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太田川が形成したデルタ上にひろがる広島市旧市街地の北西部に隣接する安
佐南区紙園地区は,その立地条件から他の周辺地域に先駆けて早くから団地
など住宅地の造成が相次いで行われベッドタウンとして機能してきました。
一方当地域は三角州の形成する以前には海岸線に近接する,良好な居住環境
にあることから,埋蔵文化財の多い地域のひとつでもあります。そのため団
地造成などにともなって,これまでも多くの遺跡が発見され,調査されてきま
した。
今回報告いたします寺山遺跡も,団地造成工事に伴って消滅することとなり
,記録保存の借置をとることになったため ,発掘調査を実施したものです。
調査の結果,弥生時代における住居跡,土坑,掘立柱建物跡,土器棺墓などと
古墳時代における有力者の墓である古墳などが確認され,本遺跡は弥生時代
には集落として,また古墳時代では墓地として利用された場所であったこと
が明らかになりました。また ,土器･石器･鉄器などの遺物が出土し ,弥生時
代ならびに古墳時代におけるこの地域の人々の生活を知るうえで,貴重な資
料を得ることができました。
この調査報告書が地域の歴史を学ぶための資料として活用されるとともに,
また郷土にたい
する理解と愛着を深めていただくことに役立てば幸いです。
最後になりましたが,発掘調査を進めるにあたり,御指導･御助言をいただき
ました諸先生方ならびに御協力いただきました多くの方々,長期間発掘作業
に従事していただいた調査補助員の昔様には心からお札申し上げます。

平成9年3月

財団法人広島市歴史科学教育享業団
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1．本報告書は，広島市安佐南区山本七丁目における祇園山本地区宅地造成計画事業に伴い，平成6年度か
ら平成7年度に実施した寺山遺跡の発掘調査報告書である。

2．発掘調査は，東亜地所株式会社から委託を受け，財団法人広島市歴史科学教育事業団文化財課が実施し
た。

3．本報告書の執筆は，1，3-2・3，4-2を高下洋一が，2，3-1，4-1を村田亜紀夫がそれぞれ行い，高下が編
集した。

4．遺構の実測および写真撮影は，高下・村田・吉富紀子・三好愛が分担して行った。

5．遺物の実測および写真撮影，また遺構・遺物の製図は，高下・村田・荒川正己・岡野孝子・吉富が分担
して行った。

6．本報告書の挿図等に使用した遺構表示記号は次のとおりである。
　　SB：掘立柱建物跡，SH：竪穴式住居跡，SP：土器棺墓，SK：土坑，SX：テラス状遺構，
　　SS：石敷状遺構，MT：古墳，ST：埋葬主体，SD：溝状遺構

7．本報告書に掲載した航空写真の撮影は，スタジオ・ユニに委託した。

8．炭化材の樹種同定及び炭化植物質の種類の同定は，パリノ・サーヴェイ株式会社に委託した。

9．第1図に使用した地図は，建設省国土地理院発行の50，000分の1の地形図（広島）を使用した。

10．第2図に使用した地図は，広島市発行の2，500分の1の広島市平面図（L-8）を使用した。

11．本遺跡名は，平成2年3月広島布教育委員会発行の『広島市遺跡分布地図』によれば，光見寺裏遺跡
として周知されているが，字名をとって寺山遺跡と改称して使用していることをことわっておきたい。
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第1表遺物観察表（1)弥生土器
No. 器種 出土位置 寸法(cm) 成形･調整 色調 胎土 焼成 備　考

1 甕形 J10区 口径15.7 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は丸くおわ 橙褐色 1Φ1〜3mm 軟 底部付近に
土器 SH1床面 胴径22.7 る.胴部は球状に張り底部は平底. 大の石英･ スス付着

底径5.0 口縁部内外面はナデ,胴部は外面ハケ目のちナ 長石砂拉を
器高25.7 デ,内面ヘラ削り. 含む

2 甕形 Jl0区 口縁部はやや外反しながら立ち上がる複合口縁. 黄褐色 細砂粒とと 良好
土器 SH1埋土 口縁部の内外面はていねいな横ナデ. もに微砂粒

を多く含む
3 壷形 J10区 口径15.0 大きく外反する日縁端部から,やや内傾気味に 橙褐色 Φl〜2mm やや

土器 SH1北側溝 直立する拡張部をもつ複合口縁.端部は平らに 大の長石砂 軟
埋土 おわる. 粒を多く含

拡張部外面はヘラ状工具による波状文,内面は む
ハケ目.

4 不明 J10区 底径6.7 わずかな凹み底をもつ底部. 橙褐色 Φ1〜5mm 軟
SH1北側溝 胴部下半は内外面ともナデ.底部付近は内外面 大の長石砂
埋土 とも指頭調整. 粒を含む

5 高坏 J10区 脚端部径 脚部はやや内湾し,徐々に器厚を減じ,脚端部 赤褐色 Φ1〜3mm 良好
SH1北側溝 12.0 は丸くおわる.円形の透かし孔2個あり.上端 大の石英･
埋土 は坏部との接合面で剥離. 長石砂粒を

脚部外面は横方向のヘラ磨き,内面はナデ. 多く含む
6 高坏 J10区 高杯の脚柱部.柱部は厚手で円柱状を呈し,上 赤褐色 Φ2〜4mm やや

SH1北側溝 下よりヘラ状工具によって内ぐりを行っている. 大の長石砂 軟
埋土 裾部は｢ハ｣字状に開く. 粒を含む

外面は指頭調整,脚部内面はナデ.
7 甕形 J10区 口径24.8 口縁部はゆるやかに外反し,器厚を減しながら 暗褐色 Φ1〜3mm 良好

土器 SH2埋土 端部は丸くおわる. 大の石英･
口縁部は外面が横ナデ,内面がナデと指頭調整. 長石砂粒を

多く含む
8 甕形 M7･8区 口径14.9 口 縁部は｢く｣字状に外反し,端郡は平らにお 明赤褐色 Φ1〜2mm 良好 胴部外面下

土器 SH4床面 胴径14.3 わる.胴部の張りは弱く,底部は凹み底. 大の石英･ 半にスス付
底径2.9 口縁部は外面がハケ目,内面がハケ目のちナデ. 長石砂粒を 着
器高16.5 胴部は外面がハケ目,内面がヘラ削り. 多く含む

9 甕形 M7･8区 口径12.4 口縁部はわずかに外反し,端部は丸くおわる. 明赤褐色 Φ1〜2mm 良好 胴部外面下
土器 SH4床面 胴径13.6 胴部の張りほ弱く,底部は凹み底. 大の石英･ 半にスス付

底径2.7 外面はハケ目のちナデ,内面は胴部工半がヘラ 長石砂粒を 着
器高16.4 削りのちナデ,下半がハケ目のちナデ. 多く含む

10 甕形 M7･8区 口径15.1 口縁部は｢く｣字状に外反し,外湾しつつ端部 明橙褐色 Φ1〜2mm やや
土器 SH4床面 胴径16.6 は平らにおわる.胴部は倒卵形を呈し底部は小 大の石英･ 軟

底径3.0 さな凹み底. 長石砂粒を
器高22.0 外面はハ目ロのちナデ,内面はヘラ削り,口縁 多く含む

部内面はハケ目.
11 甕形 M了･8区 口径工4.0 口縁郡は｢く｣字状に外反し,器厚を減じつつ 明橙褐色 Φ1〜4mm 良好 胴部外面に

土器 SH4床面 胴径13.1 端部は丸くおわる.胴部は倒卵形を呈し,底部 大の石英･ スス付着
底径1.4 は小さな凹み底. 長石砂粒を
器高19.4 ロ縁部は内外面ともハケ目,胴部は外面がハケ 多く含む

目のちナデ,内面がヘラ削りのちハケ目.
12 高坏 M7･8区 口径26.5 高坏の坏部.中位で稜をつくり,口縁部は外湾 明赤褐色 Φ1〜3mm 良好

SH4床面 する.脚部はソケット状に差し込み接合する. 大の石英･
坏部内面はヘラ削りのちナデ,外面はナデ,口 長石砂粒を
縁部外面はヘラ磨き. 多く含む

13 鉢形 M8区 口径22.2 ロ縁部は逆｢ハ｣字状に大きく外反し,端部は 橙褐色 Φ1〜3mm 良好
土器 SH3埋土 胴径15.4 丸くおわる.体部は半球状を呈し,底部は小さ 大の石英･

底径2.3 な突起状の凸底である. 長石砂粒を
器高8.7 全面にていねいなハケ目が施される. 多く含む

14 壺形 M7区 ロ径7.5 口縁部は｢く」字状に外反し,端部は丸くおわ 橙褐色 Φ1〜2mm 良好
土器 SH4埋土 胴径9.8 る.胴部は球状を呈する. 大の石英･

器高8.7 内外面ともていわいなナデ. 長石砂粒を
多く含む

15 甕形 N7区 ロ径17.5 ロ縁部は｢く」字状に大きく外反し,端部はさ 赤褐色 Φ1〜2mm 良好 胴部外面に
土器 P15埋土 胴径15.2 らに外傾して平らにおわる.胴部は球状を呈す 大の細砂粒 スス付着



No. 器種 出土位置 寸法(cm) 成形･調整 色調 胎土 焼成 備　考

16 甕形 N7区 口径14.3 口縁部は｢く」字状に外反し,端部は平らにお 明赤褐色 Φ1〜2mm 良好 胴部外面に
土器 P16埋土 胴径15.9 わる.胴部の張りは弱く,倒卵形を呈する.底 大の石英･ スス付着

底径2.8 部は平底である. 長石砂粒を
器高17.9 口縁部は内外画ともハケ目,胴部は外面上半が 多く含む

ハケ目のちナデ,下半がナデ,内面がヘラ削り.
17 壺形 L9区 口径18.0 拡張部が内伸気味に上方にのびた複合口縁で, 赤褐色 Φ1〜4mm 良好

土器 SP1 端部は平らにおわる.拡張部外面と端部に波状 大の石英･
文がめぐり,頸部には斜格子状の刻日をもつ貼 長石砂粒を
り付け突帯がめぐる. 多く含む
拡張部内面はナデ,口縁部･頸部は内外面とも
ハケ目.

