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序 文 

本報告書は、東北自動車道遺跡発掘調査報告書の第9冊に当り、蔵王町所在

二屋敷遺跡の調査結果をその内容としている。 

国土開発幹線自動車道建設法に基く、当該自動車道宮城県内分の、一般供用

が開始されたのは昭和53年12月のことで、すでに5箇年を経過した。今日、新

幹線と並び交通の大動脈として、本県のみならず広く東北の経済・社会の発展

にとって不可欠の機能となっていることは周知の事実である。 

本県が全国的にみても遺跡分布の濃密な地域であるので、大規模な自動車道

建設事業が埋蔵文化財と深い係わりをもつであろうことは当初より予想される

ところであった。そのため県では、計画の提示と前後して大学関係者を中心と

した遺跡緊急対策委員会を組織し遺跡確認調査を実施した。しかしながら、長

期に亘りかつ広範囲に及ぶ発掘調査を行うためには、行政的な配慮の下に恒常

的で、十分組織化された体制をもって対処する必要がある。宮城県教育委員会

では、ために新たに専門職員を充当し直営方式による発掘調査を実施すること

となった。二屋敷遺跡の調査は、本県行政発掘の幕明けとして記念碑的意味を

持っている。 

埋蔵文化財の保護という視角からいえば、記録保存による処理はもとより次

善の策に過ぎない。今後も当該文化財にたいする地道な普及啓蒙活動を重ね、

その活用を図ってゆかねばならないが、本報告書がその一助になれば幸いである。 

なお、末尾ながら、これまでに御協力を賜わった関係各位に深く感謝の意を

表する次第である。 

昭和 59年 3月 

宮城県教育委員会 

教 育 長 三 浦  徹 

 



例 言 

1. 本書は東北自動車道関係遺跡発掘調査報告書第9冊目として、二屋敷遺跡の調査成果をま

とめたものである。二屋敷遺跡は当初2分冊とする予定であったが、内容が分割しにくいた

め1冊とした。したがってこれが東北自動車道関係遺跡の最終報告書になる。 

2. 調査の主体者は、宮城県教育委員会、日本道路公団である。 

3. 発掘調査の体制は下記の通りである。（所属・職名は当時のもの、敬称略） 

第一次調査（昭和45年2月20日～3月8日） 

調査担当者 

岡田茂弘 

調査参加者 

（宮城県多賀城跡調査研究所）岡田茂弘、工藤雅樹、桑原滋郎 

（東北大学考古学研究室）林 謙作、進藤秋輝、藤沼邦彦、西脇俊郎、白鳥良一、 

平口哲夫、Ｐ・ブリード、岩渕康治、岩本圭輔、加藤道男、岡村道雄、小林博昭、 

高野芳宏 

（東北学院大学）西城 晃 

第二次調査（昭和45年5月1日～7月31日） 

調査担当者 

宮城県教育庁社会教育課 技術主査 志間泰治 

技師 藤沼邦彦 

嘱託 白鳥良一 

東北大学大学院博士課程 林 謙作 

調査参加者 

（東北大学考古学研究室）西脇俊郎、小井川和夫、八巻正文、平口哲夫、木本元治、福

田友之、岩渕康治、加藤道男、岡村道雄、小林博明、佐々木いく子、 

千葉英一、 

（東北大学教養部）黒川利司、小井川百合子（旧姓笹原）、鈴木喜博 

（明治大学） 堀越正行、小田野哲憲 

（国学院大学）鈴木克彦 

（福島大学） 日下部善巳 

（弘前大学） 金子正夫 

4. 発掘調査および整理に際しては、調査に携わった方々はじめ、次の方々と機関のご協力を



いただいた。 

東北学院大学教授    伊東信雄氏 

元東北大学教授     芹沢長介氏 

宮城学院女子大学助教授 工藤雅樹氏 

東北大学助教授     須藤 隆氏 

東北大学考古学研究室、宮城県多賀城跡調査研究所、東北歴史資料館、秋田県埋蔵文化

財センター、青森県埋蔵文化財センター、岩手県埋蔵文化財センター、北上市立博物館、

陸前高田市立博物館、蔵王町、蔵王町教育委員会、蔵王町公民館、蔵王町宮小学校、な

お、本調査以前の分布調査は中橋彰吾、宮地祐一、高橋辰男、森谷祐堂各氏が担当され、

発掘調査の際に宿をお願いした我妻末雄氏、我妻惣吉氏とそのご家族や、区長の斉藤勘

十郎氏はじめ地元作業員各位のご協力によるところが大きい。 

5. 整理・報告書の作成は、文化財保護課が担当し、課員の協力と検討を経て、加藤道男、阿

部博志、小徳晶の3名が行った。なお昭和45年と46年に刊行された概報の中で、遺構の図

と記載については特に付け加える事実がないため引用再録し、文末に執筆者名を記した。 

6. 写真図版のうち、展開写真については小川忠博氏に撮影をお願し、氏の承認を得て収録し

た。 

7. 二屋敷遺跡の出土遺物および実測図・写真等の諸資料は、東北歴史資館へ移管し保存・活

用をはかることにしている。 

 



報告に際して 

国土開発縦貫自動車道建設法にもとづく東北自動車道の宮城県内にかかる予定路線は、昭和

42年5月に仙台市以南、昭和44年6月から昭和45年11月までの間4回にわたって仙台市か

ら岩手県境までが発表された。 

県教育委員会では昭和 42 年 5 月に東北自動車道遺跡緊急調査対策委員会を発足させ、委員

会の協議、決定にもとづいて路線敷の分布調査を行い、さらに試掘調査を実施した。その結果、

仙台市以南で23遺跡、以北で28遺跡の合計51遺跡が路線敷と係ることが明らかになり、その

後遺跡が追加された。 

発掘調査は日本道路公団との委託契約によって開始され、昭和45年2・3月には上記対策委

員会を中心に行われたが、同年4月からは県教育委員会が主体となり、昭和53年までの9ヶ年

にわたって実施した。 

昭和54年度からは、整理、報告書の作製が進められ、これまでに8分冊・51遺跡について

報告書が刊行された。なお、これ以前には路線敷分布調査・試掘調査報告書、発掘調査概報が

刊行されている。 

今回の報告は、昭和 45 年に東北自動車道関係の遺跡としては最初に発掘調査された二屋敷

遺跡についてであり、この第9分冊目をもって最終となった。 

東北自動車道遺跡緊急対策委員会の委員は次の方々である。（敬称略、職名は発足当時） 

東北大学文学部教授    伊東信雄 （考古） 宮城県文化財専門委員 

元東北大学工学部教授   小倉 強 （建築） 宮城県文化財専門委員 

東北大学工学部教授    佐藤 巧 （建築） 宮城県文化財専門委員 

東北大学教養部教授    高橋富雄 （歴史） 

東北大学助教授      芹沢長介 （考古） 

東北学院大学助教授    加藤 孝 （考古） 

東北大学工学部講師    坂田 泉 （建築） 

宮城県第二女子高校教諭  氏家和典 （考古） 

宮城県塩釜女子高校教諭  後藤勝彦 （考古） 

一迫町長崎診療所長    興野義一 （考古） 

東北大学助手       工藤雅樹 （考古） 

郷土史家         片倉信光 

 



