〜 52 が包含層から出土した古墳時代の遺物である。

　10 〜 21 は土師器甕。10 は頸部の屈曲が弱く、胴部か

らほぼ直線的に開きながら立ち上がる器形を呈す。口径

22 ㎝を測る。11 も大きく開く甕の口縁部である。頸部

で強くくの字に屈曲する。外面にはハケメ様の調整がみ

られる。12〜16は甕の頸部付近と考えられる資料である。

いずれも刻目突帯を有す。12 と 15 の突帯にはヘラ状工
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具により斜めの刻目が施される。それ以外の突帯には布

目圧痕が残る。17〜21は甕の底部である。17〜19は平底、

20 は円盤状の平底となる。21 は底部中央がわずかに上

げ底状を呈す。

　22 は半球形状の器形を呈す鉢であろうか。坏にしては

口径が大きく、20 ㎝を測る。23 〜 27 は土師器坏。23 〜

25 は体部から口縁部にかけての資料で、いずれも半球形

状の器形を呈し、口縁部は直口ないしはやや内湾する。

26・27 は底部片で、27 の外面には×字の線刻がみられる。

第 224 図　SR1・2出土遺物実測図（S=1/3）

　28 〜 30 は高坏の口縁部片と考えられる。28 は緩い S

字状の器形を呈す。口径 18.8 ㎝を測る。29 も高坏ない

しは坏の口縁部で、内外面に赤彩の痕跡がみられる。30

はやや外反気味の高坏の口縁部片。29・30 は内外面にミ

ガキが加えられる

　31 は脚台状の底部を有す鉢ないしは高坏であろうか。

32 〜 37 は高坏の脚柱部である。35 がわずかにエンタシ

ス状を呈す他は、ハの字状に開くもの（32・34・37）や

ほぼ直線的に裾部へ下がるもの（33・36）がある。外面
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第 225 図　包含層出土古墳時代遺物実測図①（S=1/3） 第 226 図　包含層出土古墳時代遺物実測図②（S=1/3）

にはミガキを施すものが多い。38 〜 40 は高坏の脚裾部

である。39・40の裾端部は凹線状に窪む。

　41・42 はミニチュア土器である。41 は 42 に比べると

やや大型である。

　43 〜 52 は須恵器である。43 は坏身。44 〜 48 は同一

個体の可能性が高い資料である。筒形器台の脚部から裾

部にかけてであろうか。径はかなり大きくなるものと推

測される。突帯と突帯の間に櫛描波状文を施す。器壁は

薄く、胎土は中央が青灰色を呈し、内外側が灰色を呈す

サンドイッチ状となる。

　49 は櫛描波状文を施すハソウの口縁部、50 は体部で

ある。50 の肩部下位には櫛描波状文とそれを挟むように

2条の沈線がみられる。

　51 は須恵器甕の胴部片か。外面には格子目タタキが、

内面は当て具痕を丁寧にナデ消している。

　52 は蓋であろうか。大部分が欠損するが、上面観がリ

ボン状を呈すつまみがつくようである。端部にかえりは

なく、内傾するように斜めに面取りされる。
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第４節　平安時代～中世の遺構と遺物

　前節でみたとおり、包含層からは古墳時代に帰属する

と考えられる遺物が平安時代〜中世の遺物よりも多く出

土している。しかし、検出された遺構についてはその大

部分が平安時代〜中世の所産であると考えられる。

　この時期の遺構としては、掘立柱建物跡が 5 棟、土坑

45 基、溝状遺構 14 条、ピットが 150 基程を数える。こ

の他畝状遺構と考えられる小溝列をわずかな範囲で検出

している。以下、それぞれの遺構および出土遺物につい

て報告する。

１　掘立柱建物跡（SB）

　掘立柱建物跡は合計 5 棟を数える。2 間× 3 間を基本

とし、廂をもつ建物が 1 棟検出されている。5 棟全ての

建物跡はⅥ層上面で検出されており、Ⅴ層期の遺構と考

えられる。

SB1（第 228 図）

　C・D5 区で検出しており、身舎の規模は桁行 3間（6.32

ｍ）、梁行 1 間（4.2 ｍ）で西側に 1 面廂が付く。廂まで

いれると梁行は 5.28 ｍを測る。柱間距離は桁行平均 2.1

ｍである。主軸は N-3° -E にとる。身舎の面積は 26.54

㎡、廂まで入れると 33.36 ㎡を測る。身舎柱掘り形は径

30 ㎝弱のきれいな円形を呈す。廂部分の柱穴の径は一回

り小振りとなる。検出面からの深さは廂部分も入れて 10

〜 35 ㎝を測る。柱痕跡と考えられるものは確認できな

かった。SD1・2・11 を切る。周辺を走行する溝状遺構群

よりは新しい遺構と考えられる。

　遺物は出土していない。

SB2（第 228 図）

　SB1 の東側に隣接して D6 区で検出している。桁行 3 間

（5.12 ｍ）、梁行 2 間（3.65 ｍ）で総面積は 18.68 ㎡を

測る。柱間距離は桁行平均 1.7 ｍ、梁行平均 1.83 ｍを

測る。主軸は N-87° -E にとる。柱穴の検出面からの深

さは 15 〜 35 ㎝を測る。梁行の中央の柱穴が浅い傾向に

ある。柱穴掘り形は、径 25 〜 40 ㎝程の楕円形を呈すも

のが多い。平面・断面共に柱痕跡と考えられるものは確

認できなかった。P7 のみ建て替えがみられる。SB1 同様

に SD1・2・11 を切る。

　遺物は出土していない。

SB3（第 229 図）

　SB2の北東、C・D6区で検出している。桁行3間（4.84ｍ）、

梁行 1 間（2.16 ｍ）で総面積は 10.45 ㎡を測る。桁行の

柱間距離は平均1.61ｍを測る。主軸はN-11° -Eにとる。

検出面からの深さは、17〜 42㎝を測る。柱穴の掘り形は、

径 20 〜 40 ㎝の円形ないしは楕円形を呈す。柱痕跡と考

えられるものは検出できていない。P4 は二つのピットが

切り合う状況であったため、柱の建て替えの可能性を考

えた。しかし、より新しい P4a よりも切られる P4b の方

が柱筋が通るため、P4a とした柱穴は掘立柱建物跡とは

別の遺構である可能性もある。P6 が SD4 に切られる。

　図化できる遺物は出土していない。

SB4（第 229 図）

　C7区で検出しており、桁行3間（5ｍ）、梁行2間（3.25ｍ）

で総面積 16.25 ㎡を測る。建物の北東隅の柱穴は SC13

に切られており、検出できていない。主軸は N-1° -E に

とる。検出面からの深さは 19 〜 67 ㎝を測る。柱穴の掘

り形は、径 30 ㎝〜 52 ㎝の不整円形を呈す。P2 〜 4 の土

層断面中央には垂直方向の立ち上がりがみられる。P3 の

断面ではこの土層の輪郭に沿って柱の木質部分が残存し

ていた。そのため、埋土の 2 層としたものは柱痕跡であ

るものといえる。本遺構の P5 が単独のピットである P41

を切る。同様に P7 は SC11 を切る。

　遺物は出土していない。

SB5（第 229 図）

　D2 区で検出した桁行 1間（2.44 ｍ）×梁行 1間（2.28

ｍ）の掘立柱建物跡である。Ⅵ層中で検出している。主

軸は N-75° -W にとる。検出面からの深さは 50 〜 60 ㎝

前後を測る。柱穴の掘り形は、径 20 ㎝前後の円形ない

しは楕円形を呈す。土層断面の観察からは、埋土上位か

ら下位まで同一の黒色土が堆積しており、柱穴の径がほ

ぼ柱の径と考えられる。

　53 が SB5 のピットから出土した砂岩製の砥石である。

最終的な柱穴の検出面からは若干浮いた状態で出土して

いるが、本来は SB5 の P2 に伴う遺物と判断した。扁平

な砂岩礫の 1 面に砥面が認められ、3 条の磨痕を伴う溝

が確認できる。

第 227 図　SB5 出土遺物実測図（S=1/4）
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２　土坑（SC）

　七日市前遺跡では、井戸跡の可能性が高いものも含

めて、合計 45 基の土坑を検出した。真米田遺跡と同様

に、基本的には径が 1 ｍ前後より大きなものを土坑とし

て調査しているが、それより小振りなものでも、円形以

外の平面プランを呈するものは土坑として分類した。ま

た、出土遺物からは大きな時期差は認められないものの、

検出したレベルおよび堆積する埋土から大きくⅤ層期と

Ⅵ層期の遺構に分かれる。以下、それぞれの遺構および

出土遺物について、まずはⅥ層上面検出遺構（Ⅴ層期）、

次にⅦ層上面検出遺構（Ⅵ層期）の順に報告する。

SC2（第 230 図）

　D6 区で SB2 の柱穴配置の内部、Ⅵ b 層上面で検出して

いる。径 0.64 ｍの円形を呈す。検出面からの深さは 14

㎝を測る。遺物は出土していない。

SC3（第 230 図）

　E6 区、Ⅵ b 層上面で検出している。長軸 0.84 ｍ、短

軸 0.6 ｍの楕円形を呈す。検出面からの深さは 26 ㎝を

測る。図化できる遺物は出土していない。

SC4（第 230 図）

　D6区、Ⅵ層上面で検出している。長軸2.24ｍ、短軸0.54

ｍの長楕円形を呈す。検出面からの深さは 24 ㎝を測る。

遺構の中央が一段窪みその両側がわずかにテラス状とな

る。遺物は出土していない。

SC5（第 230 図）

　C7 区、Ⅵ b 層上面で検出している。長軸 1 ｍ、短軸は

一部試掘 18d トレンチに破壊されるため不明であるが、

0.9 ｍ程の隅丸方形を呈すと推測される。検出面からの

深さは 16 ㎝を測る。

　54 は埋土内より出土した中国産の黒釉陶器である。破

片のため器種は不明である。

SC6（第 230 図）

　SC5 の南に隣接して C7 区で検出した土坑である。長軸

1.2 ｍ、短軸 1.04 ｍの隅丸方形を呈す。検出面からの深

さは 16 ㎝を測る。堆積する埋土は SC5 と似る。図化で

きる遺物は出土していない。

SC7（第 230 図）

　SC6 の南に隣接して C7 区で検出した。長軸 1.22 ｍ、

短軸 1 ｍの隅丸方形を呈す。検出面からの深さは 24 ㎝

を測る。埋土は SC5・6 のものに似る。遺物は出土して

いない。

　上述の SC5 〜 7 については、検出した当初、3 基の似

たようなプランを有す土坑が並んでいたため、近世墓の

可能性も考えていた。しかし、上で報告したようにその

よな要素はみられなかった。いずれも用途不明の土坑で

ある。

SC8（第 231 図）

　C7 区でⅥ b 層上面にて検出しており、径 0.8 ｍの円形

を呈す。検出面からの深さは二段掘りの最も深いところ

で 38 ㎝を測る。遺構の北側の底面が小ピットが穿たれ

たような二段掘りとなる。遺物は出土していない。

SC9（第 231 図）

　C7 区でⅥ b 層上面にて検出しており、長軸 1 ｍ、短軸

0.56 ｍ、深さ 10 ㎝を測る。平面形態はひょうたん形を

呈す。遺物は出土していない。

SC10（第 231 図）

　D7 区でⅥ b層上面にて検出しており、P38 に切られる。

長軸 0.6 ｍ、短軸 0.5 ｍの楕円形を呈すものと考えられ

る。検出面からの深さは 14 ㎝を測る。P38 は径 0.4 ｍ程

の円形を呈し、深さは 64 ㎝を測る。SC10 の北側底面は

二段掘りとなる。

　55 が SC10 の埋土から出土した土師器坏である。底部

切り離しは糸切りである。口径13㎝、底径6.5㎝、器高2.7

㎝を測る。底部から直線的に開きながら立ち上がる器形

を呈す。法量からは 13 世紀前半頃の所産と考えられる。

SC11（第 231 図）

　C7 区でⅥ b 層上面にて検出しており、SB4 の P7 に切

られる。径 0.68 ｍの円形を呈し、検出面からの深さは

12 ㎝を測る。遺物は出土していない。

SC12（第 231 図）

　C8 区でⅥ b層上面にて検出しており、P21 に切られる。

長軸 0.56 ｍを測り、楕円形を呈すものと推測されるが、

短軸は P21 に切られるため不明である。検出面からの深

さは 56 ㎝を測る。P21 は 0.56 × 0.3 ｍの楕円形を呈し、

深さは 66 ㎝を測る。遺物は出土していない。

SC13（第 231 図）

　C7・8 区でⅥ b 層上面にて検出しており、P34 に切ら

れる。長軸 1.46 ｍ、短軸 1.2 ｍの楕円形を呈し、検出

面からの深さは40㎝を測る。P34は 0.4ｍの円形を呈し、

深さは 54 ㎝を測る。

　56・57 は SC13 出土遺物である。56 は底部糸切りの土

師器。57 は器種不明の陶磁器である。内外面共に施釉さ

れるが、ほとんどが剥離する。

SC14（第 231 図）

　C7 区、Ⅵ b層上面で検出しており、長軸 1ｍ、短軸 0.6

ｍの隅丸方形を呈する。検出面からの深さは 8㎝と浅い。

埋土の最上層である 1 層を除去すると焼土や炭化物が薄

く堆積する層を確認した。それより下位には土坑の掘り

形に沿って、基本土層のⅦ層にⅥ b 層のブロックを混ぜ

て固めた層が貼り付けられていた。Ⅴ層を掘り下げた後
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に検出していることから、掘り込みは本来からかなり浅

かった可能性が高い。遺物が出土していないため、その

評価は難しいが、壁面・床面に固めた土を貼り付けてい

ることや、焼土と炭化物を含む層がその上位で検出され

ていることから、鍛冶関連ないしは焼成土坑であったも

のと推測される。

SC15（第 231 図）

　D7 区のⅥ b 層上面で検出している。長軸 0.88 ｍ、短

軸 0.76 ｍの楕円形を呈する。検出面からの深さは 12 ㎝

を測る。南側の底面には小さなピットが穿たれ、二段掘

りとなる。遺物は出土していない。

SC16（第 233 図）

　D7 区のⅥ b 層上面にて検出している。長軸 1 ｍ、短軸

0.6 ｍの不整楕円形を呈す。検出面からの深さは 10 ㎝を

測る。遺構の南北両側が一段窪み、上面観が眼鏡状を呈

す。遺物は出土していない。

SC17（第 233 図）

　C8 区のⅥ b 層上面にて検出している。調査区外にも延

びるため、規模は不明である。検出面からの深さは 36

㎝を測る。

　遺物は 58・59 が出土している。58 は底部糸切りの土

師器小皿。底径 3.8 ㎝を測る。59 は龍泉窯系青磁椀Ⅳ類

であろうか。

SC18（第 233 図）

　C8 区のⅥ b 層上面にて検出している。SC20 を切る。

長軸 1.1 ｍ、短軸 0.74 ｍ、深さ 32 ㎝の不整形を呈する。

底面は平坦でなく、南側に段状に傾斜する。

　60 は SC18 の埋土上層で出土した土製管玉である。長

さ 3.7 ㎝、厚さ 1.4 ㎝を測る。また、底面からは礫が多

く出土している。

第 232 図　SC5・10・13・17 ～ 19・22・26 出土遺物実測図（S=1/1・1/2・1/3）
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SC19（第 233 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出している。P43・44・77・

78・82 に切られる。長軸 2.2 ｍ、短軸 1.6 ｍの長方形を

呈す。検出面からの深さは最大で 48 ㎝を測る。底面は

ほぼ平坦となる。埋土にはⅥ b 層ブロックが含まれる層

が多くみられるため、人為的に埋め戻された可能性が考

えられる。

　遺物は 61 〜 64 が出土している。61 は土師器坏で、底

部は糸切りである。口径 11.7 ㎝、底径 6.8 ㎝、器高 2.9

㎝を測る。62は土師器小皿。口縁部は欠くが、底径は 5.6

㎝を測る。これら土師器坏・小皿の法量からは 15 世紀

中頃の所産と考えられる。

　63 は銅銭である。大きく欠損する上に錆が著しく、文

字は判読できない。

　64 は中国産黒釉陶器の壷ないしは鉢であろうか。埋土

中層から出土した破片と C7 区で出土した破片が接合し

ている。

SC20（第 233 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出した。SC18 に切られるため、

全体的な規模は判然としないが、長軸 1.2 ｍの不整形を

呈すものと推測される。検出面からの深さは14㎝を測る。

底面からは礫が出土しているが、その他の遺物は出土し

ていない。

SC21（第 233 図）

　D7 区のⅥ b 層上面にて検出した。径 0.8 ｍの円形を呈

する。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。埋土の大部分

には基本土層のⅤ層が堆積する。

SC22（第 234 図）

　D7 区のⅥ b 層上面で検出した。SC23 に隣接している。

長軸 1.6 ｍ、短軸 1.32 ｍの楕円形を呈する。検出面か

らの深さは 1.1 ｍを測る。断面形態はロート状を呈し、

底面の幅は 20 ㎝程と狭くなる。最下部は地山層である

Ⅶ層を抜いて砂礫層まで到達し、湧水が認められる。平

面規模・形態、深さを考えると井戸である可能性が高い。

　65・66 は SC22 の出土遺物である。65 は鉄釘で、頭部

が残る。断面は横長長方形を呈するものと考えられる。

　66 は中国陶器の壷であろうか。外面には黄褐色の釉薬

がかかる。

SC23（第 234 図）

　SC22 の西側に隣接して D7 区のⅥ b 層上面で検出した。

P88 と 89 に切られる。長軸 1.94 ｍ、短軸 1.56 ｍの楕円

形を呈する。検出面からの深さは 22 ㎝を測る。

SC24（第 234 図）

　D7 区で検出しており、径 1.4 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは26㎝を測る。Ⅶ層上面で検出しているが、

これは SC24 の周辺はⅤ層の下位にⅥ b 層が堆積してお

らず、その直下にⅦ層がみられることに起因する。堆積

する埋土から、本来はⅤ層期の遺構といえる。

SC25（第 234 図）

　E7 区のⅥ b 層上面で検出している。径 0.86 ｍの円形

を呈す。検出面からの深さは 22 ㎝を測る。埋土の大部

分にはⅤ層が堆積する。遺物は出土していない。

SC26（第 234 図）

　E7 区のⅥ b 層上面で検出している。長軸 3.7 ｍ、短軸

2.1 ｍの不整楕円形を呈する。遺構の西側から東側に向

けて緩やかに深くなる。最も深いところで検出面から 34

㎝を測る。埋土の最上層にはⅤ層が堆積する。

　67 と 68 が出土遺物である。67 は銅製の錫杖である。

埋土の上層から出土している。輪の多くは欠損しており、

輪頂部も残っていない。輪中央部の宝塔を表したと考え

られる部分も多くは欠損する。腐食が著しく土と同化し

ている部分が多く、取り上げることが出来なかった部位

も多い。形態的にはかなり簡略化された作りであるため、

中世以降の資料であると考えられる。また、小型である

ことから手錫杖の可能性もある。

　68 は備前焼の擂鉢の口縁部と考えられる。

SC27（第 234 図）

　D2 区で検出しており、長軸 0.98 ｍ、短軸 0.72 ｍの不

整隅丸方形を呈する。検出面からの深さは 18 ㎝を測る。

埋土にはⅤ層が堆積する。遺物は出土していない。

　以上、Ⅵ層上面で検出した土坑を報告してきた。以下、

Ⅶ層上面で検出したⅥ層期と考えられる土坑を報告す

る。

SC1（第 236 図）

　市道部分である D1 区で検出した。長軸 1 ｍ、短軸 0.6

ｍ、深さ 2 ㎝程の浅い土坑である。平面プランは隅丸方

形を呈する。遺物は出土していない。

SC28（第 236 図）

　B2 区で検出しており、長軸 0.9 ｍ、短軸 0.7 ｍの楕円

形を呈する。遺構の南側がわずかにテラス状を呈し、北

側がやや深くなる。検出面からの深さは 14 ㎝となる。

SC29（第 236 図）

　C3 区で検出しており、径 0.68 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは16㎝を測る。埋土にはⅥb層が堆積する。

SC30（第 236 図）

　C4 区で検出しており、径 0.94 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 32 ㎝を測る。遺物は出土していない。

SC31（第 236 図）

　F4 区で検出しており、径 0.78 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 32 ㎝を測る。埋土上層にはⅥ b 層が堆
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積する。遺物は出土していない。

SC32（第 236 図）

　B5 区のⅦ層上面で検出している。長軸 0.96 ｍ、短軸

0.9 ｍ、検出面からの深さは 36 ㎝を測る。平面形態は隅

丸方形を呈する。埋土の上層にはⅥ b層が堆積する。

SC33（第 236 図）

　F5 区で検出しており、長軸 1.22 ｍ、短軸 1.1 ｍの不

整隅丸方形を呈する。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。

埋土の大部分はⅥ層である。遺物は出土していない。

SC34（第 236 図）

　F5・6 区で検出しており、長軸 1.1 ｍ、短軸 0.92

ｍ、深さ 18 ㎝を測る。平面形態は不整隅丸方形を呈す。

SC35（第 236 図）

　F5 区で検出しており、一辺 1ｍ程の隅丸方形を呈する。

検出面からの深さは 18 ㎝を測り、埋土の大部分はⅥ層

である。平面形態や規模、堆積する埋土の類似性から、

関連する遺構である可能性が高い。しかし、遺物が出土

しておらず、本来の機能・用途等は不明である。

SC36（第 236 図）

　F5 区、SC33 〜 35 の北側に隣接して検出されている。

長軸 0.68 ｍ、短軸 0.62 ｍの不整円形を呈する。検出面

からの深さは 12 ㎝を測る。埋土の大部分はⅥ層が堆積

する。遺物は出土していない。

SC37（第 237 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.72 ｍ、短軸 0.46 ｍの

不整楕円形を呈する。検出面からの深さは 12 ㎝を測る。

埋土の上半にはⅥ層が堆積する。遺物は出土していない。

SC38（第 237 図）

　D5・6 区で検出しており、長軸 1.12 ｍ、短軸 0.56 ｍ

の不整楕円形を呈す。検出面からの深さは 30 ㎝を測る。

SC39（第 237 図）

　D5 区で検出しており、長軸 0.96 ｍ、短軸 0.9 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 14 ㎝を測り、埋土

にはⅥ b層が堆積する。遺物は出土していない。

SC40（第 237 図）

　B・C7 区で検出しているが、遺構の大部分は調査区外、

およびⅤ層期の遺構が集中する範囲に延びていく。その

ため規模は不明であるが、検出できた範囲をみるとかな

り大型の土坑になると思われる。遺構の深さは最大で 54

㎝を測る。遺物は出土していない。

SC41（第 237 図）

　D7 区で検出しており、長軸 1 ｍ、短軸 0.8 ｍの楕円形

を呈する。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。

　遺物は 69 の鉄釘が出土している。頭部および先端部

は欠損する。

SC42（第 238 図）

　D7 区のⅦ層上面で検出した大型の土坑である。長軸

3.44 ｍ、短軸 2.7 ｍの不整形を呈する。検出面からの深

さは最大で 22 ㎝を測る。不整形ではあるが、掘り込み

はしっかりとしており、断面 U 字形を呈する。埋土の最

上層にはⅥ層が堆積する。底面には小さなピットや土坑

状の窪みが認められるが、それ以外は平坦となる。

　70・71 が出土遺物である。70 は龍泉窯系青磁の大坏

ないしは盤Ⅲ類であろうか。小さな口縁部片である。F

期（13 世紀中頃〜 14 世紀初頭前後）の所産と考えられる。

　71 は軽石製品。上端が細くなる円柱状を呈する。上端

および側面は丁寧に整形される。支脚であろうか。

SC43（第 237 図）

　E7 区で検出しており、一辺約 0.6 ｍの隅丸方形を呈す

る。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。SD12 に切られる。

SC44（第 237 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.68 ｍ、短軸 0.6 ｍの不

整形を呈する。検出面からの深さは 22 ㎝を測る。遺物

は出土していない。

SC45（第 237 図）

　B・C5 区、Ⅶ層上面で検出している。一部試掘 18 トレ

ンチによって破壊される。長軸 0.96 ｍ、短軸 0.74 ｍの

不整隅丸方形を呈する。検出面からの深さは28㎝を測る。

第 235 図　SC41・42 出土遺物実測図（S=1/2・1/3・1/4）

SC41

0 10cm10cm

SC42

69

70

71

0 10cm

0 5cm

（69）

（71）



-284- -285-

３　溝状遺構・道跡（SD）

　七日市前遺跡では、道跡を考えられる遺構も含め 14

条の溝状遺構を検出した。以下、検出した遺構について、

Ⅴ層期、Ⅵ層期の順に報告する。

SD3（第 239 図）

　B・C6 区で検出しており。土坑状の窪みに溝が連結す

るような形態を呈する。Ⅶ層上面で検出しているが、こ

れは SD3 を検出した周囲にⅥ層ないしはⅥ b 層がほとん

ど堆積していなかったことに起因する。埋土にⅤ層が堆

積していることからも、本来はⅤ層期の遺構といえる。

一辺 4 ｍ程を測る隅丸正方形の土坑部に、幅 0.3 〜 1.6

ｍの溝状部が取り付く。この溝状部分の底面はほぼ平坦

で、土坑部に向かい傾斜がみられるわけではない。しか

し、土坑部は深いところで検出面から 40 ㎝を測り、溝

部分の 30 ㎝程よりは深くなる。そのため、溝状部分か

ら土坑部へ水を流して貯水した溜め井状の遺構と考え

る。上述のように、埋土の上半にはⅤ層起源と考えられ

る層が堆積する。

　72 〜 74が SD3 出土遺物である。72・73 は小皿の底部。

共に底部は糸切りである。72 は底径 5 ㎝を測るが、全体

的な法量は不明である。

　74 は鉄釘と考えられ、頭部が遺存する。断面は不整四

角形を呈する。

SD4（第 240 図）

　C・D 区で検出しており、SD3 と同様の土坑部に溝状部

分が連結する形態を呈する。全体的な規模は SD3 より小

型といえる。土坑部は長軸 2.68 ｍ、短軸 2.22 ｍの不整

隅丸方形を呈する。溝部分は、土坑との結節点から先端

までで 5.6 ｍを測る。SD3 とは異なり、溝部分の底面と

土坑部分の底面はほぼ平坦で、むしろ溝部の先端が最

も深くなる。検出面からの深さは最深部で 24 ㎝を測る。

結節部の断面を確認しており、埋土の堆積状況からは別

遺構でなく溝部と土坑部から構成される一つの遺構と判

断できる。埋土には SD3 と同様のⅤ層起源と考えられる

層が堆積している。形態や検出位置を考えるとほぼ同時

期の関連する遺構である可能性が高い。やはり SD3 のよ

うな溜め井としての機能が想定される。

　75 〜 80 が SD4 から出土した遺物である。75 は本来は

木製椀に入っていたと考えられる漆の塊である。木製の

漆を塗った椀をパレットとして再利用していたものが、

木質は既に腐食し、そこに溜まっていた漆のみが遺存し

たものと推定されている（第 7章第 4節参照）。

　76 は土師器小皿で底径 4 ㎝を測る。底部糸切り。77

は土師器坏の底部である。径は復元できなかった。底部

には板状圧痕がみられる。

　78・79 は龍泉窯系青磁椀と考えられる資料である。78
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は龍泉窯系青磁Ⅳ類から上田 D Ⅱ類頃の資料と考えられ

る。口縁端部が短く外反する。G 〜 H 期（14 世紀初頭〜

15 世紀前半・中頃）の所産といえる。口径 14.8 ㎝を測る。

79 も同様の短く外反する口縁部の青磁椀である。上田 D

Ⅱ類以降の資料と考えられる。14 世紀後葉以降の所産と

いえる。80は備前焼の甕と考えられる。胴部片であろう。

P88 から出土した破片と接合している。

　尚、埋土下層から出土した炭化材の放射性炭素年代測

定では、605 ± 20BP（AD1290 〜 1410）という値が得ら

れている。出土遺物の年代観とも概ね整合的といえる。

SD5（第 242 図）

　E6・7 区のⅥ b 層上面およびⅦ層上面で検出してい

る。Ⅴ層期の溝状遺構である。途中途切れる範囲がある

第 241 図　SD3 ～ 5出土遺物実測図（S=1/2・1/3）

が、東西方向に走行する長さ 17 ｍ程の溝部分と長軸 5.6

ｍ、短軸 1.9 ｍの楕円形を呈す土坑部が連結する。溝部

分の検出面からの深さは最深で 24 ㎝を測る。溝部は土

坑から離れた東側の方が深く、土坑に近い西側が浅くな

る。土坑部分の検出面からの深さは最深部で38㎝を測る。

土坑の西側から東に向けて緩やかに傾斜するため、底面

は平坦ではない。この底面は、鉄分が固着しており、水

が恒常的に溜まっていた可能性が高い。溝部分は重複し

て走行すると考えられる SD8・14 を切る。溝と土坑が連

結する形態と土坑部に水が溜まっていたと考えれること

から、SD3・4 と同様の溜め井のような機能が想定される。

　81は唯一図化できた出土遺物である。古墳時代の甕で、

外反する頸部には刻目突帯が付く。流れ込みであろう。
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SD6（第 242 図）

　F5 区で検出している。検出できた範囲では東西方向に

長さ 3.2 ｍ、幅 0.6 ｍを測る。検出面からの深さは 6 ㎝

程を測るのみである。遺物は出土していない。

SD7（第 242 図）

　F6 区で検出しており、径 50 ㎝前後のピットが並ぶ所

謂波板状ピットと考えられる。ただし、ピットは連続し

て並ぶものではなく、検出できていない範囲もある。芯々

間の距離も 40 〜 70 ㎝と幅がある。そのため、断定はで

きないがここでは波板状ピットの可能性が高い遺構とし

て報告する。遺物は出土していない。

SD8（第 242 図）

　E6 区で SD5 に重複して検出されている。ほぼ SD5 と同

じ範囲を東西方向に走行しているようであるが、途中で

ややルートがずれ、北に向かい屈曲する。検出面からの

深さは 8㎝程を測る。遺物は出土していない。

SD10（第 243 図）

　調査区西側 B 〜 E2 区で検出した南北方向に走行する

溝状遺構である。北端は調査区外に延びていき、南端は

徐々に浅くなり終息する。平面形態をみると、東側に溝

状遺構が走行し、それに隣接して波板状のピット列が並

走していることが分かる。断面を確認すると、わずかで

はあるがピット列のほうが溝部分を切っている。おそら

く、溝部分がある程度埋没した後にピット列が形成され

たものと推測できる。北端の調査区隅に向かうにつれ、

溝部分とピット列が同化し、ピットがなくなる。北端の

ピットがみられなくなる場所には拳大の礫が置かれる。

溝部分、ピット列共に底面に硬化面は認められない。

　波板状ピット列の断面をみると、南端からしばらくは

底面の右側、左側、右側の順で交互に深くなっているこ

とが分かる。このようなピット列は道跡と認識される場

合が多いが、ここでみられるような左右交互に深くなる

場所が変わることは、歩行による窪みの形成を示唆する

可能性が考えられる。ピットの芯々間は70㎝前後を測る。

遺物は出土していない。

SD13（第 242 図）

　F5 区で SD6 の南に隣接して検出している。検出面は

SD6 に比べて 20 ㎝弱低い。東西方向に走行し、検出でき

た範囲では長さ 3.2 ｍ、幅 0.5 ｍを測る。検出面からの

深さは 4㎝程とかなり浅い。遺物は出土していない。

　以上、Ⅵ層上面で検出したⅤ層期と考えられる溝状遺

構について報告してきた。次に、Ⅵ層期の溝状遺構を報

告する。

SD1（第 244 図）

　調査区北半を蛇行しながら東西方向に走行する溝状遺

構である。調査区壁の土層断面を確認すると、Ⅵ層中か

ら掘り込まれているようであるが、堆積する埋土もⅥ層

に類似するものが多く、明確な掘り込み面（生活面）は

検出できなかった。調査区の幅である 66.5 ｍにわたっ

て検出しており、幅員は SD11 と重複・切り合い関係に

あることから、不明瞭な範囲も多い。B 区では 1 ｍ程、

そこから徐々に広くなり、最大で 1.5 ｍ程になると推測

される。検出面からの深さは 14 〜 32 ㎝程を測る。

　埋土はⅥ層をベースとし、そこに砂礫や細砂粒を含む

層が幾層もみられる。そのため、溝内では水が流れてい

たか、もしくは洪水等の影響を頻繁に受けていたものと

推測される。溝の掘り形や底面の形状が地点によって異

なることからも、そのように判断される。さらに、溝の

断面をみると、底面が W 字状を呈している範囲が確認さ

れる。蛇行する範囲で特に顕著であることから、溝の走

行方向は常に一定でなく、流れる水の量・速さによりわ

ずかにずれることがあったものと考えられる。

　調査区北半では数条の溝状遺構が重複しながら走行

しており、複雑な様相を呈する。SD1 は SD11 に切られ、

SD2 を切る。SD12 とは調査区東壁の土層断面でのみ切り

合い関係が確認でき、SD12 が SD1 を切ることが分かる。

SD11 と 12 の前後関係は不明である。よって古い方から

SD2 → SD1 → SD11・SD12 となる。

　82 〜 93 が SD1 の埋土内から出土した遺物である。そ

の内 82 〜 86 は古墳時代の所産。82 〜 84 は土師器甕の

底部と考えられる。82 は平底、83・84 は丸底を呈する。

85 は古墳時代の高坏の脚部である。86 は古墳時代須恵

器の坏蓋である。側面の段は比較的明瞭で、口縁部は直

線的となる。

　87 〜 93 は平安時代の遺物である。87 は土師器坏と考

えられ、口径は12.6㎝を測る。88も土師器の坏であろう。

89 は底部にヘラ切り痕を残す坏である。底径 6.2 ㎝。90

は土師器甕である。口縁部が短く外反する。内面の段以

下にはケズリが加えられる。口径 18 ㎝を測る。91 〜 93

は須恵器の坏。91 と 93 には火襷がみられる。93 は底径

7㎝。

　古墳時代の遺物については流れ込みである可能性が高

く、遺構自体は平安時代の所産と考えられる。

SD2（第 245 図）

　調査区中央を横断するように、東西方向に走行する溝

状遺構である。ほぼ直線的に延びており、検出した範囲

では調査区幅の 65 ｍ程を測る。幅は 0.5 ｍ前後を測る。

調査区壁の断面を確認すると、Ⅵ層中から掘り込まれて

いるようである。検出面からの深さは 20 〜 30 ㎝前後を

測る。底面のレベルをみると、調査区の東側から西に向

けて緩やかに傾斜していくことが分かる。埋土の下層に

は粒の大きな砂を多く含む層が堆積していることから、

やはり水の流れがあったものと考えられる。水路のよう

な機能をもち、東から西に向けて流れていたものと推測

される。SD1 と 12 に切られる。

　94 は唯一図化できた出土遺物である。古墳時代の土

師器甕の頸部と考えられる。布目痕を残す刻目突帯が付

く。古墳時代の所産であるが、流れ込みの可能性が高い。

SD1 の年代観と切り合い関係から、平安時代以前の所産

と考えられる。

SD9（第 246 図）

　調査区西端を南北に縦断するように検出された溝状遺

構である。西側に隣接して SD10 が検出されており、走

行方向はほぼ同一である。南北両端は調査区外に延びて

いくが、検出範囲の長さは 45 ｍ程を測る。幅は 1 〜 1.5

ｍを測る。検出面からの深さは最深部で 26 ㎝を測る。

断面形態は U字状を呈する。

　埋土の大部分はⅥ層ないしはそれに類似する層が堆積

し、底面には硬化面を有す範囲が確認できる。溝の南半

では西側ないしは東側にテラスが付く。テラス部分には

硬化面は認められない。SD1・2 を切る。

　断面形態や底面に硬化面を有すこと、ほぼ直線的に延

びることなどから道跡と考えられる。

　95 〜 97 が出土遺物である。95 は古墳時代の須恵器ハ

ソウと考えられる資料である。孔部は半分程遺存する。

口径は体部の最大径より小さく、外面の体部屈曲部と頸



-292- -293-



-294- -295-

部から口縁部にかけて櫛描波状文が認められる。5 世紀

中頃の所産であろうか。

　96・97 は土師器の小皿である。96 は底部切り離し技

法が不明瞭であるが、97 は糸切りである。法量的には口

径 7.8 ㎝前後、底径 6.8 ㎝前後、器高 1.4 ㎝前後にまと

まる。これらの法量からは 14 世紀中頃〜後半にかけて

の資料であると考えられる。

SD11（第 247 図）

　SD1 とほぼ同じルートで調査区を横断する溝状遺構で

ある。検出した範囲での長さは 55 ｍ程を測る。溝の幅

は地点によって異なるが、0.6 〜 1.6 ｍ程を測る。検出

面からの深さは 10 〜 32 ㎝を測る。調査区北壁の土層断

面からは、Ⅵ層あるいはⅥ b 層のどちらの層中より掘り

込まれているか確定できなかったが、埋土の上層あるい

は中層にⅥ層に似る土が堆積していることや、SD1 との

切り合い関係から、本来はⅥ層中から掘り込まれている

ものと考えられる。

　埋土の土層断面を観察すると、砂礫層が幾層も堆積し

ているのが分かる。さらに掘り形や底面の形状が一定で

ないことなどから、SD1 と同様に溝内で水が流れていた

か、頻繁に洪水等の影響を受けていたものと推測される。

緩くくの字に蛇行する場所では、溝の断面が W 字を呈し

ており、水の流れによりバイパスが形成されたものと考

えられる。底面のレベルをみると、調査区の東から北西

に向けて緩やかに傾斜していくようである。

　100 〜 104 が出土している。100 は溝底面で出土した

土師器坏である。口径 12.5 ㎝、底径 6.4 ㎝、器高 4.3

㎝を測り、底部はヘラ切りである。やや器高が低いが、

概ね 9 世紀第 3 四半期頃の所産と考えられる。101・102

も同様の土師器坏である。103 は高台付椀と考えられる。

かなり肉厚な高台が付く。内面には赤彩の痕跡が残る。

104は製塩土器片。内面に布目痕が残る。

SD12（第 248 図）

　E5 〜 7 区において検出した東西方向に走行する溝状遺

構である。検出した範囲では長さ 26 ｍ程を測る。遺構

の東側は調査区外に延びていき、西端は徐々に浅くなり

終息する。溝幅は 0.4 〜 1.4 ｍを測る。検出面からの深

さは最も深いところで 46 ㎝を測る。断面形態は U 字を

呈すところが多いが、調査区東端では幅が広くなる。底

面のレベルをみると大きな差はないが、わずかに東側か

ら西に向けて緩やかに傾斜する。SD2 を切るが、隣接す

る SD1・SD11 との前後関係は不明である。遺物は出土し

ていない。

SD14（第 249 図）

　6・7 区の調査区南半で検出したピット列である。調査

区東壁の断面をみても、溝状遺構は伴っておらず、ピッ

ト部のみが確認できる。検出できた範囲では長さ 19.2

ｍを測る。南東〜北西方向に直線的に延びる。南東端

は調査区外に延び、北西端は SD1 に切られ、消滅する。

SD2 を切る。検出面からの深さは 6 〜 14 ㎝を測る。埋土

にはⅥ層ないしはそれに類似する層が堆積する。底面に

は明確な硬化面は認められなかったが、一部埋土が硬化

しているピットは確認できた。検出されたピットの掘り

形は径 0.4 〜 0.5 ｍの円形・楕円形を呈する。ピットの

芯々間は 70 ㎝前後を測る。所謂波板状ピット列と考え

られ、道跡の可能性が高い遺構である。

　98・99 が SD14 出土遺物である。いずれも古墳時代の

所産といえる。98 は P12 から出土した土師器坏で、口径

15.6 ㎝、底径 6 ㎝、器高 6.5 ㎝を測る。99 は P16 から

出土した須恵器の坏蓋で側面の段は明瞭である。これら

の出土遺物は流れ込みである可能性が高い。

　以上、本遺跡で検出された溝状遺構を報告してきた。

大きくⅤ層期、Ⅵ層期と検出面の差から分けて報告した

が、出土遺物が少ないこともあり、詳細な帰属時期を特

定できる遺構は少ない。

　Ⅴ層期の溝状遺構は、SD3 〜 5 のように土坑と連結す

るものが多い。溜め井状の遺構という評価を与えている

が、これは調査区の一部で検出されている畝状遺構と

関連するものである可能性がある。ただし、畝状遺構は

残存状態が悪く、検出できた範囲も深さ数センチ程しか

残っていなかった。花粉分析でも畑作を示すような結果

は得られていないが、わずかに残る畝状遺構と溜め井状

の遺構からは本遺跡で食物栽培が行われていた可能性を

指摘できる。

　この他Ⅴ層期の溝状遺構である SD10 は波板状ピット

を伴う道跡である可能性が高い。これは、同じような道

跡と考えられるⅥ層期の SD9 と走行方向がほぼ一緒であ

り、時代・時期を越えて同じ場所が道跡として継続的に

利用されていることを示す。

　Ⅵ層期の溝状遺構は複数の遺構が複雑に重複しながら

調査区を縦・横断する。その内の多くが水の流れを想定

できる遺構ではあるが、本来的な用途・機能を特定する

ことは難しい。洪水等の影響で本来の形状は残していな

い可能性も考えられ、本来的にはやはり道跡として利用

されていたとも推測できる。波板状ピットと考えられる

SD14 については、やはり道跡である可能性が高いといえ

る。Ⅵ層期の遺構は、出土遺物から想定する帰属時期が

平安時代から中世までと時期幅が認められる。Ⅴ層期の

遺構は少なくとも平安時代まで遡る可能性は低いと考え

る。
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第 250 図　SD1・2・9・11・14 出土遺物実測図（S=1/3）
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４　焼土遺構（SH）

　掘り込みを有し、堆積する埋土に焼土や灰を多く含む

遺構を焼土遺構とした。本遺跡は 1基のみ検出している。

SH1（第 251 図）

　C・D7 区で検出しており、径 0.4 ｍの円形を呈す。Ⅵ

層上面で検出しており、検出面からの深さは 7 ㎝を測る

のみである。埋土には基本土層のⅤ層が堆積しており、

そこに焼土と灰が多く含まれる。遺物は出土していない。

５　ピット（P）

　七日市前遺跡では、掘立柱建物跡を構成する柱穴とし

て認識できたもの以外の小穴は、単独のピットとして認

識・調査している。土坑の項でも示したとおり、基本的

には 1 ｍ前後の土坑と区別して、径が 0.5 ｍ以下の円形

を基調とする遺構をピットとしている。しかし、厳密に

線引きしているものではなく、それより大型のものや円

形以外のものも含まれる。土層断面の観察から、柱痕跡

と考えられるものが確認されたピットも存在する。その

ため、認識できていないが本来は掘立柱建物跡を構成す

る柱穴であったピットも存在するものと推測される。こ

こでは、確実に建物配置の一部を構成すると考えられる

もの以外は、単独のピットとして報告する。まずはⅤ層

期、次にⅥ層期のピットの順で、以下報告する。

P5（第 252 図）

　C5 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 7㎝を測るのみである。

P6（第 252 図）

　D5 区のⅥ層上面で検出しており、径 0.28 ｍの不整円

形を呈する。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。土層断

面中央に垂直方向の立ち上がりがみられる。柱痕跡の可

能性がある。

P7（第 252 図）

　D6 区で検出しており、径 0.22 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 24 ㎝を測る。埋土にはⅤ層が堆積して

いる。

P8（第 252 図）

　D6 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 22 ㎝を測る。

P9（第 252 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.38 ｍ、短軸 0.28 ｍの不

整形を呈する。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。埋土

上層からは人頭大の礫が出土した。

P10（第 252 図）

　C6 区で検出しており、径 0.24 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 22 ㎝を測る。

P11（第 252 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.3 ｍ、短軸 0.26 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 38 ㎝を測る。埋土

中位より拳大の礫が出土している。

P12（第 252 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.32 ｍ、短軸 0.26 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 22 ㎝を測る。遺構

の南はわずかにテラス状になる。

P13（第 252 図）

　D6 区で検出しており、長軸 0.34 ｍ、短軸 0.26 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 22 ㎝を測る。

P14（第 252 図）

　E6 区で検出しており、径 0.36 ｍの不整円形を呈す。

検出面からの深さは 11 ㎝を測る。

P15（第 252 図）

　E6 区で検出しており、長軸 0.64 ｍ、短軸 0.44 ｍの楕

円形を呈する。遺構の西側がピット状に一段深くなる。

検出面からの深さは最深部で 36 ㎝を測る。

P17（第 252 図）

　C7 区のⅥ b 層上面で検出しており、径 0.34 ｍの円形

を呈する。検出面からの深さは 40 ㎝を測る。埋土中か

ら大型の礫が出土している。

P18（第 252 図）

　C7 区のⅥ b 層上面で検出しており、径 0.38 ｍの円形

を呈する。検出面からの深さは 68 ㎝を測る。断面の中

央には垂直方向の立ち上がりがみられる。柱痕跡と考え

られる。

P20（第 252 図）

　C7 区のⅥ b 層上面で検出しており、長軸 0.7 ｍ、短軸

0.5 ｍの楕円形を呈する。検出面からの深さは 54 ㎝を測

る。遺構の中央がピット状に深くなり、両側にはテラス

が付く。

P22（第 252 図）

　C7 区で検出しており、径 0.54 ｍの不整形を呈する。

検出面からの深さは 66 ㎝を測る。105 は埋土内から出土
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した森田 D 群の白磁皿である。H 期（14 世紀後半〜 15

世紀中頃）の所産といえる。

P23（第 252 図）

　C7 区で検出しており、長軸 0.56 ｍ、短軸 0.5 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 66 ㎝を測る。埋土

中位からは 106 の粘土塊が出土している。被熱したため

か、表面が赤色化している。

P25（第 252 図）

　C7 区で検出しており、径 0.5 ｍの不整円形を呈す。検

出面からの深さは 68 ㎝を測る。断面の中央に柱痕跡と

考えられる垂直方向の立ち上がりがみられる。

P26（第 252 図）

　C7 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。遺構

の西側が一段深くなる。検出面からの深さは最深部で 56

㎝を測る。

P27（第 252 図）

　C7 区で検出しており、P28 を切る。径 0.2 ｍの円形を

呈し、検出面からの深さは 28 ㎝を測る。断面を観察す

ると中央に垂直方向の立ち上がりがみられる。かなり細

いが柱痕跡の可能性がある。

P28（第 252 図）

　C7 区で検出しており、P27 に切られる。径 0.3 ｍ程の

円形を呈すものと推測される。検出面からの深さは 26

㎝を測る。

P29（第 253 図）

　C8区のⅥb層上面検出しており、長軸0.46ｍ、短軸0.34

ｍの不整楕円形を呈す。検出面からの深さは62㎝を測る。

P30（第 253 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.4 ｍ、短軸 0.3 ｍの楕円

形を呈する。検出面からの深さは 40 ㎝を測る。

P31（第 253 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.36 ｍ、短軸 0.28 ｍの楕

円形を呈する。遺構の西側がわずかにテラス状となる。

土層断面では柱痕跡の可能性がある垂直方向の立ち上が

りが確認されている。

P32（第 253 図）

　C7 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。底面

中央に小ピットが穿たれ、一段深くなる。検出面からの

深さは最深部で 40 ㎝を測る。

P33（第 253 図）

　C7 区で検出しており、長軸 0.28 ｍ、短軸 0.2 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。

P35（第 253 図）

　C7 区で検出しており、径 0.28 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 26 ㎝を測る。107 は土師器坏である。

底部切り離しは糸切りで、底径 7.6 ㎝を測る。

P36（第 253 図）

　C7 区で検出しており、径 0.2 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 30 ㎝を測る。

P37（第 253 図）

　C8 区で検出しており、径 0.4 ｍの円形を呈す。検出面

からの深さは 52 ㎝を測る。

P39（第 253 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.5 ｍ、短軸 0.34 ｍの楕

円形を呈す。遺構の南側がテラス状となる。検出面から

の深さは 42 ㎝を測る。

P41（第 253 図）

　D7 区のⅥ b 層上面で検出しており、SB4 の P5 に切ら

れる。長軸 0.7 ｍ、短軸 0.5 ｍの楕円形を呈する。検出

面からの深さは 24 ㎝を測る。

P42（第 253 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出しており、径 0.34 ｍの円形

を呈する。検出面からの深さは 30 ㎝を測る。断面の中

央に柱痕跡と考えられる垂直方向の立ち上がりがみられ

る。

P43（第 253 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出しており、径 0.3 ｍの円形を

呈する。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。SC19 を切る。

P44（第 253 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出しており、径 0.3 ｍの円形を

呈する。P43 の西側に隣接し、SC19 を切る。検出面から

の深さは28㎝を測る。埋土中位から拳大の礫が出土した。

P45（第 253 図）

　C8 区で検出しており、P57 を切る。径 0.48 ｍの不整

円形を呈する。遺構の北東側がわずかにテラス状となる。

検出面からの深さは 48 ㎝を測る。108 は滑石製石鍋の口

縁部片である。断面三角形の鍔が巡る。穿孔の痕跡がみ

られるため、石鍋の転用品の可能性がある。

P46（第 253 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.5 ｍ、短軸 0.32 ｍの隅

丸長方形を呈する。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。

P47（第 253 図）

　C8 区のⅥ層上面で検出しており、長軸 0.54 ｍ、短軸

0.38 ｍの楕円形を呈する。底面の中央が一段深くなる。

検出面からの深さは最深部で 50 ㎝を測る。

P48（第 253 図）

　C8 区のⅥ層上面で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈

する。検出面からの深さは 32 ㎝を測る。

P49（第 253 図）

　C8 区で検出しており、径 0.32 ｍの円形を呈する。検

1: 褐灰色砂質シルト土

　（炭化物をまばらに含む）＝Ⅴ層

2: 褐灰色砂質シルト土

　（黒褐色土ブロックをまばらに含む）

1: 褐灰色砂質シルト土

　（炭化物をまばらに含む）＝Ⅴ層

2: 褐灰色砂質シルト土

　（黒褐色土ブロックをまばらに含む）

1: 褐灰色砂質シルト土

　（炭化物をまばらに含む）＝Ⅴ層

2: 褐灰色粘質シルト土

　（1㎝のⅦ層ブロックをまばらに含む）

1: 褐灰色砂質シルト土

　（鉄分を多く含みか硬くしまる）＝Ⅴ層

2: 褐灰色砂質シルト土

　（黒褐色土ブロックをまばらに含む）
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出面からの深さは 50 ㎝を測る。断面の中央に柱痕跡の