18 壷形 L9区 胴径33.5 大型の壷形上器の胴部.胴部は球状を呈し,底 赤褐色 Φ1〜4mm 良好 17と同一個
土器 SP1 底径6.5 部は小さな平底. 大の石英･ 体と考えら

内外面ともハケ目.肩部外面は持に細かいハケ 長石砂粒を れる
目. 多く含む

19 整形 L9区 胴径29.4 倒卯形を吊する胴部で,底部は干底. 明赤褐色 Φ1〜2mm 良好 胴部外面下
上器 SP1 底径6.1 外面はハケ目,内面は肩部以下にヘラ削り. 大の石英･ 半にスス付

長石砂粒を 着
多く含む

20 壺形 L9区 口径16.8 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 明赤褐色 Φ1〜2mm 良好
土器 SP1 胴径30.0 わる.胴部は球状を呈する. 大の石英･

口縁部は外面が横ナデ,内面がハケ目.胴部外 長石砂粒を
面は肩部がハケ目,中位がハケ目のち板ナデ, 含む
内面はヘラ削りで頸部直下が指頭調整.

21 甕形 L9区 日径19.1 口縁部は「く」字状に外反し,端部は平らにお 明赤褐色 Φ1〜2mm 良好 胴部外面下
土器 SP2 胴径23.0 わる.胴部はゆるやかに張り,倒卵形を呈する. 大の石英･ 半にスス付

底径7.4 底部は凸底. 長石砂粒を 着
器高33.8 外面はハケ目,内面は口縁部から肩部までハケ 含む

目,以下はヘラ削り.
22 壺形 L9区 胴径31.6 頸部に斜格子状の刻日をもつ貼り付け突帯がめ 淡赤褐色 Φ1〜2mm 良好

土器 SP2 底径5.7 ぐり,胴部は球状を呈する.底部は小さな凹み 大の石英･
底. 長石砂粒を
胴部外面はハケ目で底部付近に一部ヘラ磨き. 多く含む
内面は肩部から頸部にがけてナデ,以下ヘラ削
りのちハケ目,底部付近は指頭調整.

23 整形 L9区 11径19.7 口縁部は｢く｣字状に外反し.器厚を滅じつつ 赤褐色 Φ1〜3mm やや 底部周辺に
土器 SP2 胴径23.9 端部は平らにおわる.肩部に二枚貝による連続 大の石英･ 軟 スス付着

底径4.3 刺突文がめぐる.胴部は倒卵形を呈し,底部は 長石砂粒を
器高30.4 小さな平底. 多く含む

口縁部は外面がハケ目,内面がナデのちヘラ磨
き,胴部は外面上半がハケ目,下半がヘラ磨き,
内面がヘラ削り.

24 甕形 L9区 日径17.6 口縁部は｢く｣字状に外反し,器厚を滅じつつ 赤褐色 Φ1〜3mm 軟 内外面とも
土器 SP2 端部は丸くおわる. 大の石英･ 風化が著し

口縁部は内外面ともナデ.胴部は外面がハケ目 長石砂粒を
のちナデ,内面がヘラ削り,頸部外画はつよい 含む
横ナデ.

25 帯形 L9区 口径14.1 口縁部は｢く｣字状に屈曲して直立気味に外反 赤褐色 Φ1〜2mm やや
土器 SX2 胴径26.7 する.胴部は球状を呈する. 大の石英･ 軟

西土器群 口縁部は内外面ともハケ目のちナデ,胴部は外 長石砂粒を
面がハケ目のちナデ,内面がヘラ削り. 多く含む

26 壷形 L9区 口径13.5 口縁部はゆるやかに外反し,端部が内傾気味に 明橙褐色 Φ1〜3mm 良好 表面の風化
土器 SX2 胴径29.5 上部に拡張される複合口縁.頸部はやや長く, 大の石英･ が著しい

西土器群 底径6.5 胴部は倒卵形を呈する.底部は平底. 長石砂粒を
器高43.0 口縁部内面はナデのちハケ目,胴部外面下半は 多く含む

ハケ目,内面は肩部以下にヘラ削りのちハケ目.
27 甕形 L9区 口径15.1 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部はさらに外 赤褐色 Φ2〜3mm 軟 外面全体に

土器 SX2 胴径15.0 傾して平らにおわる.胴部の張りは弱い. 大の石英･ スス付着
西土器群 口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目 長石砂粒を

のちナデ,内面がヘラ削り. 多く含む
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29 甕形 L9区 口径13.6 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は丸くおわ 明赤褐色 Φ1〜3mm 軟
土器 SX2 胴径13.0 る.胴部は半球状を呈する.底部はわずかな凹 大の長石,

西土器群 底径4.0 み底. Φ3〜5mm
器高14.0 口縁部は内外面ともナデ,胴部外面は上半がハ 大の石英砂

ケ目,下半がナデ.内面はヘラ削り. 粒を含む
30 甕形 L9区 口径14.1 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は丸くおわ 暗赤褐色 Φ0.5mm大 やや 肩部と底部

土器 SX2 胴径15.1 る.胴部は強く張り,球状を呈する.底部は突 の砂粒･微 軟 外面にスス
西土器群 底径2.5 起状の小さな平底. 砂粒を多く 付着

器高13.0 口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面が板ナデ 含む
またはハケ目,内面がナデと底部が指頭調整.

31 鉢形 L9区 口径19.5 口縁部は｢く｣字状に大きく外反し,端部は平 暗赤褐色 徴砂粒およ 良好
土器 SX2 胴径15.2 らにおわる.端面には1条の浅い沈線がめぐる. びΦ1mm大

西土器群 底径1.0 体部は半球状を呈し,底部は小さな突起状の凸 の砂粒を多
器高9.5 底. く含む

口縁部は内面がナデ,外面がハケ目のちナデ,
体部は内面上半がヘラナデ,下半がナデ,外面
は肩部がヘラナデ,中位がヘラ磨き,下部がハ,
ケ目.

32 鉢形 L9区 口径19.8 口縁部は｢く｣字状に大きく外反し,端部は平 暗橙褐色 Φ0.5〜1 やや 表面の風化
土器 SX2 胴径14.8 らにおわる.体部は張り,底部は小さな突起状 mm大の砂粒 軟 が著しい

西土器群 底径1.2 の凸底. と雲母片を
器高8.3 内面はハケ目のちナデ,外面はナデ. 含む

33 鉢形 L9区 口径10.2 口縁部はわずかに外反し,端部は丸くおわる. 暗橙褐色 Φ2mm大の 良好
土器 SX2 胴径10.4 体部は半球状を呈し,底部は小さな平底. 石英･長石

西土器群 底径1.3 口縁部は内外面とも横ナデ,体部は外面がハケ 砂粒を多く
器高8.5 目のちナデ,内面が指頭調整. 含む

34 高坏 L9区 口径24.4 坏部はわずかに内湾しながら開く.口縁部は内 暗褐色 Φ1〜2mm 良好
SX2 脚端部径 傾気味に短く立ちあがり,端部は丸くおわる. 大の砂粒と
西土器群 17.4 脚部はゆるやかに広がり中位より大きく内湾気 雲母片を含

器高18.5 味に｢ハ｣字状に開く. む
坏部は内外面ともハケ目およびナデ,脚部は外
面上半が板状工具によるナデ,下半がハケ目お
よびナデ,内面がハケ目およびナデ.接合部分
外面はヘラ磨き.

35 不明 L9区 底径3.5 ほぼ平底の底部をもつ胴部. 暗赤褐色 Φ1〜5mm やや
SX2 外面･底面はナデ,内面はヘラ削り,底部内面 大の長石砂 軟
西土器群 はナデ. 粒を多く含

む
36 不明 L9区 底径2.2 わずかに凹み底の底部をもつ胴部. 赤褐色 Φ2〜6mm 軟 外面にスス

SX2 外面･底面はナデ,内面は不明. 大の長石砂 付着
西土器群 粒を多く含

む
37 不明 L9区 底径5.0 わずかに凹み底の底部をもつ胴部. 赤褐色 Φ1〜5mm やや 外面一部に

SX2 胴部外面はハケ目,内面はナデ.底部付近の内 大の石英･ 軟 スス付着
西土器群 外面は指ナデ. 長石砂粒を

含む
38 不明 L9区 胴径25.8 倒卵形を呈し,凹み底の底部をもつ胴部. 暗赤褐色 Φ1〜3mm 良好

SX2 底径4.8 胴部外面はナデ,内面はヘラ削り.底部付近の 大の石英･
西土器群 外面は貝殻による条痕調整で,内面はナデ. 長石砂粒を

含む
39 不明 L9区 胴径23.0 倒卵形を呈し,小さい凹み底の底部をもつ胴部. 赤褐色 Φ1〜3mm 良好

SX2 底径3.8 胴部外面はナデおよび貝殻による条痕調整.内 大の石英･
西土器群 面はヘラ削り,底部は指ナデ. 長石砂粒を

含む
40 不明 L9区 胴径15.8 倒卵形を呈し,小さい凹み底の底部をもつ胴部. 赤褐色 Φ1〜3mm 良好

SX2 底径3.8 胴部外面はナデおよびヘラ削り.底部付近は外 大の石英･
西土器群 面がハケ目,内面はナデ. 長石砂粒を

含む
41 壺形 Ll0区 口径14.0 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は丸くおわ 橙褐色 Φ1〜3mm やや 表面の風化

土器 SX1床面 胴径13.4 る.胴部は肩が張り,底部はわずかな凹み底. 大の石英･ 軟 が著しい
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42 鉢形 L10区 口径11.2 口頸部は内湾気味に立ち上がり,器厚を減じつ 明橙褐色 Φ1〜3mm 軟
土器 SX1床面 器高5.9 つ端部は丸くおわる.底部は尖底状の丸底. 大の石英･