東北自動車道関係遺跡調査報告書刊行一覧 

○埋蔵文化財緊急調査概報（東北縦貫自動車道遺跡地名表・同試掘調査略報）「宮城県文化財調査報告書」

第17集 昭和43年3月刊行 

○埋蔵文化財緊急調査概報（東北縦貫自動車道遺跡地名表・湯ノ倉館試掘調査概報）「宮城県文化財調査報

告書」第18集 昭和44年3月刊行 

○東北自動車道関係遺跡発掘調査概報（下原田遺跡・二屋敷遺跡・持長寺遺跡）「宮城県文化財調査報告書」

第23集 昭和45年3月刊行 

○東北自動車道関係遺跡発掘調査概報（刈田郡蔵王町地区）「宮城県文化財調査報告書」第24集 昭和46年 

3月刊行 

○東北自動車道関係遺跡発掘調査概報（白石市・柴田郡村田町地区）「宮城県文化財調査報告書」第25集 

昭和47年3月刊行 

○東北自動車道関係遺跡発掘調査略報（白石市・仙台市～大和町地区）「宮城県文化財調査報告書」第31集

昭和48年3月刊行 

○宮城県文化財発掘調査略報（昭和48・49年度分）「宮城県文化財調査報告書」第40集 昭和50年3月刊行 

○宮城県文化財発掘調査略報（昭和50年度分）「宮城県文化財調査報告書」第42集 昭和51年3月刊行 

○宮城県文化財発掘調査略報（昭和51年度分）「宮城県文化財調査報告書」第48集 昭和52年3月刊行 

○宮城県文化財発掘調査略報（昭和52年度分）「宮城県文化財調査報告書」第53集 昭和53年3月刊行 

○宮城県文化財発掘調査略報（昭和53年度分）「宮城県文化財調査報告書」第57集 昭和54年3月刊行 

 

○東北自動車道遺跡調査報告書Ⅰ「宮城県文化財調査報告書」第52集 昭和53年3月刊行 

上深沢遺跡 

○東北自動車道遺跡調査報告書Ⅱ「宮城県文化財調査報告書」第63集 昭和55年3月刊行 

御所内遺跡 赤鬼上遺跡 宮下遺跡 藤屋敷遺跡 西手取遺跡 手取遺跡 原田遺跡 佐野遺跡 

以上8遺跡 

○東北自動車道遺跡調査報告書Ⅲ「宮城県文化財調査報告書」第69集 昭和55年3月刊行 

宮沢遺跡 権現山遺跡 塩沢北遺跡 西原遺跡 一本杉遺跡 宮ノ脇遺跡 山ノ上遺跡 木戸遺跡 

宇南遺跡 有賀峰遺跡 以上10遺跡 

○東北自動車道遺跡調査輻告書Ⅳ「宮城県文化財調査報告書」第71集 昭和55年9月刊行 

湯ノ倉館跡・青木遺跡・引桜遺跡・明神脇遺跡 欠遺跡・持長地遺跡・大橋遺跡・大山遺跡・伊原

沢下遺跡 佐保山東遺跡 権現森遺跡 混内山遺跡・舟場遺跡 大蛸遺跡 以上14遺跡 

○東北白動車道遺跡調査報告書Ⅴ「宮城県文化財調査報告書」第81集 昭和56年9月刊行 

植田前遺跡・家老内遺跡 宮城館跡・下原田遺跡・東山遺跡 東足立遺跡 日光山遺跡 鶴の丸遺

跡 以上8遺跡 

○東北白動車道遺跡調査報告書Ⅵ「宮城県文化財調査報告書」第83集 昭和57年3月刊行 

菅の沢遺跡・原前南遺跡 勝負沢遺跡 御駒堂遺跡 以上4遺跡 

○東北自動車道遺跡調査報告書Ⅶ「宮城県文化財調査報告書」第92集 昭和57年9月刊行 

松田遺跡・菅生田遺跡 以上2遺跡 

○東北自動車道遺跡調査報告書Ⅷ「宮城県文化財調査報告書第93集」 

佐内屋敷遺跡 八谷館跡 御所館跡 駒場館跡 

○東北自動車道遺跡調査報告書Ⅸ「宮城県文化財調査報告書」第99集（本書） 
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Ⅰ．遺跡の位置と環境 

位置と自然環境 

二屋敷遺跡は刈田郡蔵王町宮字二屋敷に所在し、蔵王町役場の南約5㎞の地点に位置してい

る。 

本遺跡の所在する蔵王町は宮城県の南部、刈田郡の北東部にある。 

蔵王町周辺の地形を概観すると、西部の奥羽山地帯と東部の阿武隈山地帯および、それらの

山地帯にはさまれた中央部低地帯からなっている。奥羽山地帯は蔵王火山地とそれに連なる面

白山地・二井宿山地や高館丘陵によって構成され、その山麓は緩やかに東方に延び、蔵王町、

村田町周辺では南側に向って樹枝状に延びている。一方、東部の阿武隈山地帯は北側に延びる

角田丘陵地性山地や角田丘陵が急な傾斜をもって低地に迫っている。これらの山地や丘陵には

さまれた中央部低地は白石川やその支流の松川・藪川・児拾川等の河川によって形成され、そ

の流域には多くの段丘や白石低地と呼ばれる扇状地性低地が細長く広がっている。本遺跡の所

在する蔵王町は前述の通り蔵王火山地とそこから派生した高館丘陵、さらにそれらを開析して

流れる松川・藪川などの河川によって形成された段丘や沖積地で占められている。町内の大部

分を占める高館丘陵は町の中央部を貫流する松川によって大きく南北の丘陵に2分されている。

この南側の丘陵は蔵王火山地のひとつである青麻山から派生した丘陵が緩やかに延びており、

宮地区の沖積地に迫っている。この沖積地は白石低地の北半部にあたり、大きく松川流域の宮

地区と北部の藪川流域の円田地区に分けられる。本遺跡の所在する宮地区はこの松川流域の沖

積地にあたる。遺跡はこの沖積地の中央部の西縁にあり、蔵王山麓に源を発し、宮付近で白石

川に合流する松川によって形成された河岸段丘上に立地している。二屋敷遺跡の立地する段丘

は標高約60ｍ、段丘下の水田面との比高は約12ｍで、段丘の北側および東側は侵蝕谷によって

限られ、南側および西側は一段高い段丘面と接している。なお、段丘上面には東南方より西北

方に向って浅い埋没谷が入り込んでいる。遺物の分布は北斜面から西南斜面にかけて広がって

いる。 

 