可能性がある水分を多く含みルーズな層が確認できる。

109・110 は出土遺物である。109 は土師器小皿。口径

9.2 ㎝、底径 5.4 ㎝、器高 2.4 ㎝を測る。底部は糸切り。

110 は上田 B Ⅱ類の青磁椀。蓮弁文がみられる。H 期の

所産である。

P50（第 253 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出している。一部調査区外に延

びるため、規模は不明である。検出面からの深さは 18

㎝を測る。

P51（第 253 図）

　C8 区のⅥ層 b 層上面で検出している。長軸 0.32 ｍ、

短軸 0.24 ｍの楕円形を呈する。検出面からの深さは 22

㎝を測る。

P52（第 254 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出しており、長軸 0.34 ｍ、短

軸 0.28 ｍの楕円形を呈する。検出面からの深さは 50 ㎝

を測る。

P53（第 254 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出しており、長軸 0.38 ｍ、短

軸 0.32 ｍの楕円形を呈する。検出面からの深さは 60 ㎝

を測る。隣接する P54 を切る。

P54（第 254 図）

　C8 区で検出しており、P53 に切られる。長軸 0.32 ｍ、

短軸 0.28 ｍの楕円形を呈するものと推測される。検出

面からの深さは 16 ㎝を測る。

P55（第 254 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.66 ｍ、短軸 0.42 ｍの楕

円形を呈する。遺構の南側が緩やかなテラス状となり、

二段掘りを呈す。検出面からの深さは最深で58㎝を測る。

P56（第 254 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.66 ｍ短軸 0.52 ｍの楕円

形を呈する。二つのピットが重なるように、断面形態が

W 字を呈する。同じ埋土が堆積するため同一遺構と判断

した。検出面からの深さは最深で54㎝を測る。P69を切る。

P57（第 254 図）

　C8 区で検出しており、P45 に切られる。径 0.5 ｍの円

形を呈する。検出面からの深さは 44 ㎝を測る。

P58（第 254 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出しており、長軸 0.3 ｍ、短軸

0.24 ｍの楕円形を呈する。検出面からの深さは 52 ㎝を

測る。

P59（第 254 図）

　C8 区のⅥ b 層上面で検出しており、長軸 0.44 ｍ、短

軸 0.36 ｍの楕円形を呈す。検出面からの深さは 60 ㎝を

測る。

P60（第 254 図）

　D7 区のⅥ b 層上面で検出しており、長軸 0.36 ｍ、短

軸 0.26 ｍの楕円形を呈する。検出面からの深さは 36 ㎝

を測る。

P61（第 254 図）

　D7 区のⅥ b 層上面で検出しており、径 0.46 ｍの円形

を呈する。遺構の北側に緩いテラスが付く。検出面から

の深さは 34 ㎝を測る。

P62（第 254 図）

　D8 区のⅥ b 層上面で検出しており、径 0.3 ｍの円形を

呈する。検出面からの深さは 34 ㎝を測る。

P63（第 254 図）

　D8 区で検出しており、長軸 0.56 ｍ、短軸 0.48 ｍの楕

円形を呈する。底面は二つのピットが穿たれたように、

断面 W 字を呈する。一方には柱痕跡の可能性のある水分

を多く含んだ垂直に立ち上がる層が確認できる。埋土中

からは礫が多く出土している。検出面からの深さは最深

部で 60 ㎝を測る。

P64（第 254 図）

　D8 区のⅥ b 層上面で検出しており、長軸 0.4 ｍ、短軸

0.34 ｍの楕円形を呈する。断面の中央に垂直方向の立ち

上がりが確認できる。水分を多く含むルーズな層で、柱

痕跡と考えられる。検出面からの深さは 60 ㎝を測る。

P65（第 254 図）

　D7 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 46 ㎝を測る。

P66（第 254 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.68 ｍ、短軸 0.46 ｍの楕

円形を呈する。浅いテラスが付く。検出面からの深さは

48 ㎝を測る。

P67（第 254 図）

　D8 区で検出されており、径 0.3 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 34 ㎝を測る。P70 を切る。

P69（第 254 図）

　C8 区でⅥ b 層上面で検出しており、P56 に切られる。

径 0.4 ｍの円形を呈すものと考えられる。深い位置に緩

いテラスが付く。断面の中央に水分を含みルーズで垂直

方向に立ち上がる層を確認している。柱痕跡と思われる。

検出面からの深さは 50 ㎝を測る。

P70（第 255 図）

　D8 区のⅥ b 層上面で検出しており、P67 に切られる。

大部分が調査区外に延びるため、全体的な規模は不明で

ある。底面には径 0.3 ｍ程の小ピットが穿たれている。

検出面からの深さは、最深部で 50 ㎝を測る。
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P71（第 255 図）

　D8 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 18 ㎝を測る。

P72（第 254 図）

　D8 区のⅥ b層上面検出しており、P64 の東に隣接する。

径 0.4 ｍの円形を呈す。遺構の南に浅いテラスが付き、

北側が深くなる。検出面からの深さは最深部で 60 ㎝を

測る。

P73（第 255 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.6 ｍ、短軸 0.55 ｍの不

整円形を呈する。底面の二箇所にピットが穿たれたよう

な二段掘りとなる。検出面からの深さは最深部で 42 ㎝

を測る。

P74（第 255 図）

　C8 区で検出しており、径 0.5 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 70 ㎝を測る。

P75（第 255 図）

　D8 区で検出しており、長軸 0.24 ｍ、短軸 0.16 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 24 ㎝を測る。

P76（第 255 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.38 ｍ、短軸 0.32 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 48 ㎝を測る。

P79（第 255 図）

　D8 区で検出しており、長軸 0.74 ｍ、短軸 0.6 ｍの不

整円形を呈する。検出面からの深さは 71 ㎝を測る。

P80（第 255 図）

　C8 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 43 ㎝を測る。SC19 を切る。111 は埋

土中層から出土した中国産黒釉陶器の壷ないしは鉢であ

る。C8 区の 5層出土資料と接合している。

P81（第 255 図）

　D8 区で検出しており、長軸 0.76 ｍ、短軸 0.62 ｍの不

整円形を呈する。断面形態がロート状になる。検出面か

らの深さは 51 ㎝を測る。

P82（第 255 図）

　C8 区で検出しており、径 0.26 ｍの不整円形を呈する。

検出面からの深さは 32 ㎝を測る。

P83（第 255 図）

　D8 区で検出しており、長軸 0.28 ｍ、短軸 0.22 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 32 ㎝を測る。

P84（第 255 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.44 ｍ、短軸 0.34 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 38 ㎝を測る。

P85（第 255 図）

　C8 区で検出しており、径 0.34 ｍの円形を呈する。断

面形態はロート状となる。検出面からの深さは 51 ㎝を

測る。

P86（第 255 図）

　C8 区で検出しており、長軸 0.7 ｍ、短軸 0.6 ｍの不整

円形を呈する。検出面からの深さは 14 ㎝を測る。埋土

中からは拳大の礫が出土している。

P87（第 255 図）

　C8 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。断面

観察からは、柱痕跡と考えられる垂直方向の立ち上がり

を確認している。検出面からの深さは 24 ㎝を測る。112

は砂岩製の砥石である。一面に砥面がみられる。

P88（第 255 図）

　D7 区で P89 に隣接して検出している。最上部に堆積す

る層が酷似しており、明確な立ち上がりが確認できてい

ないが、異なる埋土が堆積するため P89 とは別ピットと

判断した。径 0.3 ｍの円形を呈する。検出面からの深さ

は 48 ㎝を測る。

P89（第 255 図）

　D7 区で P88 に隣接して検出した。径 0.3 ｍの円形を呈

し、検出面からの深さは 48 ㎝を測る。

　以上、Ⅵ層・Ⅵ b 層上面で検出したピットについて報

告してきた。次にⅦ層上面で検出したⅥ層期のピットに

ついてみていく。

P90（第 257 図）

　C4 区のⅦ層上面で検出しており、径 0.12 ｍの円形を

呈する。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。

P91（第 257 図）

　C4 区で検出しており、径 0.32 ｍの不整円形を呈する。

東側に浅いテラスが付く。検出面からの深さは 20 ㎝を

測る。

P92（第 257 図）

　C4 区で検出しており、長軸 0.28 ｍ、短軸 0.2 ｍの楕

円形を呈する。断面形態はロート形となる。検出面から

の深さは 38 ㎝を測る。

P93（第 257 図）

　C4 区で検出しており、径 0.2 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 30 ㎝を測る。

P94（第 257 図）

　C4 区で検出しており、長軸 0.18 ｍ、短軸 0.15 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 32 ㎝を測る。

P95（第 257 図）

　C4 区で検出しており、径 0.26 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 26 ㎝を測る。

P96（第 257 図）

　B4 区で検出しており、長軸 0.32 ｍ、短軸 0.24 ｍの楕
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円形を呈する。検出面からの深さは 10 ㎝を測る。

P97（第 257 図）

　C5 区で検出しており、長軸 0.28 ｍ、短軸 0.24 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 18 ㎝を測る。

P98（第 257 図）

　E5 区で検出しており、長軸 0.52 ｍ、短軸 0.28 ｍの楕

円形を呈する。断面形態は三角形となる。検出面からの

深さは 28 ㎝を測る。

P99（第 257 図）

　D5 区で検出しており、長軸 0.42 ｍ、短軸 0.36 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 12 ㎝を測る。

P100（第 257 図）

　C4 区で検出しており、径 0.16 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 40 ㎝を測る。

P101（第 257 図）

　B5 区で検出しており、長軸 0.18 ｍ、短軸 0.14 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 24 ㎝を測る。

P102（第 257 図）

　C4 区で検出しており、長軸 0.26 ｍ、短軸 0.2 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 34 ㎝を測る。

P103（第 257 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.38 ｍ、短軸 0.32 ｍの不

整円形を呈する。検出面からの深さは 24 ㎝を測る。

P104（第 257 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.32 ｍ、短軸 0.22 ｍの不

整楕円形を呈する。断面観察からは、柱痕跡と考えられ

第 256 図　ピット（P）出土遺物実測図①（S=1/3・1/4）
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る垂直方向の立ち上がりを確認している。検出面からの

深さは 24 ㎝を測る。

P105（第 257 図）

　D7 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。断面

観察では、柱痕跡と考えられる土層を確認している。検

出面からの深さは 30 ㎝を測る。

P106（第 257 図）

　D7 区で検出しており、径 0.18 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 32 ㎝を測る。

P107（第 257 図）

　D7 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 16 ㎝を測る。

P108（第 257 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.28 ｍ、短軸 0.24 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 32 ㎝を測る。

P109（第 257 図）

　D7 区で検出しており、径 0.22 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 14 ㎝を測る。

P110（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.26 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 18 ㎝を測る。

P111（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.2 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 20 ㎝を測る。

P112（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.22 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 22 ㎝を測る。

P113（第 259 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.28 ｍ、短軸 0.22 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 34 ㎝を測る。113 は

埋土最上部で出土した砂岩製の砥石である。1 面に磨面

がみられる。大部分が欠損する。

P114（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.22 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 30 ㎝を測る。断面形態はロート状を

呈する。

P115（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.22 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 24 ㎝を測る。

P116（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.28 ｍの円形を呈する。北

側に浅いテラスが付く。検出面からの深さは32㎝を測る。

P117（第 259 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.34 ｍ、短軸 0.3 ｍの楕

円形を呈する。東側に浅いテラスが付く。検出面からの

深さは 26 ㎝を測る。

P118（第 259 図）

　D7 区で検出しており、SC24 に切られる。径 0.24 ｍの

円形を呈する。検出面からの深さは 10 ㎝を測る。

P119（第 259 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.4 ｍ、短軸 0.34 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。

P120（第 259 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.18 ｍ、短軸 0.14 ｍの楕

円形を呈す。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。

P121（第 259 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.18 ｍ、短軸 0.1 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。

P122（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.24 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 26 ㎝を測る。SD11 を切る。

P123（第 259 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.32 ｍ、短軸 0.26 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。SD11

を切る。

P124（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.3 ｍの不整円形を呈す。検

出面からの深さは 16 ㎝を測る。SD11 を切る。

P125（第 259 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.26 ｍ、短軸 0.2 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。

P126（第 259 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.24 ｍ、短軸 0.2 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 30 ㎝を測る。

P127（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.26 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 26 ㎝を測る。SD11 を切る。
第 258 図　ピット（P）出土遺物

実測図②（S=1/2・1/4）
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P128（第 259 図）

　D7 区で検出しており、径 0.32 ｍの円形を呈する。北

側から西側にかけてテラスが付く。検出面からの深さは

36 ㎝を測る。SD1 を切る。

P129（第 259 図）

　C8 区のⅦ層上面で検出しており、長軸 0.66 ｍ、短軸

0.54 ｍの楕円形を呈する。断面形態はロート形となる。

断面観察からは、垂直方向に立ち上がる柱痕跡と考えら

れる土層が確認された。検出面からの深さは最深部で 54

㎝を測る。

P130（第 260 図）

　D6 区で検出しており、径 0.34 ｍの円形を呈する。断

面観察からは、柱痕跡と考えられる土層を確認した。検

出面からの深さは 30 ㎝を測る。

P131（第 260 図）

　D6 区で検出しており、長軸 0.42 ｍ、短軸 0.34 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。

P132（第 260 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.38 ｍ、短軸 0.34 ｍの楕

円形を呈する。断面形態はロート形である。検出面から

の深さは 64 ㎝を測る。

P133（第 260 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.4 ｍ、短軸 0.3 ｍの楕円

形を呈する。検出面からの深さは 50 ㎝を測る。埋土上

位からは礫が出土している。

P134（第 260 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.36 ｍ、短軸 0.3 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 26 ㎝を測る。

P135（第 260 図）

　C7 区で検出しており、径 0.28 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 20 ㎝を測る。

P136（第 260 図）

　C7 区で検出しており、径 0.22 ｍの円形を呈する。断

面では、柱痕跡と考えられる垂直方向の立ち上がりを確

認している。検出面からの深さは 31 ㎝を測る。

P137（第 260 図）

　C7 区で検出しており、長軸 0.4 ｍ、短軸 0.3 ｍの楕円

形を呈す。検出面からの深さは36㎝を測る。114は鉄滓。

P138（第 260 図）

　C7 区で検出しており、長軸 0.33 ｍ、短軸 0.23 ｍの不

整楕円形を呈する。検出面からの深さは 25 ㎝を測る。

P139（第 260 図）

　C7 区で検出しており、長軸 0.98 ｍ、短軸 0.66 ｍの楕

円形を呈する。本来は土坑とすべき遺構である。底面の

中央付近には径 0.26 ｍ程のピットが穿たれる。検出面

からの深さは最深部で 23 ㎝を測る。

P140（第 260 図）

　C7 区で検出しており、径 0.25 ｍの円形を呈す。検出

面からの深さは 37 ㎝を測る。

P141（第 260 図）

　C7 区で検出しており、径 0.3 ｍの円形を呈する。検出

面からの深さは 31 ㎝を測る。

P142（第 260 図）

　E7 区で SD12 に隣接して検出しており、径 0.27 ｍの円

形を呈する。検出面からの深さは 30 ㎝を測る。

P143（第 260 図）

　C7 区で検出しており、長軸 0.25 ｍ、短軸 0.21 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。

P144（第 260 図）

　C7 区で検出しており、長軸 0.36 ｍ、短軸 0.27 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 19 ㎝を測る。

P145（第 260 図）

　C7 区で検出しており、径 0.2 ｍの円形を呈する。一部

テラスが付く。検出面からの深さは 20 ㎝を測る。

P146（第 260 図）

　C6 区で検出しており、長軸 0.28 ｍ、短軸 0.22 ｍの楕

円形を呈する。断面をみると底面が二段掘りとなり、そ

の幅で垂直方向に立ち上がる土層がみられる。柱痕跡の

可能性が高い。検出面からの深さは最深部で28㎝を測る。

P147（第 260 図）

　C6 区で検出しており、径 0.22 ｍの円形を呈する。検

出面からの深さは 30 ㎝を測る。

P148（第 260 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.38 ｍ、短軸 0.3 ｍの楕

円形を呈する。断面観察からは、柱痕跡の可能性の高い

土層が確認された。検出面からの深さは 28 ㎝を測る。

P150（第 260 図）

　D7 区で検出しており、長軸 0.31 ｍ、短軸 0.24 ｍの楕

円形を呈する。検出面からの深さは 43 ㎝を測る。

６　畝状遺構（SU）

　七日市前遺跡では、基本土層Ⅴ層を埋土とする畝状遺

構と考えられる小溝列を部分的に検出している。しかし、

既に削平されている部分が多く、検出面からの深さは数

センチしか残存していないものばかりであった。検出し

たのは C・D6 区（SU1 〜 3）および F7 区（SU4 〜 7）である。

いずれも平面で捉えたのみである。SU1 〜 3 については

溜め井状の遺構と考えた SD3・4 に隣接して検出されて

いることから、これらの遺構に関連する可能性が高いと

いえる。
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７　包含層出土遺物（第 261 〜 263 図）

　115 〜 161 は包含層から出土した古代〜中世の所産と

考えられる資料である。以下、種別に報告する。

　115 〜 126 は土師器である。115 〜 119 は平安時代の

土師器坏と考えられる。115 は口径 13.4 ㎝を測る。116

〜 119 は坏の底部である。いずれも底部切り離し技法は

ヘラ切り。その後ナデが加えられるものもある。119 は

円盤高台坏である。底径は 5.4 〜 6 ㎝を測る。

　120 〜 122 は中世の土師器坏。120 は口径 12.5 ㎝、底

径 9.4 ㎝、器高 4.5 ㎝を測る。13 世紀後半〜 14 世紀前

半頃の所産と考える。121・122 は底部片。これらの資料

の底部切り離しはいずれも糸切りである。

　123 は底部ヘラ切りの小皿。口径 7.6 ㎝、底径 6 ㎝、

器高 1 ㎝を測る。13 世紀後半〜 14 世紀前半頃の所産と

第 261 図　包含層出土平安時代～中世遺物実測図（S=1/3）

考えられる。124 は剥離する部分が多く、底部切り離し

も不明瞭であるがやはりヘラ切りであろうか。

　125 は平安時代の高台付椀。底径 6.8 ㎝。126 は布目

痕を残す製塩土器である。

　127・128は平安時代の須恵器。127 は坏で底径 7㎝。

　129 〜 132 は白磁椀・皿である。129 は内湾する椀の

口縁部、130 は外反口縁の森田 D 群の皿であろうか。131

も森田 D 群の白磁椀であろうか。132 は森田 D 群の白磁

皿で、底径 4 ㎝を測る。内外面共に黄色がかった釉がか

かる。高台畳付および内面は露胎となる。

　133 〜 143 は龍泉窯系青磁である。133 は外反口縁の

椀Ⅳ類以降。134 は盤ないしは大坏のⅣ類以降であろう。

135 も椀Ⅳ類以降の体部片。136 は元〜明代の椀。内面

にはスタンプ文がみられる。底径 5 ㎝。137 も元〜明代

の青磁皿。底径 4.2 ㎝を測る。138 は大型盤でⅣ類以降

の資料といえる。139 は口縁端部が外反する上田 D Ⅱ類

第 262 図　包含層出土中世遺物実測図（S=1/3）
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椀である。H 期の所産。140 は椀Ⅳ類以降で、底径 6 ㎝

を測る。141 は上田 C ないしは D Ⅱ類の青磁椀である。

内面にスタンプ文が認められる。底径 7 ㎝。H 期の所産。

142 は上田 B Ⅱ類椀の口縁部片。143 は上田 B Ⅳ '類の椀

である。J期（15 世紀末〜 16 世紀中頃）の所産といえる。

　144 は青白磁の大型皿であろうか。高台畳付のみ露胎

となる。

　145 〜 148 は中国産黒釉陶器である。145・147 は椀、

146・148は壷と考えられる。145 は底径 4.6 ㎝を測る。

　149 〜 152 は国産陶器の擂鉢である。149・150・152

は備前焼である。いずれも内面に数条の擂目がみえる。

153は瓦質の火鉢。154 は瓦質の擂鉢であろうか。

　155･156 は鉄釘である。両者共にくの字に折れ、頭部

および先端部は欠損する。

　157 〜 160 は鉄滓。大型の 160 以外はいずれも重量は

15 ｇ前後を計る。160 は 178 ｇを計る。

　161 は C8 区で出土した銅銭である。中国北宋銭の「熈

寧元寳」で、初鋳年代は 1068 年とされる。

第５節　その他の時代の遺物

　古墳時代〜中世以外の時代の遺物としては、162 や

163 のような近世薩摩焼の甕や鉢がわずかに出土してい

る。その他、164 の煙管が出土している。

第 263 図　包含層出土平安時代～中世鉄製品・鉄滓・銭貨実測図（S=1/1・1/2）

第 264 図　その他の時代の遺物実測図（S=1/2・1/3）

第７章　七日市前遺跡における自然科学分析

第１節　七日市前遺跡における放射性炭素年代測定

株式会社　古環境研究所　　　　

１．はじめに

  放射性炭素年代測定は、光合成や食物摂取などにより生物体内に取り込まれた放射性炭素（14 Ｃ）の濃度が、放射

性崩壊により時間とともに減少することを利用した年代測定法である。樹木や種実などの植物遺体、骨、貝殻、土壌、

土器付着炭化物などが測定対象となり、約 5万年前までの年代測定が可能である。

２．試料と方法

  次表に、測定試料の詳細と前処理・調整法および測定法を示す。

　AMS：加速器質量分析法（Accelerator Mass Spectrometry）

３．測定結果

  加速器質量分析法（AMS）によって得られた 14 Ｃ濃度について同位体分別効果の補正を行い、放射性炭素（14 Ｃ）

年代および暦年代（較正年代）を算出した。次表にこれらの結果を示し、第 265 図に暦年較正結果（較正曲線）を示す。

　BP：Before Physics（Present），cal：calibrated ，AD：西暦紀元

　（１）δ 13 Ｃ測定値  

　試料の測定 14 Ｃ /12 Ｃ比を補正するための炭素安定同位体比（13 Ｃ /12 Ｃ）。この値は標準物質（PDB）の同位体比か

らの千分偏差（‰）で表す。試料のδ 13 Ｃ値を -25(‰ ) に標準化することで同位体分別効果を補正している。

　（２）放射性炭素（14 Ｃ）年代測定値

　試料の 14 Ｃ /12 Ｃ比から、現在（AD1950 年基点）から何年前かを計算した値。14 Ｃの半減期は 5730 年であるが、国

際的慣例により Libby の 5568 年を用いている。統計誤差（±）は１σ（68.2％確率）である。14 Ｃ年代値は下１桁を

丸めて表記するのが慣例であるが、暦年較正曲線が更新された場合のために下１桁を丸めない暦年較正用年代値も併

記した。

　（３）暦年代（Calendar Years）

　過去の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中 14 Ｃ濃度の変動および 14 Ｃの半減期の違いを較正することで、放

射性炭素（14 Ｃ）年代をより実際の年代値に近づけることができる。暦年代較正には、年代既知の樹木年輪の詳細な

14 Ｃ測定値およびサンゴの U/Th（ウラン / トリウム）年代と 14 Ｃ年代の比較により作成された較正曲線を使用した。

較正曲線のデータは IntCal 09、較正プログラムは OxCal 3.1 である。

　暦年代（較正年代）は、14 Ｃ年代値の偏差の幅を較正曲線に投影した暦年代の幅で表し、OxCal の確率法により 1

試料№  採取箇所  種類  前処理・調整法 測定法 
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シグマσ（68.2％確率）と 2 σ（95.4％確率）で示した。較正曲線が不安定な年代では、複数の 1 σ・2 σ値が表記

される場合もある。（）内の％表示は、その範囲内に暦年代が入る確率を示す。グラフ中の縦軸上の曲線は 14 Ｃ年代

の確率分布、二重曲線は暦年較正曲線を示す。

４．所見

　加速器質量分析法（AMS）による放射性炭素年代測定の結果、SD4 下層の炭化材では 605 ± 20 年 BP（２σの暦年代

で AD 1290 〜 1410 年）の年代値が得られた。

文献

Bronk Ramsey C. (1995) Radiocarbon Calibration and Analysis of Stratigraphy, The OxCal Program, Radiocarbon,37(2), 

p.425-430.

Bronk Ramsey C. （2001） Development of the Radiocarbon Program OxCal, Radiocarbon, 43, p.355-363.

Paula J Reimer et al., (2009) IntCal09 and Marine09 Radiocarbon Age Calibration Curves, 0-50,000 Years cal BP. 

Radiocarbon, 51, p.1111-1150.

中村俊夫（2003）放射性炭素年代測定法と暦年代較正．環境考古学マニュアル．同成社，p.301-322.

第２節　七日市前遺跡における植物珪酸体分析
株式会社　古環境研究所　　　　

第 265 図　暦年較正結果

１．はじめに

　植物珪酸体は、植物の細胞内に珪酸（SiO2）が蓄積したもので、植物が枯れたあともガラス質の微化石（プラント・

オパール）となって土壌中に半永久的に残っている。植物珪酸体分析は、この微化石を遺跡土壌などから検出して同定・

定量する方法であり、イネをはじめとするイネ科栽培植物の同定および古植生・古環境の推定などに応用されている

（杉山，2000）。また、イネの消長を検討することで埋蔵水田跡の検証や探査も可能である（藤原・杉山，1984）。

２．試料

　分析試料は、F2 区土層断面のⅤ層からⅦ層までの層準から採取された計 7 点である。試料採取箇所を分析結果の模

式柱状図に示す。このうち、Ⅴ層は古代〜中世、Ⅵ層とⅥ b層は古墳時代〜中世とされている。

３．分析法

　植物珪酸体の抽出と定量は、ガラスビーズ法（藤原，1976）を用いて、次の手順で行った。

１）試料を 105℃で 24 時間乾燥（絶乾）

２）試料約 1g に対し直径約 40 μ m のガラスビーズを約 0.02g 添加（0.1mg の精度で秤量）

３）電気炉灰化法（550℃・6時間）による脱有機物処理

４）超音波水中照射（300W・42KHz・10 分間）による分散

５）沈底法による 20 μ m 以下の微粒子除去

６）封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成

７）検鏡・計数

　同定は、400 倍の偏光顕微鏡下で、おもにイネ科植物の機動細胞に由来する植物珪酸体を対象として行った。計数は、

ガラスビーズ個数が 400 以上になるまで行った。これはほぼプレパラート 1 枚分の精査に相当する。試料 1g あたり

のガラスビーズ個数に、計数された植物珪酸体とガラスビーズ個数の比率をかけて、試料 1g 中の植物珪酸体個数を

求めた。

　また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重（1.0 と仮定）と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体 1 個あ

たりの植物体乾重）をかけて、単位面積で層厚 1cm あたりの植物体生産量を算出した。これにより、各植物の繁茂状

況や植物間の占有割合などを具体的にとらえることができる（杉山，2000）。タケ亜科については、植物体生産量の

推定値から各分類群の比率を求めた。

４．分析結果

　検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行い、その結果を第 9 表お

よび第 266 図に示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。

〔イネ科〕

　イネ、ヨシ属、キビ族型、ススキ属型（おもにススキ属）、ウシクサ族Ａ（チガヤ属など）

〔イネ科〜タケ亜科〕

　メダケ節型（メダケ属メダケ節・リュウキュウチク節、ヤダケ属）、ネザサ節型（おもにメダケ属ネザサ節）、チマ

キザサ節型（ササ属チマキザサ節・チシマザサ節など）、ミヤコザサ節型（ササ属ミヤコザサ節など）、未分類等

〔イネ科〜その他〕

　表皮毛起源、棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由来）、未分類等

〔樹木〕

　ブナ科（シイ属）、クスノキ科、マンサク科（イスノキ属）、アワブキ科、その他

５．考察

（１）稲作跡の検討
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　稲作跡（水田跡）の検証や探査を行う場合、一般にイネの植物珪酸体（プラント・オパール）が試料 1g あたり 5,000

個以上と高い密度で検出された場合に、そこで稲作が行われていた可能性が高いと判断している（杉山，2000）。なお、

密度が 3,000 個 /g 程度でも水田遺構が検出される事例があることから、ここでは判断の基準をおよそ 3,000 個 /g と

して検討を行った。

  F2 区土層断面では、Ⅴ層（試料 1）からⅦ層（試料 6、7）までの層準について分析を行った。その結果、Ⅴ層（試

料 1）からⅦ層上部（試料 6）までの各層からイネが検出された。このうち、Ⅴ層（試料 1）とⅥ層上部（試料 2）で

は密度が 3,100 個 /g および 2,700 個 /g と比較的高い値である。したがって、これらの層では稲作が行われていた可

能性が高いと考えられる。Ⅵ b 層（試料 4、5）とⅦ層上部（試料 6）では、密度が 600 〜 700 個 /g と低い値である。

イネの密度が低い原因としては、稲作が行われていた期間が短かったこと、土層の堆積速度が速かったこと、採取地

点が畦畔など耕作面以外であったこと、および上層や他所からの混入などが考えられる。      

（２）イネ科栽培植物の検討

　植物珪酸体分析で同定される分類群のうち栽培植物が含まれるものには、イネ以外にもムギ類、ヒエ属型（ヒエが

含まれる）、エノコログサ属型（アワが含まれる）、キビ属型（キビが含まれる）、ジュズダマ属（ハトムギが含まれる）、

オヒシバ属（シコクビエが含まれる）、モロコシ属型、トウモロコシ属型などがあるが、これらの分類群はいずれの

試料からも検出されなかった。

　イネ科栽培植物の中には検討が不十分なものもあるため、その他の分類群の中にも栽培種に由来するものが含まれ

ている可能性が考えられる。これらの分類群の給源植物の究明については今後の課題としたい。なお、植物珪酸体分

析で同定される分類群は主にイネ科植物に限定されるため、根菜類などの畑作物は分析の対象外となっている。

（３）植物珪酸体分析から推定される植生と環境

　上記以外の分類群では、Ⅵb層より上位層を中心にネザサ節型が比較的多く検出され、ヨシ属、キビ族型、ススキ属型、

ウシクサ族Ａ、メダケ節型、および樹木（照葉樹）のマンサク科（イスノキ属）、ブナ科（シイ属）なども認められた。

おもな分類群の推定生産量によると、おおむねネザサ節型が優勢であり、部分的にヨシ属も多くなっている。

  以上の結果から、古墳時代〜古代とされるⅥ b層から古代〜中世とされるⅤ層にかけては、おおむねヨシ属が生育

するような湿潤な環境であったと考えられ、そこを利用して調査地点もしくはその近辺で水田稲作が行われていたと

推定される。また、周辺の比較的乾燥したところにはメダケ属（おもにネザサ節）などの竹笹類をはじめ、ススキ属

やチガヤ属、キビ族などが生育し、遺跡周辺にはイスノキ属やシイ属などの照葉樹林が分布していたと考えられる。

６．まとめ

  植物珪酸体分析の結果、古代〜中世とされるⅤ層および古墳時代〜中世とされるⅥ層では、イネが比較的多量に検

出され、稲作が行われていた可能性が高いと判断された。また、古墳時代〜古代とされるⅥ b 層でも稲作が行われて

いた可能性が認められた。

　各層準の堆積当時は、おおむねヨシ属が生育するような湿潤な環境であったと考えられ、そこを利用して調査地点

もしくはその近辺で水田稲作が行われていたと推定される。また、周辺の比較的乾燥したところにはメダケ属（おも

にネザサ節）などの竹笹類をはじめ、ススキ属やチガヤ属、キビ族などが生育し、遺跡周辺にはイスノキ属やシイ属

などの照葉樹林が分布していたと考えられる。

文献　

杉山真二・藤原宏志（1986）機動細胞珪酸体の形態によるタケ亜科植物の同定〜古環境推定の基礎資料として－．考古学と自

然科学，19，p.69-84．

杉山真二（1999）植物珪酸体分析からみた九州南部の照葉樹林発達史．第四紀研究，38(2)，p.109-123．

杉山真二（2000）植物珪酸体（プラント・オパール）．考古学と植物学．同成社，p.189-213．

藤原宏志（1976）プラント・オパール分析法の基礎的研究(1)－数種イネ科植物の珪酸体標本と定量分析法－．考古学と自然科学，

9，p.15-29．

 検出密度（単位：×100個/g）

地点・試料

   分類群 　学名 1 2 3 4 5 6 7

 イネ科 Gramineae

　 イネ   Oryza  sativa 31 27 13 7 6 7

　 ヨシ属   Phragmites 19 13 33 26 19 7

　 キビ族型   Paniceae type 6 13 26 7

　 ススキ属型   Miscanthus  type 25 27 20 20 6 21

　 ウシクサ族Ａ   Andropogoneae A type 75 54 85 86 70 21 20

 タケ亜科 Bambusoideae

　 メダケ節型   Pleioblastus  sect. Nipponocalamus 13 27 33 20 19 21 20

　 ネザサ節型   Pleioblastus  sect. Nezasa 113 221 288 192 235 117 34

　 チマキザサ節型   Sasa sect. Sasa etc. 6 7 7 26 19 27 7

　 ミヤコザサ節型   Sasa  sect. Crassinodi 7 7

　 未分類等   Others 19 47 78 113 108 103 47

 その他のイネ科 Others

   表皮毛起源   Husk hair origin 6 13 13 13 7

   棒状珪酸体   Rodshaped 132 161 98 99 51 55 47

   未分類等   Others 88 141 183 132 159 62 68

 樹木起源 Arboreal

   ブナ科(シイ属)   Castanopsis 6 13 6

   クスノキ科   Lauraceae 7 7

   マンサク科(イスノキ属)   Distylium 88 47 59 46 44 62 47

   アワブキ科   Sabiaceae 6 7

   その他   Others 31 13 26 33 25 14 20

 植物珪酸体総数　 Total 664 825 954 835 780 528 318

 おもな分類群の推定生産量（単位：㎏/㎡･㎝）：試料の仮比重を1.0と仮定して算出

 　イネ   Oryza  sativa 0.92 0.79 0.38 0.19 0.19 0.20

   ヨシ属   Phragmites 1.19 0.85 2.06 1.67 1.20 0.43

   ススキ属型   Miscanthus  type 0.31 0.33 0.24 0.25 0.08 0.26

   メダケ節型   Pleioblastus  sect. Nipponocalamus 0.15 0.31 0.38 0.23 0.22 0.24 0.24

   ネザサ節型   Pleioblastus  sect. Nezasa 0.54 1.06 1.38 0.92 1.13 0.56 0.16

   チマキザサ節型   Sasa sect. Sasa etc. 0.05 0.05 0.05 0.20 0.14 0.21 0.05

   ミヤコザサ節型   Sasa  sect. Crassinodi 0.02 0.02

 タケ亜科の比率（％）

   メダケ節型   Pleioblastus  sect. Nipponocalamus 20 22 21 17 15 24 52

   ネザサ節型   Pleioblastus  sect. Nezasa 74 75 76 67 76 56 36

   チマキザサ節型   Sasa sect. Sasa etc. 6 4 3 14 10 20 11

   ミヤコザサ節型   Sasa  sect. Crassinodi 1 1

　 メダケ率 　Medake ratio 94 96 96 84 90 80 89

Ｆ２区

第 9表　七日市前遺跡における植物珪酸体分析結果

藤原宏志・杉山真二（1984）プラント・オパール分析法の基礎的研究 (5)－プラント・オパール分析による水田址の探査－．

考古学と自然科学，17，p.73-85．
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第 266 図　七日市前遺跡 :F2 区における植物珪酸体分析結果
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ブナ科（シイ属）
試料２

マンサク科（イスノキ属）
試料５

七日市前遺跡の植物珪酸体（プラント・オパール）

50μｍ
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株式会社　古環境研究所　　　　

１．はじめに

  花粉分析は、一般に低湿地の堆積物を対象とした比較的広域な植生・環境の復原に応用されており、遺跡調査にお

いては遺構内の堆積物などを対象とした局地的な植生の推定も試みられている。花粉などの植物遺体は、水成堆積物

では保存状況が良好であるが、乾燥的な環境下の堆積物では分解されて残存していない場合もある。

２．試料

　分析試料は、F2 区土層断面のⅤ層、Ⅵ層、Ⅵ b 層から採取された計 3 点である。試料採取箇所を分析結果の模式柱

状図に示す。

３．方法

　花粉の分離抽出は、中村（1967）の方法をもとに、以下の手順で行った。

１）試料から１cm3 を秤量

２）0.5％リン酸三ナトリウム（12 水）溶液を加えて 15 分間湯煎

３）水洗処理の後、0.5mm の篩で礫などの大きな粒子を取り除き、沈澱法で砂粒を除去

４）25％フッ化水素酸溶液を加えて 30 分放置

５）水洗処理の後、氷酢酸によって脱水し、アセトリシス処理（無水酢酸9：濃硫酸1のエルドマン氏液を加え1分間湯煎）

を施す

６）再び氷酢酸を加えて水洗処理

７）沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色し、グリセリンゼリーで封入してプレパラート作成

８）検鏡・計数

　検鏡は、生物顕微鏡によって 300 〜 1000 倍で行った。花粉の同定は、島倉（1973）および中村（1980）をアトラ

スとして、所有の現生標本との対比で行った。結果は同定レベルによって、科、亜科、属、亜属、節および種の階級

で分類し、複数の分類群にまたがるものはハイフン（－）で結んで示した。イネ属については、中村（1974，1977）

を参考にして、現生標本の表面模様・大きさ・孔・表層断面の特徴と対比して同定しているが、個体変化や類似種も

あることからイネ属型とした。

４．結果

（１）分類群

　出現した分類群は、樹木花粉 6、樹木花粉と草本花粉を含むもの 1、草本花粉 13、シダ植物胞子 2 形態の計 22 であ

る。分析結果を第 10 表に示し、花粉数が 100 個以上計数された試料については花粉総数を基数とする花粉ダイアグ

ラムを示した。主要な分類群について顕微鏡写真を示す。以下に出現した分類群を記載する。

〔樹木花粉〕

　クリ、シイ属、コナラ属コナラ亜属、コナラ属アカガシ亜属、ニレ属－ケヤキ、サンショウ属

〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕

　ニワトコ属－ガマズミ属

〔草本花粉〕

　イネ科、イネ属型、カヤツリグサ科、イボクサ、アカザ科－ヒユ科、スベリヒユ属、ナデシコ科、アブラナ科、チ

ドメグサ亜科、セリ亜科、タンポポ亜科、キク亜科、ヨモギ属

〔シダ植物胞子〕

　単条溝胞子、三条溝胞子

（２）花粉群集の特徴

　下位のⅥ b 層（試料 4）では、樹木花粉のクリ、コナラ属コナラ亜属、草本花粉のイネ科（イネ属型を含む）、チド

メグサ亜科、セリ亜科、ヨモギ属、およびシダ植物胞子などが検出されたが、いずれも少量である。Ⅵ層（試料 2）では、

花粉密度が比較的低く、草本花粉の占める割合が高い。草本花粉では、イネ科（イネ属型を含む）、ヨモギ属、チド

メグサ亜科、タンポポ亜科が優勢で、セリ亜科、カヤツリグサ科などが伴われる。樹木花粉では、コナラ属コナラ亜属、

コナラ属アカガシ亜属、クリなどが認められた。また、シダ植物胞子も比較的多く検出された。Ⅴ層（試料 1）では、

樹木花粉のクリ、シイ属、コナラ属コナラ亜属、草本花粉のイネ科（イネ属型を含む）、ナデシコ科、チドメグサ亜科、

タンポポ亜科、およびシダ植物胞子などが検出されたが、いずれも少量である。

５．花粉分析から推定される植生と環境

　古墳時代〜中世とされるⅥ層では、花粉密度が比較的低いことから植生や環境の詳細な推定は困難であるが、イネ

科、ヨモギ属、チドメグサ亜科、タンポポ亜科などの草本類が生育する日当たりの良い比較的乾燥した環境であった

と考えられ、イネ属型が認められることから、調査地点もしくはその近辺で稲作が行われていたと推定される。森林

植生としては、周辺地域に落葉広葉樹のナラ類（コナラ属コナラ亜属）やクリ、照葉樹のカシ類（コナラ属アカガシ

亜属）などが分布していたと考えられる。

  古代〜中世とされるⅤ層および古墳〜古代とされるⅥ b層では、花粉があまり検出されないことから植生や環境の

推定は困難であるが、少量ながらイネ属型が認められることから、調査地点もしくはその近辺で稲作が行われていた

可能性が考えられる。花粉が検出されない原因としては、１）乾燥もしくは乾湿を繰り返す堆積環境下で花粉などの

有機質遺体が分解されたこと、２）土層の堆積速度が速かったこと、３）水流や粒径による淘汰・選別を受けたこと

などが想定されるが、ここでは土層の堆積状況などから、１）の要因が大きいと考えられる。
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第３節　七日市前遺跡における花粉分析
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第 10表　七日市前遺跡における花粉分析結果

第 267 図　七日市前遺跡 :F2 区における花粉ダイアグラム
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10μm

七日市前遺跡の花粉・胞子

1  クリ 2  コナラ属コナラ亜属
　

3  コナラ属アカガシ亜属
　

4  ニレ属-ケヤキ

5  ﾆﾜﾄｺ属－ｶﾞﾏｽﾞﾐ属
　

7  イネ属型 8  カヤツリグサ科
　

6  イネ科 9  イボクサ

10  ナデシコ科 11  チドメグサ亜科
　

12  セリ亜科
　 

13  タンポポ亜科
　

14  キク亜科

15  ヨモギ属
　 

16  スベリヒユ属 15  シダ植物単条溝胞子
　 

16  シダ植物三条溝胞子
　 

第４節　七日市前遺跡出土漆製品の塗膜構造調査
株式会社　吉田生物研究所　　　　

１．はじめに

　七日市前遺跡から出土した漆製品について、その製作技法を明らかにする目的で塗膜構造調査を行ったので、以下

にその結果を報告する。

２．調査資料

　　　調査した資料は、表に示す中の漆製品 1点である。

３．調査方法

　上の表の資料本体の内外面から数㎜四方の破片を採取してエポキシ樹脂に包埋し、塗膜断面の薄片プレパラートを

作製した。これを落射光ならびに透過光の下で検鏡した。

４．断面観察結果

　　　塗膜断面の観察結果を下の表、そして以下の文章に示す。

・No.1 の観察結果

塗膜構造：赤色顔料を含む層を最下層にして、顔料を含まない多数の漆層が重なる様子が観察された。漆層の色調に

は濃淡の違いがある。また、気泡を含む漆層や含まない漆層など、精製度の異なる漆層が 30 〜 40 層ほど重なってい

る様子が観察される。漆層にはところどころに白く抜けた部分があるが、これらは土中にある間に劣化したものであ

る。最下層の赤色漆層には、透明度が高く明確な粒子の形状を呈する朱の粒子が認められた。ただし粒子の大きさは

小さい。

５．摘要

　本資料は漆の塊であった。これは漆用具（パレットのような）として転用された漆椀の内面に付着して残存した、

漆の破片と判断される。そして凸面の赤色漆は、漆用具の漆椀の塗膜が転写したものと判断される。また、折れ曲がっ

た部分は漆椀の内面からあふれてこぼれた漆であろう。なお漆椀は土中で腐朽した可能性が高い。

No. 
保存処理

No. 
品名 樹種＊ 

写真 

No. 
概    要 

１ １ 
漆椀？ 

（漆片） 
― １，２ 

凸面が赤色で、凹面が褐色を呈する漆片。折れ

曲がっているような部分もある。 

試料を採取する際に、サンプルが層状に４片に

分かれた。これらを別々に観察した。 

 

No. 器種 部位 
写真

No. 

塗 膜 構 造（下層から） 

下 地 
漆 層 構 造 顔料 

膠着剤 混和材 

１ 漆片 ― 3～8 ― ― 赤色漆／30～40層ほどの透明漆 朱 
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写真１ No.1凹面              写真２ No.1凸面 

   

写真３ No.1①断面              写真４ No.1②断面 

   

写真５ No.1③断面              写真６ No.1④断面 

   

写真７ No.1①赤色漆層拡大          写真８ No.1④断面やや拡大 

 
 

第８章　七日市前遺跡の調査のまとめ

第１節　古墳時代について

　七日市前遺跡では、全体的な遺物の出土量は少ないが、

その内の多くが古墳時代の土師器である。遺構について

は、確実に古墳時代の所産と考えられるのは、遺物を伴

う土師器埋設遺構と土器溜まりの 2 基のみといえる。出

土地点をみると、調査区西側から南西にかけてのⅥ層お

よびⅥ b 層が比較的厚く堆積する範囲から多く出土して

いるのが分かる。周囲から標高の低い方へ流れ込んでき

た可能性が高い。

　出土遺物をみてみると、土師器の甕や坏、高坏がみら

れる。最も多いのは甕であろう。完形もしくはある程度

全体的な器形の分かる資料は限定的である。出土した甕

は、頸部に刻目突帯をもつ所謂「成川式」の影響が想定

される資料と、頸部でくの字に屈曲し、外反口縁を呈す

宮崎平野部でみられる資料とが混在する状況になる。こ

のような土器様相は同じ旧高城町内の遺跡である上原第

1 遺跡でも指摘されており、本遺跡でも同様の傾向が看

取できる（近沢 2004）。

　さらに注目すべき資料として、筒形器台の存在が挙げ

られる。全て小破片で出土しており、全体的な器形・法

量が分かるものではない。透かし部分は遺存していない

が、径がかなり大型になると考えられることや、突帯で

挟むように櫛描波状文が施文されるなどの特徴から筒形

器台の可能性が高いと考えた。七日市前遺跡と大淀川を

挟んで対岸にある志和池古墳群では、従来より九州内で

も最古段階の資料と評価される筒形器台の存在が知られ

ている。この資料は近年、同様に採集された壷および高

坏と共に、愛媛県市場南組窯系須恵器という位置づけが

なされ、注目されている（市来 2013）。本遺跡で出土し

た資料についても、今後産地の同定が必要といえる。さ

らに、SD9 およびその周辺の包含層から出土したハソウ

についても口径が胴部最大径より小さくなる特徴から 5

世紀中頃の資料と判断した。これも古手の須恵器の出土

例として重要である。かえりの付かない扁平な須恵器蓋

（52）についても類例を知らず、年代的位置づけについ

ては今後の課題といえる。

　このように、七日市前遺跡では古墳時代の遺構はほと

んど確認されていないが、出土遺物の中には重要な資料

も多く含まれている。本遺跡の北に位置する台地上には、

県指定史跡高城町古墳群をはじめ、地下式横穴墓等の墳

墓が多く存在している。これらの墳墓を造営した人々の

集落が台地下、本遺跡周辺に形成されていた可能性が高

く、今回出土した古墳時代の遺物についてもこれらの集

落から流れ込んできた可能性は十分考えられる。今回の

調査ではそのような集落本体にはあたらなかったが、周

辺で当該時期の集落の存在を予感させるものといえる。

第２節　平安時代～中世について

　本遺跡で検出された遺構は、大部分が平安時代〜中世

の所産と考えられるが、出土遺物が少なく、帰属時期の

判断が難しいものが多い。掘立柱建物跡として認識でき

た遺構は合計 5 棟と多くない。調査区北東側ではピッ

トが密集して検出されており、これらの中には、本来は

建物跡を構成する柱穴であるものが含まれると推測され

る。これらの建物跡の同時性を検証することは難しいが、

主軸が直交する SB1 と SB2 は同時期に存在した可能性が

指摘できる。平安時代以前の所産と考えられる溝状遺構

の SD11 や SD2 を切っていることから、それ以後の所産

といえる。中世期の掘立柱建物跡であると考えられる。

それ以外の建物跡についても、時期が特定できる遺物が

出土していないため、帰属時期を特定することは困難で

ある。ただし、いずれもⅥ層ないしはⅥ b 層上面で検出

しており、埋土にはⅤ層起源と考えられる土層が堆積し

ているものが多いことから、平安時代〜中世期の所産と

いえる。

　土坑も数多く出土しているが、その機能および帰属時

期を特定できるものは少ない。SC14 については、底面お

よび壁面に硬くしまる土を貼り付けていることや、埋土

中から焼土・炭化物が大量に出土していることから鍛冶

関連の炉跡、ないしは焼成土坑のような機能を想定した。

遺物が出土していないため、帰属時期の判断材料は少な

いが、埋土にⅤ層が堆積することから、平安時代〜中世

の所産といえる。SC19は隅丸長方形の平面プランや深さ、

完形ではないが土師器坏と小皿がセットで出土している

ことなどから、土壙墓である可能性が考えられる。やは

り破片資料であるが、銅銭も出土している。

　本遺跡の大きな特徴として、複数の溝状遺構が重複

しながら遺跡内を縦・横断していることが挙げられる。

SD1 と SD11 については、ほほ同じようなルートを走行し

ている。両者については、溝内に水の流れが想定できる

が、これが洪水等の影響であれば、本来の掘り形や底面

は既に改変されており、実際には道跡として使用されて

いた可能性も考えられる。調査区の西側を縦断する SD9

と SD10に関しては、両者共に道跡であるものと考えられ、

時期は異なるがこれも同じようなルートを走行すること

は興味深い。遺跡の北に隣接して T 字路や三叉路に魔よ

けのために置かれるとされる石敢當があるが、丁度この
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辺りは近世薩摩街道が通っていたと考えられる場所でも

ある。上述のように、本遺跡でも古くは平安時代の可能

性があり、少なくとも中世には道跡として機能していた

と考えられる遺構が複数確認されている。七日市前遺跡

周辺は、このように大小さまざまな道が行き交う交通の

要衝であったものと推測される。

　既に述べたように、古墳時代の遺物に比べると平安時

代〜中世期の遺物の出土量は多くない。その中でも帰属

時期が分かる遺物はさらに少なく、主に出土した貿易陶

磁器から遺跡の年代を推定している。出土した貿易陶磁

器は、森田 D 群の白磁椀・皿や龍泉窯系青磁椀Ⅳ類以降

の元〜明代の青磁資料が多い。つまり、大宰府編年でい

う G 〜 J 期頃（14 世紀初頭〜 16 世紀中頃）の資料が出

土しているといえる。その中でも H 期（14 世紀後半〜

15 世紀中頃）の資料が多い。Ⅵ層上面で検出したⅤ層期

の遺構とⅥ層期の遺構の一部は、この時期の所産である

ものと推測される。

　特筆すべき遺物としては、SC26 より出土した錫杖が挙

げられる。多くが欠損する状態であるが、遺跡の近辺に

あったと伝えられる時宗の寺、高称寺との関連を想起さ

せる遺物である。高称寺は延元 4 年（1339 年）畠山直顕

が日和城を攻略後、敵味方の戦死者の供養のために建立

したといわれている。天文年間に穂満坊の不動寺馬場に

移されたようだが、それまではこの七日市の地にあった

とされる。建立年代と出土遺物から推定する遺跡の時期

とは概ね符号する。直接的な関係性を示す根拠はないが、

同じ七日市にあったとすれば関連する遺物である可能性

は高いといえよう。

　以上のように、平安時代の七日市前遺跡では、主に道

跡の可能性のある溝状遺構が確認されている。集落とし

ての様相がはっきりと見て取れるのは中世になってから

である。上述のように掘立柱建物跡の多くは中世期のも

のと推測される。溜め井状の遺構やわずかながら畝状遺

構が検出されていることからも、集落内で農作物の栽培

が行われていたと推測される。この時期にも道跡が検出

されており、集落と集落を繋ぐものやより大きな幹線道

路に至る道も存在したのであろう。錫杖や漆椀の存在が

特筆されるが、その他の検出遺構・遺物からは一般的な

集落の様相が看取できる。

　七日市前遺跡や真米田遺跡は所謂氾濫原に位置するこ

とから、これまでほとんど発掘調査の及んでいない立地

にある。国指定史跡である大島畠田遺跡も、両遺跡と同

様に大淀川とその支流庄内川の合流地点の微高地に立地

している。七日市前・真米田両遺跡や大島畠田遺跡の調

査例が示すように、今後は氾濫原でも遺跡が確認され、

調査によって重要な遺跡の存在が明らかになる可能性も

高いといえる。
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1 須恵器 甕 SB1Pit9　上層 - - - 平行タタキ・
格子目タタキ

同心円当て具痕→
不明当て具痕・ナデ 灰 黄灰 3㎜以下の黒褐・褐灰色鉱物

3 須恵器 壺 SB2Pit4　上層 - 13.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の黒・白色鉱物 反転復元

5 布痕土器 焼塩壺 SB6Pit7　下層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 3㎜以下の赤・茶色小礫

6 土師器 坏 SB7Pit1　下層 /SB7　一括 11.1 4.8 4.2 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 3㎜以下の赤茶色礫
1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　反転復元

7 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit1　下層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り　底部にくぼみ有

8 土師器 高台付椀 SB7Pit1　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 反転復元

9 須恵器 甕 SB7Pit1　上層 - - - 平行タタキ 平行タタキ→
同心円当て具痕 灰白 灰白 3㎜以下の黒褐・灰白色鉱物

10 土師器 坏 SB7Pit2　中層
11.0
～

11.6
5.2 4.1 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り　全体的に磨耗

11 土師器 坏 SB7Pit2　中層 12.0 5.3 4.7 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 2㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

12 土師器 坏 SB7Pit2　上層 11.5 4.9 5.0 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 橙 1㎜以下の茶褐色鉱物
2㎜以下の長石 ヘラ切り　面取有

13 布痕土器 焼塩壺 SB7Pit2　上層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 10㎜以下の褐灰小礫 全体的に磨耗

14 布痕土器 焼塩壺 SB7Pit2　上層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 4㎜以下の褐灰・赤・茶色小礫

15 土師器 高台付椀 SB7Pit2　上層
SB7Pit2　一括 - 6.6 - 回転ナデ - 橙 橙 1㎜以下の白色粒子

16 須恵器 甕 SB7Pit2　中層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕 にぶい黄橙 にぶい赤褐 精緻

17 緑釉陶器 椀×皿 SB7Pit3　上層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

18 土師器 高台付椀 SB7Pit3　上層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 反転復元

19 須恵器 甕 SB7Pit13　上層 - - - 格子目タタキ 車輪状当て具痕 灰白 灰白 2㎜以下の黒褐色鉱物

21 須恵器 甕 SB7Pit3　中層 - - - 平行タタキ 平行当て具痕 灰黄 灰黄 精緻

22 土師器 坏 SB7Pit4　中層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ　面取有　
反転復元