外面は一部ヘラ削りのちナデ,内面はナデ,口 長石砂粒を
縁直下に指頭圧痕がのこる. 多く含む

43 鉢形 L10区 口径14.4 口頸部は外傾しながら立ち上がり,口縁部近く 淡橙褐色 Φ2〜3mm 軟 表面の風化
土器 SX1床面 底径8.3 でやや内湾したのち外反して端部は丸くおわる. 大の石英･ が著しい

器高9.0 底部には内湾する脚台が貼り付く. 長石砂粒を
風化が著しく調整は不明. 多く含む

44 甕形 L10区 口径24.3 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は丸くおわ 赤褐色 Φ1〜2mm 良好
土器 SX1埋土 胴径23.1 る.胴部の張りは弱い. 大の石英･

外面はハケ目のちナデ,内面は口縁部がナデ, 長石砂粒を
胴部がヘラ削り. 多く含む

45 甕形 L10区 口径11.4 日縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 赤褐色 Φ1〜4mm 軟
土器 SX1埋土 胴径13.3 わる.肩部には連続刺突文がめぐる.胴部は倒 大の石英･

底径2.6 卵形を呈し,底部はわずかな凸底. 長石砂粒を
器高16.1 口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目 含む

のちナデ,内面がヘラ削り.
46 甕形 L10区 口径14.4 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 暗赤褐色 Φ2〜5mm 軟

土器 SX1埋土 胴径16.2 わる.胴部の張りは弱い. 大の長石砂
口縁部内外面および胴部外面はナデ,胴部内面 粒を含む
はヘラ削り.

47 壺形 L10区 口径20.0 口縁部は逆｢ハ｣字状にゆるやかに外反し,端 橙褐色 Φ1〜3mm 良好
土器 SX1埋土 部はやや凹んで平らにおわる. 大の石英･

外面はハケ目,内面はナデ,一部ハケ目で口縁 長石砂粒を
端部付近は横ナデ. 含む

48 壺形 L10区 口径12.1 口縁部は｢く｣字状に外反し,器厚を減じなが 明橙褐色 Φ1〜3mm やや 胴部外面に
土器 SX1床面 胴径12.9 ら端部は丸くおわる.胴部は肩の張った倒卵形 大の石英･ 軟 炭化物付着

底径2.1 で底部は小さな平底. 長石砂粒を
口縁部は内外面とも横ナデ,胴部は外面がハケ 多く含む
目のちナデ,内面が肩部以下にヘラ削り,底部
内面はナデ.

49 高坏 L10区 脚端径 高坏の脚部.脚部はゆるやかに外反し,脚端部 赤褐色 Φ1〜3mm 軟
SX1埋土 14.3 は丸くおわる. 大の石英･

坏部との接合部と脚端部内外面は横ナデ,脚部 長石砂粒を
外面はハケ目. 多く含む

50 高坏 L10区 高坏の脚部.脚部はゆるやかに外反し,Φ 赤褐色 Φ2〜5mm 軟
SX1埋上 0.8〜1.0cmの透かし孔4個がみられる. 大の石英･

外面は指ナデ,内面は指頭調整. 長石砂粒を
含む

51 甕形 L9区 口径19.1 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 赤褐色 Φ1〜3mm 良好 外面全体に
土器 SX2 胴径18.1 わる.胴部の張りは弱い.頸部直下に板状工具 大の石英･ スス付着

東土器群 による沈線が部分的にめぐる. 長石砂粒を
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目 含む
のちナデ,内面がヘラ削り.

52 甕形 L9区 口径15.1 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 赤褐色 Φ1〜5mm 軟 胴部外面に
土器 SX2 胴径17.0 わる.胴部の張りは弱い. 大の右英･ スス付着

東土器群 口縁部内外面と胴部外面上半はナデ,下半は二 長石砂粒を
枚貝による条痕,胴部内面はヘラ削り. 含む

53 甕形 L9区 口径18.8 口縁部は｢く｣字状に大きく外反し,器厚を減 淡黄褐色 Φ1〜2mm 良好 胴部内外面
土器 SX2 胴径15.8 じつつ端部は丸くおわる.胴部の張りは弱い. 大の石英･ にスス付着

東土器群 口縁部外面はナデとヘラ磨き,内面はていねい 長石砂粒を
なナデ,胴部外面はナデと頸部直下に板状工具 多く含む
による整形,内面はナデと板状工具によるナデ.

54 甕形 L9区 口径16.5 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部はやや肥厚 濃赤褐色 Φ1〜3mm やや
土器 SX2 し平らにおわる.胴部は強く張る. 大の石英･ 軟

南斜面崩落土 口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目 長石砂粒を
のちナデ,内面がヘラ削りのちナデ. 含む

55 甕形 L9区 口径19.4 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は肥厚し平 赤褐色 Φ1〜3mm やや 外面にスス
土器 SX2 らにおわる.端面には2条の凹線が,肩部には 大の長石砂 軟 付着

南斜面崩落土 二枚貝による連続刺突文がめぐる.胴部の張り 粒を含む
は弱い.
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目
のちナデ,内面がヘラ削り.



No. 器種 出土位置 寸法(cm) 成形･調整 色調 胎土 焼成 備　考

56 高坏 L9区 ロ径36.5 皿状の坏部から屈曲して立ち上がった口縁部は, 暗赤橙褐 Φ1〜2mm 良好
SX2 大きく外反して開く.端部はやや肥厚し,平ら 色 大の石英･
南斜面崩落土 におわる. 長石砂粒を

外面は細かいハケ目,内面はハケ目のちヘラ磨 わずかに含
き. む

57 高坏 L9区 脚端径 大きく外反する脚部.端部はやや肥厚し,平ら 暗赤橙褐 Φ1〜2mm 良好 56と同一個
SX2 25.1 におわる.円形透かし痕あり. 色 大の石英･ 体と考えら
南斜面崩落土 外面はハケ目のちヘラ磨き,内面はハケ目のち 長石砂粒を れる

横ナデ. わずかに含
む

58 壷形 K9区 口径15.5 口縁部は球状を呈する胴部からゆるやかに外反 黄褐色 Φ1〜3mm やや 内外面とも
土器 SX3床面b 胴径24.5 しつつ立ち上がり,端部付近で強く外傾する. 大の石英･ 軟 風化が著し

土器群 端面は内傾気味に上方へ拡張される.頸部には 長石砂粒を
刻み目文の貼り付け突帯がめぐる. 含む
口縁部は外面がナデとハケ目,内面がナデ,胴
部は外面がハケ目,内面上半がハケ目,下半が
ヘラ削り.

59 甕形 K9区 口径12.8 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 赤褐色 Φ1〜5mm 軟 外面全体に
土器 SX3床面b 胴径13.8 わる.肩部にはヘラ状工具による連続刺突文が 大の石英･ スス付着

土器群 めぐる.胴部の張りは弱い. 長石砂粒を
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目 多く含む
のちナデ,内面がヘラ削り.

60 甕形 K9区 口径12.4 口縁部は｢く｣字状にゆるやかに外反し,端部 赤褐色 Φ1〜2mm 良好
土器 SX3床面b は平らにおわる.肩部には二枚貝による連続刺 大の石英･

土器群 突文がめぐる.胴部の張りは弱い. 長石砂粒を
口縁部は内外面とも横ナデ,頸部内面は指ナデ, 含む
胴部は外面がナデ,内面がヘラ削り.

61 甕形 K9区 口径14.8 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 暗橙褐色 Φ1〜3mm 良好 口縁部外面
土器 SX3床面b わる. 大の石英･ にスス付着

土器群 口縁部は内面がハケ目のち一部ナデ,外面がナ 長石砂粒を
デ,胴部外面がハケ目のちナデ,内面がナデの 含む
ち肩部以下にヘラ削り.

62 甕形 K9区 口径15.4 口縁部はゆるやかに外反し,端部はわずかに肥 橙褐色 Φ1〜3mm 良好
土器 SX3床面b 厚し平らにおわる. 大の石英･

土器群 口縁部は外面がナデ,内面がハケ目のちナデ, 長石砂粒を
胴部は内面がヘラ削り. 含む

63 甕形 K9区 口径19.l 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 赤褐色 Φ1〜4mm やや 外面にスス
土器 SX3床面b 胴径17.8 わる.胴部の張りは弱く,半球状を呈する.口 大の石英･ 軟 付着

土器群 縁部は外面がナデ,内面がナデと貝殻条痕,胴 長石砂粒を
部は外面上半がナデ,下半がハケ目,内面頸部 含む
付近がナデ,下半がヘラ削り.

64 甕形 K9区 口径14.6 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 暗赤褐色 Φ1〜3mm やや 外面にスス
土器 SX3床面b 胴径18.5 わる.胴部はやや張り倒卵形を呈し,底部は凹 大の石英･ 軟 付着

土器群 底径3.5 み底. 長石砂粒を
器高22.8 口縁部は端部付近内外面が横ナデ,内面がハケ 多く含む

目,胴部は外面がハケ目,内面がヘラ削り.
65 甕形 K9区 口径18.2 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部はやや肥厚 黄褐色 Φl〜2mm やや

土器 SX3床面b 胴径22.7 し,平らにおわる.胴部は球状を呈し,肩部に 大の石英･ 軟
土器群 二枚貝による連続刺突文がめぐる. 長石砂粒を

口縁部は内外面とも横ナデ,胴部は外面がハケ 多く含む
目のち下半にナデ,内面がヘラ削り.