周辺の遺跡 

本遺跡が所在する宮地区およびその周辺は県内でも遺跡の密集している地域である（宮城県

教育委員会：1976・1981、白石市：1976）。以下、この地域を中心に遺跡の分布をみていきた

い。遺跡の分布をみると、大部分が白石川やその支流域の段丘上に立地している。 

旧石器時代の遺跡は白石川の支流である松川・児拾川流域の段丘上で数ヶ所確認されている。

松川流域の持長地遺跡(白鳥良一：1971、黒川利司：1980)ではナイフ形石器、明神裏遺跡（伊 
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東信雄他：1981）では尖頭器、鉄砲町付近では彫刻刀形石器が発見されており、後期旧石器時

代のものと考えられている。 

縄文時代の遺跡は松川流域の永野、曲竹、宮地区と白石川流域の深谷地区に集中してみられ

るほか、一部藪川流域の円田地区にも分布している。 

早期の遺跡としては松田遺跡(丹羽茂：1972、土岐山武：1982)・明神裏遺跡(白石市：1976)

などがある。松田遺跡は白石川によって形成された段丘上に立地し、押形文土器を出土する竪

穴住居跡が検出されている。明神裏遺跡は松川によって形成された段丘上に立地し、早期の編

年型式名である明神裏式土器の標式遺跡である。 

前期の遺跡としては本遺跡の南西方に八幡平遺跡、北方に上原田遺跡などが発見されている

が、その性格が明らかにされたものは少ない。 

中期の遺跡としては本遺跡をはじめ、周辺には多くの遺跡が分布している。発掘調査が行な

われた遺跡には荒井遺跡(片倉・佐藤：1958)、菅生田遺跡（七戸貞子：1972、丹羽・三浦・加

藤：1973、丹羽・阿部・小野寺：1982）がある。荒井遺跡は本遺跡の南西約4.5㎞に位置、白

石川が形成した段丘上に立地し、上原型複式炉をもつ竪穴住居跡が検出されている。遺物とし

ては大木10式第Ⅱ段階の土器が一括して出土している。菅生田遺跡は本遺跡の南西約7.5㎞に

位置、白石川が形成した段丘上に立地し、上原型複式炉（大部分）・方形石組外土器埋設炉を

もつ竪穴住居跡、埋設土器遺構などが検出されている。特に、菅生田遺跡から敷石住居跡が発

見され、縄文時代中期後葉の集落跡の様子が明らかになった。遺物としては大木10式第Ⅱ段階

の土器が多量に発見されている。第Ⅱ段階の土器群はさらにＡ・Ｂ段階に細分されている。こ

の他西裏遺跡、湯坂山遺跡、地蔵堂遺跡、高野遺跡などから中期の土器が採集されている。 

後期の遺跡には本遺跡をはじめ、前述の菅生田遺跡など多くの遺跡が分布している。菅生田

遺跡からは小竪穴遺構・埋設土器遺構などが検出され、遺物包含層からは後期前葉南境式土器

の一括資料が出土している。また、この図版(第1図)外では昭和46年に発掘調査が行なわれた

東足立遺跡（佐々木安彦：1972、黒川利司：1981）からは後期後葉金剛寺式の竪穴住居跡・炉・

埋設土器遺構などが検出されている。この他、西裏遺跡・下別当遺跡・大久保遺跡などから南

境式土器が採集されている。このように、本遺跡周辺では中期から後期の遺跡が数多く分布し

ており、その中で、本遺跡はこれらの遺跡と密接なかかわりをもちながら人々の生活が営まれ

ていたと想像される。 

晩期になると前時期に比べ遺跡数は減少する。晩期の遺跡には山田沢遺跡・下別当遺跡など

があるが、その性格は不明なものが多い。 

弥生時代の遺跡は藪川流域の円田盆地に数多く分布する。この円田地区には大山遺跡（藤沼

邦彦：1971）、大橋遺跡（藤沼邦彦：1971、太田昭夫：1980）、赤鬼上遺跡（白鳥良一：1971、 
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阿部・黒川：1980）などがあり、中期後半から後期の土器が発見されている。また、松川流域