23 土師器 坏 SB7Pit4　一括 - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

24 土師器 高台付椀 SB7Pit4　中層 14.2 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の茶褐色鉱物

25 土師器 坏 SB7Pit5　下層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の茶褐色鉱物
1㎜以下の石英、角閃石 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

26 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit5　上層 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の茶色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗

27 土師器 坏 SB7Pit5　上層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰黄褐 微細な砂粒 ヘラ切り

28 土師器 高台付椀 SB7Pit5　上層 /SB7Pit5　一括 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の石英、角閃石、白色鉱物

29 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SB7Pit5　中層 /SB7Pit5　一括 - - - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 灰褐 1㎜以下の石英、角閃石
3㎜以下の赤褐色鉱物

31 灰釉陶器 皿か SB7Pit6　下層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 微細黒色粒 刷毛塗り

32 土師器 甕 SB7Pit6　下層 - - - 磨耗 磨耗 黄橙 黄橙 3㎜以下の茶褐色鉱物 全体的に磨耗

33 布痕土器 焼塩壺 SB7Pit6　中層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 8㎜以下の褐灰色小礫

34 土師器 坏 SB7Pit6　上層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 2㎜以下の褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

35 土師器 坏 SB7Pit6　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

36 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit6　下層 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

37 土師器 坏 SB7Pit6　下層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の茶褐色鉱物
1㎜以下の角閃石 ヘラ切り→ナデ　面取有　

38 緑釉陶器 椀×皿 SB7Pit7　一括 - - - 施釉 施釉 明緑 明緑 精緻　軟陶 防長

39 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit7　中層 11.6 5.2 4.6 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り

40 土師器 坏 SB7Pit7　上層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

41 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit7　上層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

42 土師器 高台付椀 SB7Pit8　Y 層 14.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

43 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit8　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元

44 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit8　中層 - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

45 土師器 坏 SB7Pit8　中層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り　全体的に磨耗

46 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit8　 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

47 土師器 高台付椀 SB7Pit8　一括 - 8.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 反転復元

48 土師器 高台付椀 SB7Pit8　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、白・褐色鉱物

49 土師器 高台付椀 SB7Pit8　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 2㎜以下の石英、1㎜以下の褐色鉱物

真米田遺跡
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

50 土師器 甕 SB7Pit9　上層 /SB7Pit9　一括
SB7Pit10　一括 26.0 - - ナデ・オサエ・ハケメ ナデ・ケズリ にぶい褐 にぶい褐 5㎜以下の砂粒、1㎜以下の白・黒・

褐色粒子 反転復元

51 須恵器 壺か SB7Pit9　上層 - - - 格子目タタキ・ナデ ナデ 褐灰 灰黄褐 精緻

52 土師器 坏 SB7Pit10　上層 /SB7Pit10　
下層 /SB7Pit10　一括 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

53 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit10　上層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の小礫 ヘラ切り→ナデ　反転復元

54 土師器 坏 SB7Pit10　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

55 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit10　中層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英 ヘラ切り→ナデ　反転復元

56 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit10　中層
SB7Pit10　一括 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

57 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit10　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

58 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit10　上層 - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 3㎜以下の乳白色鉱物 ヘラ切り→ナデ

59 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit10　中層 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

60 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit10　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色鉱物、微細な石英 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗　
反転復元

61 土師器 高台付椀 SB7Pit10　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の小礫、赤褐色鉱物

62 須恵器 甕 SB7Pit10　上層 - - - 平行タタキ 平行当て具痕 褐灰 灰黄褐 精緻

64 土師器 高台付椀 SB7Pit11　中層 13.2 - - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物、長石 反転復元

65 土師器 坏 SB7Pit11　上層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

66 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit11　上層 - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

68 須恵器 甕 SB7Pit11　下層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕・ナデ 灰 灰 3㎜以下の灰色鉱物

69 須恵器 甕 SB7Pit11　上層 - - - 格子目タタキ・ナデ 平行当て具痕 灰 灰 細かい鉱物

70 土師器 坏 SB7Pit12　下層 /SB7Pit7　
一括 /SB7Pit12　一括 11.5 5.0 4.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物、長石 ヘラ切り

71 土師器 坏 SB7Pit13　上層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の小礫
2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

72 土師器 高台付椀 SB7Pit13　下層
SB7Pit13　一括 - 7.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

73 土師器 坏（円盤高台） SB7Pit14　下層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元

74 須恵器 甕 SB7Pit14　下層 - - - 平行タタキ 平行当て具痕 暗灰黄 黄灰 精緻

75 須恵器 甕 SB7Pit14　上層 - - - 平行タタキ 平行当て具痕 灰白 灰白 3㎜以下の褐灰色鉱物

77 須恵器 坏 SB8Pit1　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻

78 土師器 坏（円盤高台） SB8Pit2　中層 11.2 5.4 3.9 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

79 土師器 坏（円盤高台） SB8　上層 /SB8Pit2　一括 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

80 土師器 高台付椀 SB8Pit2　中層 - 8.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の角閃石 反転復元

81 土師器（黒色土器 A） 不明 SB8Pit2　中層 - - - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒 1㎜以下の石英
2㎜以下の赤褐色鉱物 外面に沈線、突帯有

82 須恵器 甕 SB8Pit2　中層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕 黄灰 黄灰 3㎜以下の黒褐色鉱物

83 布痕土器 焼塩壺 SB8Pit2　中層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 5㎜以下の赤・茶色小礫 全体的に磨耗

85 土師器 坏 SB8Pit3　下層 /SB8Pit3　一括 11.2 5.0 4.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、白色鉱物 ヘラ切り　面取有　反転復元

86 土師器 坏 SB8Pit3　上層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の石英、赤褐色鉱物 ヘラ切り

87 須恵器 壺か SB8Pit3　下層 - - - 格子目タタキ・ナデ ナデ 灰 灰 細かい鉱物

88 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SB8Pit4　中層 - - - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒 1㎜以下の石英、角閃石、白・赤褐色
鉱物

89 須恵器 甕 SB8Pit4　下層 - - - 格子目タタキ 平行当て具痕 灰 灰 精緻

90 土師器 坏 SB8Pit6　上層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、白色鉱物 ヘラ切り　反転復元

91 土師器 脚台付鉢 SB8Pit6　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒、石英、角閃石

92 布痕土器 焼塩壺 SB8Pit6　下層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 4㎜以下の褐灰色小礫

93 土師器 坏 SB8Pit7　下層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 淡橙 微細な砂粒 ヘラ切り　赤彩有　反転復元

94 土師器 坏 SB8Pit7　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、白色粒子含む ヘラ切り　

95 土師器 脚台付鉢 SB8Pit8　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 にぶい橙 1㎜以下の砂粒、石英、金雲母、黒色
鉱物

96 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 SB8Pit9　中層 - 6.2 - 回転ナデ・ミガキ ミガキ 褐灰 黒 2㎜以下の小礫

97 越州窯系青磁 椀 SB8Pit11　一括 - - - 施釉 施釉 浅黄 浅黄 1㎜以下の黒色粒子 Ⅱ類

98 土師器 坏 SB8Pit11　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

99 土師器 高台付椀 SB8Pit11　上層 - 7.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 反転復元

100 土師器 高台付椀 SB8Pit11　下層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 2㎜以下の赤茶色鉱物 反転復元

101 土師器 高台付椀 SB8Pit12　中層 14.7 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の石英
1㎜以下の角閃石、赤茶色鉱物 反転復元

102 土師器 甕 SB8Pit2　中層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 明黄褐 にぶい黄褐 5㎜以下の砂粒、石英、微細黒色鉱物 全体的に磨耗

103 緑釉陶器 皿 SB8Pit14　下層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　やや硬陶 洛西×東海

104 土師器 坏 SB8Pit14　中層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶・白色粒子 ヘラ切り　反転復元

105 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SB9Pit170　上層 - - - 回転ナデ ミガキ 灰白 黒 精緻 反転復元

106 布痕土器 焼塩壺 SB9Pit177　上層 - - - ナデ・オサエ ナデ 橙 橙 精緻 全体的に磨耗

107 土師器 坏（円盤高台） SB11Pit46　上層 - 5.1 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

108 土師器 坏（円盤高台） SB11Pit46　上層 - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、長石
2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

109 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SB11Pit231 15.9 8.4 8.1 回転ナデ ミガキ 淡橙 黒褐 1㎜以下の白色粒子

110 土師器 坏（円盤高台） SB11Pit232　上層 11.6 5.4 4.6 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒 ヘラ切り　反転復元

111 土師器 坏 SB11Pit232　上層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤茶・褐灰色鉱物 ヘラ切り　スス付着　
全体的に磨耗

112 土師器 高台付椀 SB11Pit232　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤・茶色鉱物 反転復元

113 土師器 甕 SB11Pit232　上層 - - - ナデ ナデ 橙 橙 2㎜以下の石英
1㎜以下の茶・黒色鉱物

117 土師器 坏 SB11Pit232　上層
SB11Pit232　一括 12.2 4.6 3.9 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 4㎜以下の赤・茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ　面取有　

反転復元

118 土師器 坏 SB11Pit234　上層 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤・茶色鉱物 ヘラ切り

119 土師器 高台付椀か SB12Pit2　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物

120 土師器 高台付椀 SB12Pit2　下層 - 8.5 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻

121 土師器 坏（円盤高台） SB12Pit4　下層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り→ナデ　

122 土師器 高台付椀 SB12Pit14　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 細かい石英

123 土師器 坏 SB12Pit6　上層 /SB12Pit6　
中層 /SB12Pit6　下層 10.8 7.4 2.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り　

124 土師器 坏 SB12Pit6　中層
SB12Pit6　下層 11.0 7.8 2.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り　反転復元

125 土師器 高台付椀 SB12Pit6　上層
SB12Pit6　中層 11.2 7.1 4.6 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 反転復元

126 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SB12Pit16　上層 - - - 回転ナデ ミガキ 灰黄褐 黒 精緻

129 土師器 坏 SB13Pit1　上層 - 4.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤茶・褐灰鉱物 ヘラ切り→ナデ

130 土師器 甕 SB14Pit1　上層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 淡橙 淡橙 5㎜以下の砂粒
1㎜以下の石英、角閃石

131 須恵器 坏 SB14Pit2　上層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 4㎜以下の褐灰色鉱物

132 土師器 甕 SB14Pit5　上層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒
1㎜以下の透明・黒色鉱物

133 須恵器 坏 SB14Pit5　上層 - - - ナデ ナデ 黄灰 黄灰 精緻

134 土師器 甕 SB14Pit6　上層
SB14Pit6　中層 25.9 - - ナデ・オサエ ナデ・ケズリ にぶい橙 橙 1㎜以下の石英、黒色鉱物

5㎜以下の砂粒

135 土師器 甕 SB14Pit6　下層 - - - ナデ ナデ・ハケメ 浅黄橙 橙 1㎜以下の石英、角閃石
5㎜以下の砂粒

136 土師器 甕 SB14Pit6　中層 - - - ナデ ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の石英、角閃石
5㎜以下の砂粒 全体的に磨耗

137 布痕土器 焼塩壺 SB14Pit6　下層 - - - ナデ・オサエ ナデ にぶい橙 橙 9㎜以下の赤・茶色小礫 全体的に磨耗

138 布痕土器 焼塩壺 SB14Pit7　中層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 12㎜以下の小礫

139 土師器 坏 SB14Pit8　上層 12.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい石英、鉱物 反転復元

140 布痕土器 焼塩壺 SB14Pit8　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 19㎜以下の橙・褐灰色小礫

141 布痕土器 焼塩壺 SB14Pit8　中層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 9㎜以下の灰白色小礫

142 布痕土器 焼塩壺 SB14Pit8　上層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 18㎜以下の橙色小礫
9㎜以下の褐灰色小礫 全体的に磨耗

143 土師器 坏（円盤高台） SB15Pit1　中層
SB15Pit1　一括 - 5.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

144 須恵器 大甕 SB15Pit1　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の白色鉱物

145 緑釉陶器 皿 SB15Pit2　上層 14.2 - - 施釉 施釉 黄緑 黄緑 精緻　軟陶 洛北×防長

146 土師器 坏 SB15Pit3　上層 11.4 4.8 4.1 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

147 布痕土器 焼塩壺 SB15Pit3　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の小礫

148 越州窯系青磁 椀×皿 SB15Pit4　中層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ類か

真米田遺跡 真米田遺跡
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

149 灰釉陶器 壺 SB15Pit3　上層
B3　5 層 /B4　6 層 - - - 施釉 回転ナデ 灰黄 灰白 1㎜以下の黒色粒子 外面一部釉だれ有　反転復元

150 土師器 坏 SB15Pit6　下層 10.9 5.8 4.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　

151 土師器 坏 SB15Pit7　上層 11.4 5.4 4.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

152 土師器 坏（円盤高台） SB15Pit7　上層 - 6.1 - 回転ナデ ナデ・オサエ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

154 土師器 坏（円盤高台） SB16Pit1　下層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り

155 土師器 坏 SB16Pit2　中層 - 4.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

156 土師器 脚台付鉢 SB16Pit3　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の砂粒、石英

157 土師器 坏 SB16Pit5　上層 10.8 4.7 3.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り　全体的に磨耗か

158 土師器 甕 SB16Pit5　上層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒
1㎜以下の石英、黒色鉱物 全体的に磨耗

159 土師器 坏 SB16Pit9　中層
SB16Pit9　下層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 淡黄褐 淡黄褐 精緻 ヘラ切り　反転復元

160 土師器 高台付椀 SB16Pit9　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物 反転復元

161 須恵器 甕 SB17Pit5　中層 - - - 平行タタキ 平行当て具痕 褐灰 灰褐 細かい鉱物

163 須恵器 大甕 SB18Pit4　中層 - - - 平行タタキ・ナデ 車 輪 状 当 て 具 痕・ ナ デ・
オサエ 黄灰 黄灰 精緻

164 布痕土器 焼塩壺 SB18Pit8　上層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 7㎜以下の橙色小礫

165 土師器 坏 SB19Pit8　中層 17.0 10.0 5.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の茶色鉱物
1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り　反転復元

166 土師器 甕 SB21Pit1　上層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ にぶい黄褐 にぶい黄褐 5㎜以下の砂粒、微細黒色鉱物

167 布痕土器 焼塩壺 SB21Pit2　下層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 4㎜以下の灰色礫

168 土師器 高台付椀 SB21Pit2　上層 /SB21Pit2　
下層 /SB21Pit10　上層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子

169 須恵器 高台付坏 SB21Pit4　上層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の石英、長石 ヘラ切り

170 土師器 高台付椀 SB20Pit304　上層 - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の鉱物

171 布痕土器 焼塩壺 SB21Pit5　上層
SB21Pit5　下層 14.1 - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 微細な砂粒 反転復元

172 布痕土器 焼塩壺 SB21Pit5　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細な砂粒

173 布痕土器 焼塩壺 SB21Pit5　下層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 微細な砂粒

175 布痕土器 焼塩壺 SB21Pit9　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細な砂粒

176 布痕土器 焼塩壺 SB21Pit9　中層 - - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤・茶色小礫

177 土師器 甕 SB21Pit10　上層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙 5㎜以下の砂粒、石英、微細黒色鉱物

180 布痕土器 焼塩壺 SB23Pit1　下層 - - - ナデ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石 全体的に磨耗

181 土師器 甕 SB23Pit2　上層 - - - ナデ ナデ 橙 にぶい橙 5㎜以下の砂粒

182 布痕土器 焼塩壺 SB23Pit2　下層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 微細な砂粒

183 土師器 甕 SB23Pit7　中層 - - - ナデ ナデ 浅橙 浅橙 5㎜以下の砂粒
1㎜以下の黒色鉱物

184 布痕土器 焼塩壺 SB23Pit7　上層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 12㎜以下の褐灰礫
3㎜以下の赤・茶色礫 全体的に磨耗

185 布痕土器 焼塩壺 SB23Pit10　上層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 9㎜以下の褐灰色小礫 全体的に磨耗

186 布痕土器 焼塩壺 SB23Pit10　下層 - - - ナデ オサエ・布痕 橙 橙 微細な砂粒

187 土師器 坏（円盤高台） SB24Pit1　下層 - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰黄褐 灰白 5㎜以下の小礫、2㎜以下の黒・
赤褐色鉱物、石英、長石、角閃石 ヘラ切り→ナデ　反転復元

189 土師器 坏 SB24Pit2　中層 13.0 5.5 4.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　面取有　
反転復元

191 土師器 高台付椀 SB24Pit2　上層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

192 須恵器 甕 SB24Pit2　上層
SB24Pit2　一括 - - - 格子目タタキ 不明当て具痕→ナデ消し・

ナデ・オサエ 灰 灰 精緻

193 土師器 坏 SB24Pit3　上層 13.4 5.1 4.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の小礫
2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

194 土師器 甕 SB24Pit3　一括 - - - ナデ ナデ 明赤褐 橙 5㎜以下の砂粒、微細黒色鉱物

195 土師器 坏 SB24Pit4　上層
SB24Pit4　一括 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデか　

全体的に磨耗

196 須恵器 坏（円盤高台） SB24Pit4　上層 - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 3㎜以下の灰白色鉱物 ヘラ切り　反転復元

198 土師器 坏 SB24Pit5　中層 12.4 5.3 5.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

199 土師器 甕 SB24Pit5　下層
SB24Pit5　一括 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の砂粒、石英、黒色鉱物

200 土師器 甕 SB24Pit5　中層
SB24Pit5　下層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 灰黄褐 にぶい黄橙 1㎜以下の砂粒、石英

201 須恵器 甕 SB24Pit5　中層 - - - 格子目タタキ 車輪状当て具痕 灰 灰 3㎜以下の灰白・褐灰色鉱物

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

202 土師器 高台付椀 SB24Pit6　上層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の赤褐色鉱物

203 土師器 高台付椀 SB24Pit7　中層 - 8.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

204 土師器 甕 SB24Pit7　上層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい赤褐 にぶい橙 3㎜以下の砂粒、1㎜以下の黒色鉱物

205 布痕土器 焼塩壺 SB24Pit10　一括 - - - ナデ 布痕 橙 橙 4㎜以下の小礫

207 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か SB27Pit6　上層
SB27Pit6　一括 15.8 - - 回転ナデ ミガキ 黒 黒 1㎜以下の白色粒子 反転復元

208 布痕土器 焼塩壺 SB27Pit4　一括 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 4㎜以下の小礫 全体的に磨耗

209 土師器 坏 SC4　中層 11.4 4.8 4.6 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　面取有　
反転復元

210 土師器 坏 SC4　中層 11.8 5.3 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の角閃石 ヘラ切り　面取有

211 土師器 坏（円盤高台） SC4　中層 /SC4　下層 14.2 6.5 5.3 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

212 土師器 坏（円盤高台） SC4　上層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻 ヘラ切り　反転復元

213 土師器 坏 SC4　中層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の茶褐色、その他の鉱物 ヘラ切り　反転復元

214 土師器 坏 SC4　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

215 土師器 坏 SC4　下層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

216 土師器 坏（円盤高台） SC4　中層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の茶褐色鉱物
1㎜以下の角閃石 ヘラ切り

217 土師器 高台付椀 SC4　上層 /SC4　中層
SC4　下層 /SC4　一括 12.2 7.0 7.0 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の砂粒

2㎜以下の赤褐色鉱物

218 土師器 高台付椀 SC4　下層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の石英、茶褐色鉱物

219 土師器 高台付椀 SC4　上層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒

220 土師器 高台付椀 SC4　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な鉱物 反転復元

221 土師器 高台付椀 SC4　中層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤茶色鉱物
1㎜以下の石英 反転復元

222 土師器 高台付椀 SC4　上層 /SC4　下層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の砂粒、1㎜以下の石英 反転復元

223 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SC4　中層 11.9 - - 回転ナデ 回転ナデ 橙 黒 1㎜以下の砂粒 反転復元

224 越州窯系青磁 椀 SC4　一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

225 須恵器 甕 SC4　上層 /SC4　中層 - - - 格子目タタキ・ナデ 平行当て具痕・ナデ 灰 灰白 1㎜以下の白色粒子

226 土師器 甕 SC4　上層 /SC4　中層
SC4　一括 23.5 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙～

黒褐
にぶい黄橙～
黒褐 3㎜以下の砂粒、1㎜以下の黒色鉱物

227 土師器 坏 SC5　上層 - 4.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　面取有　反転復元

228 土師器 高台付椀 SC5　下層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・茶褐色粒子 反転復元

229 土師器 高台付椀 SC5　上層 /SC5　一括 - 8.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 2㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物

230 土師器 高台付椀 SC5　上層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の石英 反転復元

231 土師器 高台付椀 SC5　上層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

232 土師器 高台付椀 SC5　下層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい赤褐 にぶい橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物 反転復元

233 土師器 甕 SC5　上層 - - - ナデ ナデ にぶい赤褐 にぶい橙 3㎜以下の赤茶・灰白色鉱物

234 須恵器 壺 SC5　上層 - 11.7 - ナデ ナデ 灰 灰 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り　反転復元

239 土師器 甕 SC6　上層 /SC6　下層 22.0 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物 口縁端部に凹線有　反転復元

240 土師器 坏 SC7　上層 - 4.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・黒色鉱物 ヘラ切り　

242 土師器 高台付椀 SC11　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 反転復元

243 土師器 坏 SC12　上層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り　反転復元

244 土師器 高台付椀 SC12　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石、白色粒子 反転復元

245 布痕土器 焼塩壺 SC8　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の小礫 全体的に磨耗

251 土師器 坏 SC13　上層 10.8 4.8 3.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

252 土師器 坏 SC13　上層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　面取有　反転復元

253 土師器 坏 SC13　上層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 2㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

254 土師器 坏 SC13　上層 - 4.0 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り

255 土師器 坏 SC13　上層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り

256 土師器 坏（円盤高台） SC13　中層 - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り

257 土師器 高台付椀 SC13　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、赤褐色粒子 反転復元

真米田遺跡 真米田遺跡
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

258 土師器 高台付椀 SC13　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石、白色鉱物

259 土師器 高台付皿 SC13　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の長石
1㎜以下の石英、白色鉱物 反転復元

260 土師器 高台付椀 SC13　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 明褐灰 1㎜以下の黒色粒子 反転復元

261 土師器 甑 SC13　上層 - - - ナデ ケズリ にぶい橙 明褐灰 2㎜以下の鉱物

262 緑釉陶器 皿か SC13　上層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

263 土師器 甕 SC13　上層 /SC13　一括 23.6 - - ナデ・格子目タタキ ナデ・ケズリ 橙～灰褐 橙～浅黄橙 10㎜以下の砂粒

264 土師器 甕 SC13　上層 /SC13　一括 25.8 - - ナデ・格子目タタキ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 8㎜以下の褐灰色鉱物 反転復元

265 須恵器 大甕 SC13　上層 /C16　6 層
D16　6 層 - - - 格子目タタキ 車輪状当て具痕→

ナデ消し 灰 灰 1㎜以下の黒・白色粒子

266 須恵器 壺 SC13　上層 - - - 格子目タタキ→
ナデ消し ナデ 灰 灰 1㎜以下の黒・白色粒子

269 布痕土器 焼塩壺 SC14　上層 - - - オサエ - 橙 橙 2㎜以下の鉱物

270 土師器 坏（円盤高台） SC17　上層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り

271 土師器 坏（円盤高台） SC19　下層 /SC19　一括 12.5 5.7 5.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

272 土師器 坏（円盤高台） SC19　上層 /SC19　一括 12.7 5.9 4.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤茶色鉱物 ヘラ切り

273 土師器 坏（円盤高台） SC19　上層 11.8 5.4 4.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り

274 土師器 坏（円盤高台） SC19　上層
SC19　中層 /SC19　一括 11.5 5.0 

4.2
～
5.2

回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り

275 土師器 高台付椀 SC19　上層 /SC19　中層 14.7 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細な砂粒

276 土師器 高台付椀 SC19　上層 /SC19　一括 15.6 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・黒・赤褐色粒子

277 土師器 高台付椀 SC19　下層 15.4 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤茶色鉱物 全体的に磨耗

278 土師器 高台付椀か SC19　下層 14.8 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

279 土師器 高台付椀 SC19　上層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒

280 土師器 高台付椀 SC19　上層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒

281 越州窯系青磁褐彩 椀 SC20　下層 - - - 施釉 施釉 灰黄 にぶい黄 微細黒色粒 Ⅱ類

282 土師器 坏 SC21　下層 10.4 5.0 3.1 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の赤・茶色鉱物、細かい石英 ヘラ切り

283 土師器 坏 SC21　中層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 淡黄 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

284 土師器 高台付椀 SC21　下層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 3㎜以下の砂粒

285 土師器 甕 SC21　中層 /SC21　下層 16.8 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 6㎜以下の黒色鉱物、角閃石 反転復元

286 土師器 高台付椀 SC22　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい黄橙 微細な砂粒 反転復元

287 土師器 坏 SC26　中層 10.3 5.0 3.1 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

288 土師器 坏 SC26　下層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り　全体的に磨耗

289 土師器 坏 SC26　上層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 微細な砂粒 ヘラ切り　全体的に磨耗

290 土師器 坏 SC26　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り→ナデ

291 土師器 坏 SC26　中層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な黒色鉱物 ヘラ切り

292 土師器 坏 SC26　中層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

293 土師器 坏（円盤高台） SC26　中層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

294 土師器 坏（円盤高台） SC26　下層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

295 土師器 坏（円盤高台） SC26　上層 - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

296 土師器 坏（円盤高台） SC26　上層 - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り

297 土師器 高台付椀 SC26　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 全体的に磨耗

298 布痕土器 焼塩壺 SC26　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 4㎜以下の砂粒

299 土師器 高台付椀 SC26　中層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 反転復元

300 土師器 高台付椀 SC26　中層 - 7.9 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 底部に放射状圧痕　反転復元

301 土師器 高台付椀 SC26　上層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の砂粒

302 緑釉陶器 皿か SC26　中層 13.0 - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 洛北×防長　反転復元

303 緑釉陶器 椀×皿 SC26　上層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 洛北×防長

304 緑釉陶器 小椀×皿 SC26　上層 - 5.8 - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

308 緑釉陶器 椀×皿 SC26　下層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

309 越州窯系青磁 椀 SC26　上層 - - - 施釉 施釉 灰黄褐 灰黄褐 微細黒色粒 Ⅱ類

310 須恵器 甕 SC26　上層 19.7 - - 格子目タタキ→
ナデ消し・ナデ ナデ 黄灰 黄灰 1㎜以下の黒・白色粒子 反転復元

311 須恵器 甕 SC26　下層 - - - ナデ ナデ 灰 灰白 精緻

312 須恵器 甕 SC26　上層 - - - 平行タタキ 平行タタキ・
同心円当て具痕 褐灰 褐灰 1㎜以下の黒色粒子

313 須恵器 甕 SC26　上層 - - - 格子目タタキ 平行当て具痕・ナデ 灰 灰 2㎜以下の黒色粒子

349 土師器 坏（円盤高台） SC27　中層
SC27　下層 /SC27　一括 12.1 5.0 4.4 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 細かい鉱物 ヘラ切り

350 土師器 坏 SC27　上層 /SC27 中層 - 4.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り　面取有

351 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 SC27　中層 11.7 6.6 4.0 回転ナデ→ミガキ ミガキ 褐灰 褐灰 微細な砂粒、石英 ヘラ切り

352 布痕土器 焼塩壺 SC27　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 4㎜以下の砂粒

353 布痕土器 焼塩壺 SC28　一括 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 1㎜以下の砂粒、白色粒子

354 土師器 坏（円盤高台） SC29　中層 - 6.1 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り

355 土師器 高台付椀 SC29　中層 - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り　反転復元

356 須恵器 甕 SC29　上層 - - - 格子目タタキ 平行タタキ→ナデ 灰 灰 1㎜以下の黒・白色粒子

357 土師器 坏 SC30　上層 11.6 5.5 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 内面に漆付着

358 土師器 坏 SC30　中層 11.4 5.4 4.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り

359 土師器 坏 SC30　中層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り　反転復元

360 土師器 高台付椀 SC30　中層 - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 反転復元

361 須恵器 坏 SC30　一括 11.1 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい赤褐 1㎜以下の黒・白色粒子 反転復元

362 布痕土器 焼塩壺 SC30　一括 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の砂粒

363 土師器 高台付椀 SC31　上層 - 9.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 淡黄 微細な砂粒 全体的に磨耗　反転復元

364 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SC33　上層 14.8 8.4 
6.0
～
6.6

回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒褐 1㎜以下の砂粒

365 土師器 高台付皿 SC34　下層 11.4 5.8 2.6 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物

366 土師器 坏 SC34　上層 /SC34　中層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 微細な砂粒 ヘラ切り

367 布痕土器 焼塩壺 SC34　一括 - - - オサエ 布痕 黄橙 黄橙 4㎜以下の砂粒

368 須恵器 大甕 SC34　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 黒褐～灰白 灰黄 1㎜以下の砂粒 外面に自然釉有

369 須恵器 大甕 SC34　上層 /SC34　下層 46.0 - - 平行タタキ・ナデ ナデ・同心円当て具痕 青灰 灰 1㎜以下の白色粒子

370 須恵器 大甕 SC34　上層 /SC34　中層
SC34　下層 /SC34　Y 層 -

18.5
～

20.0
- 格子目タタキ 同心円当て具痕・

平行当て具痕 青灰 灰 1㎜以下の白色粒子

371 土師器 甕 SC36　上層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 6㎜以下の褐灰・赤茶色鉱物

372 須恵器 甕 SC36　下層一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ 黄灰 黄灰 1㎜以下の茶褐・白色粒子

373 須恵器 甕 SC36　下層 - - - 平行タタキ 平行当て具痕か 浅黄橙 橙 1㎜以下の砂粒

374 須恵器 甕 SC36　中層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕→
ナデ消し 灰 灰 精緻

375 須恵器 坏 SC37　一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の黒・白色粒子

376 布痕土器 焼塩壺 SC37　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の砂粒

377 布痕土器 焼塩壺 SC38　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 1㎜以下の砂粒

378 須恵器 坏 SC38　一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の黒・白色粒子

379 須恵器 甕 SC38Pit　中層 - - - 平行タタキ 平行当て具痕 褐灰 灰褐 精緻

381 土師器 坏（円盤高台） SC39　下層 11.0 5.5 4.6 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の砂粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

382 土師器 坏（円盤高台） SC39　下層 /SC39　焼土一括 11.3 5.0 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り

383 土師器 坏（円盤高台） SC39　下層 /SC39　一括 11.4 5.4 5.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り

384 土師器 坏（円盤高台） SC39　下層 11.6 5.1 
4.2
～
4.7

回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り→ナデ

385 土師器 坏（円盤高台） SC39　下層 /SC39　一括 11.0 5.1 
3.7
～
4.9

回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物 ヘラ切り

386 土師器 坏（円盤高台） SC39　上層 /SC39　下層
SC39　一括 /SC39　焼土一括 12.3 5.5 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 スス付着

387 土師器 坏 SC39　下層 11.8 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の黒色鉱物 反転復元

388 土師器 坏 SC39　下層 11.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

389 土師器 坏 SC39　下層 11.0 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 反転復元

390 土師器 坏 SC39　上層 10.7 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

391 土師器 坏 SC39　下層 11.0 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の砂粒 反転復元

392 土師器 坏 SC39　下層 10.9 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒・赤褐色粒子 反転復元

393 土師器 坏 SC39　下層 11.3 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の砂粒

394 土師器 坏 SC39　上層 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒 ヘラ切り　反転復元

395 土師器 坏 SC39　上層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り

397 土師器 坏 SC40Pit　上層 /SC40　一括 13.7 5.8 5.5 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 7㎜以下の褐灰・赤茶・灰白色鉱物
2㎜以下の石英 ヘラ切り

398 土師器 高台付椀か SC40　上層 14.2 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

399 土師器 高台付椀か SC40　上層 /SC40　一括 13.6 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、白・赤褐色鉱物 器面荒れ　反転復元

400 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SC40　中層 14.2 8.5 6.3 回転ナデ ミガキ 灰白～黒褐 灰白～黒褐 微細な砂粒

401 土師器 高台付椀 SC40　中層 - 8.1 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の赤褐色鉱物

402 土師器 坏 SC40　上層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・黒・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　面取有　
墨書有

403 布痕土器 焼塩壺 SC40　上層 12.0 - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の砂粒 全体的に磨耗　反転復元

404 布痕土器 焼塩壺 SC40　一括 14.1 - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の砂粒

405 布痕土器 焼塩壺 SC40　中層 10.3 - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 10㎜以下の小礫 全体的に磨耗　反転復元

406 布痕土器 焼塩壺 SC40　上層 /SC40　一括 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 10㎜以下の小礫 全体的に磨耗

407 布痕土器 焼塩壺 SC40　上層 - - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 7㎜以下の小礫 全体的に磨耗

408 布痕土器 焼塩壺 SC40Pit　上層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 12㎜以下の小礫 全体的に磨耗

409 布痕土器 焼塩壺 SC40　一括 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の砂粒、微細な石英

410 布痕土器 焼塩壺 SC40　一括 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の砂粒

411 土師器 高台付椀 SC41　上層 16.8 9.5 8.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 細かい鉱物 反転復元

412 土師器 高台付椀 SC41　上層 14.2 7.2 7.2 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物 反転復元

413 布痕土器 焼塩壺 SC41　上層 11.9 - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の砂粒 全体的に磨耗　反転復元

414 土師器 坏 SC41　上層 - - 4.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄褐 灰白 細かい石英、鉱物

415 布痕土器 焼塩壺 SC41　一括 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の砂粒

416 土師器 坏 SC42　中層 /SC42　一括 10.9 4.9 4.8 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　面取有

417 土師器 坏 SC42　中層 /SC42　一括 12.2 5.4 3.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

418 土師器 坏 SC42　中層 /SC42　一括 11.3 5.3 3.7 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 細かい鉱物 反転復元

419 土師器 坏 SC42　下層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・黒色粒子 ヘラ切り→ナデ

420 土師器 坏 SC42　上層 /SC42　中層 - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい褐 にぶい褐 1㎜以下の白色鉱物 反転復元

421 土師器 坏 SC42　上層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の白・黒・赤褐色粒子 ヘラ切り→ナデ　面取有

422 土師器 坏（円盤高台） SC42　下層 - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

423 土師器 高台付椀 SC42　中層 14.0 7.8 7.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい石英、鉱物 面取有

424 土師器 高台付椀 SC42　中層 15.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英
2㎜以下の赤茶色鉱物 反転復元

425 土師器 高台付椀 SC42　上層 /SC42　中層
SC42　一括 13.4 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 反転復元

426 土師器 高台付椀 SC42　中層 /SC42　一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

427 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SC42　中層 14.2 - - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒褐 微細な砂粒 反転復元

428 土師器 坏 SC42　一括 8.1 5.0 2.2 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り　全体的に磨耗

429 土師器 甕 SC42　上層 /SC42　中層
SC42　一括 - - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物

431 土師器 坏 SC43　上層 11.1 5.2 4.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗

432 土師器 坏 SC43　上層 13.0 8.0 3.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の長石、砂粒 ヘラ切り　全体的に磨耗

433 土師器 坏 SC43　中層 - 8.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗

434 須恵器 蓋 SC43　中層 16.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰黄 灰黄 精緻 反転復元

435 土師器 鉢 SC43　下層 24.0 - - ナデ・ケズリ ナデ 浅黄橙 にぶい橙 5㎜以下の砂粒
2㎜以下の石英、角閃石

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

436 土師器 坏 SC44　上層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、長石 反転復元

437 土師器 甕 SC45　上層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、細かい鉱物

439 土師器 坏 SC46　中層 /SC46　一括 10.7 5.1 4.4 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り→ナデ　歪み大

440 土師器 坏 SC46　中層 /SC46　一括
11.4
～

12.1
5.5 4.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の鉱物 ヘラ切り→ナデ　歪み大

441 土師器 坏 SC46　中層 11.6 6.5 
4.6
～
4.8

回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 3㎜以下の鉱物 ヘラ切り　面取有　反転復元

442 土師器 坏（円盤高台） SC46　中層 11.7 6.5 4.5 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 3㎜以下の長石、茶褐色鉱物 ヘラ切り

443 土師器 坏 SC46　下層 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物

444 土師器 坏（円盤高台） SC46　中層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデか　

445 土師器 坏（円盤高台） SC46　中層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄褐 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

446 土師器 坏（円盤高台） SC46　中層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄褐 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

447 土師器 高台付椀 SC46　下層 11.9 6.2 6.1 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の鉱物 底部に放射状圧痕

448 土師器 高台付椀 SC46　下層 13.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の鉱物 高 台 部 の み 違 う 粘 土 を 付 け る　
反転復元

449 土師器 高台付椀 SC46　中層 13.2 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、微細白色粒 反転復元

450 土師器 高台付椀 SC46　上層 13.8 - - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 微細な砂粒 反転復元

451 土師器 高台付椀 SC46　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

452 土師器 高台付椀 SC46　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰褐 灰褐 1㎜以下の鉱物 反転復元

453 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SC46　中層 - 7.2 - 回転ナデ ミガキ にぶい褐 灰 3㎜以下の砂粒 反転復元

454 布痕土器 焼塩壺 SC46　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 1㎜以下の砂粒

455 布痕土器 焼塩壺 SC46　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 1㎜以下の砂粒、微細な角閃石

456 越州窯系青磁 大型椀 SC46　上層 - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 精緻 Ⅰ類　

457 土師器 坏 SC50　上層 10.8 4.6 4.3 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 2㎜以下の鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

458 土師器 小皿か SC50　中層 8.8 4.0 2.0 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 浅黄橙 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り　面取有　反転復元

459 布痕土器 焼塩壺 SC50　一括 - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 3㎜以下の砂粒

460 須恵器 大甕 SC50　下層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕・
平行当て具痕 灰 灰 微細白色粒

461 須恵器 大甕 SC50　上層 /SC50　中層
B4　6 層 44.0 - - 平行タタキ・ナデ 同心円当て具痕・

平行当て具痕・ナデ 灰 灰 微細白・黒色粒 口縁端部に凹線
SB15Pit1 出土 144 と同一個体

462 布痕土器 焼塩壺 SC51　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 10㎜以下の灰・赤褐色粒子

463 布痕土器 焼塩壺 SC51　上層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 7㎜以下の小礫 全体的に磨耗

464 布痕土器 焼塩壺 SC51　一括 - - - オサエ 布痕 黄橙 橙 8㎜以下の砂粒

465 土師器 坏 SC53Pit　上層 14.8 7.8 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の鉱物 ヘラ切り　反転復元

466 土師器 坏 SC53　上層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

467 土師器 坏 SC53　上層 - 4.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

468 土師器 坏 SC53　上層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の長石、砂粒、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

469 土師器 坏 SC53　上層 /SC53　中層
SC54　一括 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

470 須恵器 坏 SC53　上層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白・黒色鉱物 軟質須恵器　ヘラ切り

471 須恵器 椀か SC53　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 精緻

482 土師器 坏 SC54　上層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細黒色粒 反転復元

483 土師器 坏 SC54　中層 /SC53・54　一括 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

486 土師器 坏 SC56　中層 - 9.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

487 土師器 小皿 SC56　中層 8.8 6.6 1.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄褐 浅黄褐 精緻 ヘラ切り　反転復元

488 土師器 小皿 SC56　一括 9.8 7.6 1.6 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 2㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

490 白磁 椀 SC56　下層 18.0 - - 施釉・露胎 施釉 灰黄 灰黄 微細黒色粒 椀Ⅳ類　反転復元

491 須恵器 坏 SC56　一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい褐 にぶい黄褐 1㎜以下の長石

492 須恵器 大甕 SC56　一括 43.4 - - 櫛描波状文・ナデ ナデ 褐灰 灰黄褐 1㎜以下の黒・茶褐色粒子 反転復元

496 土師器 坏 SC57　中層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り→ナデ

497 土師器 坏（円盤高台） SC57　上層 /SC57　一括 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り→ナデ

真米田遺跡 真米田遺跡
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

498 布痕土器 焼塩壺 SC57　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 11㎜以下の小礫

499 須恵器 壺 SC58　上層 - 12.0 - 格子目タタキ ナデ 浅黄 灰黄 1㎜以下の白色鉱物 反転復元

500 土師器 甑 SC61　上層 24.0 16.0 27.4 ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒、石英 反転復元

501 土師器 坏 SC63Pit　中層
SC63Pit　下層一括 13.4 6.4 4.9 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

502 土師器 甕 SC63　中層 15.0 - - ナデ ハケメ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の砂粒 反転復元

503 土師器 甕 SC63　中層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の砂粒

504 土師器 甕 SC63　中層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 浅黄橙 明黄褐 微細な砂粒、石英 全体的に磨耗

505 土師器 甕 SC63　下層
25.2
～

25.6
- 24.5 ナデ・ハケメ ハケメ・ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙 4㎜以下の砂粒、石英、角閃石

506 土師器 甕 SC63　下層 18.7 - 17.2 ナデ・ハケメ ハケメ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の鉱物含む

507 須恵器 坏 SC63　中層 12.0 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の黒・灰色鉱物 反転復元

508 土師器 甕 SC66　上層 26.5 - - ナデ ハケメ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒 反転復元

511 土師器 坏 SC67　下層 - 4.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒　精緻 ヘラ切り→ナデ

512 土師器 坏 SC68　上層 12.3 4.8 5.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の長石、その他の鉱物 ヘラ切り　面取か

513 土師器 坏 SC68　上層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

514 土師器 高台付椀 SC68　中層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒　精緻

515 須恵器 甕 SC68　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 青灰 灰 1㎜以下の黒色鉱物

516 布痕土器 焼塩壺 SC69　中層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 精緻

517 布痕土器 焼塩壺 SC69　下層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻 全体的に磨耗

518 土師器 坏 SC70　上層 13.4 6.2 4.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

519 土師器 坏 SC70　上層 12.6 5.2 5.6 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り　底部に赤彩有

520 土師器 坏 SC70　上層 13.4 6.0 5.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り

521 土師器 坏 SC70　上層 13.0 5.8 5.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、茶褐色鉱物 ヘラ切り

522 土師器 坏 SC70　上層 13.0 6.4 5.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

523 土師器 坏 SC70　中層 12.9 6.0 5.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

524 土師器 坏 SC70　上層 /SC70　一括 12.1 6.2 4.7 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の白・黒色鉱物 ヘラ切り　器面荒れ

525 土師器 坏 SC70　上層 /SC70　一括 11.9 6.2 5.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

526 土師器 坏 SC70　上層 /SC70　一括 12.5 6.4 5.6 回転ナデ 回転ナデ 灰白 明褐灰 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　器面荒れ　

527 土師器 坏 SC70　上層 /SC70　一括 12.5 6.0 5.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、白色粒子 ヘラ切り　赤彩有

528 土師器 坏 SC70　上層 /SC70　一括 12.2 6.0 5.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の茶褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

529 土師器 坏 SC70　中層 /SC70　一括 12.1 6.4 5.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り

530 土師器 高台付椀 SC70　上層 16.5 8.9 8.4 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、白色粒子 底部穿孔　墨書有

531 土師器 高台付椀 SC70　上層 13.7 7.4 6.1 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 4㎜以下の赤褐色鉱物

532 土師器 高台付椀 SC70　上層 14.2 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 赤彩有

533 土師器 高台付椀か ＳＣ 70　上層 14.2 - - 回転ナデ・ヘラナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の小礫 反転復元

534 土師器 坏×高台付椀 SC70　上層 /SC70　一括 13.2 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 反転復元

535 土師器 甕 SC70　上層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 橙 橙 7㎜以下の砂粒

536 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 /SC70　中層
SC70　一括 12.0 - 7.8 オサエ 布痕か 橙 橙 5㎜以下の砂粒 全体的に磨耗

537 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 /SC70　一括
11.5
～

12.5
-

8.8
～
9.2

オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の砂粒

538 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 12.9 - - オサエ 布痕 にぶい橙 橙 精緻 全体的に磨耗

539 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 /SC70　一括 11.6 - - オサエ 布痕 橙 橙 10㎜以下の小礫 全体的に磨耗

540 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 14.0 - - オサエ 布痕か 橙 橙 5㎜以下の砂粒 全体的に磨耗

541 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 10.2 - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 精緻 全体的に磨耗

542 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 /SC70　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 11㎜以下の小礫 全体的に磨耗

543 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 橙 7㎜以下の小礫 全体的に磨耗

544 布痕土器 焼塩壺 SC70　中層 - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 7㎜以下の小礫

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

545 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻 全体的に磨耗

546 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 15㎜以下の小礫 全体的に磨耗

547 布痕土器 焼塩壺 SC70　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 12㎜以下の小礫 全体的に磨耗

548 布痕土器 焼塩壺 SC70　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 12㎜以下の小礫 全体的に磨耗

549 布痕土器 焼塩壺 SC70　一括 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色粒子

551 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SC71　上層 12.9 7.3 8.0 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒褐 微細な黒色鉱物、石英

552 土師器 甕 SC71　上層 - - - ナデ ナデ 黄橙 黄橙 3㎜以下の砂粒

553 布痕土器 焼塩壺 SC71　中層 10.8 - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の小礫 全体的に磨耗

554 布痕土器 焼塩壺 SC71　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 1㎜以下の砂粒、長石、角閃石

555 布痕土器 焼塩壺 SC71　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の砂粒

556 布痕土器 焼塩壺 SC71　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の砂粒

557 布痕土器 焼塩壺 SC71　中層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の砂粒、1㎜以下の白色粒子

558 布痕土器 焼塩壺 SC71　一括 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒

559 布痕土器 焼塩壺 SC71　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の砂粒

560 布痕土器 焼塩壺 SC71・72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の砂粒

561 布痕土器 焼塩壺 SC71・72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 浅黄橙 10㎜以下の砂粒

562 布痕土器 焼塩壺 SC71・72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の砂粒

563 布痕土器 焼塩壺 SC71　上層 /SC71　一括
SC72　上層 /SC72　一括

10.0
～

11.5
- - オサエ 布痕 黄橙 黄橙 5㎜以下の砂粒

564 布痕土器 焼塩壺 SC71・72　一括 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒

565 緑釉陶器 椀×皿 SC71　中層 12.0 - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 1㎜以下の茶褐色鉱物　軟陶 洛北×防長　反転復元　

566 緑釉陶器 椀×皿 SC71　中層 - 6.2 - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 1㎜以下の茶褐色鉱物　軟陶 洛北×防長　反転復元

567 土師器 坏 SC72　上層 12.8 
5.6
～
6.2

4.8
～
5.7

回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の茶褐色鉱物、長石 ヘラ切り

568 土師器 坏 SC72　下層 12.3 6.2 4.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の石英、長石、茶褐色鉱物 ヘラ切り　器面荒れ

569 土師器 坏 SC72　中層 12.2 6.4 
3.9
～
4.5

回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り　全体的に磨耗

570 土師器 坏 SC72　下層 11.9 5.4 5.4 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶褐色粒子 ヘラ切り　面取有

571 土師器 坏 SC72　下層 12.0 5.8 4.4 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　器面荒れ　反転復元

572 土師器 坏（円盤高台） SC72　上層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物 ヘ ラ 切 り → ナ デ か　 器 面 荒 れ　
反転復元

573 土師器 坏 SC72　中層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の石英、長石
2㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物

ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

574 土師器 高台付椀 SC72　中層 14.5 7.4 5.5 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の鉱物 器面荒れ　反転復元

575 土師器 高台付椀か SC72　上層 /SC72　中層
SC72　下層 /SC72　一括 13.2 - - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 3㎜以下の小礫 反転復元

576 土師器 甕 SC72　上層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒、石英、黒色鉱物

577 緑釉陶器 椀×皿 SC72　一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 洛北×防長

578 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 13.0 - 9.1 オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 反転復元

579 布痕土器 焼塩壺 SC72　下層 12.8 - 8.4 ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗　反転復元

580 布痕土器 焼塩壺 SC72　下層 12.0 - - ナデ・オサエ 布痕・オサエ にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の赤茶色鉱物 全体的に磨耗　反転復元

581 布痕土器 焼塩壺 SC72　下層 13.0 - - オサエ 布痕 橙 橙 8㎜以下の橙色小礫 反転復元

582 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 /SC72　下層 13.0 - - オサエ 布痕・オサエ 橙 橙 5㎜以下の灰白色小礫 全体的に磨耗　反転復元

583 布痕土器 焼塩壺 SC72　下層 13.0 - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗　反転復元

584 布痕土器 焼塩壺 SC72　下層 /SC72　一括 11.2 - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 9㎜以下の小礫 全体的に磨耗　反転復元

585 布痕土器 焼塩壺 SC72　下層 12.8 - - ナデ・オサエ 布痕・ナデ 橙 橙 10㎜以下の橙・褐灰色小礫 全体的に磨耗　反転復元

586 布痕土器 焼塩壺 SC72　下層 10.0 - - オサエ 布痕 橙 橙 7㎜以下の褐灰色小礫、石英 反転復元

587 布痕土器 焼塩壺 SC72　中層 11.9 - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

588 布痕土器 焼塩壺 SC72　中層 11.0 - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 反転復元

589 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 14.0 - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 反転復元

590 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・赤褐色粒子

真米田遺跡真米田遺跡
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

591 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の小礫、1㎜以下の白色粒子

592 布痕土器 焼塩壺 SC72　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子

593 布痕土器 焼塩壺 SC72　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子

594 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

595 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の小礫、1㎜以下の白色粒子

596 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の小礫、1㎜以下の白色粒子

597 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子

598 布痕土器 焼塩壺 SC72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 12㎜以下の砂粒

599 布痕土器 焼塩壺 SC72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 3㎜以下の砂粒 全体的に磨耗

600 布痕土器 焼塩壺 SC72　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 1㎜以下の白色粒子

601 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 1㎜以下の白色粒子

602 布痕土器 焼塩壺 SC72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の砂粒 全体的に磨耗

603 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細白色粒

604 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒

605 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 微細黒色粒

606 布痕土器 焼塩壺 SC72　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の白色鉱物

607 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 淡橙 淡橙 4㎜以下の砂粒

608 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子

609 布痕土器 焼塩壺 SC72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の赤褐色粒子

610 布痕土器 焼塩壺 SC72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の砂粒

611 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の砂粒

612 布痕土器 焼塩壺 SC72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の砂粒

613 布痕土器 焼塩壺 SC71　上層 /SC72　下層 - - - ナデ 布痕・オサエ にぶい橙 にぶい橙 11㎜以下の褐灰色小礫 全体的に磨耗

614 布痕土器 焼塩壺 SC72　上層 - - - ナデ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

615 布痕土器 焼塩壺 SC72　中層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 10㎜以下の橙色小礫 全体的に磨耗

616 布痕土器 焼塩壺 SC72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の赤褐色粒子 反転復元

617 布痕土器 焼塩壺 SC72　中層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

618 布痕土器 焼塩壺 SC72　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 7㎜以下の橙色粒子、3㎜以下の砂粒 反転復元

619 土師器 坏 SC73　下層 11.7 5.0 5.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　面取有　反転復元

620 土師器 高台付皿 SC73　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の白・黒・赤褐色鉱物

621 土師器 高台付椀 SC73　中層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 1㎜以下の小礫、赤褐色鉱物

622 土師器 坏（円盤高台） SC74　上層 11.4 6.2 4.6 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り　赤彩か　

623 土師器 坏 SC74　一括 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤色鉱物 ヘラ切り

624 土師器 高台付椀 SC74　上層 13.8 6.0 6.5 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 微細な砂粒 ヘラ切り

625 土師器 高台付椀 SC74　上層 /SC74　一括 13.9 7.6 6.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の茶褐色鉱物

626 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 SC74　中層 13.0 - - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 にぶい黄橙～
黒褐 微細な砂粒 内面ススか

627 土師器 高台付椀 SC74　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の礫、赤褐色鉱物 底面に調整時の爪形か　
反転復元

629 越州窯系青磁 椀 SC74　一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類　貫入有

630 土師器 坏 SD1　下層 - 9.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙～黒褐 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元

631 土師器 坏 SD1　上層 - 10.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元

632 土師器 甕 SD1　下層 17.0 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙～
浅黄橙 2㎜以下の砂粒 反転復元