66 甕形 K9区 口径19.0 口縁部は｢く｣字状に外反し,やや内傾気味に 橙褐色 Φ1〜2mm 良好
土器 SX3床面b 立ち上がり,端部は平らにおわる.胴部は球状 大の長石,

土器群 を呈する. Φ3〜5mm
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がナデ, 大の砂粒を
内面がヘラ削り. 含む

67 高坏 K9区 口径21.2 皿状の坏部から屈曲して立ち上がる口縁部は大 黄橙褐色 Φ1〜5mm やや
SX3床面b きく外反し,端面はやや肥厚して平らにおわる. 大の石英･ 軟
土器群 口縁部は外面がハケ目,端部付近がナデ,内面 長石砂粒を

がハケ目のちナデ,坏部は内外面ともナデ. 多く含む
68 高坏 K9区 口縁部は皿状の坏部から屈曲して立ち上がり, 橙褐色 Φ1〜3mm 軟 内外面の風

SX3床面b 外反する.坏部の底面は粘土円盤を上方から充 大の石英･ 化が著しい
土器群 填している.脚部はゆるやかに｢ハ｣字状に開 長石砂粒を

く. 含む
内外面ともナデ.
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69 不明 K9区 底径3.6 小さな平底の底部をもつ胴部. 黄褐色 Φ1〜2mm 軟 内外面の風
SX3床面b 外面が板状工具によるナデ,内面がナデ.底部 大の石英･ 化が著しい
土器群 付近は内外面とも指ナデ. 長石砂粒を

含む

70 不明 K9区 底径6.6 凹み底の底部をもつ胴部. 赤褐色 Φ2〜6mm やや
SX3床面b 胴部外面はハケ目,内面はヘラ削り,底部付近 大の石英･ 軟
土器群 は内外面ともナデ. 長石砂粒を

含む

71 甕形 J9区 口径16.0 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 淡橙褐色 Φ1〜3mm 軟 表面の風化
土器 SX3床面a わる. 大の石英･ が著しい

埋土 口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がナデ, 長石砂粒を
内面がヘラ削り. 含む

72 甕形 J9区 口縁部は｢く」字状に外反し,端部は平らにお 淡橙褐色 Φ2mm大の 良好
土器 SX3床面a わる.肩部には二枚貝による連続刺突文がめぐ 長石砂粒を

埋土 る. 含む

口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がナデ,
内面がヘラ削り.

73 甕形 J9区 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は上方に拡 淡橙褐色 Φ2〜4mm 軟
土器 SX3床面a 張され,端面には凹線がめぐる.肩部には2条 大の石英･

埋土 の平行沈線とヘラ状工具による連続刺突文がめ 長石砂粒を
ぐる. 多く含む

口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がナデ,
内面がヘラ削り.

74 鉢形 J9区 口径17.4 半球状の体部から,口縁部がゆるやかに外反す 橙褐色 Φ1〜2mm 良好
上器 SX3床面a 胴径15.7 る.端部は下方にやや肥厚し,平らにおわる. 大の石英･

埋土 口縁部は内外面ともナデ,体部は外面がハケ目 長石砂粒を
のちナデ,内面がヘラ削り. 含む

75 鉢形 J9区 口径16.0 半球状の体部から｢く｣字状に外反する口縁部 橙褐色 Φ1〜3mm 良好 体部下半は
土器 SX3床面a 胴径12.8 が,内面に稜をつくってのびる.端部はやや丸 大の石英･ 剥離

埋土 器高10.2 みをもっておわる. 長石砂粒を
口縁部は外面がハケ目のち板状工具によるナデ, 多く含む

内面がナデ,体部は外面と内面上半がハケ目の
ち指ナデ･ヘラナデ,内面下半がナデ.

76 不明 J9区 底径3.3 平底の底部をもつ胴部. 橙褐色 Φ1〜3mm 良好
SX3床面a 内外面ともナデ. 大の石英･
埋土 長石砂粒を

含む

77 器台 J9区 脚端径 ｢ハ｣字状に上下に開く小型の器台.台部は欠 暗赤褐色 Φ1〜5mm やや
SX3床面a 12.5 損していて不明.脚部はゆるやかに外反し,脚 大の石英･ 軟
埋土 端部は平らにおわる.脚部中位に計12個の外側 長石砂粒を

からの穿孔がみられる.また,脚部上端にも穿 含む

孔1個がみられる.
内外面ともナデ.

78 不明 J9区 器台または高坏の脚部と思われる.大きく外反 黄褐色 Φ1mm以下 良好
SX3床面a する脚端部で,端面は平らにおわる.外側から の細砂粒を
理土 の穿孔がみられ,外面には櫛状工具による波状 多く含む

文がめぐる.
外面がナデとヘラ磨き,内面がナデ.

79 甕形 K6･7区 口径17.1 口縁部は｢く｣字状に大きく外反し,端部はさ 橙褐色 Φ1〜3mm 良好
土器 SX4土器群 胴径20.6 らに外傾してほぼ水平となり,平らにおわる. 大の石英･

胴部は肩が強く張り,倒卵形を呈する.肩部に 長石砂粒を
は二枚貝による連続刺突文がめぐる. 含む

口縁部は外面がナデ,内面がハケ目,胴部は外
面がハケ目のちナデ,内面がヘラ削り.

80 鉢形 K6･7区 口径9.3 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 赤褐色 Φ1〜5mm 軟 内外面とも
土器 SX4土器群 胴径9.4 わる.休部は半球状を呈する. 大の長石砂 風化が著し

内外面ともナデ. 粒を多く含
む

81 鉢形 K6･7区 口径18.4 口縁部はほぼ垂直の体部より外反し,端部は平 暗赤褐色 Φ1〜3mm 軟
土器 SX4土器群 胴径16.9 らにおわる.体部は円筒状を呈し,底部は大き 大の石英･

具によるナデのちていねいなナデ,内面がヘラ
削り,底部付近は内外面ともナデ.
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82 甕形 K6･7区 口径19.2 口縁部は｢く｣字状に大きく外反し,端部は平 赤褐色 Φ1〜2mm やや
土器 SX4土器群 胴径26.3 らにおわる.胴部は張り,倒卵形を呈する.肩 大の石英･ 軟

部には二枚貝による連続刺突文がめぐる. 長石砂粒を
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目 含む
のちナデ,内面がヘラ削り.

83 鉢形 K6･7区 口径15.0 逆｢ハ｣字状にやや内湾気味に開く体部の端部 橙褐色 Φ1〜3mm 良好
土器 SX4土器群 底径4.8 付近はやや外傾し,丸くおわる.底部は平底. 大の石英･

器高8.0 内外面ともナデ,底部付近は指ナデで,円盤状 長石砂粒を
の粘土を充填している. 含む

84 鉢形 K6･7区 口縁部は半球状の体部から外反し,端部は平ら 赤褐色 Φ1〜3mm 軟
土器 SX4土器群 におわる. 大の石英･

口縁部は内外面ともナデ.体部は内面がヘラ削 長石砂粒を
り,外面は不明. 含む

85 高坏 K6･7区 口径26.5 口縁部は漏斗状の坏部から外面に稜をつくり立 黄橙褐色 Φ1mm以下 良好
SX4土器群 ち上がり,外反して器厚を減しつつ端部は尖り の細砂粒を

気味におわる.脚部は｢ハ｣字状にゆるやかに 多く含む
広がり,透かし孔が1個みられる.
坏部は内外面ともヘラ磨き.脚部は外面がヘラ

磨き,内面がナデ.
86 高坏 K6･7区 脚端径 ｢ハ｣字状にゆるやかに広がる高坏の脚部.脚 橙褐色 Φ1〜3mm やや

SX4土器群 13.4 端部はやや肥厚し,平らにおわる.中位に透か 大の石英･ 軟
し孔を4個穿つ. 長石砂粒を

外面上半がナデ,下半がハケ目,内面がナデ. 含む
87 高坏 K6･7区 脚端径 ｢ハ｣字状にゆるやかに広がる高坏の脚部.脚 橙褐色 Φ1〜4mm やや 内外面とも

SX4土器群 13.5 端部はざらに外反し,平らにおわる.中位に3 大の石英･ 軟 風化が著し

個づつ2段,計6個の透かし孔を穿つ. 長石砂粒を
外面は不明,内面はナデ. 多く含む

88 不明 K6･7区 底径6.2 やや凸面を呈する広い底部. 赤褐色 Φ2〜3mm 良好 外面にスス
SX4土器群 外面がハケ目のちナデ,内面はヘラ削り,底面 大の石英･ 付着

付近は指ナデ. 長石砂粒を
含む

89 壷形 J10区 外反する口縁部端面が上下両方に拡張される複 橙褐色 Φ2〜5mm 軟
土器 SK1内埋土 合口縁壺.拡張部は大きく内傾し,下方端面は 大の石英･

平らにおわり,ヘラ状工具による連続刺突文が 長石砂粒を
めぐる.拡張部外面には縦方向の3条の沈線が 含む
めぐる.

内外面ともナデ.
90 高坏 J10区 柱部が筒状を呈し,裾部が｢ハ｣字状に大きく 橙褐色 Φ1〜3mm やや

SK1内埋土 外反する高坏脚部. 大の石英･ 軟

柱部外面と裾部内外面がナデ. 長石砂粒を
含む

91 壺形 K10区 口径14.3 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 赤褐色 Φ1〜2mm 良好
土器 SS 胴径24.1 わる.胴部は強く張り,倒卵形を呈する. 大の石英･

土器群 口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面が板状工 長石砂粒を
具によるナデ,内面がヘラ削り. 含む

92 壷形 K10区 口径11.8 口縁部は｢く｣字状にゆるやかに外反し,端部 黄褐色 Φ1〜3mm 良好
土器 SS 胴径21.6 はやや肥厚して平らにおわる.胴部は倒卵形を 大の石英･

土器群 底径5.3 呈する.底部は平底. 長石砂粒を
器高30.7 ロ縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目 含む

のちナデ,内面がヘラ削り.
93 甕形 K10区 口径16.6 口縁部は｢く｣字状に強く外反し,端部は平ら 赤褐色 Φ1〜3mm 軟 外面にスス

土器 SS におわる. 大の石英･ 付着

土器群 口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目 長石砂粒を
および板状工具によるナデ,内面がヘラ削り. 含む

94 甕形 K10区 口径12.9 口縁部は逆｢L｣字状に外反し,端部はやや肥 暗橙褐色 Φ1〜2mm 良好 底部内外面
土器 SS 胴径12.7 厚して平らにおわる.胴部の張りは弱く,底部 大の石英･ にスス付着

土器群 底径4.7 は平底. 長石砂粒を
器高15.3 口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面が細かい 多く含む

ハケ目,内面がヘラナデまたはヘラ削り.