の段丘上に立地する西裏遺跡からは円田式の標準資料として設定された長頚壼が発見されてい

る。この他、弥生時代特有の石包丁が荒井遺跡から採集されている。 

古墳時代から奈良・平安時代の遺跡は円田盆地・深谷地区に集中してみられる。これらの遺

跡の中で発掘調査されたものをあげてみると、古墳時代前期塩釜式期の竪穴住居跡が検出され

た大橋遺跡、古墳時代後期栗囲式期・平安時代表杉ノ入式期の竪穴住居跡が検出された塩沢北

遺跡（藤沼邦彦：1971、小川淳一：1980）、表杉ノ入式期の竪穴住居跡が検出された青木遺跡

（藤沼邦彦：1972、小川淳一：1980、菊地逸夫：1982）、植田前遺跡（加藤道男：1972・1981）、

御所内遺跡(小井川和夫：1972、太田昭夫：1980)、家老内遺跡(佐藤庄一：1972、真山悟：1981、

森貢喜：1981)、東山遺跡(白鳥・高野：1971、真山悟：1981)などがある。 

以上のように、本遺跡周辺では古墳時代から平安時代の集落跡の様子が明らかになりつつあ

る。 
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Ⅱ．調査の方法と経過 

調査経過 

第一次調査 

二屋敷遺跡は、昭和43年に行なわれた試掘調査（注）などによって、縄文中期末の土器および

土師器を包含する2900㎡ほどの遺跡と考えられてきた。そのため、今回の調査を実施するにあ

たっては、地下に埋没していると予想される集落遺構のあり方を把握することを目標とした。

しかしながら、当初に予定された調査期間（14日間）では、遺跡全域の発掘調査を行なうこと

が困難なため、第一に遺跡を縦断する発掘区を設定し、ついでその発掘区内から発見された遺

構を追求して遺跡の全貌を把握する方針を定めた。 

2 月 19 日に調査用資材を現地に運搬し、2月 20 日より地元各部落からの作業員の協力を得

て発掘調査を開始した。調査にあたっては、日本道路公団が設置した道路用地の中心枕ＳＴＡ

26とＳＴＡ26＋6000を結ぶ直線を基準線とし、この基準線に沿って3ｍ方眼の区画割りを行な

ったのち、基準線の東側の地域について発掘調査を行なった。まず、公団杭ＳＴＡ26＋6000付

近で大木10式土器の埋甕遺構を発見し(2月20日)、ついで、その南方約24ｍで平安時代の竪

穴住居跡(1号住居跡)を発見した(2月21日)。このため、発掘区域を東方へ拡大して遺構の追

求を行なった(2 月 22～23 日)。一方、調査基準線に沿って北方へ発掘区域を拡大したところ、

北斜面裾で縄文後期初頭の土器を包含する良好な遺物包含層を検出し、これが北方の水田下ま

で及んでいることを認めた(2月23日)。その後、発見遺構の精査を実施しながら、順次、発掘

区域を南方へ拡大した。その後、2月 25・28 日に降雪にあったが、ほぼ順調に作業をつづけ、

3月1日までに延長104ｍ間の地域内で約450㎡の発掘作業を完了した。ついで、調査区全域に

実測用の遣り方を設置し、降雪に悩まされながらも実測を行ない、3月 8 日に発掘区全域の調

査を終った。この間、各種遺構、遺物の出土状況の撮影、観察記録を行ない、調査の資料化に

万全を期した。 

(注)「埋蔵文化財緊急調査概報－東北縦貫自動車道遺跡」宮城県文化財調査報告書第17集 

昭和43年3月 

(岡田茂弘・林謙作：1970より) 

第二次調査 

第二次調査の目的は次の4点に集約される。 

① 遺跡範囲の確認 

② 集落立地の正確な理解と把握 

③ 未発掘区域の遺構検出と精査 

 8



 

④ 第一次調査の補正 

この目的に向って、第一次調査の成果を受け、遺跡中央部、北部、南部の順に約 147ｍ×42

ｍの範囲で2196㎡の発掘調査を行った(第2図)。その結果、道路敷内での遺跡の範囲はＩＨと

ＧＨの約 120ｍの間にほぼ限定され、その中に縄文時代、平安時代の遺構、遺物が多数検出さ

れた。その他、近世の墓壙の調査も行った(藤沼邦彦他：1971より) 

 

整理の方法 

遺構：発見された遺構のうち、すでに概報で記述されている竪穴住居跡については、実測図

等で検討した結果、概報の内容に付け加える点がないので概報を引用再録した。また中世～近

世の遺構と遺物についても同様である。文末に執筆者名を示している。 

遺構番号は住居跡を除き、新たに付している。一部には発掘調査時の番号を修正しているの

で下に示す。 

発 掘 時         修正 

第3号埋設土器       →第7号炉 

第4号住居跡(第二次調査分) →第5号住居跡 

第5号住居跡(  〃   ) →第6号住居跡 

第6号住居跡(  〃   ) →第7号住居跡 

第1号炉  (  〃   ) →第8号住居跡 

なお、修正後の第 5～7 号住居跡は概報（第二次調査）の段階ですでに使用されている。ま

た配石遺構は第1・2・3号の3基発見されたが、第2号配石遺構は遺構平面図が残されていな

いため番号はそのままにして記述を省略した。 

遺物：出土遺物の主なものは登録し、番号を付けているが、整理の過程で登録番号を二重に

使用する結果となったため、ＮＹ1、2、3……とＰ0.1、2、3……とに区別している。住居跡出

土遺物は遺構ごとに登録した。また遺構出土遺物のなかには現在確認できないものもある。こ

れらについては遺構ごとにその旨を注記した。 

遺構・遺物実測図の本報告書における縮尺は次の通りである。 

基本層位断面図 1/80         土器・円盤状土製品・石皿・敲石・ 

遺物包含層断面図           磨石・凹石 

竪穴住居跡・配石遺構・塚       上記以外の土製品・石斧・円盤状石製品 

炉跡・立石遺構・小配石遺構      その他の石製品 

石組遺構・埋設土器遺構・土壙     石鏃・石錐・石匙・石篦・不定形剥片石 

器

1/3 

1/60

1/2 

1/40 

2/3 
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Ⅲ．基 本 層 位 

遺跡の立地する段丘は北・東が侵蝕谷によって限られ、南には埋没谷が入り込み、さらにそ

の南側と西は一段高い段丘へ続く。遺跡は段丘上の北斜面から南の埋没谷斜面にかけて広がっ

ており、その間の中央部はわずかに東に傾斜する広い平坦面となっている。東北自動車道の路

線敷は遺跡のほぼ中央を南北に縦断している。 

発掘区内には表土から地山まで基本的に5枚の層が認められた。地表面から地山面までの深

さは北西部で浅く約20㎝、その周囲はいくぶん深くなって約50㎝ほどになり、南側の埋没谷

に向って急に深さを増し、南東端では約120㎝である。 

第Ⅰ層：表土、耕作土である。縄文時代、古代、中世から現代にいたる各時期の遺物が混在

して発見された。平坦部中央北よりでは第Ⅰ層下が地山であり、地山面で第1号住居跡が検出

されている。 

第Ⅱ層：黒色土層である。南西部と北端の遺物包含層部分と、平坦部中央北よりを除く広い

範囲に分布している。この層の土色は地区によって多少変化する。北部では2～3枚の層に細分

される。出土遺物には縄文土器・石器などがある。遺物はまとまりがなく、出土状況は不規則

である。 

第Ⅲ層：黒色土層である。調査区域南半と北端部とに分布し、両地区で連続しておらず、土

色・土性は類似するものの、確実に同一の層かどうかは不明である。出土遺物は縄文土器・石

器などである。この層の上面から南半では第3～第8号炉、第1～3号・第8～10号埋設土器、

第1～4号土壙などの遺構が検出されている。 

第Ⅳ層：黒褐色土層で、第Ⅰ～Ⅲ層よりごく硬い。平坦部中央北よりを除くほぼ全域に分布

している。南斜面で厚くなる。無遺物層である。第Ⅲ層下の第Ⅳ層上面で第6・7号住居跡が、

第Ⅲ層の分布範囲外の第Ⅳ層上面で第2～5・8号住居跡、第4号埋設土器（南側遺物包含層下）、

第11～13号埋設土器などの遺構が検出されている。 

第Ⅴ層：黄褐色粘土層の地山である。同層下は30～50㎝ほどで段丘礫層に達する。 

なお、これら各層の中で、第Ⅱ、Ⅲ層は南側遺物包含層北側の地区で他と異なった状況がみ

られる。この地区(ＧＱ～ＧＴ－50～55区)では、第Ⅱ・Ⅲ層から出土する遺物量が他の地区に

較べて非常に多い。また南側包含層は基本層位第Ⅰ層下で第Ⅳ層上に形成されており、その範

囲をみると、東辺では包含層各層がしだいに薄くなって末端が把えられているが、北辺では層

が一定の厚さを保ったまま推定分布範囲の端まで至っている。したがって、本来遺物包含層は

さらに北側まで広がっていたことが考えられる。しかし発掘時には遺物の出土状況や遺構の存

在などから遺物包含層を限定した範囲で把えてその北側は遺構を中心として精査を行っており、

12 
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包含層地区との層位的対比は不十分であった。さらに同地区の第Ⅲ層上面から検出された炉跡