633 須恵器 大甕 SD1-B　下層 /C12　6 層 - - - 格子目タタキ 同心円・格子目当て具痕
→ナデ消し 灰黄褐 にぶい黄褐 精緻 反転復元

634 須恵器 坏 SD1　上層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の黒・白色鉱物

635 土師器 甕 SD2　上層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒、石英、角閃石

636 須恵器 甕 SD2　上層 - - - 平行タタキ→ナデ 平行当て具痕 灰 灰 微細な砂粒

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

637 緑釉陶器 椀×皿 SD3　上層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

639 土師器 甕 SD4　上層 - - - ナデ オサエ 浅黄橙 灰白 微細な砂粒

640 越州窯系青磁 椀 SD4　上層 - - - 施釉 施釉 灰黄 にぶい黄 微細黒色粒 Ⅱ類　目跡有

641 越州窯系青磁 椀 SD4　一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 Ⅰ類か

642 土師器 坏 SD4　上層 - 4.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒、石英 ヘラ切り→ナデ　面取か

643 土師器 坏（円盤高台） SD4　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な砂粒 ヘラ切り

644 須恵器 甕 SD4　上層 - - - ナデ ナデ 灰 灰 精緻

645 須恵器 甕 SD5Pit8　Ｙ層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕 灰白 灰白 精緻

646 土師器 坏 SD6　下層（ピット内） 11.7 5.5 4.6 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・黒・赤色粒子 ヘラ切り

647 土師器 坏 SD6　中層 - 4.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤色粒子
1㎜以下の角閃石、白色粒子 ヘラ切り　面取有　反転復元

648 土師器 坏（円盤高台） SD6　一括 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・黒・赤色粒子 ヘラ切り

649 土師器 坏（円盤高台） SD6　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄褐 浅黄褐 1㎜以下の石英、角閃石、白色粒子 ヘラ切り

650 土師器 甑 SD6　上層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の茶色鉱物
2㎜以下の石英、角閃石

651 布痕土器 焼塩壺 SD6　一括 - - - オサエ 布痕 浅橙 にぶい橙 2㎜以下の小礫、1㎜以下の白色粒子

652 布痕土器 焼塩壺 SD6　一括 - - - オサエ 布痕 にぶい橙・灰 にぶい橙・灰 1㎜以下の白・黒色砂粒 被熱のためか硬化する

653 布痕土器 焼塩壺 SD6　一括 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 浅橙 2㎜以下の茶色鉱物
1㎜以下の白色粒子

654 布痕土器 焼塩壺 SD6　上層 - - - オサエ 布痕 浅橙 にぶい橙 5㎜以下の小礫、2㎜以下の茶色鉱物
1㎜以下の白色粒子

655 緑釉陶器 椀×皿 SD6　下層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　やや軟陶 洛北×洛西×防長

656 緑釉陶器 椀×皿 SD6　上層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　やや軟陶 洛北×防長

657 緑釉陶器 椀×皿 SD6　一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海×近江

658 白磁 椀 SD6　上層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅱ類

672 土師器 坏 SD7　上層 - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

673 土師器 坏 SD7　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 微細な黒色鉱物 ヘラ切り

674 土師器 坏 SD7　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り

675 土師器 坏 SD7　中層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り

676 土師器 坏（円盤高台） SD7　中層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り　反転復元

677 土師器 甕 SD7　中層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄褐～
暗褐

にぶい黄橙～
暗褐 微細な砂粒、石英、角閃石

678 土師器 坏 SD11　中層 13.7 8.5 3.2 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 5㎜以下の砂粒 ヘラ切り→ナデ

679 土師器 坏 SD11　中層 12.9 7.5 4.4 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻 ヘラ切り　反転復元

680 土師器 坏 SD11　上層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白～褐灰 灰白～褐灰 微細な黒色鉱物、石英 ヘラ切り→ナデ　反転復元

681 土師器 坏 SD11　上層 - 4.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り　反転復元

682 土師器 坏（円盤高台） SD11　上層 - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

683 土師器 坏（円盤高台） SD11　上層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻 ヘラ切り

684 土師器 高台付椀 SD11　中層 13.8 8.6 4.7 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻 反転復元

685 土師器 高台付椀か SD11　上層 /SD11　一括 15.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻 反転復元

686 土師器 高台付椀 SD11　上層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 微細な砂粒

687 土師器 甕 SD11　中層 /SD11　一括 21.2 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙～
にぶい黄橙 4㎜以下の砂粒 反転復元

688 土師器 甕 SD11　中層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙～にぶ
い褐 浅黄橙～褐灰 微細な砂粒 口縁部内面に凹線有

689 土師器 甕 SD11　上層 23.6 - - ナデ ナデ・ケズリ 橙 橙～明赤褐 2㎜以下の砂粒、黒色鉱物、石英 反転復元

690 布痕土器 焼塩壺 SD11　中層 18.0 - - ナデ 布痕 橙 橙 6㎜以下の小礫 スサ混ざる　反転復元

691 布痕土器 焼塩壺 SD11　上層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 13㎜以下の小礫

692 布痕土器 焼塩壺 SD11　上層 - - - ナデ・オサエ 布痕 浅黄橙 にぶい橙 9㎜以下の小礫

693 布痕土器 焼塩壺 SD11　中層 - - - ナデ 布痕 橙 浅黄橙 5㎜以下の小礫

694 布痕土器 焼塩壺 SD11　中層 - - - ナデ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の鉱物

695 布痕土器 焼塩壺 SD11　中層 - - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 8㎜以下の小礫

真米田遺跡 真米田遺跡
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696 布痕土器 焼塩壺 SD11　中層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 3㎜以下の鉱物

697 須恵器 坏 SD11　中層 12.7 7.5 
4.7
～
4.9

回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒・灰色鉱物

698 須恵器 坏 SD11　上層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 精緻 反転復元

699 須恵器 坏 SD11　上層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰黄 灰黄 1㎜以下の白色鉱物 反転復元

700 須恵器 壺 SD11　一括 8.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 黄白 灰白 微細白色粒 反転復元

701 須恵器 小型壺 SD11　上層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻 ヘラ切り　反転復元

702 緑釉陶器 椀×皿 SD11　上層 - - - 施釉 施釉 緑 緑 微細白色粒　硬陶 洛西×東海

704 土師器 坏 SH2　上層 9.6 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物 反転復元

705 布痕土器 焼塩壺 SH3 - - - ナデ・オサエ 布痕 浅黄橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

706 土師器 甕 SH6　上層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の鉱物、細かい角閃石

707 土師器 甕 SH6　上層 - - - ナデ ナデ にぶい褐 にぶい褐 1㎜以下の角閃石

708 土師器 高台付椀 SH7　上層 /SH7　下層 15.6 7.8 7.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の褐灰色鉱物 反転復元

709 土師器 甕 SH7　上層 /SH7　下層 20.8 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の赤茶・黒褐色鉱物 反転復元

710 土師器 甕 SH7　上層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の赤茶・黒褐色鉱物

711 土師器 甕 SH7　上層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 明褐灰 明褐灰 3㎜以下の黒褐色鉱物

712 土師器 甑 SH7　下層 - - - ナデ - 浅黄橙 - 4㎜以下の赤茶・黒褐色鉱物 甑の把手部分

713 布痕土器 焼塩壺 SH7　下層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

714 布痕土器 焼塩壺 SH7　下層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の赤茶色鉱物 全体的に磨耗

715 布痕土器 焼塩壺 SH7　上層 - - - ナデ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

716 布痕土器 焼塩壺 SH7　上層 - - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 9㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗

718 土師器 坏 SH9　上層 10.8 5.5 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

719 土師器 坏 SH9　上層 - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤褐色鉱物
2㎜以下の小礫 ヘラ切り→ナデ

720 土師器 坏（円盤高台） SH9　上層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

721 土師器 坏（円盤高台） SH9　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

722 土師器 坏（円盤高台） SH9　上層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

723 土師器 甕 SH9　下層 23.8 - - ナデ ナデ・ケズリ 褐 にぶい赤褐 1㎜以下の角閃石、3㎜以下の小礫 反転復元

724 土師器 坏 SK1　周溝西側一括 10.6 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の鉱物 反転復元

725 土師器 坏（円盤高台） SK1　上層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の鉱物 ヘラ切り→ナデ

726 土師器 甕 SK1　上層 /SK1　一括 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 5㎜以下の鉱物

727 土師器 甑 SK1　中層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な角閃石、白色粒

728 土師器 甑 SK1　上層 - - - ナデ・オサエ ナデ・オサエ 灰褐 にぶい橙 微細な黒色鉱物

729 須恵器 甕 SK1　上層 - - - 格子目タタキ 車輪状当て具痕か→ナデ 灰 灰 2㎜以下の鉱物

730 緑釉陶器 椀 SK1　中層 - - - 施釉 施釉 暗緑 暗緑 精緻　硬陶 洛西×近江

731 緑釉陶器 小椀×皿 SK1　上層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　やや軟陶 防長×洛西×東海

738 土師器 坏 Pit39　Ｙ層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 にぶい黄橙 2㎜以下の石英、砂粒、赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

739 土師器 坏 Pit40　下層 11.4 5.9 4.7 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 5㎜以下の礫、1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

740 土師器 坏（円盤高台） Pit60　一括 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶・黒色鉱物 ヘラ切り

741 土師器 高台付椀 Pit94　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 4㎜以下の白・赤褐色鉱物、小礫

742 布痕土器 焼塩壺 Pit56　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 9㎜以下の赤茶色小礫

743 土師器 坏 Pit68　中層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 1㎜以下の鉱物 反転復元

745 布痕土器 焼塩壺 Pit79　上層 11.4 - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の褐灰・赤茶色鉱物 反転復元

747 土師器 坏 Pit172　中層
11.1
～

11.5
5.0 4.5 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り

748 布痕土器 焼塩壺 Pit175　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 12㎜以下の赤茶・褐灰色小礫

749 布痕土器 焼塩壺 Pit175　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の赤茶色小礫

750 土師器 坏（円盤高台） Pit181　上層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石、赤褐色鉱物 ヘラ切り
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751 須恵器 坏 Pit183　下層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

752 土師器 高台付椀 Pit183　上層 /Pit183　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒 反転復元

753 土師器 坏（円盤高台） Pit189　中層 12.5 6.4 5.1 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 微細な砂粒 ヘラ切り

754 土師器 高台付椀か Pit198　上層 /Pit198　一括 13.8 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石 反転復元

756 土師器 高台付椀 Pit201　上層 - 7.3 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 浅黄橙 1㎜以下の鉱物

758 土師器 高台付椀 Pit208　上層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 2㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物

759 布痕土器 焼塩壺 Pit212　下層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 13㎜以下の褐灰色小礫

760 須恵器 甕 Pit213　上層 /Pit213　中層 17.8 - - 平行タタキ・ナデ 車輪状当て具痕・ナデ 黄灰 灰白 精緻 反転復元

761 須恵器 甕 Pit213　上層 17.2 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色粒子 反転復元

762 須恵器 甕 Pit213　中層 - - - ナデ ナデ 灰 灰 精緻

763 須恵器 甕 Pit213　下層 18.0 - - ナデ ナデ 黄灰 暗灰黄 精緻 反転復元

764 須恵器 甕 Pit213　下層 - - - 平行タタキ 平行・同心円当て具痕 灰黄褐 灰 2㎜以下の小礫

765 須恵器 甕 Pit213　上層 - - - 格子目タタキ 同心円当て具痕 にぶい橙 にぶい黄橙 1㎜以下の白色粒子

766 土師器 坏（円盤高台） Pit223　下層 12.4 6.3 4.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の長石、角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　赤彩有

767 緑釉陶器 椀×皿 Pit268　一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 防長

769 須恵器 甕 Pit215　上層・中層・一括
Pit213　上層 / 雇用ゾーン 58T 黒色 18.3 - - 平行タタキ・ナデ 同心円当て具痕・ナデ 灰黄褐 灰 精緻 反転復元

770 須恵器 甕 Pit215　上層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕 暗灰黄 灰白 精緻

771 須恵器 甕 Pit215　中層 - - - 格子目タタキ・平行タ
タキ 平行・同心円当て具痕 にぶい赤褐 灰黄褐 砂粒

772 須恵器 甕 Pit215　中層 - - - 平行タタキ・工具ナデ 同心円当て具痕→カキメ にぶい褐 灰褐 7㎜以下の小礫

773 須恵器 甕 Pit215　中層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕→カキメ にぶい橙 灰褐 10㎜以下の小礫

774 須恵器 甕 Pit215　中層 /Pit215　下層 - - - 格子目タタキ ナデ 灰白 灰 精緻

775 布痕土器 焼塩壺 Pit215　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の赤茶色鉱物

777 土師器（黒色土器 A） 坏×椀 Pit298　一括 13.8 - - 回転ナデ ミガキ 橙黄 黒褐～橙黄 1㎜以下の黒・茶色鉱物 反転復元

778 土師器 皿 Pit331　上層 15.0 7.0 2.2 回転ナデ・ケズリ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

780 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か Pit337　上層 14.0 - - 回転ナデ ミガキ 明褐灰 黒褐 精緻 反転復元

781 土師器 高台付椀か Pit338　上層 12.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の鉱物 反転復元

782 須恵器 甕 Pit321　上層 - - - 平行タタキ 平行タタキ 灰 灰白 5㎜以下の鉱物

783 土師器 坏 Pit341　上層 - 7.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗

785 須恵器 高台付坏 Pit341　上層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 精緻 反転復元

786 土師器 坏 Pit360　上層 10.5 5.8 5.3 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

787 土師器 甕 Pit352　上層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の小礫

788 土師器 蓋 Pit396　一括 15.8 - - 回転ナデ 回転ナデ 淡黄 淡黄 1㎜以下の黒色鉱物 反転復元

789 須恵器 高台付坏 Pit400　下層 17.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒・白色鉱物 反転復元

790 土師器 坏 Pit405　上層 - 7.9 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の鉱物、砂粒 ヘラ切り

792 須恵器 甕 Pit431　上層 - - - 平行タタキ 平行・同心円当て具痕 灰白 にぶい橙 2㎜以下の鉱物

793 布痕土器 焼塩壺 Pit439　一括 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

794 土師器 高台付椀 Pit450　中層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

795 布痕土器 焼塩壺 Pit450　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

796 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 Pit453　中層 - - - 格子目タタキ 車輪状タタキか 灰 灰 2㎜以下の鉱物 内面に磨面有

797 須恵器 壺 Pit468　下層 - - - 平行タタキ ナデ・オサエ 黄灰 黄灰 微細な砂粒

798 土師器 坏 Pit463　中層 12.4 5.4 4.7 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 3㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

799 土師器 小鉢か Pit481　中層 - 10.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 糸切り

800 土師器 甕 Pit483　中層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 橙 にぶい橙 2㎜以下の小礫、1㎜以下の白色粒子

801 土師器 坏（円盤高台） Pit487　中層 /Pit487　一括 13.0 7.2 5.0 回転ナデ 回転ナデ 橙 淡橙 2㎜以下の石英、長石
1㎜以下の白・黒色粒子 ヘラ切り→ナデ

802 土師器 坏 Pit487　中層 12.6 5.0 4.5 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデか　反転復元
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803 土師器 坏 Pit487　下層 11.8 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の鉱物 反転復元

804 土師器 高台付椀 Pit487　上層 12.2 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 2㎜以下の鉱物 反転復元

805 土師器 坏 Pit487　中層 13.0 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の鉱物 反転復元

806 土師器 坏 Pit487　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 灰白 2㎜以下の鉱物 ヘラ切り　面取有　反転復元

807 土師器 坏 Pit487　下層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の鉱物 ヘラ切り

808 土師器 高台付椀 Pit487　中層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 灰白 2㎜以下の鉱物

809 土師器 高台付椀 Pit487　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白・
黒色粒 反転復元

810 緑釉陶器 椀×皿 Pit487　中層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 防長

811 布痕土器 焼塩壺 Pit487　一括 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 13㎜以下の灰白色小礫

812 土師器 甕 Pit510　下層 27.4 - - ナデ ハケメ 橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 反転復元

813 布痕土器 焼塩壺 Pit510　下層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 7㎜以下の赤茶・褐灰色小礫

814 土師器 椀か Pit507　一括 13.0 - - 磨耗 磨耗 淡黄 淡黄 1㎜以下の茶色鉱物 反転復元

815 土師器 椀 Pit488　一括 16.0 - - ミガキ（磨耗） ミガキ（磨耗） 淡黄 淡黄 1㎜以下の黒・灰色鉱物 反転復元

816 土師器 甕 Pit507　下層 26.2 - - ナデ・ハケメ ハケメ・ケズリ 橙 橙 4㎜以下の小礫
3㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

817 土師器 坏 Pit508　上層 11.5 5.0 3.2 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の鉱物 ヘラ切り

818 土師器 坏 Pit511　上層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 1㎜以下の石英、黒・赤褐色砂粒 反転復元

819 土師器 甕 Pit508　上層 /B5　6 層 29.0 - - ナデ・オサエ ナデ・ケズリ 褐 明褐 5㎜以下の砂粒 反転復元

820 布痕土器 焼塩壺 Pit516　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の小礫

821 布痕土器 焼塩壺 Pit517　一括 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 8㎜以下の赤茶色小礫

822 土師器 高台付椀 Pit519　上層 - 7.9 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の白・赤褐色鉱物 反転復元

823 土師器 坏 Pit526　下層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

824 土師器 高台付椀か Pit528　中層 15.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 橙 浅黄橙 4㎜以下の鉱物 反転復元

826 緑釉陶器 椀×皿 Pit569　中層 - - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 精緻　軟陶 防長

827 土師器 坏 Pit557　中層 13.4 6.6 3.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の白・黒・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

828 土師器 坏（円盤高台） Pit578　上層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

829 土師器 坏 Pit577　一括 - 4.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色鉱物 板状圧痕か

830 土師器 坏 Pit573　上層 /Pit573　一括 13.0 6.2 5.1 回転ナデ 回転ナデ 橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、白・黒・赤褐色粒子 ヘラ切り→ナデ

831 土師器 坏 ( 円盤高台 ) Pit573　上層 13.0 6.8 4.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の長石、石英、鉱物 ヘラ切り

832 土師器 坏 Pit576　一括 - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶・白色鉱物 ヘラ切り

833 土師器 坏 Pit583　下層 13.2 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の鉱物 反転復元

834 土師器 坏 Pit586　上層 13.1 6.0 5.0 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒 ヘラ切り

835 土師器 鉢か Pit586　中層 26.0 - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ にぶい褐 にぶい橙 1㎜以下の石英
2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

836 布痕土器 焼塩壺 Pit586　中層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 8㎜以下の赤茶・褐灰色小礫 全体的に磨耗

837 土師器 坏 Pit594　中層
11.0
～

12.3
5.0 

4.6
～
5.4

回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 橙 2㎜以下の長石、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　歪み大

838 土師器 坏 Pit594　中層 11.7 6.6 3.4 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細黒色粒 ヘラ切り

839 土師器 坏 Pit594　一括 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶色鉱物

840 土師器 高台付椀 Pit594　中層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 底部にオサエ有

841 土師器 甕 Pit594　中層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 橙 橙 1㎜以下の角閃石、2㎜以下の鉱物

843 土師器 坏 Pit591　中層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り→ナデか　反転復元

844 土師器 坏 Pit595　上層 - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

845 土師器 坏 Pit596　上層 - 4.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒

846 土師器 坏（円盤高台） Pit598　上層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の黒・赤褐色粒子 ヘラ切り→ナデ

847 須恵器 壺 Pit598　上層 - - - ナデ ナデ 黄灰 黄灰 精緻

848 須恵器 壺 Pit600　上層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 微細白色粒 反転復元

849 須恵器 甕 Pit601　中層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕 灰白 灰 1㎜以下の白色粒子

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

850 須恵器 坏 Pit602　一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰 微細黒色粒

851 布痕土器 焼塩壺 Pit602　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 10㎜以下の赤茶色小礫

852 土師器 坏 Pit603　中層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 にぶい橙 2㎜以下の石英、赤褐色鉱物
1㎜以下の角閃石 ヘラ切り→ナデ

853 須恵器 甕 Pit604　上層 - - - 格子目タタキ 平行タタキ 浅黄橙 灰白 精緻

854 布痕土器 焼塩壺 Pit604　上層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の白色鉱物

855 須恵器 甕 Pit606　中層 - - - 格子目タタキ 車輪状当て具痕 灰白 灰白 微細黒色粒

856 須恵器 甕 Pit607　中層 - - - 平行タタキ 平行タタキ→ナデか 灰白 灰白 微細白色粒

857 須恵器 壺 Pit608　一括 9.7 - - 回転ナデ 回転ナデ 明褐灰 明褐灰 微細赤褐色粒 反転復元

858 土師器 甑 Pit608　上層 - - - ナデ ケズリ 浅黄橙 にぶい橙 5㎜以下の茶色鉱物、小礫
1㎜以下の白色粒子

859 土師器 高台付椀 Pit611　上層 12.4 7.1 5.8 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の白色粒

860 土師器 坏 Pit611　上層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石、茶色粒子 ヘラ切り→ナデ

861 土師器 高台付椀 Pit611　上層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 橙 1㎜以下の石英、角閃石、金雲母

862 土師器 高台付椀 Pit611　上層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

863 布痕土器 焼塩壺 Pit611　上層 11.0 - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の褐灰色小礫 反転復元

864 土師器 蓋 Pit614　中層 - - - 回転ナデか - 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の鉱物

865 土師器 坏×椀 Pit617　一括 13.4 - - 回転ナデ 回転ナデ 明赤褐 明赤褐 1㎜以下の茶色鉱物 赤彩有

866 須恵器 甕 Pit632　上層 - - - 格子目タタキ 車輪状当て具痕 灰白 灰白 4㎜以下の鉱物

867 土師器 坏×椀 Pit632　一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の茶褐色鉱物 内面に漆か

868 土師器 坏 Pit633　下層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 4㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

869 須恵器 坏 Pit633　一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 微細白色粒

874 土師器 坏 Pit646　上層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 5㎜以下の石英、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

875 土師器 甕 Pit636　中層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 6㎜以下の赤褐色鉱物

876 土師器 高台付椀 Pit652　下層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

877 布痕土器 焼塩壺 Pit654　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 11㎜以下の褐灰色小礫 全体的に磨耗

878 土師器 坏 Pit647　中層 12.3 5.6 
4.0
～
5.1

回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、赤褐色粒子 ヘラ切り

879 土師器 鉢 Pit647　中層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石
2㎜以下の赤褐色鉱物

880 布痕土器 焼塩壺 Pit659　下層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 13㎜以下の褐灰色小礫

881 越州窯系青磁 椀 Pit664　一括 /B5　6 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ類

882 土師器 甕 Pit665　中層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物

883 布痕土器 焼塩壺 Pit665　下層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

884 須恵器 甕 Pit666　下層 - - - 格子目タタキ 車輪状当て具痕 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子

885 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か Pit669　上層 - - - 回転ナデ ミガキ 灰白 灰 1㎜以下の赤褐色鉱物

886 須恵器 坏 Pit673　一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰黄 灰白 微細黒色粒

887 土師器 甕 Pit674　中層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 明赤褐 赤褐 7㎜以下の小礫

888 布痕土器 焼塩壺 Pit675　一括 - - - オサエ 布痕 橙 橙 8㎜以下の赤茶色小礫

889 土師器 坏 Pit675　上層 /Pit675　中層 11.8 6.0 4.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

890 須恵器 壺 Pit687　中層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒・灰色鉱物 反転復元

891 須恵器 甕 Pit687　上層 - - - 格子目タタキ ナデ 灰白 明青灰 2㎜以下の鉱物

892 須恵器 坏 Pit684　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 精緻

893 須恵器 甕 Pit688　中層 - - - 平行タタキ 平行当て具痕 黄灰・灰黄 黄灰 微細黒色粒

894 須恵器 甕 Pit687　上層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕→ナデ 明オリーブ灰 灰白 微細白色粒

895 土師器 坏 Pit691　下層 11.2 5.6 4.3 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

897 土師器 高台付椀 Pit693　上層 14.9 8.4 6.3 回転ナデ 回転ナデ 明褐灰 明褐灰 1㎜以下の赤褐色鉱物 スス付着　反転復元

898 布痕土器 焼塩壺 Pit693　一括 - - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物

899 土師器 坏 SS1　下層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 明褐灰 明褐灰 4㎜以下の鉱物 ヘラ切り→ナデ
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

900 土師器 坏 SS1　上層 10.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細黒色粒 全体的に磨耗　反転復元

901 土師器 高台付椀か SS1　下層 14.0 - - ナデ ナデ 橙 にぶい橙 3㎜以下の鉱物 反転復元

902 須恵器 甕 SS1　上層 - - - 平行タタキ 平行当て具痕 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子、黒色粒子

903 土師器 坏 SS2　下層 15.4 6.2 3.7 ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細白・黒色粒 ヘラ切り　反転復元

904 須恵器 甕 SS2　上層 - - - 平行タタキ 同心円当て具痕→
平行当て具痕 灰白 灰 1㎜以下の鉱物

906 龍泉窯系青磁 椀 SS3　中層 - 4.4 - 施釉 施釉 明緑灰 明緑灰 微細白色粒 Ⅳ類～　明代　反転復元

907 須恵器 坏 SX1a　中層 /SX1a　下層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 精緻 ヘラ切り→ナデ
焼成不良・軟質

908 土師器 坏 SX1a　上層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 精緻 ヘラ切り

909 土師器 坏 SX1a　中層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

910 土師器 坏 SX1a　上層 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 精緻 ヘラ切り→ナデ

911 土師器 高台付椀 SX1　上層 - 8.3 - 回転ナデ 回転ナデ 灰黄褐 浅黄橙 1㎜以下の石英、長石

912 土師器 高台付椀 SX1a　中層 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻

913 布痕土器 焼塩壺 SX1a　上層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の小礫、1㎜以下の白色粒子

914 須恵器 高台付坏 SX1a　上層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の白色鉱物

915 須恵器 壺 SX1a　上層 3.4 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 精緻

916 須恵器 甕 SX2　上層 /SX2　中層
SX2　下層 /SX1a　中層 - - - 格子目タタキ 同心円当て具痕 灰白 灰 微細白色粒

917 須恵器 甕 SX1a　中層 - - - ナデ・格子目タタキ ナデ・ケズリ 灰白 灰白 微細白・茶・黒色粒 反転復元

918 緑釉陶器 椀×皿 SX1a　上層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

921 土師器 坏 SX1b　下層 /SX1b　一括 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り

922 土師器 坏 SX1b　下層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の小礫
1㎜以下の石英、角閃石 ヘラ切り

923 土師器 坏（円盤高台） SX1b　上層 /SX1b　下層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り

924 土師器 坏（円盤高台） SX1b　上層 - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

925 土師器 坏（円盤高台） SX1b　下層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り

926 土師器 坏（円盤高台） SX1b　上層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

927 土師器 坏（円盤高台） SX1b　上層 - 6.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙～橙 微細黒色粒、砂粒 ヘラ切り　反転復元

928 土師器 坏（円盤高台） SX1b　下層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な黒色鉱物 ヘラ切り

929 須恵器 壺 SX1b　下層 - - - ナデ ナデ にぶい褐 橙 微細白・茶色粒子

930 須恵器 壺 SX1b　下層 - - - ナデ ナデ 灰黄 灰白～黄灰 微細黒色粒、角閃石 ヘラ切り　焼成不良・軟質

931 須恵器 甕 SX1b　上層 - - - 格子目タタキ 同心円当て具痕 灰白 灰白 微細白色粒 916 と同一個体か

934 須恵器 甕 SX1b　下層 - - - 格子目タタキ 当て具痕→ナデ消し 灰 灰 微細白色粒

936 土師器 坏 SX2　上層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の長石 ヘラ切り　反転復元

937 土師器 坏（円盤高台） SX2　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 精緻 ヘラ切り　反転復元

938 土師器 坏（円盤高台） SX2　上層 - 6.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の白・黒色粒子 ヘラ切り　反転復元

939 土師器 高台付椀 SX2 　中層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 精緻

940 須恵器 壺 SX2　上層 9.7 - - 回転ナデ 回転ナデ 褐灰 灰黄褐 微細白色粒、1㎜以下の小礫 自然釉付着

941 緑釉陶器 椀×皿 SX2　一括 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　軟陶 防長

942 越州窯系青磁 椀×皿 SX2　上層 - - - 施釉 施釉 黄褐 黄褐 精緻 Ⅰ類

943 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 SX2　上層 - - - 格子目タタキ 平行当て具痕 灰 灰 精緻 磨面有

944 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 SX2　上層 - - - 格子目タタキ 平行当て具痕 灰白 灰 精緻 磨面有

945 土師器 椀か SX3　中層 15.0 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 浅黄橙 精緻 反転復元

946 土師器（黒色土器 A） 蓋 SX3　上層 16.0 - - 回転ナデ・ケズリ ナデ→ミガキ にぶい黄橙～
橙

黒～
にぶい黄橙 微細白・黒色粒

947 須恵器 坏 SX3　下層 12.2 7.5 3.7 回転ナデ 回転ナデ 灰黄 灰黄 1㎜以下の黒・白色鉱物 ヘラ切り→ナデ

948 布痕土器 焼塩壺 SX3　上層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 10㎜以下の砂粒

949 布痕土器 焼塩壺 SX3　上層 - - - ナデ 布痕 黄橙 橙 5㎜以下の砂粒

950 土師器 坏 F21　セイチ 14.0 8.8 3.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 9㎜以下の赤茶色小礫 ヘラ切り　器面荒れ　反転復元

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

951 土師器 坏 F20　セイチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

952 土師器 坏 E22　セイチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤茶・黒褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

953 土師器 坏 G22　セイチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 橙 細かい鉱物 ヘラ切り→ナデ

954 土師器 坏 G22　セイチ - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤茶色鉱物 ヘラ切り　底部も粘土紐巻上げ

955 土師器 坏 G22　セイチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 にぶい橙 3㎜以下の赤茶・白色鉱物 ヘ ラ 切 り → ナ デ か　 器 面 荒 れ　
反転復元

956 土師器 坏 F22　セイチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り→ナデ

957 土師器 坏（円盤高台） E22　セイチ - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 にぶい黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り　内面赤彩有

958 土師器 坏（円盤高台） F21　セイチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石 ヘラ切り→ナデ　反転復元

959 土師器 坏（円盤高台） F22　セイチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の角閃石 ヘラ切り→ナデ

960 土師器 坏（円盤高台） F21　セイチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

961 土師器 高台付椀 F22　セイチ - 8.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 反転復元

962 土師器 高台付椀 F22　セイチ - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

963 土師器 高台付椀 G22　セイチ - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の石英、角閃石 器面荒れ

964 土師器 甕 F22　セイチ - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤茶色鉱物

965 土師器 甕 F22　セイチ - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい橙 5㎜以下の石英、長石、赤茶色鉱物

966 土師器 坏 F22　セイチ一括 - - - 磨耗 ナデ・漆膜付着 にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 内面漆付着か

967 布痕土器 焼塩壺 F22　セイチ 14.2 - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の赤茶色鉱物 全体的に磨耗

968 布痕土器 焼塩壺 E22　セイチ - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 13㎜以下の小礫 全体的に磨耗

969 布痕土器 焼塩壺 G22　セイチ - - - ナデ 布痕 橙 橙 8㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗

970 須恵器 坏 F22　セイチ - - - ナデ ナデ 褐灰 褐灰 精緻

971 須恵器 高台付坏 F22　セイチ - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰赤 褐灰 1㎜以下の白色粒子 反転復元

972 須恵器 甕 E22　セイチ - - - ナデ ナデ 暗灰黄 黄灰 精緻

973 須恵器 甕 G22　セイチ - - - 回転ナデ 回転ナデ 褐灰 褐灰 精緻

974 須恵器 壺 F22　セイチ - - - ナデ ナデ 灰褐 褐灰 1㎜以下の白色粒子

975 須恵器 壺 F22　セイチ - 11.0 - ナデ ナデ 褐灰 灰褐 2㎜以下の茶色粒子 ヘラ切り　反転復元

976 須恵器 甕 F22　セイチ - - - 平行タタキ 同心円当て具痕→
平行当て具痕→ナデ 灰 灰 1㎜以下の白色粒子

977 須恵器 甕 E22　セイチ - - - 平行タタキ 同心円当て具痕 黄灰 黄灰 微細白色粒

978 緑釉陶器 椀 E22　セイチ 17.6 - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細黒・白色粒　硬陶 洛西　反転復元

979 緑釉陶器 椀×皿 F21　セイチ一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細茶褐色粒　硬陶 洛西か

980 緑釉陶器 椀×皿 F21　セイチ一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細黒色粒　軟陶 洛北×防長

981 越州窯系青磁 椀 F22　セイチ一括 - - - 施釉・露胎 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 Ⅱ類　目跡有

1017 土師器 坏 H19　6 層オチ 11.3 4.5 
4.0
～
4.5

回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

1018 土師器 坏 G19　6 層オチ 11.6 5.0 4.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1019 土師器 坏 G19　6 層オチ 11.7 4.9 4.8 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の鉱物 ヘラ切り

1020 土師器 坏 G18　6 層オチ 11.0 4.7 4.3 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の褐灰・赤茶色鉱物
2㎜以下の角閃石 ヘラ切り

1021 土師器 坏 H19　6 層オチ 11.5 4.9 
5.1
～
5.6

回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の白・黒・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　歪み有　
全体的に磨耗

1022 土師器 坏 G20　5 層オチ 11.4 5.5 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 ヘラ切り　反転復元

1023 土師器 坏 G20　6 層オチ 11.2 4.2 
4.2
～
4.8

回転ナデ 回転ナデ 黄橙 黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

1024 土師器 坏 G20　6 層オチ 11.8 4.2 5.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 黄橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1025 土師器 坏 H20　6 層オチ 11.1 6.1 
4.1
～
5.4

回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の鉱物 ヘラ切り→ナデか　歪み大

1026 土師器 坏 H20　6 層オチ 11.7 5.7 5.2 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

1027 土師器 坏 G19　6 層オチ 11.3 5.5 4.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1028 土師器 坏 G19　6 層オチ 11.2 4.4 4.1 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 2㎜以下の長石、石英、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　面取有

1029 土師器 坏 G19　6 層オチ 11.0 5.5 4.6 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1030 土師器 坏 G20　6 層オチ 11.0 5.0 
4.5
～
5

回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ　面取有
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1031 土師器 坏 G18　6 層オチ 10.2 5.5 4.5 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1032 土師器 坏 G20　6 層オチ 10.4 5.7 4.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

1033 土師器 坏 H20　6 層オチ 11.2 6.2 4.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、微細白色粒 ヘラ切り　反転復元

1034 土師器 坏 G18　6 層オチ 10.7 5.7 2.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 3㎜以下の石英、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1035 土師器 坏 G19Tr　上層 10.0 5.4 3.0 回転ナデ 回転ナデ 褐灰 にぶい黄橙 細かい砂粒 ヘラ切り

1036 土師器 坏 G20　5 層オチ - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 2㎜以下の鉱物 ヘラ切り　反転復元

1037 土師器 坏 G19　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1038 土師器 坏 G18　6 層オチ - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1039 土師器 坏 H19　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の砂粒 ヘラ切り

1040 土師器 坏 H20　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 明褐灰 微細白色粒 ヘラ切り　反転復元

1041 土師器 坏 G18　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい黄橙 3㎜以下の小礫 ヘラ切り→ナデ

1042 土師器 坏 G19　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1043 土師器 坏 G19　6 層オチ - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

1044 土師器 坏 G19　6 層オチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1045 土師器 坏 G20　6 層オチ - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 6㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1046 土師器 坏 H20　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデか

1047 土師器 坏 G20　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1048 土師器 坏 G19　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1049 土師器 坏 H19　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 4㎜以下の鉱物 ヘラ切り

1050 土師器 坏 H18　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 2㎜以下の赤茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1051 土師器 坏 H18　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤茶・灰白色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1052 土師器 坏 H18　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 6㎜以下の赤茶色鉱物 ヘラ切り

1053 土師器 坏 H18　6 層オチ - 4.5 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 細かい鉱物 ヘラ切り

1054 土師器 坏 H19　6 層オチ - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 4㎜以下の鉱物 ヘラ切り

1055 土師器 坏 H20　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細黒色粒 ヘラ切り　反転復元

1056 土師器 坏 H19　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 明褐灰 1㎜以下の角閃石 ヘラ切り

1057 土師器 坏 G19　6 層オチ - 4.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰褐 にぶい褐 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1058 土師器 坏 G19　6 層オチ - 4.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗　

1059 土師器 坏 H20　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 5㎜以下茶褐色、その他の鉱物 ヘラ切り　反転復元

1060 土師器 坏 H20　6 層オチ - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り　面取有　反転復元

1061 土師器 坏 H20　6 層オチ
G20　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　内外面赤彩有

1062 土師器 坏 G19　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り　全体的に磨耗

1063 土師器 坏 H20　6 層オチ - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 1㎜以下の赤褐色粒子 ヘラ切り　反転復元

1064 土師器 坏 GH20Tr/H20Tr - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り　面取有

1065 土師器 坏 H20　6 層オチ - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1066 土師器 坏 G19　6 層オチ - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1067 土師器 坏 G18　6 層オチ - 4.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

1068 土師器 坏 H19　6 層オチ - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1069 土師器 坏 H20　6 層オチ - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　面取有　反転復元

1070 土師器 坏 G20　5 層オチ
G20　6 層オチ - 4.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1071 土師器 坏 H20　6 層オチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1072 土師器 坏 H20　5 層オチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色粒子 ヘラ切り　反転復元

1073 土師器 坏（円盤高台） G18　6 層オチ 12.0 6.0 5.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の長石、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1074 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ 12.7 6.4 5.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1075 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ 12.4 6.3 6.3 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 4㎜以下の長石、その他の砂粒 ヘラ切り

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1076 土師器 坏（円盤高台） H19　6 層オチ 12.7 6.6 5.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 4㎜以下の赤茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1077 土師器 坏（円盤高台） G・H20Tr　下層 12.3 7.0 5.5 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1078 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ 10.8 6.0 5.2 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1079 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ 10.4 5.8 
3.1
～
3.5

回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の角閃石、茶褐色鉱物 ヘラ切り

1080 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1081 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1082 土師器 坏（円盤高台） G20　5 層オチ - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1083 土師器 坏（円盤高台） G20　5 層オチ - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1084 土師器 坏（円盤高台） G・H20Tr　下層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り

1085 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1086 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1087 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1088 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 黄橙 黄橙 1㎜以下の茶褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1089 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻 ヘラ切り

1090 土師器 坏（円盤高台） H20　5 層オチ - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1091 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 6.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1092 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1093 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1094 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1095 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 1㎜以下の角閃石、白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1096 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1097 土師器 坏（円盤高台） H19　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ・オサエ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1098 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1099 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り

1100 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り

1101 土師器 坏（円盤高台） H19　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り

1102 土師器 坏（円盤高台） H18　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1103 土師器 坏（円盤高台） H18　5 層オチ
H18　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤茶色鉱物 ヘラ切り

1104 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り　反転復元

1105 土師器 坏（円盤高台） H19　5 層オチ - 4.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1106 土師器 坏（円盤高台） G18　6 層オチ - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1107 土師器 坏（円盤高台） H19　6 層オチ 13.5 6.3 5.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1108 土師器 坏（円盤高台） G18　6 層オチ 12.3 6.0 5.2 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1109 土師器 坏（円盤高台） G・H20Tr　下層 12.0 5.7 4.8 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1110 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ 11.2 4.9 4.3 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1111 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ 11.0 5.5 4.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　全体的に磨耗

1112 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ 10.8 6.0 4.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石、白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1113 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ 10.8 5.5 4.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り

1114 土師器 坏（円盤高台） G18　6 層オチ 10.7 5.1 4.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り

1115 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ 10.1 5.2 
3.8
～
4.6

回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1116 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ 9.6 5.4 5.0 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい赤橙 1㎜以下の石英
2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1117 土師器 坏（円盤高台） G18　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

1118 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗

1119 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1120 土師器 坏（円盤高台） G18　6 層オチ - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1121 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の黒・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1122 土師器 坏（円盤高台） H18　5 層オチ - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1123 土師器 坏（円盤高台） H19　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1124 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1125 土師器 坏（円盤高台） G19Tr　上層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1126 土師器 坏（円盤高台） H18　5 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 2㎜以下の角閃石、赤茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1127 土師器 坏（円盤高台） G19　5 層オチ - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の石英、赤褐色鉱物 ヘラ切り

1128 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1129 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1130 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1131 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰黄褐 にぶい褐 精緻 ヘラ切り→ナデ

1132 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 4.7 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

1133 土師器 坏（円盤高台） H19　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1134 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1135 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、黒色粒子 ヘラ切り→ナデ

1136 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 3㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り

1137 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1138 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1139 土師器 坏（円盤高台） GH20Tr　下層 - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1140 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 淡橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1141 土師器 坏（円盤高台） G18　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の赤褐色鉱物
2㎜以下の小礫 ヘラ切り→ナデ

1142 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 4.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1143 土師器 坏（円盤高台） H19　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り

1144 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1145 土師器 坏（円盤高台） G18　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1146 土師器 坏（円盤高台） GH20Tr　下層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1147 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 灰褐 2㎜以下の茶褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　

1148 土師器 坏（円盤高台） G20　6 層オチ - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1149 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1150 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1151 土師器 坏（円盤高台） G18　6 層オチ - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1152 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ 13.0 6.5 7.0 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子

1153 土師器 高台付椀 G・H20Tr　下層 13.0 6.4 6.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物

1154 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ
H20　6 層オチ 14.1 7.6 7.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石、角閃石、黒色粒子 反転復元

1155 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ 15.0 8.0 7.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の長石、黒色粒子 外面線刻有

1156 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ 15.3 8.9 7.8 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

1157 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ 14.3 8.1 7.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤褐色鉱物

1158 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ 15.8 9.0 7.1 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1159 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ 17.8 11.0 9.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 反転復元

1160 土師器 高台付椀 H18　6 層オチ 13.7 7.0 5.4 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子

1161 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ 13.3 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

1162 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ 12.8 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1163 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ 14.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・黒色粒子

1164 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ 14.5 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1165 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ 17.2 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤褐色鉱物

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1166 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ 16.1 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の赤褐色鉱物

1167 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ 16.0 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 全体的に磨耗

1168 土師器 高台付椀か G19　6 層オチ 12.1 - - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の角閃石、白色粒子 反転復元

1169 土師器 高台付椀 G18　6 層オチ 14.3 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1170 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ 14.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1171 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ 15.1 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 淡橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 反転復元

1172 土師器 高台付椀か G19　6 層オチ 12.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石、赤褐色鉱物 反転復元

1173 土師器 高台付椀か G19　6 層オチ 13.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1174 土師器 高台付椀 H19　6 層オチ - 9.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 反転復元

1175 土師器 高台付椀 G18　6 層オチ - 7.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の砂粒

1176 土師器 高台付椀 G18　6 層オチ - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 反転復元

1177 土師器 高台付椀 G18　6 層オチ - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

1178 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1179 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 G19　6 層オチ - 7.5 - 回転ナデ ミガキか にぶい黄橙 褐灰 微細な砂粒

1180 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の白・黒・赤褐色鉱物

1181 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ - 7.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 反転復元

1182 土師器 高台付椀 H18　6 層オチ - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の角閃石

1183 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、黒色粒子

1184 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、黒色粒子

1185 土師器 高台付椀 G・H20Tr　中層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1186 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色鉱物

1187 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ
H20　6 層オチ - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒

1188 土師器 高台付椀 G18　6 層オチ - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい赤褐 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石 反転復元

1189 土師器 高台付椀 G18　6 層オチ - 8.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1190 土師器 高台付椀 G18　6 層オチ - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の黒色粒子 反転復元

1191 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

1192 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1193 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ - 7.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1194 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子

1195 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ - 7.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子

1196 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 反転復元

1197 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1198 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子

1199 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1200 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1201 土師器 高台付椀 G・H20Tr　下層 - 7.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色粒子 反転復元

1202 土師器 高台付椀 G18　6 層オチ - 8.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 反転復元

1203 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ - 8.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1204 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ - 8.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1205 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ - 8.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1206 土師器 高台付椀 G・H20Tr　下層 - 8.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1207 土師器 高台付椀 G20　6 層オチ - 8.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の小礫
2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1208 土師器 高台付椀 H20　6 層オチ - 8.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

1209 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ - 10.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1210 土師器 高台付椀 H19　6 層オチ - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1211 土師器 高台付椀 G19　6 層オチ - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 反転復元

1212 土師器 高台付椀 G19　5 層オチ - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 高台接合部にオサエ痕有

1213 土師器 小皿 H19　6 層オチ 8.8 5.4 1.2 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り

1214 土師器 小皿 H19　6 層オチ 8.8 6.8 1.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗

1215 土師器 小皿 H19　6 層オチ 9.2 7.0 1.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1216 土師器 小皿 H19　6 層オチ 8.6 6.0 1.8 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1217 土師器 小皿 H19　6 層オチ - - 1.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り

1218 土師器 小皿 H19Tr　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色粒子 糸切り

1219 土師器 壺か H19　6 層オチ - 8.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1220 土師器 高台付皿 G20　6 層オチ 12.2 7.4 4.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1221 土師器 脚台付鉢 H20　6 層オチ - 24.0 - ナデ ケズリ 浅黄橙 にぶい黄褐 7㎜以下の小礫、3㎜以下の砂粒 反転復元

1222 土師器 鉢 G18　6 層オチ /G19　5 層
G19　6 層オチ 22.6 9.8 11.5 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒・灰色鉱物 糸切り　

1223 土師器（黒色土器 A） 椀か H20Tr　上層 16.0 - - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 微細な砂粒 反転復元

1224 土師器（黒色土器 A） 椀 G19　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒褐 精緻 ヘラ切り　反転復元

1225 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 G18　6 層オチ - 7.5 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒 1㎜以下の赤褐色鉱物

1226 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 H19　6 層オチ - 7.1 - 回転ナデ ミガキ にぶい黄橙 褐灰 精緻 反転復元

1227 土師器（黒色土器 B） 椀 G18　6 層オチ 12.6 - - ミガキ ミガキ 灰～黒 黒 微細な砂粒 反転復元

1228 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 G18　5 層オチ - 7.6 - ナデ・ミガキ ミガキ 褐灰 褐灰 微細な砂粒 反転復元

1229 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 G18　5 層オチ - 7.3 - ミガキ ミガキ 黒褐 黒褐 微細な石英 反転復元

1230 土師器 甕 G20　6 層オチ 24.4 - - ナデ・ハケメ ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の長石、石英 反転復元

1231 土師器 甕 GH20Tr　下層 14.3 - 10.0 ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ にぶい黄橙～
黒褐

にぶい黄橙～
黒褐 6㎜以下の砂粒

1232 土師器 甕 G20　6 層オチ - - - ナデ ハケメ・ケズリ 浅黄橙 黄橙 3㎜以下の砂粒
1㎜以下の角閃石、石英

1233 土師器 甕 H20　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 橙 3㎜以下の砂粒、赤褐色粒子、
微細な金雲母

1234 土師器 甕 G19　6 層オチ 27.4 - - ナデ・オサエ ナデ・ケズリ 橙 にぶい赤褐 5㎜以下の砂粒、石英、黒色鉱物 反転復元

1235 土師器 甕 H20　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ 明黄褐 橙 5㎜以下の砂粒

1236 土師器 甕 H20　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ 橙 橙 3㎜以下の砂粒

1237 土師器 甕 H19　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄褐 橙 10㎜以下の砂粒、1㎜以下の石英

1238 土師器 甕 H18　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 橙 4㎜以下の砂粒
5㎜以下の白色粒子、微細な金雲母

1239 土師器 甕 H20　6 層オチ 26.4 - - ナデ ナデ・オサエ・ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細な砂粒、黒色粒子 反転復元

1240 土師器 甕 G18　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ 黒褐 にぶい黄橙～
灰黄褐 1㎜以下の砂粒、石英、角閃石

1241 土師器 甕 G18　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ 黒褐 黒褐 微細な金雲母、白・黒色鉱物

1242 土師器 甕 H20　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 橙 4㎜以下の砂粒、微細な黒色鉱物、
石英

1243 土師器 甕 G19　6 層オチ 23.6 - - ナデ ナデ・ケズリ 灰黄褐 にぶい橙 微細な砂粒、石英、角閃石 反転復元

1244 土師器 甕 G18　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ 黒褐 灰褐 微細な砂粒、黒色鉱物、石英

1245 土師器 甕 H20　6 層オチ - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な黒色鉱物、赤褐色粒子、石英

1246 土師器 甕 G19　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ 褐灰 褐灰～橙 微細な石英、角閃石

1247 土師器 甕 G18　5 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ 橙 にぶい橙 微細な石英、角閃石、白色粒子

1248 土師器 甕 H20　6 層オチ - - - ナデ ナデ にぶい黄褐 灰黄褐 3㎜以下の砂粒

1249 土師器 甕 G20　6 層オチ - - - ナデ ナデ にぶい褐 浅黄橙 1㎜以下の褐色粒子、黒色鉱物

1250 土師器 甑 H19　6 層オチ - - - ナデ - 浅黄橙 - 4㎜以下の砂粒
1㎜以下の石英、角閃石

1251 土師器 甑 H19　6 層オチ - - - ナデ・オサエ ナデ 浅黄橙 にぶい褐 5㎜以下の砂粒、微細な石英

1252 土師器 甑 GH20Tr　中層 - - - ナデ ナデ 橙 橙 1㎜以下の砂粒、石英、角閃石

1253 布痕土器 焼塩壺 H19　6 層オチ 13.2 - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 4㎜以下の砂粒 反転復元

1254 布痕土器 焼塩壺 H20　5 層オチ - - - オサエ 布痕 灰褐 橙 5㎜以下の砂粒 胎土硬化

1255 布痕土器 焼塩壺 G20　5 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の砂粒

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1256 須恵器 坏 H20　5 層オチ - 7.6 - ナデ ナデ 灰 灰 微細黒色粒 ヘラ切り→ナデ

1257 須恵器 坏 H20Tr　上層 - 11.9 - ナデ 回転ナデ 黄灰 黄灰 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1258 須恵器 蓋 G20　6 層オチ 13.9 - 2.0 ナデ ナデ 黄灰 黄灰 微細白色粒 反転復元

1259 須恵器 高台付坏か H19　6 層オチ - 11.6 - ナデ ナデ 黄灰 黄灰 微細黒色粒

1260 須恵器 甕 G20　6 層オチ 18.4 - - ナデ・格子目タタキ ナデ・車輪状当て具痕 灰白 灰白 細かい鉱物 反転復元

1261 須恵器 甕 H20　5 層オチ - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 細かい鉱物

1262 須恵器 甕 G19　6 層オチ - - - 自然釉・ナデ 自然釉・ナデ オリーブ黄 灰白～灰褐 微細黒色粒

1263 須恵器 甕 H19　6 層オチ - - - ナデ ナデ 灰白 灰 微細白色粒

1264 須恵器 甕 H19　6 層オチ - - - 自然釉・ナデ 自然釉・ナデ オリーブ黄 灰白～灰褐 微細白色粒

1265 須恵器 甕 G18　6 層オチ - - - ナデ・櫛描波状文 ナデ 灰 灰 微細黒色・白色粒

1266 須恵器 甕 G19　6 層オチ - - - 平行タタキ 平行当て具痕 暗灰 黄灰 1㎜以下の黒色・白色粒子

1267 須恵器 甕 H18　6 層オチ - - - 格子目タタキ 平行当て具痕 褐灰 褐灰 1㎜以下の白・灰色鉱物

1268 須恵器 甕 G19　6 層オチ - - - 平行タタキ・ナデ 車輪状当て具痕→ナデ 灰黄 灰白 微細白色粒

1269 須恵器 甕 G20　6 層オチ - - - 平行タタキ 平行当て具痕 灰 灰 微細白色粒

1270 須恵器 甕 H20　6 層オチ - - - 格子目タタキ 平行当て具痕 灰 灰 微細白色粒

1271 須恵器 甕 G20　6 層オチ - - - 格子目タタキ 車輪状当て具痕→ナデ 灰黄 灰黄 微細白色粒

1272 須恵器 甕 H18　6 層オチ - - - 平行タタキ 同心円当て具痕→
平行当て具痕 灰 灰 1㎜以下の黒・灰色鉱物

1273 須恵器 甕 H20　6 層オチ - - - 平行タタキ・ナデ 平行当て具痕・オサエ 灰 灰 1㎜以下の黒色粒子

1274 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 G19　6 層オチ - - - 平行タタキ 車輪状当て具痕 灰白 灰白 微細白色粒 磨面有

1275 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 G19　6 層オチ - - - 平行タタキ 平行当て具痕 灰白 灰白 微細白色粒 磨面有