95 甕形 Kl0区 口径12.5 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部はやや肥厚 明赤褐色 Φ1〜4mm 軟 表面の風化
土器 SS 胴径13.1 して丸くおわる.胴部の張りは弱く,肩部に二 大の石英･ が著しい

土器群 枚貝による連続刺突文がめぐる. 長石砂粒を
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96 甕形 K10区 口径13.8 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は丸くおわ 暗赤橙褐 Φ0.5〜1 良好 胴部外面に
土器 SS 胴径13.0 る.胴部の張りは弱く,底部は平底.頸部外面 色 mm大の石英 スス付着

土器群 底径2.8 にヘラ状工具による連続刺突文がめぐる. ･長石砂粒
器高14.2 口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がヘラナ を多く含む
〜14.8 デ,内面がヘラナデおよびヘラ削り,底部付近

はへラ状工具による整形.
97 壷形 K10区 口径22.2 大きく外反する口縁端部が内傾し,上下に拡張 暗赤褐色 Φ1〜3mm 良好

土器 SS される複合口縁壷.拡張部の外面には櫛描文と 大の石英･
土器群 櫛描波状文がめぐり,下方端面には二枚貝によ 長石砂粒を

る連続刺突文がめぐる. 多く含む
拡張部は内面がハケ目のちナデ,口縁部は外面
がハケ目のちナデ,内面がハケ目.

98 甕形 K10区 口径17.1 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部はやや肥厚 赤褐色 Φ1〜3mm やや
土器 SS 胴径20.3 して平らにおわる.端面には1条の凹線がめぐ 大の石英･ 軟

土器群 る.胴部の張りは強く球状を呈する. 長石砂粒を
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がナデ, 含む
内面がヘラ削り.

99 甕形 K10区 口径20.4 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は肥厚して 赤褐色 Φ1〜5mm やや
土器 SS 平らにおわる.端面には2条の凹線がめぐる. 大の石英･ 軟

土器群 肩部には二枚貝による連続刺突文がめぐる. 長石砂粒を
口縁部は外面がナデ,胴部は外面がナデ,内面 含む
がヘラ削り.

100 甕形 K10区 口径13.8 口縁部は｢く｣字状にゆるやかに外反し,端部 赤褐色 Φ1〜3mm やや
土器 SS は平らにおわる.胴部の張りは弱い.肩部に二 大の石英･ 軟

土器群 枚貝による連続刺突文がめぐる. 長石砂粒を
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がナデ, 含む
内面がヘラ削り.

101 甕形 K10区 口径12.2 口縁部は｢く｣字状にゆるやかに外反し,端部 淡赤橙褐 Φ1〜3mm やや 肩部外面に
土器 SS 胴径13.3 は肥厚して平らにおわる.胴部は球状を呈し, 色 大の石英･ 軟 スス付着

土器群 肩部に連続刺突文がめぐる. 長石砂粒を
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がナデ, 含む
内面がヘラ削り.

102 甕形 K10区 口径16.1 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部はやや肥厚 暗茶褐色 Φ0.5〜2 良好
土器 SS して平らにおわる. mm大の石英

土器群 内外面ともナデ. ･長石砂粒
を含む

103 甕形 K10区 口径22.6 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部はやや肥厚 淡黄褐色 Φ0.5〜2 やや 外面にスス
土器 SS 胴径25.5 して平らにおわる.胴部は球状を呈する. 〜淡黄橙 mm大の石英 軟 付着

土器群 口縁部は外面がナデ,内面がハケ目,胴部は外 褐色 ･長石砂粒
面がナデ,内面がヘラ削り. を含む

104 甕形 K10区 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は平らにお 暗橙褐色 Φ2〜3mm 良好
土器 SS わる.胴部の張りは弱く,肩部に二枚貝による 大の石英･

土器群 連続刺突文がめぐる. 長石砂粒を
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がナデ, 多く含む.
内面がヘラ削り.

105 甕形 K10区 口縁部は｢く｣字状に外反し,端部は丸くおわ 黒褐色 Φ5mm大の 良好
土器 SS る.胴部は強く張り,球状を呈する.肩部には 砂粒を多く

土器群 二枚貝による連続刺突文がめぐる. 含む.
口縁部は内外面ともナデ,胴部は外面がハケ目
のちナデ,内面がヘラ削り,頸部内面がハケ目
のちナデ.

























































































































第2表　遺物観察表(2)　土師器･須恵器 *復元径
No. 器種 出土位置 寸法(cm) 成形･調整 色調 胎土 焼成 備　考

116 無蓋 E2区 口径14.4* 直線的に逆｢ハ」字状に広がり,端部は丸く収 暗黒灰色 細砂粒をわ 良好
高坏 MT2 める.内外面とも回転ナデ. ずかに含む
? 墳丘裾部

107 不明 D2･E2区 内湾気味に立ち上がり,口縁部はやや外反させ 暗青灰色 Φ1mm大の 良好
MT2 る.端部は尖り気味に収める. 砂粒をわず
墳丘裾部 内外面とも回転ナデ. かに含む

108 甕形 D2･3区 (外)タタキ痕.(内)スリケシ. 青灰色 精緻 良好
上器 MT2

墳丘裾部
109 底部 E2区 底部と胴部との境に段を有する 青灰色 Φ1〜2mm 良好

MT2 (外)未調整.(内)底面はヨコナデ,それ以外 大の砂粒を
墳丘裾部 は回転ナデ. わずかに含

む
110 坏身 C2区 立ち上がりは内湾気味にたちあがり,受部は鉤 青灰色 精緻 良好

MT3 状に延びる.
主体部内埋土 内外面とも回転ナデ.

111 坏身 C2区 立ち上がりは内湾気味にたちあがり,受部は横 暗青灰色 精緻 良好
MT3 方向に直線的に延びる.
墳丘裾部 内外面とも回転ナデ.

112 坏身 D2区 受部は鉤状にやや上方に延びる. 暗青灰色 精緻 良好
MT3 内外面とも回転ナデ.
墳丘裾部

113 坏身 D2区 受部は横方向に直線的に延びる. 暗青灰色 精緻 良好
MT3 内外面とも回転ナデ.
包含層

114 坏身 D2区 受部は横方向に直線的に延びる. 暗黒灰色 精緻 良好
MT3 内外面とも回転ナデ.
包含層

115 蓋 D2区 口径12.0* 口縁部は直線的に下り,端部内面に凹面を有す 青灰色 Φ1mm大の 良好
MT3 る.稜は断面三角形を呈し,鋭い. 砂粒をわず
墳丘裾部 内外面とも回転ナデ. かに含む

116 無蓋 D2区 坏部の口縁部は外反し,丸く収める.体部には 暗青灰色 精緻 良好
高坏 MT3 上向きの断面三角形の凸帯が2条めぐり,その

墳丘裾部 下に櫛描波状文を施す.
内外面とも回転ナデ.

117 高坏 C2区 明確な段をなし,端部はやや内傾して尖り気味 暗黒灰色 精緻 良好 116と同一
MT3 に収める.外面は凹線状にくばむ. 個体か?
主体部内埋土 内外面とも回転十デ.

118 高坏 D2区 脚径10.1* 鳥嘴状を呈し,端部は尖り気味に収める.外面 暗灰色 精緻 良好
脚部 MT3 は凹凸が著しい.

墳丘裾部 内外面とも回転ナデ.
119 壷形 D2区 外面及び頸部内面まで暗黒緑色の白然釉がかか 暗灰色 精緻 良好

土器 MT3 る.頸部に櫛描波状文あり.
墳丘裾部 (外)回転ナデ.(内)口縁部は回転ナデ,肩部

内面はスリケシ.
120 甕形 D2区 (外)タタキ痕,(内)スリケシ. 青灰色 精徴 良好

土器 MT3
墳丘裾部

121 甕形 D2区 (外)タタキ痕,(内)スリケシ. 青灰色 精徴 良好
土器 MT3

墳丘裾部
122 甕形 D2区 (外)タタキ痕,(内)スリケシ. 青灰色 精緻 良好 121と同一

上器 MT3 個体か？
墳丘裾部



No. 器種 出土位置 寸法(cm) 成形･調整 色調 胎土 焼成 備　考

123 蓋 C2区 口径10.8* 口縁部は直線的に下り,端部内面に凹面を有す 青灰色 精緻 良好
STa付近 る.稜は断面三角形を呈し,鋭い.天井部はド

ーム形を呈する.
内外面とも回転ナデ.

124 壷形 M6区 口径14.4* やや底部が尖り気味の球形の体部を呈し,短い 暗褐色 Φ1〜2mm 良好
土器 STb 胴径10.45 内湾気味の口縁部が延びる. 大の砂粒を

主体部内埋土 器高9.0 (外)頸部は板ナデ,他はナデ仕上げ.(内)口 多く含む
縁部ナデ,以下は指ナデ.指頭圧痕が多数のこ
る.

125 坏蓋 O8区 口径15.8* 天井部はやや平坦につくる.口縁部との境は明 青灰色 Φ1mm大の 良好 天井部内面
MT5 器高4.1 瞭で,稜は鋭い.口縁部はややひらき気味に直 砂粒をわず に同心円の
周溝内 線的に下り,端部内面の段はわずかに窪む. かに含む あて具痕跡

天井部外面の4/5がヘラ削り,その外は内外面と あり.
も回転ナデ. 131とセッ

ト?
126 坏蓋 08区 口径15.1 天井部はやや丸みをもつ.口縁部との境は不明 青灰色 精緻 良好

MT5 器高4.7 瞭.口縁部はややひらき気味に直線的に下り,
周溝内 端部内面に段を有する.