などについて、発掘の際から住居跡に伴うべきものと認識されており、とすれば、それらが伴

った住居跡内の堆積土と住居周囲の堆積層の出土遺物を混同して取り上げていることにもなる。

このような状況からみて、同地区の層は発掘時の見解に合わせて基本層位第Ⅱ・Ⅲ層として扱

うが、その出土遺物については混同している可能性があることを断っておく。 

また遺物包含層と他の地区の基本層位－特に基本層位第Ⅱ・Ⅲ層－との関係は明確でない。

東・南辺は、包含層の広がりは把えられているが、さらにその外側に未調査区を残しているこ

ともあり、また包含層部分の上・下に基本層位第Ⅱ・Ⅲ層に対応する遺物を含んだ堆積層は認

められなかった。 
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Ⅳ．縄文時代の遺構と遺物 

第一・第二次調査の結果、遺物包含層や竪穴住居跡、炉跡、配石遺構、立石遺構、小配石遺

構、石組遺構、埋設土器遺構、土壙、ピットなどの遺構と、縄文土器、土製品、石製品などの

多量の遺物が発見された。 

遺物包含層は南側、北側の2ヶ所で検出されている。南側遺物包含層は調査地区の南西部に

あり、遺跡内平坦部南端から埋没谷に向かう南向き斜面上部にかけて形成されている。北側遺

物包含層は平坦部北端に位置する。竪穴住居跡は南側遺物包含層に隣接してその北側と平坦部

の北部に、炉跡は南半の竪穴住居跡と重複あるいはその周辺からさらに東側にかけて分布し、

埋設土器は南半に点在するが、炉跡の分布域にやや集中する傾向がみられる。配石遺構・立石

遺構は中央部やや北西よりに、石組遺構は北側住居跡域にある。また大小の土壙、ピットは調

査区のほぼ全域に多数みられる。 

このように縄文時代の遺構は平坦部の北端と南端から斜面にかけて遺物包含層が形成され、

その間の広い平坦部のほぼ中央に配石遺構が位置し、竪穴住居跡や炉跡などは配石遺構からい

くぶん離れて平坦部の周辺部にあり、埋設土器は南半周辺部にやや集中するものの中央部まで

広がる、というような分布状況を示している。 

 

1．南側遺物包含層 

南側遺物包含層は調査地区の南西部、平坦部南端から埋没谷に向かう南斜面上部にかけて形

成されている。その分布範囲は基本層位の項でも触れたように北辺に関しては不明な点がある。

したがって、ここでは包含層としての広がりが確実に把えられている部分までを取り扱うこと

にしたい。それを前提にすると面積は約450㎡と推定され、このうち調査した区は45グリッド

の約405㎡となり、ほぼ全体といえる。なお断面図の検討結果によれば西辺は調査地区(自動車

道路線敷)よりいくぶん西側に広がるものと思われる。 

遺物包含層は表土下で発見され基本層位第Ⅳ層上に形成されていた。層は2枚（第2・3層）

に大別され、おのおのの分布範囲はほぼ一致する。第2層は単一の層であるが、第3層は数枚

に細分されている。各層とも西側中央部で厚く、第2・3層合わせて最高約50㎝になる。層離

面は南東に緩やかに傾斜する。遺物の出土状況は層離面に沿っており、第3層上面には西側中

央部（ＧＪ57～ＧＬ57区）を中心に多数の一括遺物がみられた。
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(注)  遺物の取り上げ層位は第3層をａ、ｂ、ｃ、ｄの4枚に細分化している部分がある。しか

しこの細分された層の数は、各グリッドの断面図に示されている層の数と必ずしも合致しない場合

が多かった。したがって、遺物と層位とを対称させることができないので第3層出土遺物として一

括して扱っている。また第3層上面として取り上げられている遺物（土器）は第2・第3層中の遺

物（土器）と接合するものが多く、取り上げの際に混同したと思われるので、それらは状況に応じ

て第2層あるいは第3層に含めている。 

 

 

南側遺物包含層出土遺物は縄文土器、蓋、袖珍土器、土偶、耳飾、土錘、円盤状土製品など

の土製品と石鏃、石錐、石匙、石篦、不定形剥片石器、打製石斧、環状石斧、磨製石斧、石皿、

敲石、磨石、凹石などの石器および石製品である。 

以下土器の特徴を述べるが、土器以外の遺物は別項において説明する。 
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中期の土器 