1276 須恵器 耳壺把手 H20　5 層オチ - - - ナデ・オサエ - 黄灰 灰白 微細黒色粒

1277 須恵器 耳壺把手 H20　6 層オチ - - - ナデ・オサエ - 黄灰 にぶい黄橙 微細白色粒

1278 須恵器 耳壺 H19　6 層オチ - - - 自然釉 ナデ 灰 灰 1㎜以下の黒色・白色粒子

1279 緑釉陶器 皿 G20　6 層オチ - 8.5 - 施釉 施釉 緑 緑 微細黒色粒　軟陶 防長（長門）　反転復元

1280 緑釉陶器 椀×皿 H19　6 層オチ
H19　6 層一括 - 6.0 - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西　反転復元

1281 緑釉陶器 皿 H19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　硬陶 洛西

1282 緑釉陶器 椀×皿 G20Tr　上層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

1283 緑釉陶器 椀×皿 H19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 緑 緑 精緻　硬陶 洛西×東海

1284 緑釉陶器 椀×皿 G19　5 層 /G19　5 層オチ
H19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 精緻　硬陶 洛西×東海

1285 緑釉陶器 椀×皿 G19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

1286 緑釉陶器 椀×皿 H20　5 層オチ - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　やや硬陶 洛西×東海

1287 緑釉陶器 椀×皿 H19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 緑 緑 微細白色粒　硬陶 洛西×東海

1288 緑釉陶器 椀
G18　5 層一括 /G19　5 層
H19　5 層・6 層オチ
H20　5・6 層一括・6 層オチ

- - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 精緻　硬陶 近江か　反転復元

1289 越州窯系青磁 椀 G20　6 層オチ - - - 施釉 施釉 にぶい黄橙 にぶい黄橙 精緻 Ⅰ -1b 類　蛇ノ目高台

1290 越州窯系青磁 椀×皿 G19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 精緻 Ⅰ類

1291 越州窯系青磁 椀×皿 G19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 精緻 Ⅰ類　

1292 越州窯系青磁 椀×皿 H20Tr　上層 - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 精緻 Ⅰ類

1293 越州窯系青磁 椀×皿 G18　6 層オチ - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 精緻 Ⅰ類

1294 越州窯系青磁 椀×皿 H20　6 層オチ - - - 施釉 施釉 黄褐 黄褐 微細黒色粒 Ⅱ類

1295 越州窯系青磁 壺か G19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 黄褐 黄褐 微細黒色粒 Ⅱ類　ヘラによる縦線有

1296 越州窯系青磁 坏 H19　6 層オチ - - - ナデ ナデ 赤褐 褐灰 微細黒色粒 Ⅱ類　褐彩か

1297 灰釉陶器 椀×皿 H19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒

1298 白磁 椀 G19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 白 白 微細黒色粒 椀Ⅳ -2 類

1299 白磁 椀 H19　6 層オチ - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅴ -2 類

1357 土師器 坏 F14　6 層 14.5 8.7 4.6 回転ナデ 回転ナデ にぶい赤褐 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

真米田遺跡 真米田遺跡
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1358 土師器 坏 D13　6 層 13.4 8.2 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1359 土師器 坏 D13　6 層 11.8 8.0 4.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1360 土師器 坏 F14　6 層 12.5 8.0 4.5 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1361 土師器 坏 G15　6 層 12.6 8.8 3.5 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の茶・灰色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1362 土師器 坏 B5　6 層 12.3 7.5 4.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒、石英 ヘラ切り　全体的に磨耗

1363 土師器 坏 C13　6 層 /D13　6 層 13.6 7.2 4.4 回転ナデ 回転ナデ・ケズリ 橙 橙 3㎜以下の赤茶色鉱物
1㎜以下の石英、白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1364 土師器 坏 B5　6 層 13.2 6.8 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶色粒子 ヘラ切り　反転復元

1365 土師器 坏 B5　6 層オチ 13.6 7.0 3.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、黒色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元　
全体的に磨耗

1366 土師器 坏 F15　6 層 13.8 7.8 4.4 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1367 土師器 坏 F14　6 層 14.2 7.9 4.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1368 土師器 坏 A7　6 層オチ 13.2 5.6 4.4 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 3㎜以下の赤茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1369 土師器 坏 A7　6 層オチ 13.5 6.8 4.2 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 微細な黒・白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1370 土師器 坏 E14　6 層 13.0 7.7 3.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1371 土師器 坏 D14　6 層 13.0 8.0 3.6 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の石英、長石、茶色砂粒 ヘラ切り→ナデ

1372 土師器 坏 A4　6 層 13.0 4.8 4.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 全体的に磨耗　反転復元

1373 土師器 坏 D11　5 層 13.4 5.8 5.1 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の石英、長石、白色粒子 ヘラ切り→ナデ　面取有

1374 土師器 坏 H17　6 層 13.3 6.5 4.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1375 土師器 坏 B6　6 層オチ 12.6 6.0 5.0 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の白・茶・黒色鉱物 ヘラ切り

1376 土師器 坏 B6　6 層オチ 13.1 6.2 4.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細な白・赤褐色粒子、砂粒 ヘラ切り

1377 土師器 坏 D11　6 層 12.8 6.0 4.9 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の石英、長石、角閃石 ヘラ切り　反転復元

1378 土師器 坏 B4　6 層 12.5 6.5 4.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒、黒色鉱物 ヘラ切り

1379 土師器 坏 B6　6 層オチ 12.6 6.0 4.6 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・茶・黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1380 土師器 坏 B5　6 層 12.8 6.2 4.2 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 3㎜以下の灰色鉱物、石英 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗　
反転復元

1381 土師器 坏 B5　6 層オチ 12.1 6.2 5.3 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の茶・白色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1382 土師器 坏 B4　6 層 12.5 6.2 5.7 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1383 土師器 坏 B6　6 層オチ 12.6 6.0 5.1 回転ナデ 回転ナデ 明褐 明褐 2㎜以下の白・黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1384 土師器 坏 A6　6 層オチ 12.4 5.8 4.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1385 土師器 坏 B6　6 層オチ 12.7 6.0 5.1 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1386 土師器 坏 D13　6 層 12.6 6.4 4.2 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1387 土師器 坏 C9　6 層 12.4 6.8 4.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤茶色鉱物
1㎜以下の石英 ヘラ切り

1388 土師器 坏 B6　6 層 12.3 6.4 4.3 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の白・茶・黒色鉱物 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

1389 土師器 坏 A5　6 層 12.2 6.0 3.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1390 土師器 坏 C13　6 層 12.0 6.8 4.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1391 土師器 坏 C10　6 層 12.8 5.0 4.3 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗　
反転復元

1392 土師器 坏 B3　6 層 12.7 5.7 5.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1393 土師器 坏 B6　6 層オチ 12.5 5.8 5.0 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の白・茶・黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1394 土師器 坏 B5　6 層 12.4 5.0 5.0 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 4㎜以下の茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ　

1395 土師器 坏 B6　6 層 12.4 5.0 5.2 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・茶・黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1396 土師器 坏 B5　6 層オチ 12.6 5.9 5.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の茶・白色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1397 土師器 坏 B5　6 層 12.4 5.0 5.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1398 土師器 坏 B5　6 層オチ 12.1 5.4 5.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1399 土師器 坏 A5　6 層 12.4 5.4 3.4 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 細かい茶色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1400 土師器 坏 D10　6 層 12.1 7.2 4.2 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の長石、赤褐色鉱物
1㎜以下の石英

ヘラ切り　全体的に磨耗　
反転復元

1401 土師器 坏 B5　6 層オチ 11.8 5.5 5.0 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、微細な砂粒 ヘラ切り

1402 土師器 坏 B6　6 層オチ 11.8 6.0 5.0 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の茶・黒色鉱物 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗　反転復元
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1403 土師器 坏 B5　6 層 12.0 5.5 4.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶・白色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1404 土師器 坏 B6　6 層オチ 12.0 5.4 4.6 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1405 土師器 坏 A4　6 層 12.0 5.0 4.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・赤褐色粒子 ヘラ切り→ナデ　面取有

1406 土師器 坏 E14　6 層 11.7 7.2 4.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1407 土師器 坏 B5　6 層オチ 11.7 6.0 5.0 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、砂粒 ヘラ切り→ナデ

1408 土師器 坏 D15　5 層 11.8 5.3 4.8 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1409 土師器 坏 B7　6 層 12.8 4.4 3.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1410 土師器 坏 C10　6 層 11.4 5.1 5.3 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 灰褐 1㎜以下の角閃石、白色粒子 ヘラ切り→ナデか　反転復元

1411 土師器 坏 B5　6 層オチ 11.7 5.0 5.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1412 土師器 坏 B5　6 層 11.6 6.0 5.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい褐 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り

1413 土師器 坏 D6　6 層 11.0 5.2 5.2 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1414 土師器 坏 A4　5 層 11.2 5.6 5.1 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の白・黒色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1415 土師器 坏 C9　6 層 11.2 6.0 4.6 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1416 土師器 坏 I21Tr　1 層 11.4 5.5 4.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色粒子 ヘラ切り

1417 土師器 坏 F22　6 層 12.0 5.4 4.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1418 土師器 坏 B5　6 層 11.4 5.0 
4.1
～
4.4

回転ナデ 回転ナデ 淡橙 にぶい橙 微細な砂粒、黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ　面取有

1419 土師器 坏 B5　6 層 11.8 5.0 3.5 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 淡橙 2㎜以下の小礫
1㎜以下の長石、白色粒子 ヘラ切り

1420 土師器 坏 D7　6 層オチ 11.3 5.0 3.9 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石 ヘラ切り

1421 土師器 坏 A6　6 層オチ 11.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、白色粒子 反転復元

1422 土師器 坏 D15　6 層 10.4 5.6 2.8 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 3㎜以下の赤茶色鉱物 ヘラ切り

1423 土師器 坏 E14Tr　5 層 10.9 5.3 4.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色粒子 ヘラ切り

1424 土師器 坏 D15　5 層 10.4 5.0 3.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 ヘラ切り

1425 土師器 坏 B5　6 層 10.5 4.5 3.9 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の砂粒 ヘラ切り→ナデ

1426 土師器 坏 D14　6 層 10.4 5.0 3.1 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 微細な石英、角閃石、金雲母 ヘラ切り

1427 土師器 坏 E14　5 層 9.7 5.6 2.6 回転ナデ 回転ナデ 灰黄褐 にぶい黄橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1428 土師器 坏 E14　5 層 10.0 6.0 
2.0
～
2.5

回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な黒色粒子 ヘラ切り　反転復元

1429 土師器 坏 D14　6 層 9.5 4.8 3.2 回転ナデ ミガキ 黄褐 黒褐～褐灰 1㎜以下の角閃石、白色粒子 ヘラ切り

1430 土師器 坏 B5　6 層 - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り→ナデ

1431 土師器 坏 B5　6 層 - 9.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の小礫
1㎜以下の赤褐色鉱物

ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗　反転復元

1432 土師器 坏 F16　6 層 - 8.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1433 土師器 坏 D14　6 層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 精緻 ヘラ切り

1434 土師器 坏 B5　6 層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 反転復元

1435 土師器 坏 D13　6 層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘ ラ 切 り　 内 面 底 部 に 線 刻 有　
反転復元

1436 土師器 坏 D13　6 層 - 9.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗　
反転復元

1437 土師器 坏 D10　6 層 - 7.3 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 2㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1438 土師器 坏 F15　5 層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1439 土師器 坏 D15　6 層 - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1440 土師器 坏 B2　5 層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶・白色鉱物 ヘラ切り→ナデ　内外面赤彩有

1441 土師器 坏 B3　6 層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の茶・白色鉱物 ヘラ切り→ナデ　内外面赤彩有

1442 土師器 坏 H17　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1443 土師器 坏 B7　6 層 - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1444 土師器 坏 B6　6 層オチ - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

1445 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1446 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ 黄褐 にぶい橙 1㎜以下の砂粒、石英、長石、角閃石 ヘラ切り→ナデ

1447 土師器 坏 D10　6 層 - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石 ヘラ切り→ナデ
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
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口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1448 土師器 坏 B6　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り

1449 土師器 坏 B6　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の石英、角閃石 ヘラ切り　内面赤彩有　
反転復元　

1450 土師器 坏 C4　6 層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色粒子、白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1451 土師器 坏 D10　6 層 - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、白・黒・赤褐色粒子 ヘラ切り→ナデ

1452 土師器 坏 D12　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・赤褐色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1453 土師器 坏 D10　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1454 土師器 坏 D11　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 淡黄褐 にぶい褐 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　

1455 土師器 坏 A4　6 層 - 6.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

1456 土師器 坏 A4　6 層 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り

1457 土師器 坏 B5　6 層オチ - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石、赤褐色鉱物 全体的に磨耗

1458 土師器 坏 D7　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗　
反転復元

1459 土師器 坏 B5　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄褐 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1460 土師器 坏 B6　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1461 土師器 坏 C5　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色鉱物、白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1462 土師器 坏 B3　5 層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 2㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1463 土師器 坏 B5　6 層 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 3㎜以下の灰色鉱物、石英、長石 ヘラ切り→ナデか　器面荒れ

1464 土師器 坏 A8　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 ヘラ切り

1465 土師器 坏 B6　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の長石、白色粒子 ヘラ切り

1466 土師器 坏 A6　6 層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 1㎜以下の石英、白色粒子 ヘラ切り

1467 土師器 坏 C3　6 層 - 5.1 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1468 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

1469 土師器 坏 D15　6 層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒 ヘラ切り

1470 土師器 坏 C15　6 層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰黄 灰黄 1㎜以下の白・黒色粒子 ヘラ切り→ナデ

1471 土師器 坏 C10　5 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1472 土師器 坏 B4　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1473 土師器 坏 C17　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、微細黒色粒 ヘラ切り→ナデ　面取有　
反転復元

1474 土師器 坏 E19　6 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1475 土師器 坏 E15　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 ヘラ切り　反転復元

1476 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り

1477 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1478 土師器 坏 B5　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

1479 土師器 坏 B6　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白・茶・黒色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗

1480 土師器 坏 A6　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1481 土師器 坏 E5　6 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 淡黄 淡黄 1㎜以下の石英、長石、角閃石 ヘラ切り　全体的に磨耗

1482 土師器 坏 A8　6 層オチ - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な黒・赤褐色粒子 ヘラ切り→ナデ

1483 土師器 坏 B7　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な石英、角閃石、赤褐色粒子 ヘラ切り→ナデ

1484 土師器 坏 A6　6 層オチ - 6.1 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1485 土師器 坏 G19　5 層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1486 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 微細白色粒 ヘラ切り

1487 土師器 坏 C18　5 層 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子、微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ　面取有

1488 土師器 坏 C6　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1489 土師器 坏 E15　6 層 - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の茶色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1490 土師器 坏 B8　6 層オチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1491 土師器 坏 C6　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り

1492 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石 ヘラ切り

遺物
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1493 土師器 坏 C6　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1494 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、微細白色粒 ヘラ切り　反転復元

1495 土師器 坏 G19　5 層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1496 土師器 坏 C6　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1497 土師器 坏 B4　6 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、黒色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗　
反転復元

1498 土師器 坏 D20　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　面取有

1499 土師器 坏 A6　6 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1500 土師器 坏 B4　6 層 - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1501 土師器 坏 B5　6 層オチ - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石、赤褐
色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1502 土師器 坏 B5　6 層 - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1503 土師器 坏 B5　6 層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石、赤褐
色鉱物 ヘラ切り

1504 土師器 坏 B5　6 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

1505 土師器 坏 G22　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1506 土師器 坏 B6　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤色粒子、微細な角閃石 ヘラ切り→ナデ

1507 土師器 坏 A6　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り→ナデ　

1508 土師器 坏 A6　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の角閃石、石英
1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1509 土師器 坏 B5　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

1510 土師器 坏 A6　6 層オチ - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り→ナデ

1511 土師器 坏 A7　6 層オチ - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 3㎜以下の茶色鉱物 ヘラ切り

1512 土師器 坏 B5　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の茶色鉱物、砂粒 ヘラ切り→ナデ

1513 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 灰黄褐 1㎜以下の黒・白色粒子 ヘラ切り

1514 土師器 坏 F22　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 淡橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1515 土師器 坏 B5　6 層オチ - 5.1 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1516 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄褐 黄褐 １㎜以下の長石、角閃石、
微細白色粒 ヘラ切り

1517 土師器 坏 B6　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 微細白色粒 ヘラ切り

1518 土師器 坏 H21　6 層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 にぶい黄褐 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　
底部にスス付着

1519 土師器 坏 B5　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1520 土師器 坏 B5　6 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細黒色粒 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1521 土師器 坏 B5　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1522 土師器 坏 D15　5 層 /D15　6 層 - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　面取有

1523 土師器 坏 A6　6 層オチ - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・黒色粒子 ヘラ切り→ナデ　面取有

1524 土師器 坏 D5　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り　

1525 土師器 坏 B7　6 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、白色粒子 ヘラ切り

1526 土師器 坏 B7　6 層オチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1527 土師器 坏 D20　6 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細白色粒 ヘラ切り

1528 土師器 坏 H22　6 層 - 3.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1529 土師器 坏 D16　6 層 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1530 土師器 坏 D14　6 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の長石、微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

1531 土師器 坏 B5　6 層 - 4.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石、1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1532 土師器 坏 C4　6 層 - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1533 土師器 坏 A8　5 層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデか

1534 土師器 坏 B7　6 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1535 土師器 坏 E5　6 層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1536 土師器 坏 B6　6 層オチ - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・灰・黒色鉱物 ヘラ切り

1537 土師器 坏 B6　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗
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1538 土師器 坏 D5　6 層 - 4.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1539 土師器 坏 D5　6 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 微細白色粒 ヘラ切り

1540 土師器 坏 B5　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1541 土師器 坏 B4　6 層 - 4.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1542 土師器 坏 H20　5 層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1543 土師器 坏 E16　6 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ・ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細黒色粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1544 土師器 坏（円盤高台） A4　6 層 14.2 6.8 6.7 回転ナデ・オサエ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1545 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ 13.3 6.6 6.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

1546 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ 13.2 6.6 5.8 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1547 土師器 坏（円盤高台） C6　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1548 土師器 坏（円盤高台） B7　6 層オチ - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の石英、角閃石、黒色粒子
1㎜以下の砂粒 ヘラ切り

1549 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の砂粒、白・黒色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1550 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層 - 7.3 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 2㎜以下の茶褐色鉱物 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

1551 土師器 坏（円盤高台） B3　6 層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

1552 土師器 坏（円盤高台） C9　6 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の長石、赤褐色鉱物 ヘラ切り

1553 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石 ヘラ切り→ナデ

1554 土師器 坏（円盤高台） B8　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1555 土師器 坏（円盤高台） E15　5 層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗　

1556 土師器 坏（円盤高台） G16　6 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒 ヘラ切り→ナデ　内面に線刻か

1557 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい褐 にぶい橙 微細白色粒 ヘラ切り

1558 土師器 坏（円盤高台） C15　6 層 - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り　板状圧痕　硬質

1559 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1560 土師器 坏（円盤高台） E19　6 層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1561 土師器 坏（円盤高台） A5　6 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1562 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1563 土師器 坏（円盤高台） G19　5 層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り

1564 土師器 坏（円盤高台） D14　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

1565 土師器 坏（円盤高台） C16　5 層 - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1566 土師器 坏（円盤高台） E15　6 層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の角閃石、金雲母、
微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

1567 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄褐 にぶい黄褐 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1568 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1569 土師器 坏（円盤高台） C4　6 層 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1570 土師器 坏（円盤高台） C3　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1571 土師器 坏（円盤高台） D17　5 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰褐 にぶい褐 1㎜以下の石英、微細白色粒 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

1572 土師器 坏（円盤高台） F16　5 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄褐 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ

1573 土師器 坏（円盤高台） G16　5 層 - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1574 土師器 坏（円盤高台） H17　6 層 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1575 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の角閃石 ヘラ切り→ナデ

1576 土師器 坏（円盤高台） G16　6 層 - 6.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1577 土師器 坏（円盤高台） D15　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り

1578 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　内面に線刻か

1579 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1580 土師器 坏（円盤高台） A4　5 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄褐 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　

1581 土師器 坏（円盤高台） H20　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子

1582 土師器 坏（円盤高台） D15　6 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り→ナデ
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1583 土師器 坏（円盤高台） E14　5 層 - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り

1584 土師器 坏（円盤高台） C16　6 層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄褐 にぶい黄褐 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

1585 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1586 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ - 5.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1587 土師器 坏（円盤高台） A5　6 層 - 5.1 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい橙 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り

1588 土師器 坏（円盤高台） E14　6 層 11.4 5.8 4.9 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1589 土師器 坏（円盤高台） B7　6 層オチ 12.2 5.8 5.0 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1590 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ 11.2 5.1 5.0 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄褐 にぶい黄褐 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り

1591 土師器 坏（円盤高台） D5　6 層 11.0 5.4 4.4 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り

1592 土師器 坏（円盤高台） B4　6 層 11.6 6.0 5.1 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り　全体的に磨耗　
反転復元

1593 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 11.5 5.6 5.6 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1594 土師器 坏（円盤高台） E14Tr　5・6 層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1595 土師器 坏（円盤高台） D20　6 層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1596 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 精緻 ヘラ切り→ナデ

1597 土師器 坏（円盤高台） E15　5 層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の石英、角閃石 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1598 土師器 坏（円盤高台） F16　6 層 - 7.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1599 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の角閃石、白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1600 土師器 坏（円盤高台） C6　6 層 - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色粒子 ヘラ切り→ナデ

1601 土師器 坏（円盤高台） E15　5 層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 ヘラ切り　反転復元

1602 土師器 坏（円盤高台） D20　6 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、微細黒色粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1603 土師器 坏（円盤高台） A4　5 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り

1604 土師器 坏（円盤高台） C12　6 層 - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1605 土師器 坏（円盤高台） E13　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細黒色粒 ヘラ切り

1606 土師器 坏（円盤高台） D5　6 層 - 6.9 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1607 土師器 坏（円盤高台） C15　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り

1608 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細黒色粒 ヘラ切り→ナデ

1609 土師器 坏（円盤高台） G19　5 層 - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒

1610 土師器 坏（円盤高台） D15　5 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細黒色粒 ヘラ切り

1611 土師器 坏（円盤高台） D10　6 層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1612 土師器 坏（円盤高台） C18　6 層 - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り→ナデ

1613 土師器 坏（円盤高台） G16　6 層 - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1614 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗　
反転復元

1615 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1616 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 1㎜以下の灰・茶色好物 ヘラ切り→ナデ

1617 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ 黄褐 浅黄橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石、
微細な砂粒 ヘラ切り　器面荒れ

1618 土師器 坏（円盤高台） A5　6 層 - 6.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の黒・褐色鉱物、砂粒 ヘラ切り→ナデ

1619 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1620 土師器 坏（円盤高台） E14　5 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細黒色粒 ヘラ切り

1621 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層オチ - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細黒・白色粒 ヘラ切り→ナデ

1622 土師器 坏（円盤高台） E13　6 層 - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 微細な白・茶色粒子、角閃石 ヘラ切り

1623 土師器 坏（円盤高台） D14　6 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・茶色粒子 ヘラ切り

1624 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ - 5.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 ヘラ切り

1625 土師器 坏（円盤高台） D5　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1626 土師器 坏（円盤高台） A7　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1627 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り→ナデ
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1628 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り→ナデか

1629 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1630 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1631 土師器 坏（円盤高台） F15　5 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　全体的に磨耗　
反転復元

1632 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

1633 土師器 坏（円盤高台） C4　6 層 - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ

1634 土師器 坏（円盤高台） E20　6 層 - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1635 土師器 坏（円盤高台） B4　6 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1636 土師器 坏（円盤高台） B6　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1637 土師器 坏（円盤高台） H19　5 層 - 5.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り

1638 土師器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1639 土師器 坏（円盤高台） B3　6 層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　全体的に磨耗

1640 土師器 坏（円盤高台） H19　5 層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒 ヘラ切り

1641 土師器 坏（円盤高台） G19　6 層オチ - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り

1642 土師器 坏（円盤高台） B7　6 層オチ - 4.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

1643 土師器 坏（円盤高台） G17　6 層 - 4.9 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　

1644 土師器 坏（円盤高台） H20　5 層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 淡橙 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

1645 土師器 坏（円盤高台） E20　6 層 - 5.1 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗　

1646 土師器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデか　
全体的に磨耗

1647 土師器 坏（円盤高台） E20　5 層 - 5.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ　
全体的に磨耗か

1648 土師器 坏（円盤高台） A7　6 層オチ - 5.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

1649 土師器 椀か A6　6 層オチ 12.8 5.0 4.6 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1650 土師器 高台付椀 D12　6 層 12.6 7.4 5.2 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 全体的に磨耗　反転復元

1651 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ 13.0 7.0 5.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細黒色粒 反転復元

1652 土師器 高台付椀 B5　6 層 12.7 7.0 5.9 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 3㎜以下の長石
1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 ヘラ切り

1653 土師器 高台付椀 B8　6 層オチ 14.5 7.5 7.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 橙 1㎜以下の赤・白色粒子 内面赤彩有　反転復元

1654 土師器 高台付椀 B5　6 層オチ 14.6 8.0 6.6 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 器面荒れ　反転復元

1655 土師器 高台付椀 B7　6 層 15.0 6.0 4.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒

1656 土師器 高台付椀 B6　6 層 15.2 8.0 6.7 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子 反転復元

1657 土師器 高台付椀 C18　6 層 14.0 7.8 7.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色粒子 反転復元

1658 土師器 高台付椀 E13　自然流路 Tr 12.8 6.2 6.5 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子

1659 土師器 高台付椀 B5　6 層オチ 14.5 7.4 5.6 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 反転復元

1660 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ 12.9 5.6 6.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1661 土師器 高台付椀 B4　6 層 13.6 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 反転復元

1662 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ 13.3 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒

1663 土師器 高台付椀 F16　6 層 13.6 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物

1664 土師器 高台付椀 E15　6 層 14.4 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい黄褐 1㎜以下の黒色鉱物 反転復元

1665 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ 16.5 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒 反転復元

1666 土師器 高台付椀 A6　6 層 14.0 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 精緻 反転復元

1667 土師器 高台付椀 C13　6 層 15.0 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい褐灰 1㎜以下の黒色鉱物 反転復元

1668 土師器 高台付椀 D10　6 層 13.6 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1669 土師器 高台付椀か D13　6 層 12.8 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細白・黒色粒 反転復元

1670 土師器 高台付椀か A4　6 層 12.4 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 赤彩有　反転復元

1671 土師器 高台付椀か D10　6 層 12.2 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1672 土師器 高台付椀か D10　6 層 12.9 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 反転復元
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1673 土師器 高台付椀 A5　6 層 11.6 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 反転復元

1674 土師器 高台付椀 B8　6 層オチ 13.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 浅黄橙 微細黒色粒 反転復元

1675 土師器 高台付椀 D13　6 層 15.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 反転復元

1676 土師器 高台付椀 A5　6 層 15.8 - - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1677 土師器 高台付椀 D5　6 層オチ 13.6 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1678 土師器 高台付椀 B7　6 層 - 8.0 - 回転ナデ・ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻

1679 土師器 高台付椀 C3　5 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物、
白色粒子

1680 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 D14　6 層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 褐灰 微細な鉱物 反転復元

1681 土師器 高台付椀 D15　6 層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石、
赤褐色鉱物

1682 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の金雲母、白色粒子 反転復元

1683 土師器 高台付椀 E20　6 層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒 全体的に磨耗　反転復元

1684 土師器 高台付椀 A5　6 層 - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の赤褐色鉱物、砂粒

1685 土師器 高台付椀 D13　6 層 - 8.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒 反転復元

1686 土師器 高台付椀 B4　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 灰白 1㎜以下の白色鉱物

1687 土師器 高台付椀 A8　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 反転復元

1688 土師器 高台付椀 B6　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、白色粒子 反転復元

1689 土師器 高台付椀 D12　6 層 - 7.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子

1690 土師器 高台付椀 A6　6 層オチ - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 反転復元

1691 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 全体器に磨耗

1692 土師器 高台付椀 B3　6 層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石 全体的に磨耗

1693 土師器 高台付椀 A6　6 層オチ - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 蛇ノ目高台　反転復元

1694 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石、
金雲母、赤褐色鉱物 全体的に磨耗

1695 土師器 高台付椀 B5　6 層オチ - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子

1696 土師器 高台付椀 B5　6 層オチ - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の赤褐色鉱物 全体的に磨耗　反転復元

1697 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 全体的に磨耗　反転復元　

1698 土師器 高台付椀 A5　6 層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1699 土師器 高台付椀 B7　6 層オチ - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石、白色粒子 反転復元

1700 土師器 高台付椀 B4　6 層 - 6.7 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 にぶい橙 2㎜以下の茶色鉱物 器面荒れ

1701 土師器 高台付椀 A7　6 層オチ - 8.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1702 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ - 8.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰黄褐 微細白色粒

1703 土師器 高台付椀 D5　6 層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物

1704 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒

1705 土師器 高台付椀 D10　6 層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1706 土師器 高台付椀 B5　6 層オチ - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 微細白色粒

1707 土師器 高台付椀 C10　5 層 - 6.5 - 回転ナデ ミガキか にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒

1708 土師器 高台付椀 A6　6 層オチ - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の鉱物 反転復元

1709 土師器 高台付椀 C18　6 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1710 土師器 高台付椀 C5　6 層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物

1711 土師器 高台付椀 B5　6 層オチ - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、金雲母

1712 土師器 高台付椀 B5　6 層オチ - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 明褐灰 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、白色粒子

1713 土師器 高台付椀 B3　6 層 - 9.3 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 反転復元

1714 土師器 高台付椀 C3　6 層 - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒

1715 土師器 高台付椀 C2　6 層 - 8.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1716 土師器 高台付椀 D5　6 層 - 9.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の長石、赤褐色鉱物 反転復元

1717 土師器 高台付椀 D4　K 層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ→ミガキ にぶい橙 にぶい橙 精緻 反転復元

真米田遺跡真米田遺跡



-367--366-

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1718 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 C5　6 層 - 7.4 - 回転ナデ ミガキか 灰白 黒褐 2㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物

1719 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 8.4 - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石、
白色鉱物 椀部と高台部に異なる粘土か

1720 土師器 高台付椀 B6　6 層 /B6　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 布痕 橙 橙 3㎜以下の鉱物 内面に布痕有

1721 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 精緻

1722 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、白色粒子 全体的に磨耗　内面に布痕有

1723 土師器 高台付椀 B6　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、微細白色粒

1724 土師器 高台付椀 A6　6 層オチ - 6.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻

1725 土師器 高台付椀 D13　6 層 - 7.1 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒 反転復元

1726 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒

1727 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子

1728 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ - 9.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石、茶褐色鉱物 反転復元

1729 土師器 高台付椀 A7　6 層オチ - 7.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な石英、角閃石、
白・赤褐色粒子

1730 土師器 高台付椀 A6　6 層オチ - 8.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1731 土師器 高台付椀 H20　5 層 - 6.2 - 回転ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒

1732 土師器 高台付椀 D20　6 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 全体的に磨耗　反転復元

1733 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 7.3 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒

1734 土師器 高台付椀 B3　6 層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶・白色鉱物

1735 土師器 高台付椀 G19　5 層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子 反転復元

1736 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色粒子 全体的に磨耗　反転復元

1737 土師器 高台付椀 A6　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の黒色粒子 反転復元

1738 土師器 高台付椀 A5　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 微細白色粒

1739 土師器 高台付椀 B6　6 層 - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色粒子

1740 土師器 高台付椀 D15　5 層 9.7 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶・白色鉱物、砂粒

1741 土師器 高台付椀 E20　6 層 - 8.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の赤褐色粒子 全体的に磨耗　反転復元

1742 土師器 高台付椀 C18　6 層 - 9.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白色粒子

1743 土師器 高台付椀 C18　6 層 - 8.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色粒子 反転復元

1744 土師器 高台付椀 D13　6 層 - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい黄橙 微細白色粒 反転復元

1745 土師器 高台付椀 A4　6 層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、微細白色粒 反転復元

1746 土師器 高台付椀 B5　6 層オチ - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒・赤褐色鉱物 全体的に磨耗　反転復元

1747 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 橙 微細白色粒

1748 土師器 高台付椀 F14　6 層 - 8.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色粒子、微細白色粒 反転復元

1749 土師器 高台付椀 A6　6 層オチ - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻

1750 土師器 高台付椀 D15　5 層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、赤褐色鉱物 反転復元

1751 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の黒・白色鉱物 反転復元

1752 土師器 高台付椀 D13　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい赤褐 にぶい赤褐 1㎜以下の白色鉱物

1753 土師器 高台付椀 B5　6 層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒 全体的に磨耗　反転復元

1754 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・黒色粒子 反転復元

1755 土師器 高台付椀 E16　5 層 - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 精緻 反転復元

1756 土師器 高台付椀 B4　6 層 - - - ナデ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、微細白色粒 内面に布痕有

1757 土師器 高台付椀 D16　6 層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい褐 にぶい褐 微細な砂粒

1758 土師器 高台付椀 D6　K 層 - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 反転復元

1759 土師器 高台付椀 B6　6 層オチ - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・茶・黒色鉱物 反転復元

1760 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 C5　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 褐灰 微細な砂粒、赤褐色鉱物

1761 土師器 高台付椀 B5　6 層オチ - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色鉱物 全体的に磨耗

1762 土師器 坏×椀 B5　6 層一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 口縁部・内面に膜状の漆付着か

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1763 土師器 坏×椀 B5　6 層一括 - - - 磨耗 磨耗 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の黒・茶褐色鉱物 口唇部～口縁端部内面に
漆付着か

1764 土師器 坏×椀 A5　5・6 層一括 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 外面に膜状の漆付着か

1765 土師器 坏×椀 D15　5・6 層一括 - - - 磨耗 漆付着 浅黄橙 浅黄橙 精緻 内面に固形・膜状の漆付着か

1766 土師器 坏×椀 B7　2・6 層一括 - - - 磨耗 漆付着 にぶい黄橙 にぶい黄橙 精緻 内面に膜状の漆付着か

1767 土師器 坏×椀 E14　6 層一括 - - - 磨耗・漆付着 磨耗 浅黄橙 浅黄橙 精緻 外面に膜状の漆付着か

1768 土師器 坏×椀 E6　6 層一括 - - - 磨耗 回転ナデ・漆付着 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 内面に膜状の漆付着か

1769 土師器 坏 D14　5・6 層一括 - - - ナデ 漆付着 浅黄橙 褐灰 精緻 内外面に固形・膜状の漆付着

1770 土師器 坏 B8　6 層オチ一括 - - - 磨耗 磨耗・漆付着 にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の茶褐色鉱物 内面に漆付着

1771 土師器 坏 B8　6 層一括 - - - 磨耗 磨耗・漆付着 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の茶褐色鉱物 内面に膜状の漆付着か

1772 土師器 坏 C10　5 層 14.8 8.8 3.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 糸切り

1773 土師器 坏 E13　6 層オチ 14.8 7.8 3.4 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1774 土師器 坏 D15　5 層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒 糸切り

1775 土師器 坏 E6　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の黒色粒子 糸切り

1776 土師器 坏 C12　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 微細な赤色粒子 糸切り

1777 土師器 小皿 F20　6 層 /F20　5 層 11.6 8.0 1.7 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　全体的に磨耗　
反転復元

1778 土師器 小皿 D5　6 層 10.0 4.6 2.1 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　全体的に磨耗　
反転復元

1779 土師器 小皿 C10　5 層 9.8 6.8 1.8 回転ナデ 回転ナデ 灰黄褐 灰黄褐 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　反転復元

1780 土師器 小皿 C10　5 層 9.0 6.8 1.8 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り　反転復元

1781 土師器 小皿 D14　5 層 9.0 5.6 2.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物 糸切り　底部に穿孔か
反転復元

1782 土師器 蓋 C11Tr　自然流路 12.3 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄 浅黄 2㎜以下の赤褐色粒子
1㎜以下の白・黒色粒子 反転復元

1783 土師器 蓋 D14　6 層 14.6 - 3.1 回転ナデ・ケズリ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の白色粒子 反転復元

1784 土師器 蓋 F16　6 層 14.0 7.8 2.7 回転ナデ 回転ナデ 灰黄 灰白 1㎜以下の角閃石、微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

1785 土師器 蓋 D14　6 層 14.0 - 2.5 回転ナデ・ケズリ 回転ナデ 灰オリーブ 灰白 1㎜以下の石英、白色鉱物 反転復元

1786 土師器 蓋 E14　6 層 14.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒 反転復元

1787 土師器 蓋か D15　5 層 14.2 - 1.4 回転ナデ・ケズリ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色粒子 反転復元

1788 土師器 蓋 C12　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 微細白色粒

1789 土師器 鉢か E15　5・6 層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細な白・黒色粒子、砂粒

1790 土師器 小型椀 B8　6 層オチ 6.0 - - ナデ ナデ 淡橙～黒 黒 精緻 反転復元

1791 土師器 脚台付皿 A7　6 層オチ /B7　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・赤褐色鉱物

1792 土師器 脚台付鉢 C6　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色粒子
1㎜以下の石英、角閃石

1793 土師器 脚台付鉢 B5　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の石英、長石、赤褐色鉱物

1794 土師器 脚台付鉢 A8　6 層オチ - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

1795 土師器 高台付皿 C4　6 層 12.4 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の黒色粒子 反転復元

1796 土師器 托上椀 D14　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の白・黒色粒子 反転復元

1797 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 D9　6 層 13.4 7.4 5.7 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の角閃石、白色粒子 反転復元

1798 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か A4　5 層 15.8 - - 回転ナデ ミガキ 灰白 褐灰 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の白色鉱物 反転復元

1799 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か B6　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ 褐灰・淡黄橙 褐灰 1㎜以下の赤褐色鉱物

1800 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か B6　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ 褐灰・淡黄橙 褐灰 1㎜以下の赤褐色鉱物

1801 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B5　6 層 12.2 6.2 5.6 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の白・黒色粒子

1802 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 E15　5 層 14.8 6.1 5.5 ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の茶色鉱物 反転復元

1803 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か E14　6 層 16.8 - - 回転ナデ ミガキ にぶい黄褐 黒褐 微細白色粒 反転復元

1804 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B5　6 層 /B5　6 層オチ 15.3 - - 回転ナデ 回転ナデ・ミガキ 浅黄橙 灰 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 一部スス付着　反転復元

1805 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か D11　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 褐灰 1㎜以下の白色粒子

1806 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か B5　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 明赤褐 精緻

1807 土師器（黒色土器 A） 高台付椀か E16　5 層 - - - ミガキ ミガキ にぶい褐 黒 1㎜以下の角閃石、微細な鉱物
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1808 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B7　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の石英
2㎜以下の赤褐色鉱物

1809 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 D11　6 層 - 7.0 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒褐 1㎜以下の石英、微細白色粒 反転復元

1810 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 H20　5 層 - 7.8 - ナデ ミガキ 灰白 黄灰 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物、微細
白色粒 反転復元

1811 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B5　6 層 - 8.2 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の黒色粒子 反転復元

1812 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 D14　6 層 - 8.0 - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 褐灰 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1813 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 C15　6 層 - 6.8 - 回転ナデ ミガキ にぶい黄橙 黒褐 精緻 反転復元

1814 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B3　6 層 - 5.8 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

1815 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 A6　6 層オチ - 7.8 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の角閃石、微細白色粒

1816 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 C11　6 層 - 6.9 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒褐 1㎜以下の赤褐色鉱物

1817 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 G19　5 層 - 7.6 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒 1㎜以下の石英、角閃石、微細白色粒 反転復元

1818 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 E16　6 層 - 7.2 - 回転ナデ ミガキ にぶい黄橙 黒褐 1㎜以下の角閃石、微細白色粒 反転復元

1819 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B5　6 層オチ - 8.2 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の角閃石、微細白色粒

1820 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B5　6 層オチ - 7.2 - 回転ナデ ミガキ にぶい黄橙 黒褐 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 反転復元

1821 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 D18　6 層 - 7.6 - 回転ナデ ミガキ にぶい黄褐 黒 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子

1822 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 D11　6 層 - 6.0 - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 黒褐 1㎜以下の石英、角閃石 反転復元

1823 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 E13　6 層 - 8.2 - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 黒褐 1㎜以下の石英、角閃石、黒色粒子 反転復元

1824 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 A6　6 層オチ - 7.3 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒褐 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物、微細
白色粒

1825 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B13　6 層 - 7.4 - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 黒褐 1㎜以下の石英、角閃石、微細白色粒

1826 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 A6　6 層オチ - 6.2 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の石英、微細黒色粒

1827 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 A4　6 層 - 6.6 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 灰褐 微細な砂粒 反転復元

1828 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B6　6 層 - 6.0 - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 褐灰 微細な鉱物 反転復元

1829 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B6　6 層オチ - 6.6 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒褐 1㎜以下の白色粒子

1830 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 C4　6 層 - 5.7 - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 黒褐 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子 反転復元

1831 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 B6　6 層オチ - 8.0 - 回転ナデ ミガキ 灰白 灰 1㎜以下の長石、微細白色粒

1832 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 A4　6 層 - 8.6 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の赤褐色鉱物

1833 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 C10　5 層 /C10　6 層 - 6.8 - ミガキ ミガキ にぶい黄橙 黒褐 精緻

1834 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 H19　5 層 - 8.2 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒 精緻 反転復元

1835 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 D15　6 層 - 7.6 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の赤褐色鉱物 全体的に磨耗　反転復元

1836 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 D11　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ にぶい黄橙 褐灰 微細白色粒 反転復元

1837 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 C19　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒 1㎜以下の石英、微細な黒色鉱物 反転復元

1838 土師器（黒色土器 A）高台付椀 D15　5 層 /D15　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 微細な砂粒

1839 土師器（黒色土器 A） 坏（円盤高台） B5　6 層オチ - 7.0 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 黒褐 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

1840 土師器（黒色土器 A） 坏（円盤高台） A5　6 層 - 6.8 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の黒色鉱物 ヘラ切り→ナデ

1841 土師器（黒色土器 A） 高台付椀 C5　6 層 - 4.8 - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 黒褐 微細な砂粒 底部オサエ有か

1842 土師器（黒色土器 A） 坏 B5　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ にぶい黄橙 褐灰 微細白色粒 反転復元

1843 土師器（黒色土器 A） 坏 D15　6 層 /C16　5 層 - - - 回転ナデ・ケズリ ミガキ 浅黄橙 暗灰 微細な石英、角閃石、白色粒子 反転復元

1844 土師器（黒色土器 A） 坏 A4　6 層 - 5.5 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 灰 1㎜以下の角閃石、赤褐色鉱物、微細
白色粒 ヘラ切り

1845 土師器（黒色土器 A） 坏 A6　6 層 - 4.0 - 回転ナデ ミガキ 浅黄橙 褐灰 1㎜以下の黒・赤褐色鉱物

1846 土師器（黒色土器 A） 坏 D11　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 黒褐 微細な鉱物 ヘラ切り

1847 土師器（黒色土器 A） 坏蓋 D15　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ 灰黄褐 暗灰 精緻

1848 土師器（黒色土器 A） 坏蓋 D15　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ にぶい褐 暗灰 微細な鉱物

1849 土師器（黒色土器 A） 蓋 D14　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 黒褐 2㎜以下の赤褐色鉱物、微細白色粒

1850 土師器（黒色土器 A） 蓋 C15　6 層 - - - ミガキ ミガキ にぶい褐 黒褐 精緻

1851 土師器（黒色土器 A） 坏蓋 C15　6 層 - - - 回転ナデ ミガキ にぶい橙 灰褐 1㎜以下の茶色鉱物

1852 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 F15　6 層 16.7 8.4 6.9 ミガキ ミガキ 黒 黒 1㎜以下の長石、金雲母、微細白色粒
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1853 土師器（黒色土器 B） 高台付椀か D14　6 層 14.0 - - 回転ナデ・ミガキ ミガキ 灰白 黒褐 微細白色粒 反転復元

1854 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 A5　6 層 - 7.6 - ミガキ ミガキ 黄灰 黄灰 微細な砂粒、石英 全体的に磨耗　反転復元

1855 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 D20　6 層 - 7.3 - ミガキ ミガキ 灰 灰 微細白色粒

1856 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 D15　6 層 - 6.9 - ミガキ ミガキ 褐灰 にぶい黄橙 微細黒・白色粒

1857 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 E13　6 層 - - - ミガキ ミガキ 褐灰 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物

1858 土師器（黒色土器 B） 高台付椀 E13　6 層 - 8.0 - ミガキ ミガキ 褐灰 にぶい黄橙 精緻 反転復元

1859 土師器 甕 E20　5 層 /E20　6 層 25.2 - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 橙 橙 7㎜以下の赤茶色鉱物 反転復元

1860 土師器 甕 C12　6 層 /C13　6 層 21.8 - - ナデ・ハケメ ナデ・ハケメ 灰白 浅黄橙 5㎜以下の鉱物 反転復元

1861 土師器 甕 D14　6 層 29.5 - - ナデ・ハケメ ナデ・ハケメ・ケズリ にぶい橙 にぶい褐 5㎜以下の小礫 反転復元

1862 土師器 甕 D14　6 層 /D15　6 層 15.7 - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 橙 にぶい橙 6㎜以下の小礫 反転復元

1863 土師器 甕 A6　6 層オチ 26.0 - - ナデ・ハケメ ハケメ・ケズリ 浅黄橙 にぶい橙 5㎜以下の砂粒、1㎜以下の角閃石 反転復元

1864 土師器 甕 D5　6 層 18.0 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の砂粒
1㎜以下の石英、角閃石 反転復元

1865 土師器 甕 D12　6 層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英
5㎜以下の赤茶・褐灰色鉱物 反転復元

1866 土師器 甕 D12　6 層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ハケメ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の赤茶色鉱物

1867 土師器 甕 D14　6 層 29.2 - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 浅黄橙 灰白 5㎜以下の鉱物 反転復元

1868 土師器 甕 C13　6 層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の茶色鉱物

1869 土師器 甕 B5　6 層 26.8 - - ナデ ケズリ・ハケメ 灰白 灰白 3㎜以下の鉱物 反転復元

1870 土師器 甕 C4　6 層 - - - ナデ・ハケメ ハケメ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の砂粒、角閃石

1871 土師器 甕 E15　6 層 29.0 - - ナデ・ハケメ ハケメ・ケズリ 黒褐 黒 微細白色粒

1872 土師器 甕 D11　6 層 - - - ナデ ハケメ 橙～灰褐 橙 3㎜以下の砂粒
1㎜以下の石英、角閃石

1873 土師器 甕 B4　6 層 27.0 - - ナデ・ハケメ ハケメ・ケズリ 橙～黒褐 明褐 7㎜以下の砂粒 反転復元

1874 土師器 甕 C10　5 層 27.2 - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 浅黄橙 3㎜以下の砂粒
1㎜以下の石英、長石、角閃石 反転復元

1875 土師器 甕 B5　6 層 27.8 - - ナデ・ハケメ ナデ・ハケメ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の石英、長石
4㎜以下の小礫、赤褐色・暗褐色砂粒 反転復元

1876 土師器 甕 B5　6 層オチ 26.6 - - ナデ ハケメ→ナデ 黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒、赤褐色鉱物、石英、
長石 反転復元

1877 土師器 甕 B6　6 層オチ 20.8 - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 橙 にぶい橙 2㎜以下の石英、長石、角閃石
3㎜以下の砂粒 反転復元

1878 土師器 甕 F22　6 層 - - - ナデ・ハケメ ハケメ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の黒色鉱物

1879 土師器 甕 D12　6 層 - - - ナデ・ハケメ ナデ にぶい褐 灰褐 6㎜以下の赤茶・褐灰色鉱物

1880 土師器 甕 B6　6 層オチ - - - ハケメ→ナデ ナデ 橙 にぶい赤褐 1㎜以下の石英、長石、赤褐色鉱物、
3㎜以下の砂粒 スス付着

1881 土師器 甕 B4　6 層 - - - ナデ ハケメ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の石英、1㎜以下の角閃石
5㎜以下の小礫、赤褐色鉱物

1882 土師器 甕 C11　6 層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の鉱物

1883 土師器 甕 F22　6 層 - - - ナデ ハケメ にぶい褐 にぶい橙 6㎜以下の石英、赤茶色鉱物

1884 土師器 甕 C9　5 層 - - - ナデ ナデ・ハケメ・ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細な石英、黒・赤褐色粒子

1885 土師器 甕 C4　6 層 - - - ナデ ナデ・ハケメ にぶい黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒
1㎜以下の赤褐色粒子

1886 土師器 甕 C10　6 層 - - - ナデ ハケメ・ケズリ 橙 橙 3㎜以下の砂粒、石英
1㎜以下の角閃石

1887 土師器 甕 E14　6 層 - - - ナデ・ハケメ ハケメ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の石英、長石、角閃石、
金雲母、1㎜以下の鉱物

1888 土師器 甕 D4　K 層 - - - ナデ・ハケメ ハケメ 浅黄 浅黄 1㎜以下の石英、長石、砂粒、
黒・赤褐色粒子

1889 土師器 甕 C9　6 層 - - - ナデ ナデ・ハケメ 浅黄橙 にぶい黄橙 3㎜以下の砂粒、微細な黒色粒子

1890 土師器 甕 B6　6 層オチ 29.0 - - ナデ・ハケメ・
格子目タタキ ミガキ・ナデ・ケズリ にぶい褐 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石

5㎜以下の砂粒 反転復元

1891 土師器 甕 D13　6 層 19.0 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 にぶい黄橙 6㎜以下の褐灰・赤茶色鉱物 反転復元

1892 土師器 鉢 B6　6 層オチ 25.1 - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の石英、角閃石、長石
4㎜以下の鉱物 反転復元

1893 土師器 甕 C15　6 層 19.0 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の鉱物 口縁端部に凹線有　反転復元

1894 土師器 甕 B5　6 層オチ 25.4 - - ナデ ナデ・ハケメ 浅黄橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石
3㎜以下の褐色鉱物、砂粒 反転復元

1895 土師器 甕 B8　6 層オチ 19.6 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい黄橙 3㎜以下の砂粒、微細な石英、長石、
赤褐色粒子

1896 土師器 甕 G16　6 層 25.6 - - ナデ・格子目タタキ ナデ・ケズリ 褐灰 にぶい橙 4㎜以下の灰褐色鉱物 反転復元

1897 土師器 甕 D13　6 層 17.0 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の鉱物 反転復元

真米田遺跡真米田遺跡
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1898 土師器 甕 D15　6 層 22.8 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の小礫 反転復元

1899 土師器 甕 F14　6 層 24.2 - - ナデ ナデ・ケズリ 橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石
3㎜以下の小礫 反転復元

1900 土師器 甕 B5　6 層 23.5 - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の石英、長石、赤褐色鉱物
4㎜以下の砂粒 線刻有　反転復元

1901 土師器 甕 D13　6 層 23.0 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 灰白 5㎜以下の鉱物 反転復元

1902 土師器 甕 D13　6 層 24.0 - - ナデ ナデ・ケズリ 灰白 灰白 3㎜以下の鉱物 反転復元

1903 土師器 甕 A6　6 層オチ 26.7 - - ナデ ナデ・ケズリ 橙 浅黄橙～橙 3㎜以下の砂粒、赤褐色粒子 反転復元

1904 土師器 甕 B4　6 層 27.2 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 微細な石英、角閃石
3㎜以下の白・黒・褐色砂粒 反転復元

1905 土師器 甕 D12　6 層 /D13　6 層 27.6 - - ナデ ナデ・ケズリ 橙 浅黄橙 3㎜以下の石英、赤茶・褐灰色鉱物 反転復元

1906 土師器 甕 D13　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 浅黄橙 5㎜以下の赤茶色鉱物

1907 土師器 甕 B6　6 層オチ - - - ナデ ナデ 橙 橙 2㎜以下の石英、長石、角閃石、砂粒

1908 土師器 甕 D11　6 層 - - - ナデ ナデ 浅黄 浅黄 3㎜以下の赤褐色粒子
1㎜以下の長石、角閃石、砂粒

1909 土師器 甕 B6　6 層オチ - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 赤褐色鉱物
4㎜以下の砂粒、石英

1910 土師器 甕 C13　6 層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の鉱物

1911 土師器 甕 D15　6 層 - - - ナデ ナデ 淡黄 淡黄 5㎜以下の鉱物

1912 土師器 甕 D14　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 浅黄橙 3㎜以下の鉱物

1913 土師器 甕 B4　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 橙 1㎜以下の石英、長石
3㎜以下の鉱物、砂粒

1914 土師器 甕 H18　6 層オチ 24.2 - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 細かい鉱物 反転復元

1915 土師器 甕 D4Tr　6 層 27.5 - - ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 5㎜以下の赤褐色粒子、3㎜以下の
砂粒、長石、微細な黒色粒子 反転復元

1916 土師器 甕 B4　6 層 27.9 - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 2㎜以下の長石、赤褐色鉱物、
黒・白色粒子 反転復元