(外)天井部の4/5がヘラ削り,その外は回転ナ
デ.
(内)回転ナデ後天井部は横ナデ.

127 坏蓋 08区 口径15.4 天井部はやや平坦につくる.口縁部との境は不 暗灰色 Φ2mm大の 良好
MT5 器高4.3 明瞭.口縁部はややひらき気味に直線的に下り, 砂粒をわず
周溝内 端部内面の段もわずかに窪む. かに含む

天井部外面の4/5がヘラ削り,その外は内外面と
も回転ナデ.

128 坏蓋 O8区 口径15.7 天井部はやや平坦につくる.口縁部との境は不 暗青灰色 Φ1〜2mm 良好 134とセッ
MT5 器高4.2 明瞭.口縁部は直線的に下り,端部内面に段が 大の砂粒を ト?
周溝内 つく. わずかに含

天井部外面の4/5がヘラ削り.その外は内外面と む
も回転ナデ.

129 坏蓋 O8区 口径14.4* 口縁部はやや外ひらき気味に直線的に下る.天 暗青灰色 精緻 良好
MT5 井部との境は不明瞭で,口縁部内面の段もほと
周溝内 んどない.

内外面とも回転ナデ.
130 坏蓋 08区 天井部はやや平坦につくる.口縁部との境は明 暗灰色 Φ1〜2mm 良好

MT5 瞭で,稜は鋭い. 大の砂粒を
周溝内 天井部外面の4/5がヘラ削り.その外は内外面と わずかに含

も回転ナデ. む
131 坏身 08区 口径12.8 底部は丸味をもち,受部は水平に延びる.立ち 暗青灰色 精緻 良好 底部内面に

MT5 受部14.6 上がりは短くやや内傾し,端部内面には段はない 同心円のあ
周溝内 (外)底部の4/5がヘラ削り,その外は回転ナデ. て具痕跡あ

(内)回転ナデ. り.
132 坏身 08区 口径13.4 底部はやや尖り気味の丸みを呈す.愛部は水平 青灰色 Φ1〜2mm 良好

MT5 受部14.6 に延びる.立ち上がりは短くやや内傾し,端部 大の砂粒を
周溝内 器高4.5 内面には段はない. わずかに含

(外)底部の4/5がヘラ削り,その外は回転ナデ. む
(内)回転ナデ後底部は横ナデ.

133 坏身 O8区 口径13.7 底部は平坦気味で,立ち上がりは短くやや内傾 青灰色 Φ1〜2mm 良好
MT5 受部15.6 する.端部内面には段はない.受部は横方向に 大の砂粒を
周溝内 器高4.3 延びる. わずかに含

(外)底部の4/5がヘラ削り,その外は回転ナデ. む
(内)回転ナデ後底部は横ナデ.

134 坏身 O8区 日径13.7* 底部は平坦気味で,受部は水平に延びる.立ち 暗青灰色 Φ1〜2mm 良好
MT5 受部15.4* 上がりは短くやや内傾し,端部直下に凹線状の 大の砂粒を
周溝内 器高4.5 窪みがめぐる. わずかに含

(外)底部の4/5がヘラ削り,その外は回転ナデ. む
(内)回転ナデ後底部は横ナデ.

135 坏身 O8区 口径13.4 底部はやや尖り気味の丸みを呈す.受部は水平 青灰色 Φ1〜2mm 良好 132と同一
MT5 受部14.6 に延びる.立ち上がりは短くやや内傾し,端部 大の砂粒を 個体か？
周溝内 器高4.5 内面には段はない. わずかに含

(外)底部の4/5がヘラ削り,その外は回転ナデ. む
(内)回転ナデ後底部は横ナデ.



No. 器種 出土位置 寸法(cm) 成形･調整 色調 胎土 焼成 備　考

136 坏身 O8区 底部は平坦気味である.受部は横方向に延びる. 淡青灰色 細砂粒をわ 良好
MT5 (外)底部の2/3がヘラ削り,その外は回転ナデ. ずかに含む
周溝内 (内)回転ナデ後底部は横ナデ.

137 坏身 O8区 斜め上方に延びる受部をもつ. やや濃青 精緻 良好
MT5 (外)底部の4/5がヘラ削り,その外は回転ナデ. 灰色
周溝内 (内)回転ナデ.

138 ● O8区 胴径9.8 算盤玉状の体部に,やや直立気味の頸部と逆｢ハ｣ 暗青灰色 精緻 良好 底部外面に
MT5 字状にひらく口縁部がつく.口縁部および頸部 ヘラ記号あ
周溝内 に櫛描波状文がめぐる.胴部には櫛歯状工具に り.

よる押し引き.
(内)回転ナデ.(外)底部回転ヘラ削り.その
ほかは回転ナデ.

139 短頸 O8区 口径10.8 口縁部は短く直線的に立ち上がり,端部は内傾 暗灰色 精緻 良好
壷 MT5 胴径25.9 した面をなす.体部はやや長円形を呈する.

周溝内 器高28.1 (内)口縁部は回転ナデ.体部は同心円のあて
具痕跡.(外)口縁部は回転ナデ.体部は平行タ
タキ.肩部に数条のナデ消し痕跡.

140 壺 O8区 口径14.8* 口縁部は逆｢ハ｣字状にひらき端部は丸く収め, 青灰色 精徴 良好
MT5 胴径17.7 下方に肥厚して段をなす.体部は球形を呈する.
周溝内 器高17.8 (外)口縁部は回転ナデ,体部は格子状のタタ

キののち肩部はカキメがめぐり,底部付近はナ
デ消し.(内)口縁部は回転ナデ,体部は横ナデ.

141 甕 08区 口径20.8 体部はやや球体をなし倒卵形を呈する.丸底で 外; 精徴 良好
MT5 胴径41.2 ある.口縁部は｢ハ｣字状に外反し,端部は上 黒灰色で
周溝内 器高43.5 下に肥厚する. 一部青灰

(外)口縁部は回転ナデ,体部は格子目状のタ 色
タキ跡が見られる.肩部はナデ消している.底 内;
部付近に窯内の固定器具の痕跡が2か所に見ら 黒灰色
れる.(内)口縁部は回転ナデ.体部は同心円の
あて具痕跡.底部はあて具による叩いた跡が見
られる.
口縁部内外面から体部上半部外面に自然釉がか
かる.

142 提瓶 O8区 口径8.2 鰻頭状の体部を持ち,その側面に｢ハ｣字状に 青灰色 Φ1〜2mm 良好
MT5 胴径23.2 ひらく口縁部をつけたものである.封鎖痕跡は 大の砂粒を
周溝内 器高26.8 体部横方向にみられ,円盤充填である. わずかに含

(外)体部外面は片方はヘラ削り,もう片方は む
カキメののちナデ仕上げ.(内)回転ナデ,製作
時に下方にあたる箇所は指ナデ跡が残る.口縁
部から体部中位まで自然釉がかかる.

143 甕形 08区 日径10.7 強く外反する短い口縁部がつき,端部はやや尖 暗黄褐色 Φ2mm大の 良好
土器 MT5 胴径12.l り気味に収める.体部は球体を呈する. 砂粒をわず

周溝内 (外)口縁部はナデ,体部はハケノの後ナデ. かに含む
(内)口縁部はナデ,体部は指ナデ.

144 坏身 K10区 口径10.8 底部はやや平坦で,受部は斜め上方に延びる. 暗青灰色 精緻 良好 ヘラ記号?
STc 受径11.5 口縁部はほぼ上方に直立し,端部内側に段を有
主体部直上 器高4.8 する.

(外)底部の4/5がヘラ削り,その他は回転ナデ.
(内)回転ナデ.

145 坏身 K10区 口径11.0 底部は丸味をもち,受部は太く,横方向に延び 暗青灰色 精緻 良好
STc 愛径12.0 る.口縁部は内傾しながら直立し,端部内側に
主体部直上 器高5.0 僅かに段を持つ.

(外)底部の4/5がヘラ削り,その他は回転ナデ.
(内)回転ナデ.

146 坏身 K10区 口径11.0 底部はやや尖り気味である.受部は横方向に延 暗青灰色 精緻 良好
STc 受径12.0 びる.口縁部は内傾しながら直立する.端部内
主体部直上 器高6.9 側に段を持つ.

(外)底部の4/5がヘラ削り.その他回転ナデ.
(内)回転ナデ.

147 坏身 K10区 口径10.6* 底部はほぼ平坦で,受部は横方向に鋭く延びる. 暗青灰色 Φ1〜2mm 良好



No. 器種 出土位置 寸法(cm) 成形･調整 色調 胎土 焼成 備　考

149 坏身 K10区 口径11.6 底部は丸味を呈し,受部は横方向に延びる.口 青灰褐色 細砂粒を多 やや
STc 受径13.0 縁部は内傾しながら直立し,端部内側の段はな く含む 不良
主体部直上 器高6.0 く尖り気味に収める.

(外)体部の2/3がヘラ削り.その他は回転ナデ.
(内)回転ナデ.

150 有蓋 K10区 口径10.8 坏部は球状を呈し,受部はやや上方に延びる. 暗青灰色 精緻 良好
高坏 STc 受径11.9 口縁部は内傾しながら直立し,端部内側に段を

主体部直上 脚径8.4 有する.脚は｢ハ｣字状に外反し,端部は鉤状
器高10.5 に下方に届曲する.透かしは台形のものが,3

方向に穿たれている.
(外)坏底部は2/3がヘラ削り,その他は回転ナ
デ.
(内)坏部は回転ナデ,脚部は粗い横ナデ.