遺物包含層に混入している土器である。器形には深鉢・浅鉢がある。 

深鉢 

深鉢はいずれも磨消手法によって文様が描かれている。 

口縁部資料（第6図～第12図1～7） 

ａ：口縁部が内弯し、胴部の屈曲が緩やかなもの（第6図1～3）。 

1～3 は平口縁である。1 は口縁端部が肥厚する。2 は口縁端が外傾気味になる。1 は「∫」

状の文様が隆流線で胴上半部に描かれ、その文様の外側に縄文が充塡されている。文様構成と

しては「∫」状の無文帯と楕円形状の充塡縄文帯とが隆沈線で区画され、それらの文様が交互

に繰り返されて横方向に連続する。2・3も隆沈線によって1と同様な文様が描かれているもの

と思われる。 

ｂ：口縁部が外反し、胴部が緩やかに脹むもの（第6図4～8）。 

4～6は縦位「Ｓ」状の文様が幅の広い沈線によって描かれ、文様の内部には縄文が充塡され

ている。7・8は幅の広い沈線によって区画された文様が描かれ、その内部に縄文が充塡されて

いる。7は渦巻状の文様かとも思われる。 

ｃ：口縁部が外反し、胴部が強く脹むもの(第6図9～15、第7図1～11、第8図1～11)。 

口縁部は平口縁で端部が小波状突起をもつものと、小波状突起をもたないものとがある。前

者は口縁部内面が肥厚するものが多い。後者は口縁部内面に稜が巡り肥厚するものと稜が巡ら

ないものとがある。 

第 6 図 9 は「Ｕ」状の文様が幅の広い沈線で描かれ、文様の内部に縄文が充塡されている。

第6図10も9と同様な文様が描かれるものと推定される。 

第7図1・11は方形に区画された文様を隆線や隆沈線で胴上半部に描き、文様の外側に縄文

を充塡している。第6図14・15、第7図4～6・9も第7図1と同様な文様が描かれるものと思

われる。第8図6～9は玉抱き状の文様が隆線・隆沈線や沈線で描かれ、文様の外側に撚糸文・

刺突文が充塡されている。第6図11～13、第7図2・3・7・8、第8図2～5は隆線や隆沈線で

文様が描かれ、無文部分と縄文部分とに区画されている。 

ｄ：口縁部が外傾し、胴部が僅かに脹むもの（第8図12、第9図、第10図3・4）。 

第9図は平口縁で端部が肥厚し、小波状突起をもつ。胴部中央が僅かに脹み、胴下部は緩や

かな屈曲をもって底部にいたる。底部は外方向に張り出す。胴中央部に隆線が巡り胴上部の文

様と胴下部地文とを区画している。胴上部には方形の文様が隆線で描かれ、文様の外側に縄文

が充塡されている。第8図12も同様な文様が胴上部に描かれているものと思われる。 
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第 10 図 3は 3個の大波状突起をもつ口縁部で、大波状突起間には小波状突起がつく。大波

状突起部には円窓がある。胴上部の文様は大波状突起部から下垂し、胴部に至る「⊥」状の隆

線と刺突文が組み合って方形に区画され、区画内には縄文が充塡されている。小波状突起部に

は鰭状隆線の部分がある。胴下部には地文が施文されている。第10図4は「 」状の隆線と下

垂する細い沈線の組み合わせによって方形に区画され、区画内に撚糸文が充塡されている。さ

らに「 」状隆線に沿って刺突文が加えられている。 

ｅ：口縁部が外傾し、胴部が緩やかに脹むもの（第10図2）。 

平口縁で、端部に小波状突起をもつ。胴上部の文様は「ノ」状文が沈線で描かれ、文様の外

側に縄文が充塡される。その文様が繰り返されて横方向に連続し、結合部は鰭状の隆線となっ

ている。鰭状隆線と頚部に巡る隆線に沿って刺突文が加えられている。 

ｆ：胴部から口縁部まで直線的に外傾するもの（第10図1）。 

口縁部は平口縁で、端部内面に稜が巡り肥厚する。胴部には沈線によって文様が描かれ、無

文部分と横長楕円状の縄文部分とを区画している。 

ｇ：口縁部が直立するもの（第11図1～11）。 

1は「 」状文が隆線で描かれ「 」状無文帯の外側に縄文が充塡されている。2～11は隆線・

隆沈線・沈線によって文様が描かれ、無文部分と地文部分とを区画している。9 は無文部分に

鰭状の隆線が施されている。 

ｈ：地文だけのもの（第12図1～7）。 

1～7は口縁部が直立し、胴部が円筒形になる。口縁部は平口縁で、端部に小波状突起がつく。

1～6は小波状突起部から下垂した隆線が頚部隆線と結合し、「⊥」状になる。この「⊥」状隆

線に沿って刺突文が加えられている。7も同様なものと思われる。1～3・7は楕円形刺突文、4

～6は円形刺突文である。前者は胴部に撚糸文が施文されている。後者は無文である。 

胴部資料（第13図1～12、第14図1～9、第15図1～3）。 

第 13 図 1 は沈線による「∩」状の文様が描かれているものと推定され、文様の内部には縄

文が充塡されている。第13図3は隆線による「∽」状文が描かれているものと推定される。 

第13図12・13、第14図1～4・6・9、第15図1・2は隆線・隆沈線によって無文帯が方形

に区画されるものと思われる。区画内に縄文が充塡されている。 

これ以外の胴部資料は隆線・隆沈線・沈線によって文様が描かれ、無文部分と充塡縄文部分

とを区画している。 

浅鉢（第12図8） 

口縁部は内弯気味で、3 つの大波状突起をもつ。突起部中央には円窓がある。底部には小さ

な台が付く。大波状突起間の文様は突起部から隆線が下垂し、胴部では横長楕円状の充塡縄文 
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帯と無文帯とを隆沈線で区画し、楕円形の区画文が横方向に並列している。大波状突起部には

鰭状隆線がみられる。 
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後期前葉の土器 

遺物包含層は2枚に大別されている（第2層・第3層）が、層位関係は各層の傾斜方向に近

い東西グリッドを中心に把握した精査が行われているところから、東西グリッド列ごとに層順

を追って資料を提示する。 

ＧＰ列（ＧＰ50～53・55区） 

第３層出土土器 

《口縁部資料》 

深鉢(第16図～第18図) 

ａ、第16図1：頚部が「く」字状にくびれ、口縁部が外反する器形である。口縁端部は肥厚

し、内面に段がつく。頂部が丸味をもち、幅広く、低い突起が4個みられる。突起下部に橋状

把手がつく。突起・把手は4個と推定される。胴上部はわずかに内弯する。文様は口縁部と胴

部に施される。端部を除くと口縁部の文様は突起下の一部に施されているだけで他は無文であ

る。胴部には多条沈線で入組渦文が4単位描かれており、沈線間は磨消縄文的に縄文が消され

ているが、それは沈線を引く際の調整が及んだことによるもので、他の類に認められる「磨消

縄文」とは異なっている。 

ｂ、第16 図 2・第 17 図 1：頚部が「く」字状にくびれ、口縁部が短く外傾する。口縁端は

肥厚して内面に段を形成する。低い突起が4個つく。第17図1には短い橋状把手がみられる。

胴上部は内弯する。文様は口縁部と胴部に施文されている。胴部には縄文を地文として多条沈

線による円文・弧状文が描かれている。第16図2は8単位、第17図1は4単位である。 

ｃ、第17 図 2・3：破片であるが、胴中位がくびれてそれ以上が外反する器形と思われる。

口縁端部が肥厚して内面に段、外面に沈線がみられる。2 には幅広く低い台形の突起がつく。

口縁部から胴部にかけて、縄文を地文として多条沈線による文様が描かれ、2 では下垂する隆

線によって区画されている。 

ｄ、第17図4～7、第18図：口縁・胴部がわずかな脹みをもって立ち上がる器形である。低

い突起のつくものがある。このうち第17図4～7、第18図1・2・7は胴部に文様をもち、突起

がみられるものには口縁部突起下にも文様が施されるが他は無文である。胴部文様には横位あ

るいは縦位に連結すると思われる文様（第17図6）、縦位の細長いジグザグ文などの文様（第

17図4・5・7、第18図2）、幅広い単位の磨消縄文技法を伴った「ハ」字文(第18図7)がある。 

第18図4～6は口縁部に文様がみられ、胴部は地文である。5は単位が不明だが、幅広く施

文されており、4・6は口縁部突起下にのみ施されている。同図3は胴部を欠く。 
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第 18図8～10は口縁部・胴部が無文あるいは地文のものである。8・9は頚部を沈線で画し