1917 土師器 甕 D14　6 層 /E14　6 層 26.8 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 にぶい橙 5㎜以下の鉱物 口縁端部に凹線有　反転復元

1918 土師器 甕 D14　6 層 28.8 - - ナデ ナデ 灰白 灰白 5㎜以下の鉱物 反転復元

1919 土師器 甕 C10　5 層 30.4 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒、石英、角閃石、長石、
赤褐色粒子 反転復元

1920 土師器 甕 A5　5 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 黒褐 にぶい黄橙 微細な砂粒 スス付着

1921 土師器 甕 D13　6 層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 淡黄 6㎜以下の茶・灰色鉱物

1922 土師器 甕 A8　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 明黄褐 2㎜以下の赤褐色粒子
1㎜以下の長石、黒色粒子、砂粒

1923 土師器 甕 H20　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 橙 4㎜以下の灰褐・赤茶色鉱物

1924 土師器 甕 C5　6 層 - - - ナデ ナデ・オサエ・ケズリ にぶい橙 橙 1㎜以下の砂粒、黒色粒子

1925 土師器 甕 D12　6 層 /D13　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 灰白 灰白 4㎜以下の褐灰色鉱物

1926 土師器 甕 E14　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 橙 橙 6㎜以下の小礫

1927 土師器 甕 C18　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 灰褐 にぶい褐 1㎜以下の角閃石、白色粒子

1928 土師器 甕 G16　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい赤褐 にぶい赤褐 細かい鉱物

1929 土師器 甕 D5　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒、石英、長石、角閃石、
赤褐色粒子

1930 土師器 甕 D12　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 5㎜以下の赤茶・褐灰色鉱物

1931 土師器 甕 D10　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 灰褐 にぶい橙 1㎜以下の砂粒、黒・赤褐色粒子

1932 土師器 甕 D15　5 層 /D15　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい黄橙 2㎜以下の鉱物

1933 土師器 甕 E17　5 層 - - - ナデ ナデ 橙 灰褐 2㎜以下の石英、白色鉱物

1934 土師器 甕 B4　6 層 - - - ナデ ナデ 橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、赤褐色鉱物
4㎜以下の小礫

1935 土師器 甕 B4　6 層 - - - ナデ ナデ 橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石
3㎜以下の小礫、赤褐色鉱物

1936 土師器 甕 F14　6 層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の小礫

1937 土師器 甕 D11　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ・ハケメ にぶい黄橙 にぶい黄橙 4㎜以下の砂粒
3㎜以下の石英、長石、微細な角閃石

1938 土師器 甕 E5　K 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 3㎜以下の黄色粒子、微細な石英、
黒色粒子

1939 土師器 甕 B6　6 層オチ - - - ナデ ハケメ→ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 2㎜以下の石英、長石、赤褐色鉱物
4㎜以下の砂粒

1940 土師器 甕 B8　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 浅黄橙 1㎜以下の砂粒

1941 土師器 甕 H18　5 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤茶・黒褐色鉱物

1942 土師器 甕 D14　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の鉱物
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1943 土師器 甕 D11　6 層 - - - ナデ ハケメ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の砂粒
1㎜以下の石英、長石、赤褐色粒子

1944 土師器 甕 D15　5 層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 5㎜以下の鉱物

1945 土師器 甕 D14　6 層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 7㎜以下の鉱物

1946 土師器 甕 B3　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 橙 3㎜以下の砂粒
1㎜以下の赤褐色粒子

1947 土師器 甕 B3　6 層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 10㎜以下の赤褐色粒子
5㎜以下の砂粒

1948 土師器 甕 D15　5 層 - - - ナデ ナデ 褐灰 明褐灰 1㎜以下の角閃石、白色粒子

1949 土師器 甕 A6　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙 3㎜以下の砂粒

1950 土師器 甕 E14　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい褐 にぶい褐 1㎜以下の石英、長石、角閃石
5㎜以下の赤褐色鉱物

1951 土師器 甕 G15　5 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 灰褐 にぶい褐 6㎜以下の小礫

1952 土師器 甕 B6　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい赤褐 橙 1㎜以下の白色鉱物、砂粒

1953 土師器 甕 D11　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 灰黄褐 浅黄橙 微細な石英、角閃石、砂粒

1954 土師器 甕 D13　6 層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 5㎜以下の鉱物

1955 土師器 甕 H17　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 褐灰 褐灰 微細な金雲母

1956 土師器 甕 C5　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ 橙 にぶい黄橙 3㎜以下の砂粒
1㎜以下の角閃石、石英

1957 土師器 甕 D15　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい褐 にぶい褐 3㎜以下の鉱物

1958 土師器 甕 E15　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 灰褐 にぶい褐 1㎜以下の石英、長石

1959 土師器 甕 A6　6 層オチ - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細な砂粒、黒色粒子

1960 土師器 甕 B3　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 褐灰 橙～黒褐 1㎜以下の砂粒、長石

1961 土師器 甕 C9　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 浅黄橙 4㎜以下の赤褐色粒子
1㎜以下の角閃石、砂粒

1962 土師器 甕 F14　5 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 暗褐 にぶい褐 2㎜以下の小礫

1963 土師器 甕 F14　5 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい赤褐 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石

1964 土師器 甕 E13　6 層 - - - ナデ・格子目タタキ ケズリ 灰白 灰白 5㎜以下の砂粒、鉱物、小石

1965 土師器 甕 D12　6 層 - 7.5 - ケズリ ナデ にぶい橙 浅黄橙 細かい鉱物

1966 土師器 甕 D13　6 層 - 6.4 - ナデ ナデ 浅黄橙 灰白 3㎜以下の赤茶・褐灰色鉱物

1967 土師器 甕 A5　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい褐 にぶい橙 1㎜以下の角閃石、石英、砂粒

1968 土師器 甕 E15　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい褐 にぶい褐 2㎜以下の石英、4㎜以下の小礫

1969 土師器 甕 C9　K 層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 浅黄橙 微細な石英、角閃石
1㎜以下の白色粒子

1970 土師器 甕 C9　6 層 13.7 - 11.6 ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 褐灰 1㎜以下の砂粒、石英、長石、角閃石、
赤褐色粒子

1971 土師器 甕 C9　6 層 14.7 - - ナデ ナデ・ケズリ 灰褐～黒褐 暗褐 3㎜以下の砂粒

1972 土師器 甕 G19　6 層オチ 13.2 - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 9㎜以下の褐灰・赤茶色鉱物 反転復元

1973 土師器 甕 A6　6 層オチ 13.0 - - ナデ ナデ 橙～黒褐 にぶい褐 微細な石英、黒色粒子 反転復元

1974 土師器 甕 B5　6 層 13.6 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい赤褐 にぶい赤褐 1㎜以下の石英、2㎜以下の砂粒 反転復元

1975 土師器 甕 D13　6 層 13.6 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 にぶい黄橙 5㎜以下の鉱物 反転復元

1976 土師器 甕 E19　6 層 8.8 2.0 7.4 ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、白色粒子 反転復元

1977 土師器 甕 B5　6 層 12.7 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石
2㎜以下の砂粒 反転復元

1978 土師器 甕 D13　6 層 13.8 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の鉱物 反転復元

1979 土師器 甕 F16　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の赤茶・褐灰色鉱物

1980 土師器 甕 D16　6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ 灰褐 灰褐色 3㎜以下の鉱物 スス付着　反転復元

1981 土師器 甕 D10　5 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄褐 にぶい黄褐 2㎜以下の長石、角閃石

1982 土師器 甑 D13　6 層 27.0 - - ナデ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の茶色鉱物 反転復元

1983 土師器 甑・把手 B5　6 層 - - - ナデ - 浅黄橙 - 3㎜以下の砂粒、赤褐色粒子

1984 土師器 甑 D13　6 層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 7㎜以下の鉱物

1985 土師器 甑・把手 H20　5 層 - - - ナデ - 浅黄橙 - 3㎜以下の石英

1986 土師器 甑 G19　5 層 - - - ナデ - 浅黄橙 - 2㎜以下の砂粒

1987 土師器 甑・把手 H20　6 層 - - - ナデ - にぶい黄橙 - 3㎜以下の砂粒
1㎜以下の石英、角閃石

真米田遺跡 真米田遺跡
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1988 土師器 甑 D10　5 層 - - - ナデ - 黄橙 - 3㎜以下の赤褐色粒子

1989 土師器 甑 C16Tr　5 層 - - - ナデ - にぶい黄橙 - 微細な長石、黒色粒子

1990 土師器 甑 B6　6 層オチ - - - ナデ - 浅黄橙 - 4㎜以下の赤褐色粒子

1991 土師器 甑 C4　6 層 - - - ナデ ナデ・オサエか 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒

1992 土師器 甑 D16　6 層 - - - ナデ ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細な砂粒

1993 土師器 甑 C5　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ・ケズリ 橙 橙 1㎜以下の砂粒、石英、長石

1994 土師器 甑 A6　6 層 - - - ナデ・ハケメ ナデ・ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の砂粒

1995 土師器 甑 H20　5 層 - - - ナデ ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の砂粒

1996 土師器 甑 E16　5 層 - - - ナデ ナデ 灰白 淡黄 精緻

1997 土師器 甑 B3　6 層 - - - ナデ ケズリ 浅黄橙～灰白 にぶい黄橙 3㎜以下の砂粒

1998 土師器 甑 H19　5 層 - - - ハケメ ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細な砂粒

1999 土師器 甑 C9　5・6 層 - - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の砂粒、石英、黒色粒子

2000 土師器 甑 D12　6 層 - - - ナデ ケズリ 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の赤茶・褐灰色鉱物

2001 土師器 甑 D12　6 層 - - - ナデ ケズリ 浅黄橙 にぶい黄橙 3㎜以下の赤茶・褐灰色鉱物、角閃石

2002 土師器 羽釜 H17　6 層 15.0 - - ナデ ナデ・ケズリ にぶい橙 にぶい橙 微細な角閃石、白色粒子 反転復元

2003 土師器 羽釜 H17　6 層 - - - ナデ ナデ 橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石 突帯部

2004 土師器 移動式カマドか H17　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 橙 10㎜以下の小礫

2005 土師器 鍋 H17　6 層オチ - - - ナデ ナデ 橙 明黄褐 1㎜以下の砂粒、石英、角閃石

2006 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ 12.0 - 8.1 オサエ 布痕 にぶい橙 橙 13㎜以下の褐灰・赤茶色小礫 反転復元

2007 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層オチ 12.0 - - オサエ 布痕 橙 橙 13㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗　反転復元

2008 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 12.0 - - オサエ 布痕 橙 橙 8㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗　反転復元

2009 布痕土器 焼塩壺 A4　5 層 13.4 - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の小礫 全体的に磨耗　反転復元

2010 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層 11.8 - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻 全体的に磨耗　反転復元

2011 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 11.6 - - オサエ 布痕 にぶい橙 橙 8㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗　反転復元

2012 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層オチ 11.6 - - オサエ 布痕 橙 橙 8㎜以下の褐灰・赤茶色小礫 全体的に磨耗　反転復元

2013 布痕土器 焼塩壺 D10　6 層 13.6 - - オサエ 布痕 橙 橙 微細な砂粒 反転復元

2014 布痕土器 焼塩壺 F14　6 層 14.0 - - オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の赤褐色粒子
1㎜以下の白色粒子 反転復元

2015 布痕土器 焼塩壺 D12　6 層 /D13　5・6 層一括 15.0 - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の小礫 反転復元

2016 布痕土器 焼塩壺 F21　6 層 15.2 - - オサエ 布痕 浅黄橙 橙 微細な砂粒 反転復元

2017 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ 10.4 - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい黄橙 細かい鉱物 全体的に磨耗　反転復元

2018 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ 9.8 - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物 全体的に磨耗　反転復元

2019 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

2020 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 橙 4㎜以下の赤茶色小礫

2021 布痕土器 焼塩壺 C13　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細白色粒

2022 布痕土器 焼塩壺 A5　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻

2023 布痕土器 焼塩壺 C13　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒

2024 布痕土器 焼塩壺 F21　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 1㎜以下の白色粒子

2025 布痕土器 焼塩壺 F21　6 層 - - - オサエ 布痕 明褐灰 橙 微細白色粒

2026 布痕土器 焼塩壺 D14　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の小礫、微細白色粒

2027 布痕土器 焼塩壺 D10　5 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の小礫、微細白色粒

2028 布痕土器 焼塩壺 D10　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒

2029 布痕土器 焼塩壺 C4　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細白色粒

2030 布痕土器 焼塩壺 C5　5 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細白色粒

2031 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗

2032 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 10㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗
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2033 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗

2034 布痕土器 焼塩壺 C13　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻

2035 布痕土器 焼塩壺 C8　2 層 - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 精緻 全体的に磨耗

2036 布痕土器 焼塩壺 C4　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 4㎜以下の小礫

2037 布痕土器 焼塩壺 C15　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻

2038 布痕土器 焼塩壺 B7　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 10㎜以下の小礫 全体的に磨耗

2039 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 細かい鉱物

2040 布痕土器 焼塩壺 C4　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 7㎜以下の小礫 胎土硬化

2041 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 8㎜以下の小礫

2042 布痕土器 焼塩壺 C3　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の小礫 全体的に磨耗

2043 布痕土器 焼塩壺 C3　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 8㎜以下の小礫 全体的に磨耗

2044 布痕土器 焼塩壺 E13　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の小礫

2045 布痕土器 焼塩壺 E5　5 層 - - - オサエ 布痕 浅橙 浅橙 3㎜以下の小礫

2046 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 10㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗

2047 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 橙 9㎜以下の赤茶色小礫 全体的に磨耗

2048 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 橙 10㎜以下の褐灰・赤茶色小礫

2049 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の小礫 胎土硬化

2050 布痕土器 焼塩壺 D11　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細な砂粒

2051 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 5㎜以下の褐灰・赤茶色小礫 全体的に磨耗

2052 布痕土器 焼塩壺 C4　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 4㎜以下の小礫

2053 布痕土器 焼塩壺 C10　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細白色粒

2054 布痕土器 焼塩壺 B3　5 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 10㎜以下の褐灰色小礫

2055 布痕土器 焼塩壺 D15　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 5㎜以下の小礫

2056 布痕土器 焼塩壺 D13　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 精緻

2057 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 灰 8㎜以下の小礫

2058 布痕土器 焼塩壺 D13　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の小礫、微細白色粒

2059 布痕土器 焼塩壺 C10　5 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒

2060 布痕土器 焼塩壺 C12　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の白色粒子

2061 布痕土器 焼塩壺 G18　5 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子

2062 布痕土器 焼塩壺 C10　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細白色粒

2063 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 - - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒

2064 布痕土器 焼塩壺 A7　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の小礫

2065 布痕土器 焼塩壺 F16　5 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細白色粒

2066 布痕土器 焼塩壺 C10　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 胎土硬化

2067 布痕土器 焼塩壺 D10　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒

2068 布痕土器 焼塩壺 C3　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の小礫

2069 布痕土器 焼塩壺 F22　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 淡橙 微細白色粒

2070 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

2071 布痕土器 焼塩壺 A6　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 7㎜以下の小礫

2072 布痕土器 焼塩壺 C12　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細白色粒

2073 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻

2074 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層オチ - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の小礫

2075 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻 全体的に磨耗

2076 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 5㎜以下の褐灰色小礫 胎土硬化

2077 布痕土器 焼塩壺 B6　2 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻
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2078 布痕土器 焼塩壺 B2Tr　6 層 - - - オサエ 布痕 灰 にぶい橙 10㎜以下の小礫

2079 布痕土器 焼塩壺 F21　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 にぶい橙 6㎜以下の小礫

2080 布痕土器 焼塩壺 F16　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 浅黄橙 微細白色粒

2081 布痕土器 焼塩壺 C15　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の小礫

2082 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻

2083 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 灰 3㎜以下の小礫 胎土硬化

2084 布痕土器 焼塩壺 G20　6 層 - - - オサエ 布痕 褐灰 褐灰 微細白色粒 胎土硬化

2085 布痕土器 焼塩壺 B4　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 5㎜以下の褐灰色小礫 全体的に磨耗

2086 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 - - - オサエ 布痕 明赤褐 橙 5㎜以下の小礫

2087 布痕土器 焼塩壺 B2Tr　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻

2088 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 - - - ナデ・オサエ 布痕 橙 橙 7㎜以下の小礫

2089 布痕土器 焼塩壺 C10　5・6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 微細白色粒 胎土硬化

2090 布痕土器 焼塩壺 D10　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 3㎜以下の小礫

2091 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 明赤褐 橙 精緻

2092 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 - - - オサエ 布痕 明赤褐 にぶい褐 2㎜以下の石英
3㎜以下の乳白色鉱物

2093 布痕土器 焼塩壺 D15　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒

2094 布痕土器 焼塩壺 B4　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 8㎜以下の小礫 胎土硬化

2095 布痕土器 焼塩壺 H20　5 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の小礫

2096 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 10㎜以下の小礫

2097 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の小礫 胎土硬化

2098 布痕土器 焼塩壺 B4　6 層 - - - オサエ 布痕 黄灰 黄灰 4㎜以下の小礫 胎土硬化

2099 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の小礫 胎土硬化

2100 布痕土器 焼塩壺 C15　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 2㎜以下の小礫

2101 布痕土器 焼塩壺 E14　6 層 /E15　6 層
F14　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 9㎜以下の小礫

2102 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 6㎜以下の褐灰・赤茶色小礫

2103 布痕土器 焼塩壺 C3　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の小礫

2104 布痕土器 焼塩壺 A6　5 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の小礫 胎土硬化

2105 布痕土器 焼塩壺 D10　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 微細な砂粒

2106 布痕土器 焼塩壺 C12　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 微細な砂粒

2107 布痕土器 焼塩壺 B4　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 7㎜以下の褐灰色鉱物 胎土硬化

2108 布痕土器 焼塩壺 D13　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 にぶい橙 8㎜以下の小礫 胎土硬化

2109 布痕土器 焼塩壺 E14　5 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白・黒色粒子 胎土硬化

2110 布痕土器 焼塩壺 G20　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の小礫 胎土硬化

2111 布痕土器 焼塩壺 B4　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 細かい小礫

2112 布痕土器 焼塩壺 B6　2 層 - - - ナデ・オサエ 布痕 にぶい橙 橙 4㎜以下の小礫

2113 布痕土器 焼塩壺 G20　5 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 精緻

2114 布痕土器 焼塩壺 G20　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の小礫、微細白色粒

2115 布痕土器 焼塩壺 B6　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

2116 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 10㎜以下の小礫 胎土硬化

2117 布痕土器 焼塩壺 D15　5 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の小礫 胎土硬化

2118 布痕土器 焼塩壺 G20　5 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 胎土硬化

2119 布痕土器 焼塩壺 G20　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 淡橙 3㎜以下の小礫 胎土硬化

2120 布痕土器 焼塩壺 B4　5・6 層 - - - オサエ 布痕 灰褐 灰 精緻 胎土硬化

2121 布痕土器 焼塩壺 D15　5 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子 胎土硬化

2122 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 7㎜以下の赤茶・褐灰色小礫

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

2123 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層オチ - - - オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 胎土硬化

2124 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 にぶい橙 橙 1㎜以下の石英、微細白色粒 全体的に磨耗

2125 布痕土器 焼塩壺 D10　6 層 - - - オサエ 布痕 浅黄橙 浅黄橙 4㎜以下の小礫
2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

2126 布痕土器 焼塩壺 C15　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の小礫、微細黒色粒

2127 布痕土器 焼塩壺 B5　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 15㎜以下の褐灰色小礫

2128 布痕土器 焼塩壺 B3　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 細かい鉱物 全体的に磨耗

2129 布痕土器 焼塩壺 A7　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 7㎜以下の赤褐色鉱物 全体的に磨耗

2130 布痕土器 焼塩壺 A6　5・6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 9㎜以下の小礫 全体的に磨耗

2131 須恵器 坏 C4　6 層 15.6 7.6 6.6 回転ナデ 回転ナデ・ナデ 灰 灰白 1㎜以下の白色粒子 底部回転ヘラケズリ　火襷有

2132 須恵器 坏 D9　6 層 11.4 4.8 4.2 回転ナデ 回転ナデ 浅黄 浅黄 1㎜以下の白色鉱物 ヘラ切り→ナデ　面取有

2133 須恵器 坏 C13　6 層 12.5 5.8 4.1 回転ナデ 回転ナデ 褐灰 褐灰 1㎜以下の黒色鉱物、微細黒色粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

2134 須恵器 坏 F16　6 層 13.4 7.0 
4.7
～
5.1

回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色鉱物、微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

2135 須恵器 坏 E13　6 層オチ /F14　6 層 13.0 6.6 4.5 回転ナデ・ナデ 回転ナデ 黄灰 黄灰 微細白・黒色粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元　
火襷有

2136 須恵器 坏 C5　6 層 11.9 8.5 - 回転ナデ 回転ナデ 黄灰 黄灰 1㎜以下の白・黒色鉱物、砂粒 ヘラ切り　面取有　反転復元

2137 須恵器 坏 C6　6 層 12.0 6.0 4.5 回転ナデ・ナデ 回転ナデ 灰 灰白 精緻 ヘラ切り　反転復元

2138 須恵器 坏 D12　6 層 /D13　6 層 10.8 5.6 3.7 ナデ ナデ 褐灰 褐灰 4㎜以下の褐灰色鉱物 ヘラ切り　火襷有　反転復元

2139 須恵器 坏 E13　6 層 - 5.9 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 微細白・黒色粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

2140 須恵器 坏 C3　5 層 /D4　6 層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　火襷有　
反転復元

2141 須恵器 坏 B5　6 層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ　火襷有　
反転復元

2142 須恵器 坏 C4　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り　反転復元

2143 須恵器 坏 C4　6 層 - 6.5 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

2144 須恵器 坏 D10　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 淡黄 淡黄 1㎜以下の白色鉱物、微細白色粒 ヘラ切り→ナデ　面取有

2145 須恵器 坏 B5　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白・黒色粒子 ヘラ切り

2146 須恵器 坏 B4　6 層 /C3　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ　火襷有　
反転復元

2147 須恵器 坏 C16　6 層 -
5.1
～
7.2

- 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 橙 2㎜以下の赤褐色・白色鉱物 ヘラ切り→ナデ

2148 須恵器 坏 F16　6 層 13.2 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒・白・褐色鉱物、砂粒 反転復元

2149 須恵器 坏か B5　6 層 20.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 精緻 反転復元

2150 須恵器 坏 B6　6 層オチ - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 2㎜以下の長石、微細白色粒

2151 須恵器 坏 D11　6 層 15.8 - - 回転ナデ 回転ナデ 明褐灰 明褐灰 微細白色粒 反転復元

2152 須恵器 片口坏 E20　6 層 - - - 回転ナデ・ナデ 回転ナデ 褐灰 灰白 微細な砂粒

2153 須恵器 坏（円盤高台） A6　6 層オチ - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅赤橙 精緻 ヘラ切り

2154 須恵器 坏（円盤高台） B5　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子 底面に線刻有　反転復元

2155 須恵器 坏（円盤高台） D14　6 層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ 黄灰 黄灰 微細黒色粒 ヘラ切り　反転復元

2156 須恵器 坏（円盤高台） E19　6 層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色鉱物、砂粒 ヘラ切り

2157 須恵器 坏（円盤高台） B4　6 層 - 5.8 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ　反転復元

2158 須恵器 坏（円盤高台） B4　6 層 - 6.8 - ナデ ナデ 黄灰 灰黄 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ
反転復元　胎土軟質

2159 須恵器 坏（円盤高台） C9　5 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄褐 灰黄褐 微細な砂粒 ヘラ切り→ナデ　火襷有

2160 須恵器 坏（円盤高台） E19　6 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 精緻

2161 須恵器 高台付坏 D12　5 層 13.4 7.0 5.5 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細白色粒 反転復元

2162 須恵器 高台付坏 D11　6 層 - 7.8 - 回転ナデ 回転ナデ・ナデ 明褐灰 にぶい橙 微細黒色粒 反転復元

2163 須恵器 高台付坏 E13　6 層 - 7.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 微細な白・黒色鉱物、砂粒 反転復元

2164 須恵器 高台付坏 D10　6 層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒 胎土軟質

2165 須恵器 高台付坏 C10　5 層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ・ナデ 灰白 灰白 5㎜以下の赤茶色鉱物 胎土軟質　反転復元

2166 須恵器 高台付坏 A8　6 層オチ - 8.4 - 回転ナデ 回転ナデ・ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の長石、黒色鉱物 反転復元

2167 須恵器 高台付坏 G19　5 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 4㎜以下の灰白色鉱物 反転復元
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

2168 須恵器 高台付坏 D12　6 層 - 9.2 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細な黒色鉱物 反転復元

2169 須恵器 高台付坏 D14　6 層 - 6.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細白色粒 反転復元

2170 須恵器 高台付坏 E5　K 層 - 6.8 - 回転ナデ・ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の白色鉱物、砂粒 反転復元

2171 須恵器 高台付坏 B7　2 層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰黄 灰黄 微細な砂粒 反転復元

2172 須恵器 高台付坏 E13　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰黄褐 褐灰 微細な黒色鉱物、砂粒 反転復元

2173 須恵器 高台付皿 C10　6 層 13.0 8.1 4.2 回転ナデ・ナデ 回転ナデ 灰 灰 微細な白・黒色鉱物、砂粒 反転復元

2174 須恵器 蓋か B5　6 層 23.4 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰白 精緻 反転復元

2175 須恵器 蓋 C13　6 層 15.2 - - 回転ナデ・ナデ 回転ナデ 暗灰黄～灰黄 灰褐灰～灰白 微細な砂粒 反転復元

2176 須恵器 蓋 D13　6 層 13.3 - - 回転ナデ・ケズリ 回転ナデ 灰黄 浅黄橙 精緻 反転復元　胎土軟質

2177 須恵器 蓋 C13　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 褐灰 微細な砂粒 反転復元

2178 須恵器 蓋 E13　6 層 - - - 回転ナデ・ケズリ 回転ナデ にぶい橙 灰白 1㎜以下の石英、砂粒 反転復元

2179 須恵器 蓋 B6Tr　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 黄灰 精緻

2180 須恵器 蓋 D13　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 褐灰 褐灰 1㎜以下の砂粒

2181 須恵器 蓋 E13　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 精緻

2182 須恵器 蓋 B3　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 褐灰 褐灰 微細な砂粒

2183 須恵器 蓋 D5　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の砂粒

2184 須恵器 蓋 D13　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 精緻

2185 須恵器 蓋 F17　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 黄灰 黄灰 精緻

2186 須恵器 蓋 C3　6 層 14.8 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰黄 精緻 反転復元

2187 須恵器 蓋 C4　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 微細な砂粒

2188 須恵器 蓋 B3　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 精緻

2189 須恵器 蓋 E14　5 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 褐灰 灰白 微細な砂粒

2190 須恵器 蓋 D13　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 浅黄橙 精緻 胎土軟質

2191 須恵器 蓋 B3Tr　6 層 - - - ナデ ナデ 明黄褐 明黄褐 微細な砂粒 胎土軟質

2192 須恵器 壺 D13　6 層 11.0 - - ナデ・回転ナデ 回転ナデ・自然釉 灰白 灰黄 微細黒色粒 反転復元

2193 須恵器 壺 D14　6 層 /D15　6 層 - - - ナデ ナデ 灰 灰 細かい鉱物 外面に自然釉　反転復元

2194 須恵器 壺 E20　6 層 /F20　6 層 - - - 格子目タタキ ナデ・オサエ 灰白 黄灰 2㎜以下の鉱物、砂粒 反転復元

2195 須恵器 壺 D11　6 層 - - - ナデ・平行タタキ タタキか 灰白 灰白 1㎜以下の砂粒

2196 須恵器 壺 E14　5 層 - - - ナデ ナデ 灰 灰 1㎜以下の白・黒色鉱物、砂粒

2197 須恵器 壺 D19　5 層 - 14.0 - ナデ・格子目タタキ ナデ・オサエ 灰黄褐 褐灰 細かい鉱物 反転復元

2198 須恵器 壺 B16　6 層 - 14.0 - ナデ ナデ 灰黄 黄灰 細かい鉱物 反転復元

2199 須恵器 壺 E13　6 層オチ - 11.2 - ナデ ナデ 黄灰 黄灰 3㎜以下の黒褐色鉱物 反転復元

2200 須恵器 壺 C3　6 層 - 10.0 - ナデ ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色鉱物、微細黒色粒 反転復元

2201 須恵器 壺 B3　6 層 - 9.2 - ナデ ナデ 黄灰 灰 微細黒色粒 反転復元

2202 須恵器 壺 D7　K 層 - 12.2 - ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の白色粒子、鉱物 反転復元

2203 須恵器 壺 C10　5 層 - 11.0 - 工具ナデ 工具ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 1㎜以下の黒・白・褐色鉱物、砂粒 反転復元

2204 須恵器 壺 B5　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色粒子 底面に自然釉

2205 須恵器 壺 C3　6 層 - - - 工具ナデ ナデ 灰 灰 微細白・黒色粒

2206 須恵器 壺 A8　6 層オチ - - - ナデ・平行タタキ ナデ・オサエ 灰白 灰白 2㎜以下の白・黒色粒子

2207 須恵器 壺 B4　6 層 - - - ナデ・格子目タタキ ナデ・同心円当て具痕 灰黄褐 にぶい黄橙 細かい鉱物

2208 須恵器 高台付壺 D13　6 層 - 8.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の黒色鉱物 反転復元

2209 須恵器 高台付壺 D12　6 層 - 9.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細黒色粒 胎土軟質　反転復元

2210 須恵器 高台付壺 E13　6 層オチ - 8.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 3㎜以下の黒褐色鉱物 反転復元

2211 須恵器 高台付壺 E13　6 層 - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の白・黒色鉱物、微細な砂粒 外面自然釉　反転復元

2212 須恵器 高台付壺 B4　6 層 /C4　6 層 - 9.6 - ナデ ナデ 黄灰 灰白 微細白色粒 反転復元

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

2213 須恵器 高台付壺 D13　6 層 - 9.2 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の白色鉱物 反転復元

2214 須恵器 甕 D21　6 層 /E21　6 層 17.2 - - ナデ・平行タタキ ナデ・同心円当て具痕 黄灰 黄灰 細かい鉱物 反転復元

2215 須恵器 甕 D9　6 層 15.6 - - ナデ・格子目タタキ ナデ 灰 灰 1㎜以下の白色鉱物 反転復元

2216 須恵器 甕 B7　6 層オチ 21.4 - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 精緻 反転復元

2217 須恵器 甕 A5　6 層 18.0 - - ナデ ナデ 灰白 灰白 微細黒色粒 反転復元

2218 須恵器 甕 D14　6 層 18.0 - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 灰白 2㎜以下の黒色鉱物、1㎜以下の黒色
粒子 反転復元

2219 須恵器 甕 A6　6 層オチ 17.6 - - 回転ナデ 回転ナデ 黄灰 黄灰 1㎜以下の白色粒子 反転復元

2220 須恵器 甕 B5　6 層 - - - 回転ナデ・
格子目タタキ 回転ナデ・平行当て具痕 灰白 灰 1㎜以下の黒色鉱物

2221 須恵器 甕 C4　6 層 - - - ナデ・平行タタキ ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子

2222 須恵器 甕 C13　6 層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色鉱物

2223 須恵器 甕 D9　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰白 1㎜以下の白色粒子、鉱物

2224 須恵器 甕 C4　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白・黒色粒子

2225 須恵器 甕 D13　6 層 - - - 回転ナデ 回転ナデか 灰白 灰白 1㎜以下の黒色粒子 胎土軟質

2226 須恵器 甕 D13　6 層 - - - ナデ・格子目タタキ ナデ 淡黄 淡黄 1㎜以下の白色粒子 胎土軟質

2227 須恵器 甕 C4　6 層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の黒色粒子

2228 須恵器 甕 B3　6 層 - - - 回転ナデ・波状文 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の赤茶色鉱物

2229 須恵器 甕 A5　6 層 - - - 回転ナデ・波状文 回転ナデ 灰白 灰黄 精緻

2230 須恵器 甕 C13　6 層 /D13　6 層 - - - 平行タタキ・自然釉 回転ナデ・
同心円当て具痕 にぶい黄橙 灰白 1㎜以下の黒色鉱物

2231 須恵器 甕 F14　5 層 /F14　6 層 - - - 格子目タタキ 同心円当て具痕 灰 灰 微細白色粒

2232 須恵器 甕 D14　6 層 - - - 平行タタキ 平行・同心円当て具痕 灰黄 灰白 1㎜以下の黒色鉱物

2233 須恵器 甕 D14　6 層 - - - 平行タタキ 平行・同心円当て具痕 灰オリーブ 灰白 2㎜以下の黒色鉱物

2234 須恵器 甕 C18　6 層 - - - 平行タタキ 平行タタキ 灰白 灰白 2㎜以下の黒色鉱物

2235 須恵器 甕 D20　6 層 - - - 平行タタキ→カキメ 同心円当て具痕→
平行当て具痕 黄灰 黄灰 1㎜以下の黒色鉱物

2236 須恵器 鉢 A4　6 層 21.0 11.4 12.7 ナ デ・ 格 子 目 タ タ キ・
刻み ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒 反転復元

2237 須恵器 鉢 B3　5 層 - - - 回転ナデ・刻み 回転ナデ 灰白 灰白 微細な砂粒

2238 須恵器 小壺 D16　6 層 5.0 - - 回転ナデ 回転ナデ 淡黄 淡黄 1㎜以下の白色粒子 反転復元

2239 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 D15　5 層 - - - 平行タタキ 平行タタキ 灰白 灰白 微細黒色粒 内面に磨面有

2240 須恵器 ( 転用硯 ) 高台付坏 D13　6 層 15.2 8.4 6.5 回転ナデ 回転ナデ 褐灰 灰白 微細白・黒色粒 内面に磨面有

2241 須恵器 ( 転用硯 ) 蓋 D15　5 層 /D14　6 層 14.4 - 3.4 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白～灰 微細黒色粒 反転復元　図面上復元
内面に磨面有

2242 須恵器 ( 転用硯 ) 高台付坏 D10　5 層 - - - 回転ナデ 磨面 灰白 灰黄 1㎜以下の白色・黒色粒子 内面に磨面有

2243 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 D14　6 層 - - - 格子目タタキ 平行当て具痕 灰白 灰白 1㎜以下の黒色鉱物 内面に磨面有

2244 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 B6　6 層 - - - 格子目タタキ 車輪状当て具痕 灰白 灰白 1㎜以下の黒色鉱物 内面に磨面有

2245 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 E20　5 層 - - - 格子目タタキ 磨面 灰黄 灰白 1㎜以下の白・黒色鉱物、砂粒 内面に磨面有

2247 須恵器 ( 転用硯 ) 甕 F14　5 層 - - - 平行タタキ 平行・同心円当て具痕 にぶい橙 褐灰 3㎜以下の砂粒、黒・白色鉱物 内面に磨面有

2248 緑釉陶器 椀 B4　6 層 - - - 施釉 施釉 黄緑 黄緑 精緻　軟陶 洛北×防長

2249 緑釉陶器 椀×皿 B4　6 層 - - - 施釉 施釉 黄緑 黄緑 精緻　軟陶 洛北×洛西　蛇ノ目高台

2250 緑釉陶器 椀×皿 B4　6 層 - - - 施釉 施釉 明緑 明緑 精緻　軟陶 防長

2251 緑釉陶器 皿か C4　6 層 - 6.6 - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細灰色粒　軟陶 防長（長門タイプ）　反転復元

2252 緑釉陶器 椀×皿 B16　6 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 洛北×防長

2253 緑釉陶器 皿 B5　6 層 13.8 - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　軟陶 洛北×防長　反転復元

2254 緑釉陶器 椀×皿 A7・8　6 層オチ一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細茶・灰色鉱物　軟陶 洛北×防長

2255 緑釉陶器 皿 B5　6 層 - - - 施釉 施釉 明緑 明緑 微細白色粒　軟陶 洛北×防長

2256 緑釉陶器 皿 F22　6 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 洛北×防長

2257 緑釉陶器 皿 B4　6 層 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　軟陶 洛北×防長

2258 緑釉陶器 皿か D21　6 層 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　軟陶 洛北×防長
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2259 緑釉陶器 皿か A6　6 層オチ - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 洛北×防長

2260 緑釉陶器 椀×皿 E18　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 洛北×防長

2261 緑釉陶器 椀×皿 D14　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 洛北×防長

2262 緑釉陶器 椀×皿 H20　5 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細灰色粒　軟陶 洛北×防長

2263 緑釉陶器 椀×皿 E18　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細白色粒　軟陶 洛北×防長

2264 緑釉陶器 椀×皿 D4Tr　6 層一括 - - - 施釉 施釉 茶褐（釉剥離） 淡緑 1㎜以下の灰色粒　軟陶 洛北×防長

2265 緑釉陶器 椀×皿 B6　6 層オチ - - - 施釉 施釉 緑 灰白 精緻　軟陶 洛北×防長

2266 緑釉陶器 椀×皿 C15　6 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　軟陶 洛北×防長

2267 緑釉陶器 椀×皿 E5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑黄 淡緑黄 精緻　軟陶 洛北×防長

2268 緑釉陶器 椀×皿 B6　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細黒・白色粒　軟陶 洛北×防長

2269 緑釉陶器 皿 B3　5 層 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　軟陶 洛北×防長

2270 緑釉陶器 椀×皿 C9　5 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細茶褐色粒　軟陶 洛北×防長

2271 緑釉陶器 椀×皿 D11　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細黒色粒　軟陶 洛北×防長

2272 緑釉陶器 椀か B4　6 層 - - - 施釉 磨耗 淡緑 浅黄橙
（釉剥離） 微細茶色粒　軟陶 洛北×防長

2273 緑釉陶器 椀×皿 D10　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細黒色粒　軟陶 洛北×防長

2274 緑釉陶器 皿 B5　6 層 /C3　6 層
C3　6 層一括 14.2 6.2 2.7 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細白色粒　硬陶 洛 西　 底 面 に Ｘ 字 状 の 線 刻 有　

反転復元

2275 緑釉陶器 椀 C20　5 層 /D18　6 層 11.6 - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 精緻　硬陶 洛西　反転復元

2276 緑釉陶器 皿 A6　6 層オチ - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細白色粒　硬陶 洛西×東海

2277 緑釉陶器 椀×皿 D13　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西

2278 緑釉陶器 椀×皿 C18　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細白色粒　硬陶 洛西

2279 緑釉陶器 小椀 E6　6 層一括 - - - 施釉 施釉 緑 緑 微細白色粒　硬陶 洛西

2280 緑釉陶器 段皿か D20　6 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西か

2281 緑釉陶器 皿か C4　6 層 - - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 微細白色粒　硬陶 洛西

2282 緑釉陶器 小椀 A7・8　6 層オチ一括 - - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 微細白色粒　硬陶 洛西

2283 緑釉陶器 椀×皿 G19　5 層 - 7.0 - 施釉 施釉 緑 緑 微細白色粒　硬陶 洛西　反転復元

2284 緑釉陶器 皿 B4　6 層 - 6.5 - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細白色粒　硬陶 洛西　蛇ノ目高台　反転復元

2285 緑釉陶器 皿 D12　6 層 - 6.2 - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　硬陶 洛西　蛇ノ目高台

2286 緑釉陶器 皿 B6　6 層オチ - 5.8 - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　やや硬陶 洛西　反転復元

2287 緑釉陶器 椀×皿 E13　6 層 - 6.4 - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　硬陶 洛西　反転復元

2288 緑釉陶器 椀×皿 G16　5 層 - 6.8 - 施釉 施釉 浅緑 浅緑 精緻　硬陶 洛西　反転復元

2289 緑釉陶器 皿 E20　6 層 - 6.0 - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　やや軟陶 洛西　反転復元

2290 緑釉陶器 皿か I22　5 層 - 6.1 - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 微細灰色粒　硬陶 洛西　反転復元

2291 緑釉陶器 小椀 E6　K 層 - 4.6 - 施釉 施釉 緑 緑 微細白色鉱物　硬陶 洛西　糸切り　反転復元

2292 緑釉陶器 椀×皿 D19　5 層 - - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2293 緑釉陶器 椀×皿 G19　5 層 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2294 緑釉陶器 椀×皿 D14　5 層 - - - 施釉 施釉 緑 緑 精緻　硬陶 洛西×東海×近江

2295 緑釉陶器 椀×皿 F20　5 層 - - - 施釉 施釉 明緑色 明緑色 精緻　硬陶 洛西×東海

2296 緑釉陶器 椀か B4　6 層一括 /B5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2297 緑釉陶器 椀×皿 F20　6 層 - - - 施釉 施釉 緑 緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2298 緑釉陶器 椀×皿 G19　5 層 - - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 精緻　硬陶 洛西×東海×近江

2299 緑釉陶器 皿 B18　6 層 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　やや軟陶 洛西×東海

2300 緑釉陶器 皿か B5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 オリーブ黄 微細黒色粒　硬陶 洛西×東海

2301 緑釉陶器 椀×皿 C5　6 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2302 緑釉陶器 椀×皿 H19　5 層一括 - - - 施釉 施釉 緑 緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2303 緑釉陶器 椀×皿 A6　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　軟陶 洛北×東海

遺物
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2304 緑釉陶器 椀×皿 E17Tr　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2305 緑釉陶器 椀×皿 C15　5 層 - - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2306 緑釉陶器 皿か F19　5 層 - - - 施釉 施釉 緑 緑 微細白色粒　硬陶 洛西×東海

2307 緑釉陶器 椀 I21Tr　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2308 緑釉陶器 椀×皿 B6　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　やや軟陶 洛西×東海

2309 緑釉陶器 椀×皿 D3　2 層一括 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　硬陶 洛北×洛西

2310 緑釉陶器 椀×皿 排土一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2311 緑釉陶器 椀×皿 A5　6 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×洛北×東海

2312 緑釉陶器 椀×皿 C9　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　やや硬陶 洛西×東海

2313 緑釉陶器 皿 E15　5 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2314 緑釉陶器 椀×皿 C5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　やや硬陶 洛西×東海

2315 緑釉陶器 椀×皿 G20　6 層 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　やや硬陶 洛西×東海

2316 緑釉陶器 椀×皿 B4　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2317 緑釉陶器 皿 E14　5 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2318 緑釉陶器 椀×皿 F19　5 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　やや硬陶 洛西×東海

2319 緑釉陶器 椀×皿 C4　6 層 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　やや硬陶 洛西×東海

2320 緑釉陶器 椀×皿 B7　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2321 緑釉陶器 椀×皿 MMD-B　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2322 緑釉陶器 皿 B4　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2323 緑釉陶器 椀×皿 F19　6 層 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2324 緑釉陶器 椀×皿 B3　6 層 - - - 施釉 施釉 淡黄緑 淡黄緑 精緻　硬陶 洛西×東海

2325 緑釉陶器 椀か B7　6 層オチ - - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 精緻　硬陶 洛西×東海×近江

2326 緑釉陶器 椀 B7　6 層 - - - 施釉 施釉 濃緑 濃緑 精緻　硬陶 近江か

2327 緑釉陶器 椀×皿 B3　6 層 - - - 施釉 施釉 暗緑 暗緑 精緻　軟陶 近江か

2328 緑釉陶器 椀 B5　6 層 - - - 施釉 施釉 暗緑 暗緑 精緻　軟陶 近江か

2329 緑釉陶器 椀 E13　6 層 - - - 施釉 施釉 暗緑 暗緑 精緻　軟陶 近江か

2330 緑釉陶器 皿 E15　5 層 /F15　6 層一括 - 7.4 - 施釉 施釉 暗緑 暗緑 精緻　軟陶 近江　反転復元

2331 緑釉陶器 椀×皿 F18　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛北×洛西×東海

2332 緑釉陶器 椀×皿 H20　5 層 - - - 施釉 施釉 浅黄 浅黄 硬陶 洛北×洛西×東海

2333 緑釉陶器 椀×皿 D4　6 層一括 - - - 施釉 施釉 淡緑 淡緑 精緻　硬陶 洛北×洛西×東海

2334 越州窯系青磁 椀 B4　6 層 /B6　6 層オチ
B7　6 層オチ 15.5 5.6 4.7 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ -1a 類　蛇ノ目高台

2335 越州窯系青磁 椀×皿 A7　6 層オチ /B6　6 層オチ - - - 施釉 施釉 灰 灰 精緻 Ⅰ -1 類か

2336 越州窯系青磁 椀 C9　6 層 - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 精緻 Ⅰ -1a 類　蛇ノ目高台か

2337 越州窯系青磁 椀 B3　5 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ -1 類か

2338 越州窯系青磁 椀 A7　2・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 Ⅰ -1 類か

2339 越州窯系青磁 椀 B4　6 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ類　蛇ノ目高台か

2340 越州窯系青磁 椀 C3　5 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ類　蛇ノ目高台か

2341 越州窯系青磁 椀 B6　6 層オチ一括 - - - 施釉 施釉 オリーブ黄 オリーブ黄 精緻 Ⅰ -1 類か

2342 越州窯系青磁 椀 B5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ -1 類

2343 越州窯系青磁 椀×皿 A6　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2344 越州窯系青磁 椀 A6　6 層オチ - - - 施釉 施釉 にぶい黄褐 にぶい黄褐 精緻 Ⅰ類

2345 越州窯系青磁 椀 A7　5 層 - - - 施釉 施釉 にぶい黄 にぶい黄 精緻 Ⅰ類　蛇ノ目高台か

2346 越州窯系青磁 椀 B5　6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2347 越州窯系青磁 椀 B6　2 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2348 越州窯系青磁 椀 E5　6 層一括 /E5Tr　6 層一括 - - - 施釉 施釉 オリーブ黄 オリーブ黄 精緻 Ⅰ類か
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番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位
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2349 越州窯系青磁 椀 B5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2350 越州窯系青磁 椀 B3　5 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ類

2351 越州窯系青磁 椀×皿 D5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2352 越州窯系青磁 椀 A7　2・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2353 越州窯系青磁 椀 E13　6 層オチ一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2354 越州窯系青磁 椀 B7　6 層 - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 精緻 Ⅰ類　

2355 越州窯系青磁 椀×皿 C5　6 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ類

2356 越州窯系青磁 椀か B5　6 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ類

2357 越州窯系青磁 椀 E14　6 層一括 - - - 施釉 施釉 オリーブ黄 オリーブ黄 精緻 Ⅰ類

2358 越州窯系青磁 椀 B6　6 層オチ一括 - - - 施釉 施釉 オリーブ黄 オリーブ黄 精緻 Ⅰ類

2359 越州窯系青磁 椀 C4　6 層一括 - - - 施釉 施釉 にぶい黄 にぶい黄 精緻 Ⅰ類

2360 越州窯系青磁 椀 C4　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2361 越州窯系青磁 椀 B5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 黄褐 黄褐 精緻 Ⅰ類

2362 越州窯系青磁 椀か D19　6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2363 越州窯系青磁 椀 G18　5 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ -2 類

2364 越州窯系青磁 椀か B4　6 層 - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 精緻 Ⅰ×Ⅱ類

2365 越州窯系青磁 椀×皿 B6　6 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ類か

2366 越州窯系青磁 皿 A6　6 層オチ 13.8 - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2367 越州窯系青磁 椀 D15　5・6 層一括 15.4 - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2368 越州窯系青磁 椀×皿 C11　6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類　目跡有

2369 越州窯系青磁 椀 B5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 浅黄 浅黄 精緻 Ⅰ類

2370 越州窯系青磁 椀 西　表土一括 - 7.0 - 施釉・露胎 施釉 オリーブ黄 オリーブ黄 精緻 Ⅰ -5 類　目跡有　反転復元

2371 越州窯系青磁 椀 E6　6 層一括 - 9.2 - 施釉・露胎 施釉 オリーブ黄 オリーブ黄 精緻 Ⅰ -5 類　目跡有　反転復元

2372 越州窯系青磁 椀 B3　6 層 - 6.0 - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 Ⅰ -1a 類　蛇ノ目高台　
反転復元

2373 越州窯系青磁 椀 F18　6 層 - 5.8 - 施釉 施釉 にぶい黄 にぶい黄 精緻 Ⅰ -1a 類　蛇ノ目高台　
反転復元

2374 越州窯系青磁 壺類蓋 D14　6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類か

2375 越州窯系青磁 壺 F16　5 層一括 - - - 施釉 施釉 灰黄 淡黄 精緻 Ⅰ類

2376 越州窯系青磁 壺 B5　2・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅰ類

2377 越州窯系青磁 香炉蓋 B6　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰 灰 精緻 Ⅰ類

2380 越州窯系青磁×
長沙窯系青磁 水注 C4　6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細白色粒

2381 越州窯系青磁×
長沙窯系青磁 水注 E5　K 層 /C5　6・K 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細白色粒

2382 越州窯系青磁×
長沙窯系青磁 水注 C5　6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ～

オリーブ黄 灰オリーブ 微細白色粒

2383 越州窯系青磁×
長沙窯系青磁 水注把手 B3　6 層 - - - 施釉・沈線 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細白色粒

2384 越州窯系青磁 椀 A6　6 層 /A6　6 層オチ
B2　5 層 17.8 8.0 6.6 施釉 施釉 黄褐 黄褐 微細黒色粒 Ⅱ -2b 類　目跡有　反転復元

2385 越州窯系青磁 椀 B5　6 層 19.6 - - 施釉 施釉 オリーブ褐 黄褐 微細黒色粒 Ⅱ -2b 類　反転復元

2386 越州窯系青磁 椀 A5　5 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅱ -2b × c 類

2387 越州窯系青磁 椀 5 層重機一括 18.2 - - 施釉・露胎 施釉 オリーブ黄 オリーブ黄 微細黒色粒 Ⅱ類　反転復元

2388 越州窯系青磁 椀 B6　6 層オチ - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 精緻 Ⅱ類

2389 越州窯系青磁 椀 A7・8　6 層オチ - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 Ⅱ類か

2390 越州窯系青磁 椀 C3　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 1㎜以下の黒色粒 Ⅱ類

2391 越州窯系青磁 椀 Ｇ 18　5 層 - - - 施釉 施釉 にぶい黄 にぶい黄 微細黒色粒 Ⅱ -2b × c 類

2392 越州窯系青磁 椀 F21　一括 - - - 施釉 施釉 にぶい黄 にぶい黄 1㎜以下の黒色粒 Ⅱ類

2393 越州窯系青磁 椀 A6　6 層オチ - - - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 微細黒色粒 Ⅱ -2b × c 類

2394 越州窯系青磁 椀 D13　6 層 - - - 施釉 施釉 にぶい黄 にぶい黄 微細黒色粒 Ⅱ -2c × d 類

2395 越州窯系青磁 椀 B3　5 層 - - - 施釉 施釉 黄褐 黄褐 精緻 Ⅱ -2c × e 類

遺物
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2396 越州窯系青磁 椀 B4　6 層 - - - 施釉 施釉 黄褐 黄褐 微細黒色粒 Ⅱ類　輪花

2397 越州窯系青磁 椀 D17　6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅱ -2c × e 類

2398 越州窯系青磁 椀 F21　5 層 - - - 施釉 施釉 にぶい黄 にぶい黄 精緻 Ⅱ -2c 類

2399 越州窯系青磁 椀 D14　6 層 - - - 施釉 施釉 にぶい黄 にぶい黄 精緻 Ⅱ -2f 類

2400 越州窯系青磁 椀 D5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 微細黒色粒 Ⅱ類

2401 越州窯系青磁 椀 E6　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 Ⅱ -2d 類

2402 越州窯系青磁 椀 G22　表土一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 Ⅱ -2d 類

2403 越州窯系青磁 椀 E14　5 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ黄 灰オリーブ 微細黒色粒 Ⅱ -2d 類

2404 越州窯系青磁 椀 C9Tr　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 Ⅱ -2d 類

2405 越州窯系青磁 椀 H19　5 層 - - - ナデ 施釉 にぶい赤褐 黄褐 微細黒色粒 Ⅱ類

2406 越州窯系青磁 椀 C10　5・6 層一括 - - - 施釉・露胎 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 Ⅱ類

2407 越州窯系青磁 椀 D20　6 層 - 8.1 - ナデ 施釉 黄灰 黄褐 微細黒色粒 Ⅱ -2 類　目跡有　反転復元

2408 越州窯系青磁 椀 G19　5 層 - 8.5 - 施釉 施釉 暗灰黄 暗灰黄 微細黒色粒 Ⅱ -2 類　目跡有　反転復元

2409 越州窯系青磁 注口 C5　2・6 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細褐色粒 Ⅱ類