151 有蓋 K10区 口径10.8 坏部は球状を呈し,受部はやや上方に延びる. 暗青灰色 細砂粒を多 良好
高坏 STc 受径11.8 口縁部は内傾しながら直立し,端部内側に段を く含む

主体部直上 脚径8.6 有する.脚は｢ハ｣字状に外反し,端部は鉤状
器高10.5 に下方に屈曲する.透かしは台形のものが,3

方向に穿たれている.
(外)坏底部は2/3がヘラ削り,その他は回転ナ
デ.
(内)坏部は回転ナデ,脚部は粗い横ナデ.

152 有蓋 K10区 口径11.0 坏部は球体を呈し,受部はやや上方に延びる. 暗青灰色 細砂粒を多 良好
高坏 STc 受径11.6 口縁部は内傾しながら直立し,端部内側に段を く含む

主体部直上 脚径8.6 有する.脚は｢ハ｣字状に外反し,端部は鉤状
器高10.7 に下方に届曲する.透かしは台形のものが,三

方向に穿たれている.
(外)坏底部は2/3がヘラ削り,その他は回転ナ
デ.
(内)坏部は回転ナデ,脚部は粗い横ナデ.

153 壺 K10区 口径11.2 頸部は短く外反し,口縁部との屈曲面外面は2 暗黒褐色 精緻 良好
STc 胴径14.1 条の凸帯がめぐる.頸部外面に櫛描波状文を施
主体部直上 器高15.7 す.口縁部はやや内傾しながら直立する.体部

は算盤玉状を呈し,丸底である.
(外)口縁部から痛部は回転ナデ,体部下半に
平行タタキ痕がのこる.(内)体部上半までは回
転ナデ,下半は刺突状のくぼみが多数みられる.
頸部内面から外面肩部まで自然釉(黄灰褐色)
がかかる.

154 甕 K10区 口径21.8 口縁部は強く｢ハ｣字状にひらき端部は強く窪 黒灰色 Φ1〜2mm 良好
STc 胴径49.4 ませている.その下方に段を有する.体部は強 〜青灰色 大の砂粒を
主体部直上 底径11.0 く肩が張り,また底部は平底気味につくる. 僅かに含む

器高47.5 底部に焼成時に付着した窯内固定具の一部が付
着している.
(外)口縁部は回転ナデ,体部は平行のタタキ
ののち底部付近は一部ナデ消し.(内)口縁部は
回転ナデ,体部は同心円のあて具でおさえた後,
ナデ梢し.底部は横ナデ.

155 甕形 K10区 口径19.6 ｢ハ｣字状に外反する口縁部を呈し,端部は面 黄褐色 Φ1-2mm 良好
士器 STc を持つ.体部はナデ肩である. 大の砂粒を

主体部直上 (外)ナデ.(内)口縁部はナデ,体部はヘラ削 わずかに含
り. む

156 無蓋 K5区 口径17.7 坏部は底部が丸く,凸線から口縁部にかけて外 暗黒褐色 精緻 良好
高坏 MD 脚径10.4 上方に延び,口縁端部は凹面をもって内傾する. 見込み部

内外 器高12.1 脚は｢ハ｣字状に外反し,端部は丸く収める. はセピア
坏部1か所に把手を付けるが欠失している.凸 色を呈す
線下には櫛描波状文がめぐる.透かしは台形の る
ものが,三方向に穿たれている.脚の内側を中
心に自然釉がかかる.
(外)坏底部は2/3がヘラ削り,その他は回転ナ
デ.脚はかき目を残す.(内)坏部･脚部とも回



No. 器種 出土位置 寸法(cm) 成形･調整 色調 胎土 焼成 備　考

158 有蓋 K5区 口径10.5 坏部は平底を呈し,受部は横方向に延びる.口 淡青灰色 Φ1mm大の 良好
高坏 MD 受径11.7 縁部は内傾しながら直立し,端部内側に段を有 砂粒をわず

内外 脚径8.8 する.脚は｢ハ｣字状に外反し,端部は鉤状に かに含む
器高9.4 下方に屈曲する.端部外面は平滑に仕上げる.

透かしは台形のものが,3方向に穿たれている.
(外)坏底部は2/3がヘラ削り,その他は回転ナ
デ.
(内)坏部は回転ナデ,脚部は粗い横ナデ.

159 有蓋 K5区 口径10.3 坏部は平底を呈し,受部は横方向に延びる.口 暗青灰色 Φ1mm大の 良好
高坏 MD 受径11.3 縁部は内傾しながら直立し,端部内側に段を有 脚端部は 砂粒を多く

内外 脚径9.0 する.脚は｢ハ,｣字状に外反し,端部は鉤状に 一部生焼 含む
器高9.0 下方に屈曲する.透かしは台形のものが,三方 けで黄灰

向に穿たれている. 褐色を呈
(外)坏底部は2/3がヘラ削り,その他は回転ナ する
デ.
(内)坏部･脚部とも回転ナデ.

160 高坏 K5区 口径10.3 底部はやや平坦につくる.受部はやや上方にの 暗青灰色 Φ1mm大の 良好
7 MD 受径11.5 びる.口縁部は内傾しながら立ち上がり,端部 砂粒をわず

内外 器高4.5* 内側に段を持つ. かに含む
底部の2/3がヘラ削り,その他は内外面とも回転
ナデ.

161 高坏 K5区 口径11.0 口縁部は内傾しながら立ち上がり,端部内側に 暗青灰色 Φ2〜3mm 良好
MD 段を持つ. 大の砂粒を
内外 内外面とも回転ナデ. 僅かに含む

162 高坏 K5区 脚径9.0 ｢ハ,｣字状に外反し,端部は鉤状に下方に屈曲 暗青灰色 精緻 良好
脚部 MD する.端部外面はほとんど平滑に仕上げる.透

内外 かしは台形のものが,3方向に穿たれている.
内外面とも回転ナデ.

163 高坏 K5区 脚径9.7 ｢ハ｣字状に外反し,端部は鉤状に下方に屈曲 青灰色 細砂粒を多 良好
脚部 MD する.透かしは台形のものが,3方向に穿たれ く含む

内外 ている.
内外面とも回転ナデ.

164 高坏 K5区 円盤充填によるもので,坏部と脚部との境を強 淡赤褐色 細砂粒を僅 良好
MD く横ナデしたため,窪みを呈する.円形の透か かに含む
内外 しを穿つ.

内外面ともナデ.脚部は縦方向の指ナデ.
165 甕 F2区 口径17.4* 口縁部は｢ハ｣字状に外反し,端部は1条の凹 暗青灰色 精緻 良好

包含層 線がめぐる.
内外面とも回転ナデ.

166 甕形 M6区 口径13.8* なで肩の体部から｢ハ｣字状に強く外反する口 暗赤褐色 細砂粒を僅 良好
土器 STb付近 縁部がつく.端部はやや尖り気味に収める.体 かに含む

平坦面 部と口縁部の境界は,強くナデて窪んでいる.
内外面ともナデ仕上げ.

167 壺 K6区 凸帯を有し,その下方に櫛描波状文がめぐる. 暗青灰色 細砂粒を僅 良好
表土中 内外面とも回転ナデ. かに含む

168 甕形 K8区 口径27.2* 口縁部は｢ハ,｣字状に外反し,端部は平坦な面 淡赤褐色 Φ2〜3mm 良好
土器 MT6 をもつ. 大の砂粒を

墳丘下包含層 体部の肩はあまり張らない.肩部には櫛歯状工 僅かに含む
具による刺突文がめぐる.
(外)ナデ仕上げ.(内)口縁部はナデ,体部は
ヘラ削り.

169 甕形 K8区 口径20.3* 口縁部は｢ハ｣字状に外反し,端部は下方に拡 淡褐色 Φ2〜3mm 良好
土器 MT6 張して面を持つ.肩部にはヘラ状工具による刺 大の砂粒を

墳丘下包含層 突文がめぐる. 僅かに含む
(外)ナデ仕上げ.(内)口縁部はナデ,体部は
ヘラ削り.

170 底部 K8区 底径5.8* やや凹んだ底部を呈する. 淡褐色 Φ2〜3mm 良好
MT6 (外)ナデ仕上げ.(内)ユビナデ. 大の砂粒を
墳丘下包含層 僅かに含む



第3表　遺物観察表(3)　鉄器 ＊:2個体分の重さ

No. 器　種 出土位置 寸　　　法 備　考

長さ(cm) 幅(cm) 厚さ(cm) 重さ(g)

171 刀子 SH1 柄　4.7 柄　1.05 柄　0.2 8.9

172 鉈 MT1 刃　1.7 刃　0.8 刃　0.3 刃　0.5

第1主体 柄　11.5 柄　0.75 柄　0.2 柄　10.7

173 鏃 MT3 全　5.2 身　1.45 刃　0.3 4.5 木棺蓋上?