ている。 

《胴部資料》 

深鉢(第19図、第20図1～3) 

ａ、第 19 図 1・2：胴中位に稜がついて、稜以上が外反気味になる器形であると思われる。

方形区画文が施文される。 

ｂ、第19図3：胴上部が脹み、口縁部が外反する器形である。口縁部は無文、胴上部に連続

刺突文がみられる。 

ｃ、第19図4・5・9、第20図1・5：頚部が「く」字状にくびれる器形と思われる。第20 
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図5は胴部地文、他は文様がみられる。 

第19図6～8、10・11、第20図3：全体の器形が推定できない破片である。 

壼(第20図6) 

小形の壺である。胴部上半に文様がみられる。 

注口土器(第20図4) 

壺形の注口土器である。 

《底部資料》(第20図7・8) 

深鉢の底部と思われる。 

 

第２層出土土器 

《口縁部資料》 

深鉢(第21図～第23図1～9、第25図1) 

ａ、第 21 図 1：胴中位がくびれ、それ以上が外反する器形である。胴下部はわずかに張る。

口縁端部は直立し外面は軽い段を成す。窓の開いた小さな突起が付く。口縁部は突起部を除き

無文、胴部に「×」字状の文様がみられる。文様が4単位施文される。 

ｂ、第21図2：頚部が緩やかにくびれて口縁部が外反する器形である。 

ｃ、第21図3～5：頚部が「く」字状にくびれて口縁部が外傾する。口縁端部は3が肥厚、4・

5 は肥厚して内面に段がつく。口縁部と胴部に文様がみられる。口縁部には一部に下垂線がつ

く。5では端部にも施文される。胴部文様は3が不明、4は横位に連続する渦入菱形文、5は多

条沈線文様（4単位）である。 

ｄ、第22図1：口縁部が内反して内面に稜がつく器形である。胴部は直線的に外傾する。口

縁部は無文、頚部に隆線がつき、胴部に文様が施される。 

ｅ、第22図2：口縁部が内傾する器形である。口縁端部がわずかに肥厚し、胴部は直線的に

外傾する。口縁部無文、頚部に隆線がつき、胴部に蕨手文がみられる。 

ｆ、第22図3：口縁部・胴部が直線的に外傾する器形である。低い突起がつき、口縁部は突

起下の盲孔を除いて無文、胴部にジグザグ文がみられる。 

ｇ、第22図4～7、第23図、第24図1～9、第25図1：口縁部・胴部がわずかな脹みをもっ

て立ち上がる器形である。低い山形突起の付くことが多い。このうち第22図4～7、第24図1

～4 は胴部に蕨手文、蕨手文に類似した文様、楕円のついた平行線文、ジグザグ文などの縦位

の細長い単位が並列する文様が、第25図1には口縁部の一部と胴部に多条沈線文様が施されて

いる。第24図5～9は口縁部・胴部が無文あるいは地文で、5の頚部は沈線で固されている。 
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 鉢(第24図10) 

口縁部が内反する器形である。低い突起がつき、頚部に隆線がみられる。口縁部の突起下に

渦文が描かれ、胴部は縄文である。 

《胴部資料》 

深鉢(第25図2～9) 

ａ、2：胴部中央に稜がつき、稜以上が外反気味に立ち上がる器形と思われる。 

ｂ、3～9：口縁部までわずかな脹みをもって立ち上がる器形と思われる。蕨手文、「Ｕ」字

文、「Ｖ」状の文様がみられる。 

鉢(第25図10～12) 

頚部が「く」字状を成す器形であろう。胴部に文様が描かれる。 

壺(第25図13) 

小形の壺と思われる。胴部上半に文様がみられる。 

 

ＧＯ列（ＧＯ52～56区） 

第３層出土土器 

《口縁部資料》 

深鉢(第26図～第34図) 

ａ、第26図1：胴上部が張み、頚部に鍔状隆線の付く器形である。口縁部は外反し、突起部

を欠くが大きな橋状突起が行くものと思われる。大突起の中間には山形小突起がつく。胴部は

中ほどですぼみ、以下はほぼ直立する。文様は口縁部小突起の脇と胴部に隆線による連結「Ｃ」

字懸垂文が施文されている。 

ｂ、第26図2：小破片であるが、胴部中位に稜がついてそれ以上が外反気味に立ち上がる器

形と思われる。方形区画文が施文される。第27図8・9も同様の器形となる可能性がある。 

ｃ、第26 図 3～6：頚部が「く」状にくびれて口縁部が外傾する器形である。端部内・外面

に段がつく。3～5は口縁部破片で、3・4は口縁端部に、5は端部を除き文様がみられる。6は

口縁部が無文、胴部に文様が施文される。第27図5も同様な器形かも知れないが明確でない。 

ｄ、第27図1：頚部が緩やかにくびれて口縁部が外反する器形である。低い山形突起がつく。

口縁部は無文、胴部に地文(縄文)がみられる。 

ｅ、第 27 図 2・3：口縁部が内傾する器形である。胴部は直線的に外傾する。2 は端部が肥

厚する。3は端部が丸くおさまり、口縁部と胴部に文様が施される。 
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ｆ、第27図4：口縁・胴部が直線的に外傾する器形である。口縁端部は内面が削がれたよう

に三角で段がつく。胴部にジグザグ文が施文される。 

ｇ、第27図6～第34図：口縁・胴部がわずかな脹みをもって立ち上がる器形である。山形

小突起の付くものが多い。このうち第27図6・7は口縁部から胴部上半に方形区画文が施文さ

れる。第27図10～第32図2は胴部に文様をもつ。また突起の付いているものは口縁部突起下

に下垂、弧状の文様や盲孔、ボタン状隆線などがみられる。しかし第31図13のように突起が

あっても口縁部無文のものもある。胴部文様は第27図10・13が上下の小単位が連結する文様、

第27図11・12、第28図～第30図5は縦位の平行線の上部が肥大した円、楕円、「Ｕ」字文

や蕨手文、蕨手文に類似した文様やジグザグ文などが描かれる。また第28図1、第29図1・2・

7、第30図1・4のように異なった単位が交互に繰り返されるものもある。単位数が判明したも

のには4単位と8単位とがある。第31図6は幅の広い単位の文様と思われる。第31図7～13

は文様単位が明確でない。第32図1・2は多条沈線文様が描かれている。 

第32図3・5・7は口縁部の一部に文様が施される。3は渦文、5・7には弧状線がみられる。 

第32図4・6、第33・34図：口縁部・胴部が地文あるいは無文のものである。第32図4・6、

第33図1～8は頚部が隆・沈線で画される。 

鉢(第35図1～3・5) 