2410 灰釉陶器 双耳壺
A6　6 層オチ /C14　6 層一括
D13　5 層 /D14　6 層 /E13　6 層
E15　6 層

- 9.0 - 施釉・カキメ状細沈線 ナデ 灰オリーブ 灰白 1㎜以下の黒色鉱物 遺存高 22.8㎝　反転復元

2411 灰釉陶器 壺 D15　5 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 1㎜以下の黒色粒子

2412 灰釉陶器 壺 C17　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 反転復元

2413 灰釉陶器 壺 B5　6 層一括 - - - 施釉 回転ナデ 灰黄 灰白 1㎜以下の黒色粒子 反転復元

2414 灰釉陶器 壺 B4　6 層 - - - 施釉 ナデ 明褐灰 灰白 微細黒色粒

2415 灰釉陶器 壺 B4　6 層 - - - 施釉 ナデ 灰黄 灰白 微細黒色粒

2416 灰釉陶器 壺 C3　5 層 - - - 施釉 ナデ 灰オリーブ 灰白 微細黒色粒

2417 灰釉陶器 壺 C5　6 層 - - - 施釉 ナデ 黄褐 灰白 微細白色粒

2418 灰釉陶器 壺 A7　6 層オチ - - - 施釉 ナデ 灰オリーブ 灰白 精緻

2419 灰釉陶器 壺 A6　6 層オチ /E6　K 層 - 8.7 - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰白 微細灰色粒 反転復元

2420 灰釉陶器 壺 D5　6 層 - - - 施釉 回転ナデ・施釉 灰黄 灰白 微細黒色粒 底部わずかに目跡か

2421 灰釉陶器 壺 B4　6 層 - - - 施釉 ナデ 灰白 灰白 微細灰色粒

2422 灰釉陶器 皿 E6　6 層一括 11.6 - - 施釉（ほぼ剥離） 施釉（ほぼ剥離） 灰白 灰白 微細黒色粒 反転復元

2423 灰釉陶器 皿 G20　5 層 - 7.2 - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 反転復元

2424 灰釉陶器 耳皿 F15　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 刷毛塗り

2425 灰釉陶器 耳皿 E13　6 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰オリーブ 精緻

2426 灰釉陶器 耳皿 F15　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒

2427 灰釉陶器 椀×皿 G20　6 層オチ - - - 回転ナデ 施釉 灰黄 灰黄 微細黒色粒

2428 灰釉陶器 椀×皿 D13　5・6 層一括
G17　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 刷毛塗り

2429 灰釉陶器 椀×皿 C3　6Tr - - - ほぼ剥離 施釉（ほぼ剥離） 灰白 灰白 微細白色粒

2430 灰釉陶器 椀×皿 B4　6 層一括 - - - ほぼ剥離 施釉（ほぼ剥離） 灰白 灰白 微細黒色粒

2431 灰釉陶器 椀×皿 F15　6 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰オリーブ 微細白色粒

2432 白磁 椀 C4　6 層一括 - - - 施釉 施釉 乳白 乳白 精緻 椀Ⅰ -1 類　蛇ノ目高台か

2433 白磁 椀 B3　5 層 - - - 施釉 施釉 乳白 乳白 精緻 椀Ⅰ類

2434 白磁 椀 G19　5 層 - - - 施釉 施釉 乳白 乳白 精緻 椀Ⅰ×Ⅱ -5 類

2435 白磁 椀 D14　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 椀Ⅰ -4 類か

2436 白磁 椀 G19　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅱ類

2437 白磁 椀 G19　5 層 /H19　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅱ類

2438 白磁 椀 F15　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 椀Ⅱ -1 類×椀Ⅱ -5 類

2439 白磁 椀 E18　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 椀Ⅱ -5 類×椀Ⅳ類　

2440 白磁 椀 F16　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 椀Ⅱ類

真米田遺跡真米田遺跡
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

2441 白磁 椀 D12　攪乱一括 16.0 - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2442 白磁 椀 5 層重機一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2443 白磁 椀 E17　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2444 白磁 椀 E15　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2445 白磁 椀 C15　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2446 白磁 椀 D15Tr　6 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2447 白磁 椀 F18　6 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2448 白磁 椀 E17　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2449 白磁 椀 D14　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2450 白磁 椀 D14　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2451 白磁 椀 D12　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2452 白磁 椀 C9　5 層 - - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2453 白磁 椀 H20　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2454 白磁 椀 D15　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2455 白磁 椀 D14　5 層 - - - 施釉 施釉 浅黄 浅黄 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2456 白磁 椀 C3　2 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2457 白磁 椀 D14　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2458 白磁 椀 E13　2 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2459 白磁 椀 E15　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 浅黄 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2460 白磁 椀 C18　2 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅴ×Ⅵ×Ⅶ類

2461 白磁 椀 D12　5 層 15.0 - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 椀Ⅵ類か

2462 白磁 皿 E13　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 皿Ⅱ×Ⅲ類

2463 白磁 皿 F14　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 皿Ⅱ×Ⅲ×Ⅷ類

2464 白磁 皿 H20　2 層 - 4.0 - 施釉 施釉 白 白 微細黒色粒 皿Ⅱ -1 類　反転復元

2465 白磁 椀 排土一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 椀Ⅴ -2 ×Ⅵ×Ⅶ類

2466 白磁 皿 C16　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 皿Ⅴ×Ⅵ×Ⅶ類　広東系

2467 白磁 皿 E15　5 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 微細黒色粒 皿Ⅵ類　広東系

2468 白磁 皿 D13　6 層一括 9.8 - - 施釉 施釉 灰黄 灰黄 精緻 皿Ⅵ×Ⅶ類　広東系

2469 白磁 椀 G21　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 椀Ⅵ×Ⅷ類

2470 白磁 椀 D9　2 層一括 - 6.2 - 無釉 施釉・無釉 浅黄 浅黄 精緻 椀Ⅷ類　反転復元

2471 白磁 椀 F15　5・6 層一括 - - - 施釉 施釉・露胎 灰白 灰白 精緻 椀Ⅸ類

2472 白磁 皿 B5　6 層一括 /5 層重機一括 - 6.0 - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 皿Ⅸ -1b ～ d 類　反転復元

2474 白磁 皿か D3　6 層 8.8 3.8 2.2 施釉・文様 施釉 淡黄 淡黄 精緻 森田 D 群　目跡有

2475 白磁 皿か F18　5 層 - 4.0 - 施釉・無釉 施釉 にぶい橙 灰白 精緻 森田 D 群　底面に朱書き有

2476 白磁 皿 G20　5 層 10.8 - - 施釉・無釉 施釉・無釉 灰白 灰白 精緻 森田 D 群　反転復元

2477 白磁 皿か D5　2 層 10.2 - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 森田 D 群

2478 白磁 小皿 F15　5・6 層一括 8.2 - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 森田 D 群　

2479 白磁 皿 H19　5 層 - - - 施釉・無釉 施釉 灰白 灰白 精緻 森田 D 群

2480 白磁 皿 E18　5・6 層一括 - 3.8 - 施釉・露胎 施釉 灰白 灰白 精緻 森田 D 群　目跡有　反転復元

2481 白磁 皿 E5　2・6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 森田 D 群

2483 龍泉窯系青磁 椀 D15　5 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 椀Ⅰ -2 ～ 4 類　貫入有

2484 同安窯系青磁 椀 C9　6 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ黄 オリーブ黄 微細黒色粒 椀Ⅲ類

2485 龍泉窯系青磁 椀 H19　5 層 /G19　5 層 - 6.2 - 施釉・露胎 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細黒色粒 椀Ⅱ -b 類　反転復元

2486 龍泉窯系青磁 椀 E18　6 層 12.0 4.5 3.5 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 椀Ⅳ類　反転復元

2487 青磁 椀 D18　6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細白色粒 福建系　元～　

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

2488 青磁 椀 D18　6 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細白色粒 福建系　元～

2489 龍泉窯系青磁 椀 D4　5 層 14.3 - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細黒色粒 椀Ⅳ類～　反転復元

2490 龍泉窯系青磁 椀 G20　5 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細黒色粒 椀Ⅳ類～　

2491 青磁 椀×皿 G20　5 層 - 5.0 - 施釉 露胎 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 元～明　反転復元

2492 龍泉窯系青磁 皿 C8　2 層 - 5.6 - 施釉 施釉 明緑灰 明緑灰 微細白色粒 皿Ⅳ類～　反転復元

2493 青磁 椀 D3　6 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細黒色粒 明代

2494 龍泉窯系青磁 皿 H19　5 層 - - - 施釉 施釉 明オリーブ灰 明オリーブ灰 微細黒色粒 明代か

2495 龍泉窯系青磁 皿 E16　2 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細黒色粒 明代

2496 龍泉窯系青磁 皿 G21　6 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細白色粒 明代

2497 龍泉窯系青磁 椀 H18　5 層 - 4.4 - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細白色粒 上田ＢⅢ×Ⅳ類　反転復元

2498 龍泉窯系青磁 椀 C8　2 層 - - - 施釉 施釉 明オリーブ灰 明オリーブ灰 微細黒色粒 椀Ⅳ類～　

2499 龍泉窯系青磁 椀 C15　5 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細黒色粒 上田 C Ⅱ類

2500 龍泉窯系青磁 椀 B7　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 椀Ⅰ×Ⅱ類か

2501 龍泉窯系青磁 椀 C7　2 層一括 - - - 施釉 施釉 明オリーブ灰 明オリーブ灰 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2502 龍泉窯系青磁 椀 G16　5・6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 椀Ⅰ×Ⅱ類か

2503 龍泉窯系青磁 椀 B3　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰 灰 微細白色粒 椀Ⅳ類

2504 龍泉窯系青磁 椀 E11　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 椀Ⅳ類

2505 龍泉窯系青磁 椀×皿 H17　5 層 - - - 施釉 施釉 明オリーブ灰 明オリーブ灰 微細黒色粒

2506 龍泉窯系青磁 香炉か H21　2 層 - 4.3 - 施釉 釉斑点状に残る オリーブ灰 淡黄 微細黒色粒

2507 国産陶器 天目茶碗 C8　2 層 - - - 施釉 施釉 浅黄橙 浅黄橙 微細黒色粒 瀬戸天目

2508 中国陶器 天目茶碗 F15　5 層 - - - 施釉 施釉 暗茶褐 暗茶褐 微細黒色粒 中国天目

2509 中国陶器 天目茶碗 D3　6 層 - - - 施釉・露胎 施釉 暗茶褐 暗茶褐 微細白色粒 中国天目

2510 中国陶器 黒釉壺 E3　6 層 - - - 施釉 ナデ・釉だれ 黒 灰白 1㎜以下の灰色粒子 元～明

2511 東播系須恵器 鉢 C5　6 層 - - - ナデ ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の灰・白色粒子

2512 東播系須恵器 鉢 D5　6 層 - - - ナデ ナデ 灰白・灰 灰白 1㎜以下の白色粒子、白色鉱物

2513 国産陶器 擂鉢 H18　5 層 - - - ナデ ナデ・擂目 にぶい褐 にぶい褐 微細白色粒 備前焼

2882 須恵器 ハソウか C12　6 層 /D13　6 層 - - - ナデ・櫛描波状文 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の長石 反転復元

真米田遺跡 真米田遺跡
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遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

2 滑石製石鍋 SB1Pit9　上層 - - - - 滑石

4 砥石 SB2Pit5　上層一括 (24.4) (8.0) (7.3) (1780.0) 砂岩

20 鉄釘 SB7Pit3　中層 (7.2) (0.9) (0.4) (12.0) -

30 土錘 SB7Pit5　上層 3.6 1.4 - 7.0 にぶい黄橙　1㎜以下の黒・灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

63 鉄釘 SB7Pit10　中層 (4.7) (0.9) (0.6) (10.0) -

67 軽石製礎石か SB7Pit11　中層 (17.3) (16.5) (6.5) (444.0) 軽石

76 鉄釘 SB7Pit14　上層 (2.7) (0.6) (0.6) (8.0) -

84 鉄釘 SB8Pit2　中層 (6.8) (0.9) (0.7) (17.0) -

114 粘土塊（炉壁か） SB11Pit233　上層 (3.8) (7.0) (2.5) (49.0) 凝灰岩か　2㎜以下の石英、角閃石、茶色鉱物 一部被熱か

115 粘土塊（炉壁か） SB11Pit233　上層 (6.3) (6.6) (4.5) (102.0) 凝灰岩か　3㎜以下の茶色鉱物、1㎜以下の石英、角閃石

116 粘土塊（炉壁か） SB11Pit233　上層 (3.6) (4.9) (5.7) (34.0) 凝灰岩か　2㎜以下の茶色鉱物、1㎜以下の石英、角閃石

127 粘土塊 SB12Pit16　上層 (5.8) (6.1) (9.0) (154.0) 凝灰岩か　2㎜以下の茶色鉱物、1㎜以下の石英、角閃石

128 凹み石か SB12Pit12　上層 (16.1) (11.3) (7.2) (1370.0) 砂岩

153 鞴羽口 SB15Pit7　一括 (4.0) (4.4) (2.1) (26.0) 1㎜以下の白色粒子

162 鉄滓 SB17Pit5　中層 4.9 10.0 4.1 140.0 -

174 粘土塊 ( 炉壁か ) SB21Pit5　中層 (6.8) (11.8) (10.0) (515.0) 凝灰岩か　4㎜以下の茶色鉱物、2㎜以下の石英、3㎜以下の角閃石 面取有

178 鞴羽口 SB21Pit10　一括 (3.0) (2.6) (1.9) (9.0) 1㎜以下の白色粒子 ガラス質融溶物付着

179 鉄滓 SB21Pit10　下層 6.9 9.5 4.6 282.0 - 椀形滓か

188 砥石 SB24Pit1　一括 (12.5) (13.0) (5.0) (985.0) 砂岩

190 軽石製品 SB24Pit1　中層 (6.5) (5.3) (2.1) (19.0) 軽石 面取有　用途不明

197 砥石 SB24Pit4　中層 (11.1) (5.1) (3.1) (242.0) 砂岩

206 火打ち石 SB24Pit8　一括 1.8 2.1 0.6 3.0 チャート

235 土錘 SC5　上層 (4.5) 1.4 - (9.0) 褐灰～灰白　1㎜以下の石英、長石 穿孔径 0.5㎝

236 土錘 SC5　中層 (4.2) 1.6 - (9.0) 褐灰～にぶい黄橙　1㎜以下の長石 穿孔径 0.4㎝

237 土錘 SC5　中層 (2.7) 1.6 - (6.0) 褐灰～にぶい黄橙　1㎜以下の石英、長石 穿孔径 0.4㎝

238 砥石 SC5　上層 23.2 19.0 8.5 4200.0 砂岩

241 鉄滓 SC7　一括 2.6 2.4 1.1 13.0 -

246 刀子 SC8　上層 (20.8) (1.2) (0.3 ～ 0.5) (32.0) -

247 刀子 SC8　上層 (1.7) (0.5) (0.2) (1.0) -

248 土錘 SC8　下層 3.4 1.4 - 6.0 灰白　精緻 穿孔径 0.4㎝

249 土錘 SC8　下層 3.1 1.3 - 5.0 灰白　精緻 穿孔径 0.3㎝

250 土錘 SC8　下層 (2.6) (1.1) - (2.0) 灰白　精緻 穿孔径 0.3㎝

267 鞴羽口 SC13　上層 (4.3) (4.1) (1.6) (16.0) 微細白色粒

268 鉄滓 SC13　中層 5.0 6.4 3.4 130.0 -

305 土錘 SC26　下層 3.4 1.5 - 7.0 浅黄橙　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

306 土錘 SC26　中層 (3.5) 1.4 - (5.0) 浅黄橙　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

307 土錘 SC26　一括 (3.3) (1.5) - (4.0) にぶい黄橙　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

314 鉄釘 SC26　下層 (9.0) (0.7) (0.5) (13.0) -

315 鉄釘 SC26　下層 (7.7) (0.7) (0.5) (4.0) -

316 鉄釘 SC26　下層 (7.8) (0.7) (0.6) (7.0) -

317 鉄釘 SC26　下層 (6.8) (0.7) (0.6) (8.0) -

318 鉄釘 SC26　下層 (5.7) (0.6) (0.7) (10.0) -

319 鉄釘 SC26　下層 (6.2) (0.7) (0.6) (10.0) -

320 鉄釘 SC26　下層 (6.4) (0.6) (0.6) (7.0) -

321 鉄釘 SC26　下層 (4.7) (0.6) (0.5) (6.0) -

遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

322 鉄釘 SC26　中層 (5.5) (0.7) (0.7) (7.0) -

323 鉄釘 SC26　下層 (6.1) (0.5) (0.5) (10.0) -

324 鉄釘 SC26　下層 (3.9) (0.7) (0.5) (6.0) -

325 鉄釘 SC26　下層 (4.1) (0.7) (0.7) (7.0) -

326 鉄釘 SC26　中層 (1.7) (0.5) (0.5) (1.0) -

327 鉄釘 SC26　中層 (2.1) (0.9) (0.8) (4.0) -

328 鉄釘 SC26　下層 (4.7) (0.7) (0.7) (12.0) -

329 鉄釘 SC26　下層 (6.6) (0.6) (0.5) (8.0) -

330 鉄釘 SC26　下層 (6.8) (0.8) (0.5) (7.0) -

331 鉄鏃 SC26　下層 (8.3) (0.7) (0.5) (14.0) -

332 鉄釘 SC26　下層 (6.3) (0.6) (0.7) (6.0) -

333 鉄釘 SC26　中層 (5.1) (0.9) (0.8) (6.0) -

334 鉄釘 SC26　下層 (4.7) (0.8) (0.6) (4.0) -

335 鉄釘 SC26　下層 (6.0) (0.8) (0.5) (4.0) -

336 鉄釘 SC26　中層 (4.8) (0.6) (0.5) (6.0) -

337 鉄釘 SC26　下層 (4.0) (0.7) (1.2) (5.0) -

338 鉄釘 SC26　下層 (4.2) (0.8) (0.7) (6.0) -

339 鉄釘 SC26　中層 (4.9) (0.9) (0.6) (10.0) -

340 鉄釘 SC26　下層 (3.1) (0.6) (0.4) (1.0) -

341 鉄釘 SC26　下層 (2.9) (0.7) (0.5) (3.0) -

342 鉄釘 SC26　下層 (2.6) (0.5) (0.5) (2.0) -

343 鉄釘 SC26　下層 (2.2) (0.6) (0.4) (2.0) -

344 鉄釘 SC26　下層 (2.2) (0.6) (0.4) (2.0) -

345 鉄釘 SC26　上層 (3.0) (0.5) (0.3) (3.0) -

346 鉄釘 SC26　下層 (3.0) (0.4) (0.2) (1.0) -

347 鉄釘か SC26　下層 (2.2) (0.5) (0.4) (1.0) -

348 鉄釘 SC26　下層 (1.7) (0.5) (0.4) (1.0) -

380 土錘 SC38　上層 (4.7) 1.6 - (8.0) 灰白　精緻 穿孔径 0.5㎝

396 刀子 SC39　上層 (3.9) (1.0) (0.2) (5.0) -

430 不明鉄製品 SC42　中層 (6.1) (1.3) (0.5) (15.0) -

438 土錘 SC45　一括 (4.1) 1.7 - (8.0) 灰白　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

472 土錘 SC53　中層 4.9 1.5 - 10.0 褐灰　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

473 土錘 SC53　中層 4.9 1.7 - 12.0 褐灰　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.6㎝

474 土錘 SC53　上層 4.4 1.7 - 8.0 褐灰　精緻 穿孔径 0.5㎝

475 土錘 SC53　中層 3.9 1.5 - 8.0 褐灰　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.6㎝

476 土錘 SC53　一括 (4.2) 1.1 - (5.0) 浅黄橙　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

477 土錘 SC53　中層 (3.1) 1.5 - (8.0) 褐灰　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.6㎝

478 土錘 SC53　上層 (3.7) 1.7 - (9.0) 褐灰　精緻 穿孔径 0.6㎝

479 土錘 SC53　上層 (3.3) 1.6 - (3.0) 褐灰　精緻 穿孔径 0.5㎝

480 土錘 SC53　中層 (2.6) 1.5 - (4.0) 褐灰　精緻 穿孔径 0.6㎝

481 土錘 SC53　中層 (2.0) 1.5 - (4.0) 褐灰　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

484 土錘 SC54　中層 (3.1) 1.6 - (6.0) 褐灰　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

485 土錘 SC54　上層 (2.2) 1.3 - (3.0) 褐灰　精緻 穿孔径 0.4㎝

489 紡錘車 SC56　下層 6.0 (5.8) (1.5) (44.0) 7㎜以下の鉱物 土師器高台付椀転用品

493 粘土塊（炉壁か） SC56　中層 (16.1) (11.0) (3.9) (456.0) 1㎜以下の石英、角閃石
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遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

494 砥石 SC56　中層 (34.2) (16.6) (8.6) (7400.0) 砂岩

495 砥石 SC56　中層 (20.2) (18.8) (5.6) (3200.0) 砂岩

509 鞴羽口 SC66　一括 (4.5) (4.1) (2.2) (18.0) 1㎜以下の白色粒子

510 紡錘車 SC67　上層 (6.9) (7.3) (2.3) (58.0) 精緻 土師器円盤高台坏転用品

550 刀子 SC70　上層 (4.7) (0.9) (0.5) (8.0) -

628 鉄鏃 SC74　下層 (2.9) (0.9) (0.4) (2.0) -

638 刀子 SD3　上層 (7.9) (1.1) (0.2) (12.0) -

659 不明土製品 SD6　上層 (4.3) (3.1) (3.0) (23.0) 4㎜以下の茶色鉱物、2㎜以下の石英、角閃石、1㎜以下の白色粒子

660 鞴羽口 SD6　上層 (3.1) (4.1) (2.9) (29.0) 2㎜以下の小礫、1㎜以下の石英、白色粒子

661 鍛冶関連製品か SD6　5 層一括 (7.4) (7.1) (3.0) (54.0) 1㎜以下の白色粒子、茶色鉱物

662 鍛冶関連製品か SD6　上層 (9.1) (12.4) (4.2) (198.0) 1㎜以下の白色粒子、茶色鉱物

663 粘土塊（炉壁か） SD6　上層 (5.8) (4.0) (4.2) (66.0) 1㎜以下の白色粒子、茶色鉱物

664 粘土塊（炉壁か） SD6　上層 (6.3) (6.0) (1.9) (53.0) 1㎜以下の白色粒子、角閃石

665 粘土塊（炉壁か） SD6　上層 (3.8) (5.1) (2.7) (33.0) 2㎜以下の茶色鉱物、1㎜以下の角閃石、白色粒子 融溶物付着

666 粘土塊（炉壁か） SD6　上層 (3.7) (4.5) (3.2) (31.0) 1㎜以下の白色粒子、角閃石、茶色鉱物

667 粘土塊（炉壁か） SD6　上層 (6.6) (3.8) (4.3) (64.0) 1㎜以下の白色粒子、茶色鉱物 ガラス質融溶物付着

668 鉄滓 SD6　上層 4.9 8.0 3.3 112.0 -

669 鉄滓 SD6　上層 4.9 6.2 4.0 120.0 -

670 鉄滓 SD6　上層 4.2 4.0 2.0 22.0 -

671 土製品か SD6　一括 (7.9) (3.9) (4.2) (134.0) 2㎜以下の白色粒子、茶色鉱物、1㎜以下の石英、角閃石 一部硬化

703 鞴羽口 SD11　下層 (5.9) (7.0) (3.9) （75.0） 微細な鉱物・砂粒

717 鞴羽口 SH7　下層 (5.4) (4.2) (2.7 ～ 3.4) (41.0) 1㎜以下の白色粒子、繊維痕 融溶物付着

732 鉄釘 SK1　周溝　中層 (5.3) (0.6) (0.4) (4.0) -

733 鉄釘 SK1　6 層 (2.2) (0.6) (0.3) (1.0) -

734 鉄釘 SK1　上層 (1.4) (0.3) (0.2) (1.0) -

735 鉄釘 SK1　周溝　上層 (2.1) (0.2) (0.2) (1.0) -

736 鉄釘 SK1　周溝　上層 (2.4) (0.3) (0.2) (1.0) -

737 軽石製笠石 SK1　上層 (29.4) (29.1) (13.8) （2500.0） 軽石 四角形の臍孔有

744 鉄滓 Pit71　下層 (3.6) (4.5) (2.5) (13.0) -

746 鉄滓 Pit124　一括 4.0 5.3 1.7 42.0 -

755 刀子 Pit201　上層 (8.1) (1.0) (0.2 ～ 0.3) (7.0) -

757 鉄釘 Pit200　上層 (3.5) (0.4) (0.4) (2.0) -

768 鉄滓 Pit268　中層 4.5 6.2 2.6 68.0 -

776 鉄製紡錘車 Pit281　中層 (5.4) (5.2) (0.1) (14.0) -

779 鉄釘 Pit312　中層 (4.8) (0.6) (0.5) (12.0) -

784 鞴羽口 Pit343　一括 (3.7) (4.1) (2.0) (28.0) 1㎜以下の白色鉱物

791 火打ち石 Pit440　一括 2.1 3.6 1.6 10.0 チャート

825 砥石 Pit533　中層 (6.7) (5.6) (2.9) (162.0) 天草陶石

842 鉄滓 Pit594　中層 4.5 4.8 3.5 96.0 -

870 粘土塊 Pit633　上層 5.9 5.2 4.9 108.0 凝灰岩か　2㎜以下の茶色鉱物、1㎜以下の石英、角閃石、白色粒子 面取有

871 鞴羽口 Pit638　上層 (11.6) (7.7) (4.0) (248.0) 1㎜以下の白・黒色粒子、茶色鉱物

872 鞴羽口 Pit638　上層 (6.9) (5.6) (2.6) (67.0) 1㎜以下の白・黒・茶色粒子 融溶物付着

873 土錘 Pit646　中層 3.5 2.0 - 12.0 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.6㎝

896 粘土塊（炉壁か） Pit691　中層 6.3 10.0 5.1 186.0 凝灰岩か　1㎜以下の石英、角閃石、白色粒子、茶色鉱物

905 鉄釘 SS2　上層 (6.6) (0.3) (0.4) (4.0) -

遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位
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胎土・石材 備考
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919 鉄釘 SX1a　下層 (5.2) (0.9) (0.5) (15.0) -

920 粘土塊 SX1a　上層 (5.5) (4.7) (2.1) (38.0) 繊維束有

932 鉄鏃 SX1b　上層 (6.4) (1.4) (0.4 ～ 0.5) (12.0) -

933 鉄釘 SX1b　下層 (4.0) (1.0) (0.9) (10.0) -

935 鞴羽口 SX1b　一括 (4.9) (4.9) (1.8) (32.0) 繊維束有

982 鉄釘 G22　セイチ (9.2) (0.7) (0.7) (17.0) -

983 鉄釘 G22　セイチ 6.8 1.2 (0.4 ～ 0.9) (12.0) -

984 鉄釘 G22　セイチ (5.6) (0.7) (0.6) (7.0) -

985 鉄釘 G22　セイチ (6.1) (0.8) (0.6) (4.0) -

986 鉄釘 G22　セイチ (5.3) (0.7) (0.6) (8.0) -

987 鉄釘 G22　セイチ (3.5) (0.7) (0.6) (5.0) -

988 鉄釘 G22　セイチ (5.1) (0.5) (0.8) (7.0) -

989 鉄釘 G22　セイチ (5.0) (0.8) (0.7) (10.0) -

990 鉄釘 G22　セイチ (5.1) (0.7) (0.5) (8.0) -

991 鉄釘 G22　セイチ (4.4) (0.7) (0.7) (10.0) -

992 鉄釘 G22　セイチ (3.9) (0.9) (0.7) (8.0) -

993 鉄釘 G22　セイチ (4.1) (0.6) (0.6) (6.0) -

994 鉄釘 G22　セイチ (3.0) (0.9) (0.7) (6.0) -

995 鉄釘 F22　セイチ (3.2) (0.6) (0.5) (3.0) -

996 鉄釘 G22　セイチ (2.7) (0.8) (0.6) (6.0) -

997 鉄釘 F22　セイチ (2.0) (0.4) (0.5) (2.0) -

998 鉄釘 G22　セイチ (2.0) (0.7) (0.5) (3.0) -

999 鉄釘 G22　セイチ (5.7) (0.6) (0.4) (5.0) -

1000 鉄釘 G22　セイチ (3.6) (0.7) (0.4) (2.0) -

1001 鉄釘 G22　セイチ (5.6) (0.5) (0.4) (5.0) -

1002 鉄釘 G22　セイチ (4.2) (0.8) (0.5) (4.0) -

1003 鉄釘 G22　セイチ (4.6) (0.7) (0.5) (4.0) -

1004 鉄釘 G22　セイチ (4.5) (0.8) (0.3) (3.0) -

1005 鉄釘 G22　セイチ (4.2) (1.0) (0.8) (7.0) -

1006 鉄釘 G22　セイチ (2.8) (0.8) (0.5) (4.0) -

1007 鉄釘 G22　セイチ (4.4) (0.8) (0.4) (4.0) -

1008 鉄釘 G22　セイチ (5.3) (0.9) (0.7) (7.0) -

1009 鉄釘 G22　セイチ (2.0) (0.7) (0.7) (2.0) -

1010 鉄釘 G22　セイチ (2.6) (0.4) (0.3) (1.0) -

1011 鉄釘 G22　セイチ (2.9) (0.5) (0.6) (1.0) -

1012 鉄釘 G22　セイチ (3.2) (0.6) (0.4) (3.0) -

1013 鉄釘 G22　セイチ (1.8) (0.5) (0.4) (1.0) -

1014 鉄釘 G22　セイチ (2.4) (0.8) (0.4) (4.0) -

1015 鉄釘 G22　セイチ (2.3) (0.6) (0.5) (3.0) -

1016 鉄滓 F21　セイチ一括 5.8 7.8 2.7 155.0 -

1300 刀子 G19　6 層オチ (11.1) (2.1) (0.4) (38.0) -

1301 刀子 H19　6 層オチ (2.0) (0.9) (0.2) (2.0) -

1302 鉄鏃 G18　5 層オチ (13.0) (1.2) (0.4 ～ 0.5) (20.0) -

1303 鉄鏃 H19　6 層オチ (10.9) (1.5) (0.3 ～ 0.5) (16.0) -

1304 鉄鏃 G18　6 層オチ (6.8) (2.0) (0.4) (17.0) - 雁又鏃
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長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

1305 鉄鏃 H19　6 層オチ (6.9) (1.8) (0.5) (15.0) - 雁又鏃

1306 鉄釘 G20　6 層オチ (3.4) (0.8) (0.6) (6.0) -

1307 鉄釘 H19　6 層オチ (5.4) (0.3) (0.4) (2.0) -

1308 鉄釘 H19Tr　上層 (5.3) (0.9) (0.6) (9.0) -

1309 鉄釘 G19　6 層オチ (3.7) (0.6) (0.5) (5.0) -

1310 鉄釘 G20　6 層オチ (3.3) (0.5) (0.3) (2.0) -

1311 鉄釘 H20　6 層オチ (5.1) (0.8) (0.6) (16.0) -

1312 鉄釘 H19　6 層オチ (6.9) (0.6) (0.5) (4.0) -

1313 鉄釘 H19　6 層オチ (2.9) (0.7) (0.6) (4.0) -

1314 鉄釘 H19　6 層オチ (1.7) (0.5) (0.4) (2.0) -

1315 鉄釘 H19　6 層オチ (1.6) (0.3) (0.3) (1.0) -

1316 鞴羽口 G20Tr　一括 (3.1) (4.4) (2.6) (25.0) 1㎜以下の白色粒子 融溶物付着

1317 鉄滓 H20　5 層オチ 4.8 4.2 2.2 42.0 -

1318 鉄滓 G19　6 層オチ 4.3 3.2 1.8 25.0 -

1319 鉄滓 H19　6 層オチ 5.4 3.7 1.9 59.0 -

1320 鉄滓 H20Tr　上層 3.3 4.7 1.9 26.0 -

1321 鉄滓 H20　5 層オチ 3.1 3.8 1.3 17.0 -

1322 鉄滓 G19　6 層オチ 2.3 3.7 1.2 10.0 -

1323 鉄滓 G19　6 層オチ 3.3 2.9 2.1 20.0 -

1324 鉄滓 H20Tr　上層 2.5 3.2 1.8 16.0 -

1325 鉄滓 G20　6 層オチ 2.1 2.4 1.0 6.0 -

1326 紡錘車 G18　6 層オチ (5.8) (3.0) (1.1) 19.0 微細な石英、角閃石 土師器高台付椀転用品

1327 紡錘車 G19Tr　上層 (5.4) (5.9) (1.5) 33.0 細かい鉱物 土師器坏（円盤高台）転用品

1328 不明土製品 H19　6 層オチ (4.7) (2.1) (2.1) (17.0) 微細な石英、角閃石 用途不明　面取有　赤彩有

1329 不明土製品 H19　6 層オチ (3.1) (2.9) (1.0) (9.0) 微細な角閃石 用途不明　土師器転用品

1330 土錘 G19　6 層オチ 4.2 2.0 - 13.0 灰白　1㎜以下の灰・黒色鉱物 穿孔径 0.6㎝

1331 土錘 G18　6 層オチ 4.1 1.9 - 15.0 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

1332 土錘 G20Tr　5 層一括 3.6 1.8 - 9.0 にぶい黄橙　1㎜以下の角閃石、灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

1333 土錘 H20　6 層オチ 4.4 1.8 - 14.0 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

1334 土錘 G20　6 層オチ 4.6 1.6 - 6.0 灰白　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

1335 土錘 G19　6 層オチ 4.4 1.6 - 9.0 にぶい橙～灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.6㎝　赤彩か

1336 土錘 H20　5 層オチ 4.7 1.6 - 9.0 灰白　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

1337 土錘 G18　6 層オチ 4.7 1.6 - 11.0 褐灰～にぶい黄橙　2㎜以下の石英、長石 穿孔径 0.5㎝

1338 土錘 H20　6 層オチ 3.8 1.3 - 5.0 にぶい橙　精緻 穿孔径 0.3㎝

1339 土錘 G20　6 層オチ 3.5 1.7 - 4.0 灰白　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

1340 土錘 H20　6 層オチ 3.4 1.5 - 6.0 灰白　1㎜以下の灰・白色鉱物 穿孔径 0.4㎝

1341 土錘 G18　6 層オチ 3.7 1.4 - 7.0 にぶい黄橙　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

1342 土錘 H19　6 層オチ (3.6) 1.6 - (8.0) にぶい黄橙　1㎜以下の白・黒色鉱物 穿孔径 0.6㎝

1343 土錘 H19　6 層オチ (3.7) 1.7 - (9.0) にぶい黄橙～褐灰　1㎜以下の長石、石英 穿孔径 0.4㎝

1344 土錘 G19　6 層オチ (4.1) 1.6 - (8.0) 褐灰～灰白　1㎜以下の白・黒色鉱物 穿孔径 0.6㎝

1345 土錘 H19　6 層オチ 4.0 1.5 - 8.0 にぶい黄橙　1㎜以下の白色鉱物 穿孔径 0.4㎝

1346 土錘 H19　6 層オチ (4.3) 1.7 - (8.0) 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

1347 土錘 H19　6 層オチ (3.7) 1.6 - (8.0) にぶい黄橙　1㎜灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

1348 土錘 H20　5 層オチ (3.2) 1.9 - (4.0) 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

1349 土錘 H20　6 層オチ (3.1) 1.6 - (7.0) 浅黄橙　精緻 穿孔径 0.5㎝

遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

1350 土錘 H19　6 層オチ (3.3) 1.8 - (8.0) 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.7㎝

1351 土錘 G20Tr　6 層オチ一括 (3.7) 1.6 - (8.0) にぶい黄橙　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

1352 土錘 H19　6 層オチ (2.3) 1.2 - (2.0) 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.3㎝

1353 土錘 G19　5 層オチ (2.4) 1.7 - (3.0) にぶい黄橙　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.4㎝

1354 土錘 G20　6 層オチ (3.2) 1.5 - (6.0) にぶい黄橙　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.6㎝

1355 土錘 H20　6 層オチ (2.7) 1.3 - (5.0) にぶい黄橙　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

1356 砥石 G19　6 層 8.4 10.0 3.6 428.0 砂岩

2246 風字硯 E20　6 層 (6.9) (7.2) (0.9) (48.0) 1㎜以下の黒・灰色粒

2378 円盤加工品 B6　6 層一括 (1.6) (1.8) (0.7) (2.0) 微細黒色粒 越椀Ⅰ類の加工品

2379 円盤加工品 C5　6 層一括 (2.1) (1.9) (0.6) (3.0) 微細白色粒 越椀Ⅰ類の加工品

2473 白磁加工品 H18　5 層 (1.6) (1.8) (0.3) (1.0) 精緻 広東系か

2482 白磁加工品 E14　5 層一括 (2.0) (2.0) (0.5) (3.0) 精緻 森田 D 群か

2514 刀子 F15　6 層 (18.9) (1.3) (0.4 ～ 0.5) (60.0) -

2515 刀子 C15　6 層 (9.6) (1.8) (0.3) (26.0) -

2516 刀子 C10　5 層 (4.0) (1.4) (0.3) (10.0) -

2517 刀子 D5　6 層 (3.3) (0.9) (0.2 ～ 0.3) (4.0) -

2518 刀子 B5　6 層オチ (3.2) (5.6) (1.0) (0.2 ～ 0.4) (8.0) - 長さは同一個体と思われる２
つをそれぞれ表記

2519 刀子 B3　5 層 (3.8) (0.9) (0.3) (3.0) -

2520 刀子 B5　6 層 (4.6) (1.1) (0.3) (1.5) -

2521 刀子 B5　6 層 (2.9) (1.2) (0.3 ～ 0.5) (7.0) -

2522 刀子 B5　6 層 (3.7) (1.0) (0.3 ～ 0.5) (5.0) -

2523 刀子 B5　6 層 (2.7) (0.8) (0.3) (3.0) -

2524 刀子 C19　6 層 (3.4) (0.8) (0.2 ～ 0.3) (4.0) -

2525 刀子 D14　5 層 (2.4) (1.2) (0.3) (5.0) -

2526 刀子 B3　6 層 (4.0) (0.8) (0.2) (2.0) -

2527 刀子 H19　5 層 (3.4) (0.9) (0.2) (4.0) -

2528 鉄鎌 C13　6 層 (10.8) (3.6) (0.5) (46.0) -

2529 鉄鎌 E16　5 層 (2.3) (1.6) (0.4) (5.0) -

2530 鉄鏃 D15　5 層 (4.9) (2.2) (0.3 ～ 0.7) (12.0) -

2531 鉄鏃か G18　5 層 (2.3) (1.5) (0.2 ～ 0.3) (3.0) -

2532 不明鉄製品 F20　6 層 (7.0) (2.6) (0.6) (37.0) -

2533 不明鉄片 D11　6 層 (3.8) (2.7) (0.4) (16.0) -

2534 不明鉄片 A5　5・6 層一括 (3.1) (1.8) (0.2) (4.0) -

2535 不明鉄片 B5　6 層 (2.3) (1.7) (0.2) (3.0) -

2536 不明鉄製品 B5　6 層 (1.9) (0.8) (0.8) (3.0) -

2537 鉄製紡錘車 F15　5 層 (4.6) (4.7) (0.3) (21.0) -

2538 鉄製陽物か A8　6 層オチ (3.1) (2.1) (1.3) (6.0) 高師小僧か 孔径 0.9 ～ 1.0㎝

2539 鉄釘 B5　6 層 (4.3) (0.9) (0.7) (11.0) -

2540 鉄釘 D5　6 層 (3.5) (0.7) (0.7) (10.0) -

2541 鉄釘 E16Tr　5 層 (2.5) (0.4) (0.4) (2.0) -

2542 鉄釘 D10　2 層 (2.3) (0.4) (0.3) (1.0) -

2543 鉄釘 C15　5 層 (2.8) (0.4) (0.3) (2.0) -

2544 鉄釘 C16　5 層 (3.3) (0.4) (0.4) (3.0) -

2545 鉄釘 B3　6 層 (2.5) (0.6) (0.4) (2.0) -

2546 鉄釘 A8　上層 (8.0) (0.5) (0.4) (8.0) -
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遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

2547 鉄釘 A5　6 層 (7.0) (0.9) (0.6) (16.0) -

2548 鉄釘 B5　6 層 (6.6) (0.8) (0.7) (24.0) -

2549 鉄釘 E15　6 層 (5.1) (0.8) (0.6) (7.0) -

2550 鉄釘 G18　5 層 (4.9) (0.7) (0.5) (6.0) -

2551 鉄釘 G17　5 層 (4.3) (0.4) (0.5) (3.0) -

2552 鉄釘 E20　6 層 (4.1) (0.6) (0.3) (5.0) -

2553 鉄釘 E16Tr　5 層 (4.7) (0.9) (0.7) (5.0) -

2554 鉄釘 F21　5 層 (4.0) (0.5) (0.4) (5.0) -

2555 鉄釘 C3　5 層 (3.7) (0.7) (0.6) (5.0) -

2556 鉄釘 D20　6 層 (3.0) (0.7) (0.5) (6.0) -

2557 鉄釘 H17　6 層 (3.2) (0.5) (0.4) (3.0) -

2558 鉄釘 D14　5 層 (3.8) (0.5) (0.6) (4.0) -

2559 鉄釘 F22　6 層 (3.5) (0.8) (0.7) (13.0) -

2560 鉄釘 B5　6 層 (3.1) (0.5) (0.5) (4.0) -

2561 鉄釘 F15Tr　6 層 (2.2) (0.5) (0.3) (2.0) -

2562 鉄釘 F15　6 層 (1.8) (0.4) (0.4) (2.0) -

2563 鉄釘 B6　6 層オチ (3.8) (0.5) (0.4) (3.0) -

2564 鉄釘 C15　6 層 (3.9) (0.8) (0.5) (7.0) -

2565 鉄釘 F15　6 層 (3.3) (0.4) (0.4) (2.0) -

2566 鉄釘 B5　6 層 (3.0) (0.5) (0.5) (3.0) -

2567 鉄釘 B4　6 層 (2.7) (0.6) (0.5) (5.0) -

2568 鉄釘 C4　6 層 (2.0) (0.9) (0.7) (4.0) -

2569 鉄釘 C3　5 層 (2.0) (0.5) (0.5) (1.0) -

2570 鉄釘 G23　6 層 (5.6) (0.7) (0.6) (7.0) -

2571 鉄釘 G22　1 層 (5.0) (0.4) (0.4) (3.0) -

2572 鉄釘 F17　6 層 (3.3) (0.6) (0.4) (8.0) - 鉄滓付着

2573 鉄釘 D18　6 層 (3.1) (0.3) (0.3) (21.0) - 鉄滓付着

2574 棒状鉄製品 F15　自然流路 (12.2) (0.7) (0.7) (19.0) -

2575 棒状鉄製品 F15　自然流路 (8.5) (0.6) (0.5) (10.0) -

2576 棒状鉄製品 F16　5 層 (9.4) (0.5) (0.5) (11.0) -

2577 棒状鉄製品 G18　5 層 (3.7) (0.9) (0.5) (6.0) -

2578 棒状鉄製品 C9　5 層 (2.9) (0.6) (0.2) (2.0) -

2579 棒状鉄製品 D14　5・6 層一括 (5.1) (0.5) (0.4 ～ 0.5) (19.0) -

2580 棒状鉄製品 D14　5・6 層一括 (10.0) (0.6) (0.5) (32.0) -

2581 棒状鉄製品 D14　5・6 層一括 (4.7) (0.6) (0.5) (11.0) -

2582 棒状鉄製品 D14　5・6 層一括 (6.1) (0.5) (0.5) (8.0) -

2583 棒状鉄製品 F15　自然流路 (4.4) (0.4) (0.3 ～ 0.4) (8.0) -

2584 棒状鉄製品 C3　6 層 - - (0.4) (7.0) -

2585 不明銅製品 H19　5 層 (5.0) (2.8) (1.2) (29.0) -

2586 銭貨 D9　6 層一括 (2.1) (1.9) - (0.5) -

2587 鞴羽口 C15　6 層 (12.6) (8.2) (5.8) (420.0) 1㎜以下の白・赤色粒子 通風孔径 2.5㎝　
ガラス質融溶物付着

2588 鞴羽口 表土一括 (6.5) (6.0) (2.8) (68.0) 1㎜以下の石英・角閃石 ガラス質融溶物付着

2589 鞴羽口 D12　5 層 (4.8) (5.1) (2.1) (34.0) 2㎜以下の白色粒子 融溶物付着

2590 鞴羽口 C4　6 層 (5.4) (4.8) (2.7) (47.0) 2㎜以下の白色粒子 融溶物付着

2591 鞴羽口 B5　6 層オチ (4.8) (4.4) (2.0) (30.0) 1㎜以下の白色粒子 融溶物付着

遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位
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2592 鞴羽口 H20　5・6 層一括 (2.8) (2.8) (1.5) (9.0) 1㎜以下の白色粒子

2593 鞴羽口 D14　6 層 (4.2) (4.9) (2.1) (32.0) 1㎜以下の白・茶色粒子 融溶物付着

2594 鞴羽口 B6Tr　5・6 層一括 (2.9) (3.7) (1.6) (16.0) 1㎜以下の石英・白色粒子 ガラス質融溶物付着

2595 鞴羽口 B3　6 層 (4.2) (4.7) (2.3) (31.0) 2㎜以下の茶色粒子、1㎜以下の白色粒子

2596 鞴羽口 D15　5 層 (3.3) (2.9) (2.5) (15.0) 1㎜以下の黒色鉱物

2597 鞴羽口 A6　6 層 (2.8) (3.2) (2.0) (10.0) 1㎜以下の白色粒子 融溶物付着

2598 鞴羽口 H18　5 層 (2.9) (3.6) (1.4) (12.0) 1㎜以下の赤色粒子

2599 鞴羽口 D15　5 層 (4.4) (2.6) (1.8) (17.0) 1㎜以下の白色粒子

2600 鞴羽口 G18　5 層 (5.2) (3.7) (1.5) (21.0) 1㎜以下の白色粒子

2601 鞴羽口 B3　6 層一括 (2.0) (2.5) (1.7) (6.0) 1㎜以下の茶色粒子 融溶物付着

2602 鞴羽口 A6　5 層 (2.6) (3.0) (2.2) (11.0) 1㎜以下の白色粒子 融溶物付着

2603 鞴羽口 A6　5・6 層一括 (2.9) (2.2) (2.3) (10.0) 1㎜以下の白色粒子

2604 鉄滓 C15　6 層 5.7 8.6 5.9 200.0 -

2605 鉄滓 C15　6 層 6.1 7.2 3.9 124.0 -

2606 鉄滓 C3　5 層 7.4 7.1 3.1 224.0 -

2607 鉄滓 B5　6 層 5.1 7.4 3.6 82.0 -

2608 鉄滓 B6　6 層オチ 5.6 6.5 2.5 86.0 -

2609 鉄滓 B5　6 層 5.0 6.0 2.4 99.0 -

2610 鉄滓 C15　6 層 4.9 3.7 2.2 49.0 -

2611 鉄滓 C15　6 層 4.5 6.3 3.5 120.0 -

2612 鉄滓 B6　6 層オチ 3.2 5.1 2.3 45.0 -

2613 鉄滓 C15　6 層 4.9 5.7 3.0 75.0 -

2614 鉄滓 C5　6 層 4.5 6.2 2.4 87.0 -

2615 鉄滓 C5　6 層 5.2 6.3 2.9 63.0 -

2616 鉄滓 C15　6 層 5.0 6.0 3.2 81.0 -

2617 鉄滓 C15　6 層 3.9 5.7 2.7 45.0 -

2618 鉄滓 G20　5 層 4.7 7.2 2.3 134.0 -

2619 鉄滓 D13　6 層 3.9 5.8 2.9 83.0 -

2620 鉄滓 D15　5 層 5.0 6.0 2.4 84.0 -

2621 鉄滓 C16　6 層 3.8 5.9 2.1 44.0 -

2622 鉄滓 D5　6 層 3.4 6.1 2.1 33.0 -

2623 鉄滓 G18　5 層 3.2 4.1 2.1 25.0 -

2624 鉄滓 C4　6 層 3.1 4.6 1.8 32.0 -

2625 鉄滓 C3　6 層 2.6 4.6 2.2 32.0 -

2626 鉄滓 D4　6 層 3.8 4.4 1.7 31.0 -

2627 鉄滓 B5　6 層 4.2 3.8 1.3 27.0 -

2628 鉄滓 F15Tr　5 層 3.6 3.7 1.9 33.0 -

2629 鉄滓 D5　6 層 3.1 4.3 2.0 31.0 -

2630 鉄滓 C15　6 層 3.3 5.7 1.5 24.0 -

2631 鉄滓 C15　6 層 4.1 3.9 2.3 36.0 -

2632 鉄滓 H20　6 層 3.0 4.2 2.2 26.0 -

2633 鉄滓 C15　6 層 3.6 5.4 2.1 26.0 -

2634 鉄滓 D9　6 層 3.6 4.7 2.3 42.0 -

2635 鉄滓 D13　6 層 4.5 5.3 1.8 38.0 -

2636 鉄滓 B16　6 層 3.3 5.3 1.9 26.0 -
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2637 鉄滓 C15　6 層 3.9 4.0 2.9 34.0 -

2638 鉄滓 C15　6 層 3.2 4.0 2.5 20.0 -

2639 鉄滓 C15　6 層 4.0 3.6 1.9 24.0 -

2640 鉄滓 C15　6 層 3.4 4.1 3.1 46.0 -

2641 鉄滓 C15　6 層 3.5 4.8 2.0 31.0 -

2642 鉄滓 C15　6 層 2.9 3.2 2.4 24.0 -

2643 鉄滓 C16　6 層 1.9 3.1 1.3 7.0 -

2644 鉄滓 C15　6 層 3.5 3.9 2.8 43.0 -

2645 鉄滓 C16Tr　5 層 2.6 3.9 1.6 12.0 -

2646 鉄滓 C15　6 層 2.3 4.1 1.9 17.0 -

2647 鉄滓 C16　6 層 3.2 4.1 2.1 14.0 -

2648 鉄滓 C15　5 層 2.7 3.1 1.9 17.0 -

2649 鉄滓 C15　6 層 2.7 2.8 1.2 4.0 -

2650 鉄滓 C15　6 層 3.7 4.4 1.8 20.0 -

2651 鉄滓 E13　6 層 3.4 3.9 1.9 27.0 -

2652 鉄滓 E15　5 層 3.1 4.6 2.7 36.0 -

2653 鉄滓 D16　5 層 3.9 3.8 2.6 31.0 -

2654 鉄滓 G17　6 層 3.9 4.7 1.5 38.0 -

2655 鉄滓 D15　5 層 2.9 4.6 2.3 38.0 -

2656 鉄滓 D13　6 層 3.3 3.7 1.7 26.0 -

2657 鉄滓 D18　6 層 2.5 4.7 2.0 26.0 -

2658 鉄滓 G19　5 層 2.8 3.3 1.7 7.0 -

2659 鉄滓 D3　K 層 2.4 3.4 2.0 18.0 -

2660 鉄滓 B5　6 層 2.9 3.8 1.2 12.0 -

2661 鉄滓 G18　5 層 2.3 3.4 2.1 19.0 -

2662 鉄滓 H19　5 層 2.9 3.6 0.9 18.0 -

2663 鉄滓 H20　5 層 3.5 4.3 1.6 22.0 -

2664 鉄滓 C15　5 層 3.3 4.4 2.5 42.0 -

2665 鉄滓 E17　5 層 2.5 3.7 2.1 20.0 -

2666 鉄滓 G19　5 層 2.7 2.9 1.6 7.0 -

2667 鉄滓 C15　6 層 2.4 3.5 1.6 11.0 -

2668 鉄滓 G19　5 層 2.7 3.3 2.0 23.0 -

2669 鉄滓 D5　6 層 2.5 3.3 1.4 14.0 -

2670 鉄滓 C15　5 層 3.1 3.4 1.4 8.0 -

2671 鉄滓 H21　6 層 2.4 3.3 1.9 10.0 -

2672 鉄滓 H20　6 層 2.6 3.3 2.1 9.0 -

2673 鉄滓 H20　5 層 2.9 3.6 2.4 23.0 -

2674 鉄滓 H19　5 層 2.6 4.2 1.6 15.0 -

2675 鉄滓 H20　5 層 2.0 2.4 1.5 11.0 -

2676 鉄滓 H20　6 層 2.1 2.6 1.3 11.0 -

2677 鉄滓 E18　6 層 2.4 3.1 1.6 18.0 -

2678 鉄滓 H19　5 層 1.4 2.3 1.2 5.0 -

2679 鉄滓 H19　5 層 1.5 2.5 1.1 5.0 -

2680 鉄滓 H19　5 層 2.5 2.5 1.6 11.0 -

2681 鉄滓 H19　5 層 2.7 3.2 1.7 26.0 -

遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

2682 鉄滓 H18　5 層 2.4 4.1 1.6 11.0 -

2683 鉄滓 H17　6 層 2.7 3.2 1.7 16.0 -

2684 鉄滓 E14　5 層一括 2.9 3.3 1.8 26.0 -

2685 鉄滓 D16　5 層 2.8 3.1 1.2 13.0 -

2686 鉄滓 H20　6 層 2.9 2.7 2.1 17.0 -

2687 鉄滓 E21　6b 層 2.0 3.5 1.6 15.0 -

2688 鉄滓 C5　6 層 2.4 3.4 2.1 23.0 -

2689 鉄滓 B3　6 層 2.1 2.8 1.8 11.0 -

2690 鉄滓 F15Tr　5 層 2.3 2.9 1.3 6.0 -

2691 鉄滓 G19　5 層 1.6 1.8 1.1 2.0 -

2692 鉄滓 D15　5 層 2.4 2.7 1.2 8.0 -

2693 鉄滓 C15　5 層 2.1 2.4 1.2 10.0 -

2694 鉄滓 H21　6 層 2.0 0.8 1.1 11.0 -

2695 鉄滓 C15　6 層 2.2 2.3 1.0 6.0 -

2696 鉄滓 H19　5 層 2.3 2.5 1.6 13.0 -

2697 鉄滓 G19　5 層 1.5 2.1 1.3 2.0 -

2698 鉄滓 C15　6 層 2.7 2.0 1.5 6.0 -

2699 鉄滓 H19　5 層 1.6 1.8 1.2 2.0 -

2700 鉄滓 C15　6 層 1.9 2.0 0.5 3.0 -

2701 鉄滓 C15　5 層 1.8 1.9 1.3 6.0 -

2702 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (7.9) (8.6) (2.4) (108.0) 1㎜以下の白・黒色粒子 ガラス質融溶物付着