ａ、1～3：頚部が「く」字状にくびれ、口縁部が外傾する器形である。口縁端部内面は段を

成す。1・3は頂部が凹む突起とそれよりやや小さい突起とが口縁を3等分した位置の2ヶ所に

付く。口縁部には大きい方の突起下に橋状把手がみられる。3も1・2と同じ位置に山形小突起

が付く。口縁部は無文、胴部に1は「コ」字状文、2は「Ｓ」字連鎖文をはさんだジグザグ文

入四角文、3は渦付三角文が施文されている。 

ｂ、5：口縁部が内反して頚部に稜が付く。橋状把手と一体になった高い突起をもつ。横位

に展開する文様がみられる。 

壺(第35図4) 

いわゆる無頚の壺で、胴部中位が張り出して算盤珠形を呈する。胴部上半に渦付三角文が施

文される。 

《胴部資料》 

深鉢(第36図～第41図4) 

ａ、第36図1～5：胴部中位に稜がついてそれ以上が外反気味に立ち上がる器形と思われる。

胴部上半に文様がみられ、1～3は「Ｘ」字状、4・5は方形区画文である。 

ｂ、第36図6～8：胴部中位がくびれてそれ以上が外反する器形と思われる。6は「Ｙ」字 
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状、7・8は多条沈線文様が施文されている。 

ｃ、第36図9・10：胴上部が脹む器形と思われる。連続刺突文が施される。 

ｄ、第36図12：口縁・胴部が直線的に外傾する器形と思われる。 

ｅ、第36図11・13、第37図1～3：頚部が｢く｣字状にくびれる器形と思われる。第36図11

は縦位の単位文様が、他は横位に展開する文様が描かれている。 

ｆ、第37図4～第40図5：口縁・胴部がわずかな脹みをもって立ち上がる器形と思われる。

このうち第37図4は胴部上半に方形区画文様が、同図8は横位に連結する文様が描かれる。他

は「Ｕ」字文、蕨手文、「Ｓ」字連鎖文、ジグザグ文といった縦位に細長い単位の文様が描か

れる。なお第39図1は縦位文様の上位にさらに横位に展開する文様が認められる。 

ｇ、第40図6～第41図3：いずれの器形か不明である。 

第41図4：第36図1～5と同様な器形の可能性があるが、明確でない。 

鉢(第41図5～9) 

いずれも頚部が「く」字状にくびれる器形と思われる。 

壺(第41図10) 

小形の壺である。胴部上半に文様がみられる。 

《底部資料》(第41図11～13) 

深鉢の底部と思われる。 

 

第２層出土土器 

《口縁部資料》 

深鉢(第42図～第48図3) 

ａ、第42図1：口縁・胴上部が残存する。外傾して頚部に鍔状隆線が巡る。胴部に沈線文が

施されているが単位は不明である。 

ｂ、第42 図 2～5：頚部が「く」字状にくびれて口縁部が外傾する器形である。窓の開いた

低い突起がつく。2・3・5は口縁端部に文様がみられる。3の胴部には横位に展開すると思われ

る文様が施されている。 

ｃ、第42図6：口縁部が内傾する器形である。端部に段がつく。胴部に文様が描かれる。 

ｄ、第42図7～第43図2：口縁・胴部が直線的に外傾する器形である。第42図7～9は口

縁端部が肥厚して内面に段、外面に沈線がみられる。口縁部から胴部にかけて多条沈線文様が

施文される。第43図1・2は口縁端部が削がれたように三角を成し、内面に段が付く。1には

窓の開いた山形小突起がみられる。胴部に蕨手文が施される。 

ｅ、第43図4：口縁部から胴上部が内弯する器形である。横位に展開する文様が描かれる。 
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ｆ、第 43 図 3・5～第 48 図 3：口縁・胴部がわずかに脹みをもって立ち上がる器形である。

山形小突起の付くものが多い。このうち第43図3は、口縁部に横展開の文様が施文されている。 

第43図2～第46図1は胴部に縦長の文様をもつ。また突起下の口縁部には下垂文様、盲孔、

ボタン状隆線などが施される。胴部文様は平行線の上部が肥大して半円、楕円、「Ｕ」字状、

蕨手文、蕨手文に類似した文様が描かれ、またジグザグ文などがみられる。第 43 図 5・第 44

図1・第45図9は異なった文様単位が交互に繰り返される。単位数が判明したものはいずれも

8単位である。第46図2～4は多条沈線文様がみられる。第46図5～7は胴部に縦長の文様を

もつが単位は不明である。第46図8は胴部に横位展開の円文を含んだ弧状文がみられる。 

第47図1は口縁部突起下にボタン状隆線があり、胴部は地文（縄文）である。 

第46図9・10、第47図2～第48図3は口縁部・胴部が地文あるいは無文である。このうち

第46図9・10、第47図2～5は頚部を隆・沈線で画す。また第48図3の内面には格子状沈線

文が施文されており、他よりごく厚手である。 

鉢(第48図4～6・8) 

いずれも頚部が「く」字状にくびれて口縁部が外傾する器形である。5 には窓の開いた突起

が付く。4～6は口縁部が無文で胴部に文様か施文される。8は低い突起が付き、口縁部が無文、

頚部から胴部にかけて地文（縄文）が施されている。 

注口土器(第48図7) 

浅鉢形の注口土器である。内傾する口縁部に上向きの短い注口が付く。突起は注口上部を含

めて3個、大きく窓が開く。口縁部に渦文と長楕円文、胴部に簡略な入組渦文がみられる。 

《胴部資料》 

深鉢(第49図～第53図5) 

ａ、第49図1～4：胴部中位がくびれ、それ以上が外反する器形と思われる。1～3は縦位の

文様が描かれ、1・2は多条沈線文様である。4は文様単位が判明しない。 

ｂ、第49図5・6・8～第51図6：頚部が「く」字状にくびれる器形と思われる。第49図8・

12、第51図1は縦位の単位（蕨手文、楕円文）がみられる。他は横位に展開する文様をもつが

単位が知れるのは第50図1・2だけである。1は渦付三角文、2は入組渦文が施される。第51

図3・4は多条沈線文様が描かれる。 

ｃ、第49図7、第51図7～第52図8：口縁・胴部がわずかな脹みをもって立ち上がる器形

と思われる。第49図7は襷状文が、他は縦位の文様（楕円・｢Ｕ｣字状・蕨手文・蕨手類似文・

ジグザグ文）などが施文されている。 

第52図9～第53図5は器形が不明である。第52図9～14には多条沈線文様が施されており、

他は横位展開文様と思われる。 
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