2703 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (6.7) (6.5) (3.1 ～ 3.5) (41.0) 1㎜以下の角閃石、白・茶色粒子 ガラス質融溶物付着

2704 粘土塊（炉壁か） D13　6 層 (7.3) (5.8) (3.1 ～ 3.3) (116.0) 4㎜以下の茶色粒子、3㎜以下の石英、角閃石、長石
1㎜以下の白色粒子

2705 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (7.2) (11.2) (4.5) (200.0) 1㎜以下の白色粒子、茶色鉱物

2706 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (5.7) (4.6) (2.7) (44.0) 1㎜以下の白色粒子、石英、茶色鉱物

2707 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (4.7) (4.5) (2.6) (29.0) 1㎜以下の白・黒色粒子 ガラス質融溶物付着

2708 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (5.4) (6.4) (1.9) (31.0) 3㎜以下の茶色鉱物、1㎜以下の白・黒色粒子、石英、角閃石

2709 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (5.3) (6.3) (3.3) (76.0) 1㎜以下の石英、長石、白色粒子

2710 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (4.2) (5.8) (2.2) (24.0) 1㎜以下の長石、茶色鉱物 融溶物付着

2711 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (5.6) (3.6) (1.3) (16.0) 1㎜以下の白色粒子、繊維痕茶色鉱物 融溶物付着

2712 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (6.6) (4.1) (2.1) (37.0) 1㎜以下の白・黒色粒子、石英、茶色鉱物 融溶物付着

2713 粘土塊（炉壁か） C15　6 層 (4.6) (4.7) (4.0) (46.0) 1㎜以下の白色粒子 ガラス質融溶物付着

2714 粘土塊（炉壁か） D15　5 層 (4.7) (4.5) (2.6) (33.0) 繊維束　4㎜以下の小礫、1㎜以下の白色粒子 ガラス質融溶物付着

2715 粘土塊（炉壁か） D14　2 層 (5.4) (7.7) (3.0) (63.0) 1㎜以下の石英、白色粒子 ガラス質融溶物付着

2716 粘土塊（炉壁か） B16　6 層 (5.4) (7.2) (3.3) (91.0) 3㎜以下の茶色鉱物、2㎜以下の石英、角閃石、1㎜以下の白色粒子

2717 粘土塊（炉壁か） F16　5 層 (5.5) (5.0) (2.4) (33.0) 1㎜以下の白・黒色粒子 ガラス質融溶物付着

2718 粘土塊 B3　5 層 3.1 4.4 2.4 18.0 繊維束　1㎜以下の白色粒子 硬化

2719 粘土塊 B3　5 層 4.5 4.4 2.8 35.0 繊維束　2㎜以下の白・黒色粒子 硬化

2720 粘土塊 B3　5 層 4.8 4.7 2.4 35.0 繊維束　2㎜以下の茶色鉱物 硬化

2721 紡錘車 E14　5 層 (6.3) (6.1) (1.5) (49.0) 1㎜以下の赤褐色粒子 土師器坏（円盤高台）転用品

2722 紡錘車 D10　5 層 (5.8) (6.5) (1.1) (47.0) 1㎜以下の砂粒 土師器坏（円盤高台）転用品

2723 紡錘車 C3Tr　6 層 (6.2) (7.2) (1.8) (61.0) 微細な砂粒 土師器坏（円盤高台）転用品

2724 紡錘車 D17　5 層 (6.7) (4.0) (1.4) (35.0) 微細な透明粒子 土師器坏（円盤高台）転用品

2725 紡錘車 F15　6 層 (4.7) (3.0) (1.1) (16.0) 微細な石英 土師器坏（円盤高台）転用品

2726 紡錘車 D18　6 層 (6.1) (4.0) (1.8) (32.0) 2㎜以下の小礫 土師器坏（円盤高台）転用品
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遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

2727 土製品 C16　5 層 (3.3) (4.5) (1.7) (28.0) 微細な黒色粒子 用途不明

2728 土製品 B6　6 層オチ (4.3) (4.1) (1.3) (17.0) 4㎜以下の砂粒 焼成前穿孔有　用途不明

2729 数珠玉か C4　6 層 1.2 1.4 1.4 2.0 1㎜以下の石英、微細な黒色鉱物

2730 土製品 D10　6 層 (11.0) (3.0) (4.0) (91.0) 3㎜以下の砂粒 用途不明

2731 土錘 B6　6 層オチ 5.5 2.4 - 25.0 褐灰　1㎜以下の石英、灰・白色鉱物 穿孔径 0.6㎝　

2732 土錘 C6　6 層 4.7 2.9 - 28.0 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.9㎝

2733 土錘 A6　6 層オチ一括 (5.0) 2.6 - (32.0) 褐灰　1㎜以下の灰・白色鉱物 穿孔径 0.8㎝

2734 土錘 B6　6 層オチ (5.1) 3.1 - (33.0) 灰白　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.9㎝

2735 土錘 A6　5 層 5.2 2.7 - (27.0) 灰白　3㎜以下の黒・茶褐色鉱物 穿孔径 0.9㎝

2736 土錘 B6　6 層オチ 5.1 2.7 - (19.0) にぶい黄橙　1㎜以下の灰・白色鉱物 穿孔径 0.8㎝　

2737 土錘 C4　6 層 4.7 2.2 - (20.0) 褐灰～灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2738 土錘 C3　6 層 5.1 (1.9) - (16.0) 灰黄褐　1㎜以下の黒色鉱物、長石 穿孔径 0.5㎝

2739 土錘 B6　6 層オチ 5.1 2.2 - 19.0 にぶい黄橙　精緻 穿孔径 0.6㎝

2740 土錘 A7　6 層 4.7 2.1 - 22.0 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2741 土錘 B3　5 層 5.4 2.4 - 23.0 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.8㎝

2742 土錘 B6　6 層オチ 4.7 2.6 - (24.0) 灰白～にぶい黄橙　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.8㎝

2743 土錘 B7　6 層 (4.6) 2.1 - (17.0) にぶい黄橙　5㎜以下の小礫 穿孔径 0.7㎝

2744 土錘 D5　6 層オチ 4.0 2.1 - 15.0 灰白　精緻 穿孔径 0.6㎝

2745 土錘 C19　6 層 (3.4) 1.9 - (10.0) 灰白　1㎜以下の白色鉱物 穿孔径 0.5 ～ 0.6㎝

2746 土錘 A5　5 層一括 3.7 2.1 - 14.0 にぶい黄橙　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2747 土錘 C6　6 層 3.6 2.0 - 8.0 浅黄橙　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2748 土錘 C6　6 層 3.9 2.0 - 10.0 明黄褐　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2749 土錘 C6　6 層 3.4 2.0 - 8.0 浅黄橙　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2750 土錘 C6　6 層 3.4 2.1 - 10.0 浅黄橙　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.2 ～ 0.5㎝

2751 土錘 C6　6 層一括 3.1 2.0 - 8.0 灰白　1㎜以下の白色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2752 土錘 B4　6 層 3.5 2.3 - 15.0 褐灰　1㎜以下の白・黒色鉱物 穿孔径 0.7㎝

2753 土錘 B5　6 層 3.3 1.8 - (8.0) 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2754 土錘 B5　6 層 3.3 2.1 - 10.0 にぶい黄橙　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2755 土錘 B5　6 層オチ 4.3 2.2 - (11.0) 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2756 土錘 F18　5 層 4.3 1.6 - 12.0 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2757 土錘 H19　5 層 4.2 1.8 - (10.0) 灰白　精緻 穿孔径 0.5㎝

2758 土錘 E20　6 層 4.1 1.5 - (8.0) 浅黄橙　精緻 穿孔径 0.5㎝

2759 土錘 H20　5 層 3.9 1.7 - 9.0 浅黄橙　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2760 土錘 B3　6 層 (4.0) 1.7 - (9.0) 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2761 土錘 B5　6 層オチ 3.7 1.6 - (6.0) にぶい黄橙　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2762 土錘 B4　6 層 3.5 1.5 - (6.0) 灰白　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2763 土錘 B3　5 層 4.0 1.7 - (8.0) にぶい褐～褐灰　1㎜以下の白・茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2764 土錘 B3　5 層 3.7 1.6 - (7.0) にぶい黄橙　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2765 土錘 B3　5 層 3.2 1.7 - 6.0 灰白　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2766 土錘 C4　6 層 4.7 1.4 - 8.0 にぶい褐　精緻 穿孔径 0.5㎝　焼成不良

2767 土錘 H19　5 層 3.9 1.2 - (6.0) 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2768 土錘 D19　6 層 4.1 1.0 - (3.0) 灰白　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.3㎝

2769 土錘 C9　6 層 3.4 1.3 - 5.0 にぶい黄橙　1㎜以下の白色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2770 土錘 F21　5・6 層一括 (3.0) 1.0 - (3.0) にぶい黄橙　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2771 土錘 H19　5・6 層一括 3.5 1.3 - 5.0 にぶい橙　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝
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番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位
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2772 土錘 B6　6 層オチ (4.1) 1.3 - (6.0) にぶい黄橙　1㎜以下の長石、石英 穿孔径 0.5㎝

2773 土錘 B6　6 層オチ (4.4) 1.3 - (6.0) 灰黄褐　1㎜以下の灰・黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2774 土錘 B6　6 層オチ 5.0 1.2 - 6.0 浅黄橙　精緻 穿孔径 0.4㎝

2775 土錘 B5　6 層 4.1 1.3 - 5.0 灰白　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2776 土錘 B3　5 層 4.1 1.2 - (4.0) 灰白～褐灰　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2777 土錘 B3　6 層 3.9 1.2 - 5.0 灰白　1㎜以下の灰・白色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2778 土錘 B3　6 層 4.2 1.1 - 5.0 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2779 土錘 B6　6 層オチ 3.7 1.5 - 8.0 褐灰　1㎜以下の白色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2780 土錘 G19　5 層 3.3 1.3 - 4.0 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2781 土錘 B8　2 層 3.1 1.2 - 4.0 褐灰　精緻 穿孔径 0.3㎝

2782 土錘 B5　6 層一括 2.9 1.3 - (4.0) 浅黄橙　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2783 土錘 H20　5 層 3.2 1.5 - (6.0) 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.3㎝

2784 土錘 G20　5 層 3.3 1.2 - 4.0 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2785 土錘 B5　6 層オチ 3.9 1.5 - 8.0 にぶい橙　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2786 土錘 B5　6 層オチ 3.8 1.8 - 10.0 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2787 土錘 C4　6 層 3.4 1.3 - 5.0 褐灰　精緻 穿孔径 0.4㎝

2788 土錘 C9　6 層 3.6 1.3 - 5.0 にぶい黄橙　精緻 穿孔径 0.4㎝

2789 土錘 G18　5 層 3.3 1.2 - 5.0 灰白　精緻 穿孔径 0.3㎝

2790 土錘 G19　5 層 3.7 1.3 - 4.0 にぶい黄橙　精緻 穿孔径 0.5㎝

2791 土錘 B5　6 層 3.7 1.7 - 8.0 浅黄橙　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2792 土錘 F16　5 層 3.5 1.8 - 8.0 橙～にぶい黄橙　精緻 穿孔径 0.4㎝

2793 土錘 C2　6 層 3.4 1.7 - (8.0) 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2794 土錘 C3　6 層 3.3 1.6 - 7.0 にぶい黄橙　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2795 土錘 B6　6 層オチ 4.5 2.6 - 21.0 にぶい黄橙　2㎜以下の黒・茶褐色鉱物 穿孔径 0.8㎝

2796 土錘 E14　5 層 4.7 2.2 - 18.0 褐灰　精緻 穿孔径 0.5㎝

2797 土錘 B6　6 層オチ 4.2 2.0 - 12.0 褐灰　1㎜以下の白・黒色鉱物 穿孔径 0.7㎝

2798 土錘 B6　6 層 (4.5) 2.3 - (22.0) 褐灰　1㎜以下の石英、白・黒色鉱物 穿孔径 0.7㎝

2799 土錘 B5　6 層 4.1 2.4 - (18.0) 灰黄褐　2㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2800 土錘 A7　6 層オチ 3.6 1.8 - 11.0 灰黄褐　2㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.8㎝

2801 土錘 A6　6 層 3.6 2.0 - 13.0 灰黄褐　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2802 土錘 A8　6 層オチ 3.4 2.0 - (11.0) にぶい黄橙　精緻 穿孔径 0.6㎝

2803 土錘 E16　5 層 (3.6) 1.6 - (8.0) 浅黄橙　1㎜以下の白・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2804 土錘 B6　6 層オチ (4.3) 2.0 - (14.0) 褐灰　1㎜以下の白・黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2805 土錘 G20　5 層 (4.0) 1.5 - (8.0) 灰白　1㎜以下の白・茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2806 土錘 G19　5 層 (3.0) 1.2 - (3.0) にぶい黄橙　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2807 土錘 B3　6 層 (3.1) 1.2 - (4.0) 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2808 土錘 F21　6 層 (3.2) 1.5 - (6.0) にぶい黄橙　1㎜以下の白・黒色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2809 土錘 C3　6 層 (3.5) 1.4 - (3.0) にぶい橙　1㎜以下の灰色鉱物、長石 穿孔径 (0.4㎝ )

2810 土錘 B3　5 層 (3.6) 1.5 - (7.0) にぶい黄橙　1㎜以下の石英、灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2811 土錘 B4　6 層 (3.2) 1.5 - (7.0) 灰白　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2812 土錘 B6　6 層オチ (3.6) 1.6 - (8.0) にぶい黄褐　1㎜以下の灰・白色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2813 土錘 B5　6 層オチ (3.6) 1.6 - (5.0) 灰黄褐　1㎜以下の灰・白色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2814 土錘 F17　6 層 (3.2) 1.7 - (8.0) 浅黄橙　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2815 土錘 B3　5 層 (2.8) 1.5 - (6.0) にぶい黄橙　1㎜以下の石英、灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2816 土錘 G19　5 層 (2.6) 1.7 - (6.0) 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝
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遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

2817 土錘 B3　6 層 (4.0) 1.4 - (6.0) 浅黄橙　2㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2818 土錘 B8　6 層オチ (4.0) 2.0 - (14.0) 浅黄橙　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2819 土錘 A6　6 層オチ (4.1) 1.2 - (5.0) 灰白　精緻 穿孔径 0.5㎝

2820 土錘 B4　6 層 (3.4) 1.1 - (4.0) 灰黄褐　精緻 穿孔径 0.5㎝　
一部外面に鉄分付着

2821 土錘 B4　6 層 (2.7) 1.0 - (3.0) にぶい橙　精緻 穿孔径 0.4㎝

2822 土錘 C5　6 層 (3.5) 1.7 - (7.0) 灰白　精緻 穿孔径 0.5㎝

2823 土錘 C4　6 層 (3.0) 1.5 - (5.0) 灰白　精緻 穿孔径 0.5㎝

2824 土錘 G20　5 層 (3.0) 1.7 - (6.0) にぶい橙　1㎜以下の白・黒色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2825 土錘 B5　6 層オチ (3.7) 1.7 - (10.0) 灰白　2㎜以下の石英 穿孔径 0.5㎝

2826 土錘 B5　6 層オチ (3.2) 1.9 - (11.0) にぶい黄橙　1㎜以下の白・茶褐色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2827 土錘 D12　5・6 層一括 (2.8) 1.6 - (6.0) 灰黄褐　精緻 穿孔径 0.3㎝

2828 土錘 G19　5 層 (4.0) 1.5 - (8.0) 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2829 土錘 G19　5 層 (2.8) 1.3 - (4.0) にぶい黄橙　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.4㎝

2830 土錘 A6　6 層オチ (7.2) (4.2) - (59.0) 灰白　2㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 (0.8㎝ )

2831 土錘 A8　6 層オチ (4.6) 2.5 - (19.0) にぶい橙　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2832 土錘 B6　6 層オチ (4.4) 2.6 - (24.0) にぶい褐　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.8㎝

2833 土錘 A6　6 層オチ (3.8) 3.0 - (22.0) 灰白　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.7㎝

2834 土錘 G17　5 層 (4.7) (2.5) - (13.0) 灰白　1㎜以下の黒・茶褐色鉱物 穿孔径 (0.6㎝ )

2835 土錘 E16　5 層 (4.5) 3.0 - (13.0) 灰白　1㎜以下の茶褐色鉱物 穿孔径 (1.0㎝ )

2836 土錘 A6　6 層 (3.5) 2.5 - (17.0) 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.9㎝

2837 土錘 A6　6 層オチ (3.2) (2.2) - (14.0) 灰白　2㎜以下の砂粒 穿孔径 0.7㎝

2838 土錘 G18　6 層 (3.8) 1.9 - (11.0) 灰白　1㎜以下の茶・灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2839 土錘 C6　6 層 (3.7) (2.6) - (18.0) 褐灰～浅黄橙　1㎜以下の黒・灰色鉱物 穿孔径 0.8㎝

2840 土錘 B7　6 層 (3.3) 2.0 - (12.0) 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.7㎝

2841 土錘 A6　6 層 (2.1) (2.1) - (6.0) 灰白　1㎜以下の灰・茶褐色鉱物 穿孔径 0.6㎝

2842 土錘 C4　6 層 (3.5) (1.9) - (10.0) 灰白　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝
全体的に鉄分付着

2843 土錘 B5　6 層 (2.3) (2.2) - (10.0) にぶい黄橙～褐灰　精緻 穿孔径 0.8㎝

2844 土錘 D5　6 層 (3.1) 1.9 - (7.0) 明黄橙　1㎜以下の黒色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2845 土錘 G18　5 層 (2.5) 1.8 - (5.0) 灰白　精緻 穿孔径 0.5㎝

2846 土錘 G19　5 層 (2.2) 1.5 - (4.0) 浅黄橙　1㎜以下の灰色鉱物 穿孔径 0.5㎝

2847 土錘 G19　5 層 (1.3) 1.3 - (1.0) 灰白　精緻 穿孔径 0.6㎝

2848 滑石製石鍋 C15　5 層 - - - - 滑石 穿孔有

2849 滑石製石鍋 E13　6 層 - - - - 滑石

2850 滑石製石鍋 G19　5 層 - - - - 滑石

2851 滑石製石鍋 G19　5 層 - - - - 滑石

2852 滑石製石鍋 G19　5 層 - - - - 滑石

2853 滑石製品 H18　5 層 (1.2) (1.2) (0.9) (2.0) 滑石 石鍋の転用品か　穿孔有
用途不明

2854 滑石製品 B3　6 層 (8.0) (10.5) (2.1) (246.0) 滑石 用途不明

2855 砥石 B4　6 層 (7.3) (4.4) (2.0) (80.0) 天草陶石

2856 砥石 G19　5 層 (5.5) (3.9) (0.8) (28.0) 砂岩

2857 砥石 G17　6 層 7.4 3.1 3.0 110.0 天草陶石

2858 砥石 C6　6 層オチ 9.5 2.4 1.2 55.0 砂岩

2859 砥石 A7　6 層オチ (7.7) (1.4) (1.7) (35.0) 砂岩

2860 砥石 E14　5 層 (8.5) (6.8) (3.5) (272.0) 砂岩

2861 砥石 D16　6 層 (6.5) (5.7) (2.0) (114.0) 砂岩

遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

2862 砥石 D13　6 層 (11.8) (13.0) (5.4) (825.0) 砂岩

2863 砥石 G19　5 層 (7.0) (7.9) (3.2) (220.0) 砂岩

2864 砥石 G19　5 層 (7.8) (6.8) (3.4) (142.0) 砂岩

2865 砥石 C13　6 層 25.2 11.2 11.0 5100.0 砂岩

2866 砥石 B10　6 層 (23.0) (18.5) (9.8) (6000.0) 砂岩

2867 碁石状石製品 D16　5 層 2.0 1.7 0.5 3.0 チャート 薄茶色

2868 碁石状石製品 B6　6 層オチ 2.2 1.7 0.6 4.0 蛇紋岩 白・黒色

2869 碁石状石製品 B7　6 層オチ 1.7 1.5 0.7 3.0 石英 浅黄色

2870 碁石状石製品 A6　6 層オチ 1.2 1.2 0.5 1.0 石英 浅黄色

2871 碁石状石製品 G19　6 層オチ 1.7 1.7 0.5 2.0 蛇紋岩 浅緑白色

2872 碁石状石製品 E13　6 層 1.6 1.4 0.6 3.0 チャート 濃茶色

2873 石錘 G20　5 層 6.0 3.9 3.0 88.0 凝灰岩

2874 紡錘車 B3　6 層 (6.3) (3.3) 1.3 36.0 砂岩

2875 軽石製品 B5　6 層オチ一括 14.0 6.6 4.8 95.0 軽石

2876 水晶製品 H18　5 層 (1.25) 1.45 1.1 2.0 水晶

2877 火打ち石 B7　6 層 1.5 1.9 1.7 5.0 チャート

2878 凹み石 B6　6 層オチ 12.7 16.3 5.3 985.0 花崗岩

2879 粘土塊 C13　6 層 7.2 8.5 7.7 286.0 3㎜以下の茶色鉱物、1㎜以下の石英、角閃石 工具痕有　用途不明

2880 石斧 A6　5 層 9.7 4.2 2.2 112.0 ホルンフェルス

2881 石包丁 C18　6 層 (4.3) (5.4) 0.6 18.0 ホルンフェルス

2883 蹄鉄 E13　2 層 (11.4) (2.5) (0.4 ～ 0.5) (302.0) -
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

1 土師器 甕 SR1　6 層 24.2 - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 2㎜以下の角閃石、茶色鉱物
1㎜以下の白色粒子 反転復元

2 土師器 甕 SR1　6 層 22.0 - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、
赤・茶色鉱物、3㎜以下の小礫 反転復元

3 土師器 甕 SR1　6 層 22.2 - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の角閃石
2㎜以下の石英、小礫 反転復元

4 土師器 甕 SR1　6 層 - - - 刻目突帯・ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 4㎜以下の石英、角閃石
5㎜以下の小礫

5 土師器 甕 SR1　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 3㎜以下の角閃石、2㎜以下の石英、
赤色粒子、1㎜以下の茶褐色粒子

6 土師器 坏 SR1　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 2㎜以下の石英、茶色鉱物
1㎜以下の角閃石、白色粒子 内面赤彩有

7 土師器 甕 SR1　6 層 - 6.7 - ナデ - 浅黄橙 淡褐 2㎜以下の石英、角閃石
1㎜以下の黒・白色粒子

8 土師器 甕 SR1　6 層 /SR1　一括
C7　6 層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 淡褐 4㎜以下の石英、角閃石、1㎜以下の黒・

白色粒子、5㎜以下の小礫

9 土師器 甕 SR2　1 層 /SR2　一括 24.0 7.7 28.0 ナデ オサエ・ナデ にぶい橙 黒褐色～
淡橙

3㎜以下の石英、角閃石、1㎜以下の白・
赤色粒子、4㎜以下の小礫 反転復元

10 土師器 甕 E3　6 層 22.0 - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 3㎜以下の石英、長石、角閃石
2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

11 土師器 甕 C4　6 層 /C4　6 層一括 16.6 - - ハケメ・ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の角閃石
2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

12 土師器 甕 B1　6 層 - - - 刻目突帯・ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の石英、4㎜以下の長石
4㎜以下の灰・赤茶色鉱物

13 土師器 甕 D3　6 層 - - - 刻目突帯・ナデ ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石

14 土師器 甕 NKIM-B　Tr 一括 - - - 刻目突帯 ナデ にぶい黄橙 橙 1㎜以下の角閃石

15 土師器 甕 E5　6 層 - - - 刻目突帯・ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

16 土師器 甕 E5　6 層 - - - 刻目突帯・ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物

17 土師器 甕 D2　6 層 - 6.2 - ハケメ・ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の石英
2㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

18 土師器 甕 D2　6 層 - 6.3 - ナデ - 灰褐 - 2㎜以下の石英、長石、赤褐色鉱物 反転復元

19 土師器 甕 E3　6 層 - 6.2 - ナデ ナデ にぶい黄褐 灰褐 1㎜以下の石英、3㎜以下の小礫 反転復元

20 土師器 甕 D2　6 層 - 5.4 - ナデ ナデ にぶい褐 にぶい橙 1㎜以下の石英、2㎜以下の小礫 反転復元

21 土師器 甕 E2　6 層 - 6.7 - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、白色粒子 反転復元

22 土師器 鉢か C3　5 層 20.0 - - ナデ ナデ 橙 橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 反転復元

23 土師器 坏 E3　6 層 13.0 - - ナデ ナデ 橙 橙 2㎜以下の石英、長石、赤褐色鉱物 反転復元

24 土師器 坏 C1　6 層 15.0 - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 反転復元

25 土師器 坏 B4　3 層オチ 11.8 - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、黒色粒子 反転復元

26 土師器 坏 B1　6 層 - ー - ナデ ナデ にぶい黄褐 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石
2㎜以下の赤褐色鉱物

27 土師器 坏 E7　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石 反転復元

28 土師器 高坏 E3　6 層 18.8 - - ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の石英、長石
2㎜以下の小礫 反転復元

29 土師器 高坏 E3　6 層 - - - ミガキ ミガキ 赤褐 赤褐 1㎜以下の石英、角閃石、微細黒色粒 赤彩有　全体的に摩耗

30 土師器 高坏 E5　6 層 - - - ミガキ ミガキ 褐 にぶい褐 1㎜以下の石英、長石、角閃石

31 土師器 鉢か B3　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石
4㎜以下の小礫 反転復元

32 土師器 高坏 E3　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、長石、角閃石

33 土師器 高坏 D2　6 層 - - - ミガキ ヘラナデ 橙 浅黄橙 2㎜以下の石英、長石
3㎜以下の小礫

34 土師器 高坏 C8　6 層 - - - ナデ ナデ 橙 浅黄橙 2㎜以下の石英 反転復元

35 土師器 高坏 D2　6 層 - - - ミガキ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の石英、長石
2㎜以下の赤褐色鉱物

36 土師器 高坏 D2　6 層 - - - ミガキ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石、微細黒色粒

37 土師器 高坏 C6　6 層 - - - ミガキ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物

38 土師器 高坏 B3　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物

39 土師器 高坏 D3　6 層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石

40 土師器 高坏 E4　6 層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 灰白 1㎜以下の石英、2㎜以下の小礫

41 土師器 ミニチュア土器 C8　6 層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石 反転復元

42 土師器 ミニチュア土器 C3　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の長石

43 須恵器 坏身 D6　6 層 - - - ナデ ナデ 灰 灰 1㎜以下の白色鉱物

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

44 須恵器 器台か F4　6 層 - - - 櫛描波状文・突帯・ナデ ナデ 灰 灰 微細白色粒

45 須恵器 器台か F5　6 層 - - - 櫛描波状文・突帯・ナデ ナデ 黄灰 黄灰 微細白色粒

46 須恵器 器台か E6　6 層 - - - 櫛描波状文・突帯 ナデ 灰 黄灰 微細白色粒

47 須恵器 器台か E6　6 層一括 - - - 櫛描波状文 ナデ 灰 黄灰 微細白色粒

48 須恵器 器台か F5　6 層 - - - 櫛描波状文・突帯・ナデ ナデ 灰 黄灰 精緻

49 須恵器 ハソウか F6　6 層 - - - 櫛描波状文 ナデ 灰 黄灰 微細白色粒

50 須恵器 ハソウか B3　6 層一括 /C2　6 層
C4　6 層 /D2　6 層 - - - 櫛描波状文・沈線・ナデ ナデ 灰 灰 精緻

51 須恵器 甕 E3　6 層 - - - 格子目タタキ 当て具痕→ナデ 灰 灰 1㎜以下の黒色粒子、微細白色粒

52 須恵器 蓋 D2　6 層 12.0 - - 沈線・ナデ ナデ 黄灰 黄灰 微細白色粒

54 黒釉陶器 不明 SC5　下層 - - - 施釉 施釉 暗褐 暗褐 精緻

55 土師器 坏 SC10　上層 13.0 6.5 2.7 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の赤褐色鉱物 糸切り　反転復元

56 土師器 坏 SC13　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白・黒色粒 糸切り

57 陶磁器か 不明 SC13　下層 - - - 施釉（剥離） 施釉（剥離） 灰白 灰白 精緻

58 土師器 小皿 SC17　上層 - 3.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 糸切り

59 龍泉窯系青磁 椀 SC17　中層 - - - 施釉 施釉 明緑 明緑 微細灰褐色粒子 椀Ⅳ類か

61 土師器 坏 SC19　上層 11.7 6.8 2.9 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細黒色粒 糸切り

62 土師器 小皿 SC19　上層 - 5.6 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄褐 褐灰 微細白色粒 糸切り　反転復元

64 中国陶器 黒褐釉壺×鉢 SC19　中層 - - - 施釉 施釉 オリーブ黒 オリーブ黒 微細白色粒

66 中国陶器か 壷か SC22　中層 - - - 施釉 ナデ 黄褐 灰黄 2㎜以下の石英、微細白色粒

68 国産陶器 擂鉢 SC26　中層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 灰黄褐 2㎜以下の白色鉱物 備前焼

70 龍泉窯系青磁 大型坏×盤 SC42　下層 - - - 施釉 施釉 緑灰 緑灰 微細白色粒 盤Ⅲ類

72 土師器 小皿 SD3　上層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細白色粒 糸切り

73 土師器 小皿 SD3　上層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄褐 1㎜以下の白色粒子 糸切り

75 木器か 漆椀か SD4　下層 ー ー ー ー ー 暗赤褐 暗赤褐 漆塗膜 漆部のみが残存

76 土師器 小皿 SD4　下層 - 4.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 灰黄褐 微細黒色粒 糸切り　反転復元

77 土師器 坏 SD4　下層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 微細黒色粒 板状圧痕

78 龍泉窯系青磁 椀 SD4　上層 14.8 - - 施釉 施釉 明オリーブ灰 明オリーブ灰 微細白色粒 椀Ⅳ～上田ＤⅡ類　
反転復元

79 龍泉窯系青磁 椀 SD4　上層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細赤褐色粒 上田 D Ⅱ類以降

80 国産陶器 甕 SD4　中層 /Pit88　下層 - - - ナデ ナデ 暗赤褐 灰 2㎜以下の白色砂粒 備前焼

81 土師器 甕 SD5　下層 - - - ナデ・刻目突帯 ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石
2㎜以下の赤褐色鉱物

82 土師器 甕 SD1　上層 - 7.4 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の石英、長石、角閃石

83 土師器 甕 SD1　下層 - 2.6 - ナデ ナデ 橙 にぶい黄橙 2㎜以下の石英、角閃石

84 土師器 甕 SD1　下層 - - - ナデ ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の石英、角閃石

85 土師器 高坏 NKIM-B　SD1 - - - ナデ ナデ 橙 黄橙 1㎜以下の石英、微細白色粒

86 須恵器 蓋 SD1/D6　一括 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 微細白色粒

87 土師器 坏 SD1 12.6 - - 回転ナデ 回転ナデ 橙 橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色粒子 反転復元

88 土師器 坏 SD1　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色鉱物

89 土師器 坏 SD1　上層 - 6.2 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 にぶい橙 1㎜以下の石英、角閃石、赤褐色鉱物 ヘラ切り　反転復元

90 土師器 甕 SD1　上層 18.0 - - ナデ ケズリ・ナデ にぶい褐 にぶい黄褐 1㎜以下の石英、長石、白色粒子 反転復元

91 須恵器 坏 SD1　中層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 微細黒色粒 火襷有

92 須恵器 坏 SD1　下層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 黄灰 黄灰 微細白色粒

93 須恵器 坏 SD1　中層 - 7.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 微細白・黒色粒 ヘラ切り　火襷有　
反転復元

94 土師器 甕 SD2　上層 - - - 刻目突帯・ナデ ナデ にぶい橙 にぶい橙 2㎜以下の長石、角閃石
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遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

95 須恵器 ハソウ SD9　上層 /E2　6 層
E3　6 層 /F3　6 層 10.0 - 11.8 自然釉・櫛描波状文・

回転ナデ
自然釉・回転ナデ・
オサエ 黄灰 黄灰 1㎜以下の黒色粒子

96 土師器 小皿 SD9　上層 7.6 6.8 1.4 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 糸切りか　反転復元

97 土師器 小皿 SD9　上層 7.8 6.6 1.3 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色鉱物 糸切り　反転復元

98 土師器 坏 SD14Pit12　下層 15.6 6.0 6.5 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、赤褐色粒子 反転復元

99 須恵器 蓋 SD14Pit16　下層 - - - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 微細白色粒

100 土師器 坏 SD11　下層 12.5 6.4 4.3 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 2㎜以下の赤褐色鉱物
1㎜以下の黒色粒子 ヘラ切り　反転復元

101 土師器 坏 SD11　上層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物、白色粒子

102 土師器 坏 SD11　中層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰 灰 1㎜以下の白色粒子

103 土師器 高台付椀 SD11　上層 - 11.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 1㎜以下の黒色粒子 赤彩有　反転復元

104 布痕土器 焼塩壺 SD11　中層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 3㎜以下の小礫

105 白磁 皿 Pit22　一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 森田 D 群

107 土師器 坏 Pit35　一括 - 7.6 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 1㎜以下の白色粒子 糸切り　反転復元

109 土師器 小皿 Pit49　上層 9.2 5.4 2.4 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 精緻 糸切り

110 龍泉窯系青磁 椀 Pit49　中層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 1㎜以下の黒褐色粒子 上田 B Ⅱ類

111 中国陶器 黒釉壺×鉢 Pit80　中層 /C8　5 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ黒 オリーブ黒 1㎜以下の白色粒子

115 土師器 坏 E2　6 層 13.4 - - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 淡橙 微細黒色粒 反転復元

116 土師器 坏 E2　6 層 - 6.0 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 橙 1㎜以下の白色粒子 ヘラ切り→ナデ　反転復元

117 土師器 坏 E6　6 層 - 6.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の赤褐色鉱物 ヘラ切り→ナデ　反転復元

118 土師器 坏 E1　6 層 - 5.4 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の角閃石、黒色鉱物 ヘラ切り

119 土師器 坏（円盤高台） D4　5 層 /D4　6 層 - 5.4 ～
6.0 - 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細白色粒 ヘラ切り→ナデ

120 土師器 坏 D5　6 層 /E5　5 層 12.5 9.4 4.5 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 1㎜以下の白色粒子、赤褐色鉱物 糸切り　反転復元

121 土師器 坏 C8　6 層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ 浅黄橙 浅黄橙 1㎜以下の長石 糸切り　反転復元

122 土師器 坏 C8　6 層 - 5.0 - 回転ナデ 回転ナデ 淡橙 にぶい橙 1㎜以下の白色鉱物、微細黒色粒 糸切り　反転復元

123 土師器 小皿 D3　6 層 7.6 6.0 1.0 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 にぶい橙 微細白・黒色粒 ヘラ切り　反転復元

124 土師器 小皿 B7　5 層 6.8 5.2 1.5 回転ナデ 回転ナデ 灰白 灰白 微細白色粒 ヘラ切りか　反転復元

125 土師器 高台付椀 D1　6 層 - 6.8 - 回転ナデ 回転ナデ にぶい橙 浅黄橙 1㎜以下の黒色粒子 反転復元

126 布痕土器 焼塩壺 E6　6 層 - - - オサエ 布痕 橙 橙 精緻

127 須恵器 坏 C2　5 層 - 7.0 - ナデ ナデ にぶい橙 にぶい黄橙 1㎜以下の白色粒子

128 須恵器 甕 B3　6 層 - - - 格子目タタキ ナデ 褐灰 灰白 1㎜以下の長石、2㎜以下の黒色鉱物

129 白磁 椀 B3　5・6 層 - - - 施釉 施釉 黄白 黄白 精緻 森田 D 群か

130 白磁 皿か B2　2 層 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 森田 D 群か

131 白磁 椀か F6　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻 森田 D 群か

132 白磁 皿 C6　5 層 - 4.0 - 露胎・施釉 施釉 黄白 黄白 精緻 森田 D 群

133 龍泉窯系青磁 椀 D6　5 層 - - - 施釉 施釉 明オリーブ灰 明オリーブ灰 精緻 椀Ⅳ類以降

134 龍泉窯系青磁 大型坏×盤 南壁一括 - - - 施釉 施釉 明オリーブ灰 明オリーブ灰 1㎜以下の褐色粒子 盤Ⅳ類以降

135 龍泉窯系青磁 椀 南壁一括 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 精緻 椀Ⅳ類以降

136 龍泉窯系青磁 椀 F6　6 層 - 5.0 - 露胎・施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 精緻 元～明　内面に花文有

137 龍泉窯系青磁 皿 F4　2 層一括 - 4.2 - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 元～明　反転復元

138 龍泉窯系青磁 大型盤 D7　6 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 微細黒色粒 盤Ⅳ類以降

139 龍泉窯系青磁 椀 F4　2 層 - - - 施釉 施釉 灰オリーブ 灰オリーブ 精緻 上田 D Ⅱ類

140 龍泉窯系青磁 椀 F6　2 層 - 6.0 - 無釉・施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 精緻 椀Ⅳ類以降　反転復元

141 龍泉窯系青磁 椀 D8　6 層 - 7.0 - 無釉・施釉 施釉 灰白 灰白 微細白色粒 上田 C × D Ⅱ類か　内面に
スタンプ有　反転復元

142 龍泉窯系青磁 椀 南壁一括 - - - 施釉 施釉 明オリーブ灰 明 オ リ ー ブ
灰 精緻 上田 B Ⅱ類

遺物
番号 種別 器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm） 文様・調整 色調
胎土 備考

口径 底径 器高 外面 内面 外面 内面

143 龍泉窯系青磁 椀 B5　2 層 - - - 施釉 施釉 オリーブ灰 オリーブ灰 微細白色粒 上田 B Ⅳ類

144 青白磁か 大型皿か F5　6 層一括 - - - 施釉 施釉 灰白 灰白 精緻

145 中国陶器 黒釉椀 D7　5 層一括 - 4.6 - 無釉 無釉・施釉 灰黄 にぶい黄橙 微細黒色粒 反転復元

146 中国陶器 黒釉壷 D7　5 層 - - - 施釉 施釉 暗褐 暗褐 1㎜以下の白色鉱物

147 中国陶器 黒釉椀 F6　2 層一括 - - - 施釉 施釉 黒～暗褐 黒～暗褐 1㎜以下の白色鉱物

148 中国陶器 黒釉壺 F6　2 層一括 - - - 施釉 施釉 黒褐 黒 精緻

149 国産陶器 擂鉢 F5　2 層 - - - ナデ ナデ 灰黄褐 灰黄褐 1㎜以下の白色鉱物 備前焼

150 国産陶器 擂鉢 C7　6 層 - - - ナデ ナデ 黄灰 灰 1㎜以下の灰褐色鉱物、微細白色粒 備前焼

151 国産陶器 擂鉢 B2　6 層 - - - ナデ ナデ にぶい黄橙 にぶい黄橙 微細黒色粒

152 国産陶器 擂鉢 F5　2 層 - - - ナデ ナデ にぶい赤褐 褐灰 3㎜以下の白・黒・褐色鉱物 備前焼

153 瓦質土器 火鉢 C8　5 層 - - - スタンプ文 ナデ 褐灰 褐灰 微細白・黒色粒

154 瓦質土器 擂鉢か D2　6 層 - - - ナデ→工具ナデ ナデ にぶい黄橙 褐灰 2㎜以下の白・茶褐色鉱物

162 国産陶器 甕 F7　2 層 30.8 - - 施釉 施釉 褐～暗褐 黒褐 精緻 薩摩焼　反転復元

163 国産陶器 鉢 F6　2 層 14.4 - - 自然釉・露胎 自然釉 浅黄 灰黄 微細白・黒色粒 薩摩焼　反転復元

七日市前遺跡七日市前遺跡
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遺物
番号 種別・器種 出土遺構・地点・層位

法量（cm）
胎土・石材 備考

長さ（cm） 幅（cm） 厚さ（cm） 重量（g）

53 砥石 SB5Pit2　上層 16.8 12.9 4.0 1015.0 砂岩

60 土製管玉 SC18　上層 3.7 1.4 1.4 8.0 微細な白色粒子

63 銭貨 SC19　上層 (2.0) (1.1) - (0.5) -

65 鉄釘 SC22　中層 (2.4) (0.8) (0.6) (3.0) -

67 錫杖 SC26　上層 (5.8) (4.9) (0.9) (18.0) 銅製品

69 鉄釘 SC41　上層 (3.1) (0.4) (0.4) (2.0) -

71 軽石製品 SC42　一括 (8.5) (6.8) (9.2) (92.0) 軽石

74 鉄釘 SD3　上層 (4.1) (0.8) (0.7) (8.0) -

106 粘土塊 ( 炉壁か ) Pit23　中層 (7.6) (9.5) (8.5) (252.0) 1㎜以下の白色粒子

108 滑石製石鍋 Pit45　上層 - - - - 滑石 滑石製石鍋の転用未成品か

112 砥石 Pit87　一括 (20.5) (11.5) (10.4) (3000.0) 砂岩

113 砥石 Pit113　上層 (7.1) (11.2) (8.4) (1015.0) 砂岩

114 鉄滓 Pit137　一括 2.4 3.8 2.2 25.0 -

155 鉄釘 E2　5 層 (4.9) (1.1) (0.9) (16.0) -

156 鉄釘 C7　6 層 (2.6) (0.5) (0.5) (3.0) -

157 鉄滓 D8　6 層 2.1 2.9 1.8 16.0 -

158 鉄滓 B5　6 層 2.9 2.9 1.4 10.0 -

159 鉄滓 B3　6 層 2.5 3.1 2.1 17.0 -

160 鉄滓 E1　5 層 7.0 7.2 3.2 178.0 -

161 銭貨 C8　5 層 (2.3) (2.3) - (1.5) - 熈 寧 元 寶

164 煙管 F5　2 層一括 (4.9) (1.0) (0.1) (3.0) 銅製品

七日市前遺跡
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図版１　真米田遺跡の調査①真米田遺跡

真米田遺跡遠景（東上空より霧島を望む）

真米田遺跡調査区全景
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図版２　真米田遺跡の調査② 真米田遺跡

SB2 完掘状況（南から） SB5・6 完掘状況（北から）

SB4 完掘状況（南から） SB12 完掘状況（北東から）

SB13 完掘状況（北東から） SB14 完掘状況（東から）

SB15 完掘状況（北から） SB16 完掘状況（西から）

図版３　真米田遺跡の調査③真米田遺跡

SB7・8・SC26 検出状況（北から） SB7 P2 遺物出土状況（東から）

SB7 P3 土層断面（東から） SB7 P8 土層断面（西から）

SB7 P8 遺物出土状況（南から） SB7 P13 土層断面（西から）

SB7・8 完掘状況（北から） SB7・8・9 完掘状況（南から）
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図版４　真米田遺跡の調査④ 真米田遺跡

SB17 完掘状況（南から） SB19 完掘状況（南東から）

SB20 完掘状況（北東から） SB21 完掘状況（東から）

SB23 完掘状況（北東から） SB24 完掘状況（北から）

SB25 完掘状況（北西から） SB26 完掘状況（北東から）

図版５　真米田遺跡の調査⑤真米田遺跡

SC4 遺物出土状況（南東から） SC4 完掘状況（南東から）

SC5 遺物出土状況（南東から） SC5 完掘状況（南東から）

SC8 土層断面（南西から） SC8 底面ピット検出状況（南西から）

SC8 底面ピット断面（南西から） SC8 底面ピット炭化物層断面（南西から）
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図版６　真米田遺跡の調査⑥ 真米田遺跡

SC13 遺物出土状況（東から） SC13 完掘状況（東から）

SC19 遺物出土状況（北から） SC19 完掘状況（南から）

SC34 遺物出土状況（北から） SC34 遺物出土状況②（北から）

SC56 土層断面（北西から） SC56 完掘状況（北西から）

図版７　真米田遺跡の調査⑦真米田遺跡

SC39 炭化物層検出状況（南西から） SC39 土層断面（南から）

SC39 遺物出土状況（北から） SC39 完掘状況（南から）

SC45・46 検出状況（北東から） SC46 土層断面（北西から）

SC46 遺物出土状況（北西から） SC45・46 完掘状況（北東から）
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図版８　真米田遺跡の調査⑧ 真米田遺跡

SC63 土層断面（北東から） SC63 遺物出土状況（南東から）

SC63 炭化物層（北東から） SC63 炭化物層断面（北東から）

SC70 遺物出土状況（北から） SC70 土層断面（北から）

SC71・72 遺物出土状況（南から） SC72 土層断面（東から）

図版９　真米田遺跡の調査⑨真米田遺跡

SC72 遺物出土状況（南から）

SK1 検出状況（北から） SK1 墓壙土層断面（北西から）

SK1 周溝土層断面（南から） SK1 軽石製笠石出土状況（北から）

SK1 緑釉陶器出土状況（南から） SK1 完掘状況（北から）

SC71・72 完掘状況（北から）
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図版 10　真米田遺跡の調査⑩ 真米田遺跡

SD1 土層断面（東から） SD1 完掘状況（南東から）

SD3 完掘状況（南から） SD4 土層断面①（南西から）

SD4 土層断面②（南西から） SD4 完掘状況（南から）

SD5 土層断面（西から） SD5 完掘状況（北西から）

図版 11　真米田遺跡の調査⑪真米田遺跡

SD6 遺物出土状況（北から）

SD6 完掘状況（南西から） SD11 完掘状況（南から）

SH7 検出状況（北から）

SD14 完掘状況（南東から） SS2 土層断面（南西から）

SD6 土層断面（北から）
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1

2

3

10 11

12

17 外面 17 内面

24

38 外面 38 内面
39

42

50

図版 13　SB 出土遺物①真米田遺跡図版 12　真米田遺跡の調査⑫ 真米田遺跡

SS3 検出状況（南から）

SX2・SD4 検出状況（南西から） SX1 完掘状況（南西から）

SX2 土層断面（南東から）

窪地遺物出土状況（南東から）

窪地検出状況（南から）

整地層土層断面（北東から）
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図版 14　SB 出土遺物②

70

64

72

78
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81 内面81 外面
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図版 15　SB 出土遺物③

97 外面 97 内面

99

103 外面 103 内面
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真米田遺跡 真米田遺跡
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図版 16　SB 出土遺物④

134
144

145 外面

145 内面

146 150

149 外面 149 内面

151 152

153 157

図版 17　SB 出土遺物⑤

163 外面 163 内面 165

169 170

171
179 189

192 外面 192 内面

193 198

206

真米田遺跡 真米田遺跡
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図版 18　SC 出土遺物① 真米田遺跡

209 210
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217

224 外面 224 内面
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235 236 237
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図版 19　SC 出土遺物②真米田遺跡
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図版 20　SC 出土遺物③ 真米田遺跡 図版 21　SC 出土遺物④真米田遺跡
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図版 22　SC 出土遺物⑤ 真米田遺跡 図版 23　SC 出土遺物⑥真米田遺跡
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図版 24　SC 出土遺物⑦ 真米田遺跡 図版 25　SC 出土遺物⑧真米田遺跡
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図版 26　SC 出土遺物⑨ 真米田遺跡 図版 27　SC 出土遺物⑩真米田遺跡
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図版 28　SC 出土遺物⑪ 真米田遺跡 図版 29　SD 出土遺物真米田遺跡
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図版 30　SH・SK・P（ピット）出土遺物 真米田遺跡 図版 31　ピット（P）出土遺物真米田遺跡
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図版 32　整地層・窪地出土遺物 真米田遺跡 図版 33　窪地出土遺物真米田遺跡
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図版 34　包含層出土遺物① 真米田遺跡 図版 35　包含層出土遺物②真米田遺跡
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図版 36　包含層出土遺物③ 真米田遺跡 図版 37　包含層出土遺物④真米田遺跡
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図版 38　包含層出土遺物⑤ 真米田遺跡 図版 39　包含層出土遺物⑥真米田遺跡
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図版 40　包含層出土遺物⑦ 真米田遺跡
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図版 41　七日市前遺跡の調査①七日市前遺跡

七日市前遺跡遠景（東上空より霧島を望む）

七日市前遺跡調査区全景
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図版 42　七日市前遺跡の調査② 七日市前遺跡

SR2 検出状況（北西から）

SR2 土層断面（北西から）

調査区土層堆積状況

SB1 完掘状況（南から）

SB2 完掘状況（西から） SC14 検出状況（南から）

SC14 土層断面（南東から） SC14 完掘状況（南から）

図版 43　七日市前遺跡の調査③七日市前遺跡

SB4 完掘状況（南から） SC26 錫杖出土状況（北から）

SC26 完掘状況（東から） SD1・2・11・12 完掘状況（東から）

SD4 漆椀出土状況（南から）

SD3・4 完掘状況（南から） SD9・10 完掘状況（南東から）
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図版 44　古墳時代の遺構内・包含層出土遺物 七日市前遺跡
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図版 45　古代～中世の遺構内出土遺物七日市前遺跡

53

55 56 57

58 59
60

61 62

64 63
65 66

67
68

70

71

72 73
75

76

77

80

78 79



-448-

図版 46　古代～中世の遺構内・包含層出土遺物 七日市前遺跡
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みやこのじょう

城 市
し

高
たかじょう

城 町
ちょう

大
おお

井
い

手
で

45202 TJ2025 31°
47′
45″
付近

131°
7′
56″
付近

2012.4.9 ～

2012.9.21

2,900㎡
工業団地造成

遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

真米田遺跡 集落跡 平安時代

中世

掘立柱建物跡
柵列
溝状遺構
道跡
楕円形周溝墓
土師器焼成土坑
土坑
畝状遺構

土師器・須恵器
黒色土器
製塩土器
緑釉・灰釉陶器
越州窯系青磁
龍泉窯系青磁
白磁
鉄製品・鉄滓
風字硯

大型掘立柱建物
跡・楕円形周溝
墓・土師器焼成
土坑が検出され、
風字硯や大量の
陶磁器類の出土
から在地有力者
の居宅跡あるい
は公的施設の一
部である可能性
あり。

七日市前遺跡 散布地 古墳時代 土器埋設遺構・土器溜まり 土師器・須恵器

集落跡 平安時代

中世

掘立柱建物跡
溝状遺構
道跡
土坑

土師器・須恵器
龍泉窯系青磁
白磁
鉄製品・鉄滓
錫杖・銭貨

錫杖は都城市内
で初出土。遺跡
の周辺にあった
とされる高称寺
との関連性が考
えられる。

報告書抄録
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