主体部内

174 鏃 MT3 4.3 身　0.8 0.2 2.7

主体部内 茎　1.0 茎　0.3

175 鏃 MT3 3.5 身　0.95 刃　0.15 2

主体部内 茎　1.8 茎　0.45 茎　0.2

176 鏃 MT3 8.2 身　0.8 身　0.3 7.5 184と同一

片刃鏃? 主体部内 身　1.6 茎　0.5 茎　0.4 個体

177 鏃 MT3 4.7 身　0.9 身　0.2 2.2

片刃鏃? 主体部内 身　4.5 茎　0.5 茎　0.1

178 鏃 MT3 2.9 1.1 0.35 3.3

切先 主体部内

179 鏃 MT3 3.6 0.5 0.15 1.0

茎 主体部内

180 鏃 MT3 2.8 0.9 0.2 2.1

茎 主体部内

181 鏃 MT3 2.3 身　0.65 0.35 2.5

茎 主体部内

182 鏃 MT3 6 1 0.2 4.8 木棺蓋上？

茎 主体部内

183 鏃 MT3 2.3 0.25 0.25 1.3

茎 主体部内

184 鏃 MT3 10.8 0.5 0.45 7.1

茎 主体部内

185 鏃 MT3 4.9 0.3 0.35 1.3

茎 主体部内

186 鏃 MT3 4.1 0.4 0.25 2.3

茎 主体部内

187 鏃 MT3 4.8 0.35 0.35 1.8 木棺蓋上？

茎 主体部内

188 鏃 MT3 3 0.3 0.3 1

茎 主体部内

189 鏃 MT3 3 0.25 0.25 1.2

茎 主体部内

190 小刀 MT3 22.4 刃　2.6 刃　0.35 50.1 柄木質

主体部内 茎　5.2 茎　1.6 茎　0.2 茎目釘

191 小刀 MT3 現15.2 刃　1.15 刃　0.35 24.4

主体部内 (復17.3) 茎　0.9 茎　0.4

茎　3.3

192 直刀 MT3 55.85 刃　2.75 刃　0.5 302.3

主体部内 刃長42.15 茎1.3〜2.1 茎　0.3

茎長13.6



No. 器　種 出土位置 寸　　　法 備　考

長さ(cm) 幅(cm) 厚さ(cm) 重さ(g)

193 斧 MT3 11.0 先　5.2 刃　0.9 263.4

袋状 主体部内 袋　6.0 袋　3.6 袋　0.45

194 金槌 MT3 6.9 2.3 1.5 118.1

主体部内 頭　2.65 頭　2.2

195 刀子 MT3 5.9 刃　1.1 刃　0.25 4.1 柄木質

主体部内 柄　0.75 柄　0.2

196 刀子 MT3 4.1 刃　0.75 0.2 1.8 埋土中

主体部内 柄　1.9 柄　0.5 鉄片付着

197 刀子 MT3 5.0 0.8 0.25 2.9

主体部内

198 刀子 MT3 2.3 1.1 0.25 2.1* 鉄片付着

主体部内

199 刀子 MT3 5.1 1.0 0.3 5.5

主体部内

200 不明 MT3 4.1 0.65〜0.8 0.2 1.9 木棺蓋上?

主体部内

201 不明 MT3 2.8 0.55 0.1 0.8 埋土中

主体部内

202 鎌 MT3 15 刃　2.2 0.35 47.0 曲刃

主体部内 基部2.45

203 鋤(鍬)先 MT3 現　12.1 13.45 最大　0.7 126 U字形

主体部内

204 鎹 MT3 4.5 釘　1.0 釘　0.35 7.2 木質付着

主体部内 釘　4.4 柄　0.8 柄　0.35

205 鎹 MT3 11.4 釘　0.9 釘　0.3 17.6 木質付着

主体部内 釘　3.4 柄　0.9 柄　0.3

206 鎹 MT3 8.5 釘　0.9 釘　0.4 27.4 木質付着

主体部内 釘　4.0 柄　0.9 柄　0.4

207 鎹 MT3 7.5 釘　0.8 釘　0.3 12.3 木質付着

主体部内 釘　3.1 柄　0.8 柄　0.3

208 鎹 MT3 6.3 釘　1.0 釘　0.25 10.3 木質付着

主体部内 釘　3.2 柄　0.75 柄　0.3

209 鎹 MT3 1.4 釘　0.45 釘　0.2 1.0 埋土中

主体部内 釘　2.1 柄　0.45 柄　0.15

210 鎹 MT3 2.45 0.85 0.1 1.4

主体部内

211 鎹 MT3 2.7 1 0.15 1.3

主体部内

212 鎹 MT3 2.8 0.5 0.2 1.6 木質付着

主体部内

213 鎹 MT3 2.5 1.15 0.2 1.7

主体部内

214 鎹 MT3 2.1 0.95 0.1 5.5 木質付着

主体部内



No. 器　種 出土位置 寸　　　法 備　考

長さ(cm) 幅(cm) 厚さ(cm) 重さ(g)

215 鎹 MT3 1.5 0.7 0.1 0.5 木質付着

主体部内

216 鎹? MT3 1.9 0.6 0.15 0.9

主体部内

217 不明 MT3 2.15 1.05 0.45 2.1

主体部内

218 不明 MT3 2.4 0.75 0.45 4.2

主体部内

219 不明 MT3 2.4 0.85 0.5 1.7

主体部内

220 不明 MT3 4.5 0.8 0.4 2.4 蓋上?

主体部内

221 不明 MT3 2.1 0.75 0.3 1.2

主体部内

222 不明 MT3 3.7 1.2〜1.9 0.15 2.1 木棺蓋上?

主体部内

223 不明 MT3 2.2 0.55 0.2 0.9

主体部内

224 不明 MT3 2.45 0.3 0.2 0.8

主体部内 0.55

226 不明 STb 現　7.6 1.25 0.1 8.6 埋土中

主体部内

227 不明 STb付近 現　7.0 2.6 0.1〜0.3 9.2 包含層

228 不明 STb付近 現　2.7 3.9 0.2 5.9

229 鏃? STb付近 6.5 2.6 0.4 15.8 埋土中

230 剣 MT5 剣身　52.45 刃　3.1 刃　0.65 472.5 剣身・茎と

埋葬主体 茎　14.5 茎1.7〜2.85 茎　0.4 も木質付着

231 刀子 STc 2.25 1.15 0.3 3.6

主体部内

232 刀子 STc 4.5 刃　1.4 0.2 5.8

主体部内 茎　0.85

233 鎌 STd 14.1 2.8 0.2 64.6* 直刃

主体部内

鎚 STd 7.0 刃　1.0 刃　1.0 233に付着

主体部内 刃　3.7 茎　0.8 柄　0.8

234 刀子 L11区 5.5 刃　1.3 刃　0.2 6.9 SH2に伴

埋土中 茎　1.0 柄　0.2 うか?

235 鏃 M7区 4.25 2.9 0.25 12.4 方頭斧箭式

埋土中

236 鏃 L10区 2.8 1.4 0.3 4.5

茎 埋土中



第4表　遺物観察表(4)　ガラス小玉 単位(mm)

No. 径 幅 孔径 備　　考
272 3.0 2.5 1.5
273 3.0 2.5 1.0
274 3.0 2.5 1.5
275 3.5 2.0 1.0
276 3.0 2.5 1.0
277 2.5 2.5 1.0
278 3.0 2.0 1.0
279 3.5 2.5 1.0
280 3.0 2.0 1.5
281 3.5 2.5 1.0
282 3.0 2.0 1.0
283 3.5 2.0 1.0
284 3.0 2.5 1.0
285 3.5 2.5 1.0
286 3.0 2.5 1.0
287 3.0 2.5 1.0
288 3.0 2.5 1.0
289 3.0 2.5 1.0
290 3.5 2.5 1.0
291 3.0 2.5 1.0
292 3.0 2.0 1.0
293 3.5 2.0 1.0
294 3.5 2.5 1.0
295 3.0 2.5 1.0
296 3.0 2.5 1.0
297 3.5 2.0 1.0
298 3.0 2.5 1.5
299 3.5 2.0 1.5

No. 径 幅 孔径 備　　考
244 3.5 2.5 1.0
245 3.5 2.0 1.0
246 3.5 2.5 1.5
247 3.0 2.0 1.5
248 3.5 2.0 1.0
249 3.0 2.0 1.0
250 3.0 2.5 1.0
251 3.0 3.0 1.0
252 3.0 2.0 1.0
253 3.5 2.0 1.0
254 3.0 2.5 1.0
255 3.0 2.5 1.0
256 3.0 2.0 1.0
257 3.0 2.5 1.0
258 3.0 2.5 1.5
259 3.0 3.5 1.0
260 3.5 2.5 1.0
261 3.0 2.5 1.0
262 3.5 2.0 1.0
263 3.0 2.5 1.5
264 3.0 2.0 1.0
265 3.0 2.0 1.0
266 3.0 2.5 1.5
267 3.5 2.5 1.0
268 3.5 2.5 1.0
269 3.0 2.0 1.0
270 4.0 2.5 1.0
271 3.0 2.0 1.0





























44444　まとめ　まとめ　まとめ　まとめ　まとめ
寺山遺跡では，弥生時代後期の集落跡と古墳時代前半期の古墳群を確認した。ここでは，それぞれの遺

構ごとに若干考察を加え，まとめとしたい。

（1）集落跡について

集落の構成について

集落関係遺構は，調査区南半の尾根状平坦面および南斜面（標高60～73m）において，竪穴式住居跡4軒，

掘立柱建物跡1棟，土坑3基，土器棺墓2基，テラス状遺構4か所，石敷状遺構1か所を確認した。これら

の遺構は，尾根上の平坦面から標高差約13mの南向き斜面に散在した状況でみられた。また，出土土器の

特徴から，ほとんどが弥生時代後期後半から終末ごろの限られた期間に使用されたものである。

竪穴式住居跡は，尾根上で2軒，斜面中腹で2軒を確認した。平面形状は第1号・第3号住居跡が楕円形，

第2号住居跡が方形，第4号住居跡が方形に近い隅丸方形である。上屋構造については，柱穴の位置など

から第1号・第3号・第4号住居跡が4本柱構造と考えられる。第2号住居跡については斜面中腹の傾斜地

に立地するため南側が流失しており，全体像を明確にすることはできなかったが，炉跡と推定される焼土

の位置から2本柱構造の可能性が高いと考えられる。また，第1号・第4号住居跡は焼失住居であり，特に

第1号住居跡は炭化した構造材や上屋材が遺存し，科学分析を行うことができた。

これらの住居跡の新旧関係については出土土器が同一様式内にあることから，その判断は相当困難な状

況であった。とはいえ，第3号住居跡と第4号住居跡については重複関係にあり，後者が前者の掘り方埋

土を掘り込んでつくられており，両者の間に時間差が認められる。また，この重複した2軒の住居跡とは

離れて斜面中腹に建てられている第1号住居跡については，第4号住居跡からも同一個体の石皿片が出土

していることから推定が可能となった。この石皿は一定期間使用された後に割れ，その1片は第1号住居

跡の炉跡内から，もう1片が第4号住居跡の床面から出土したものである。以上のことから，第3号住居跡

が最も古く，第1号住居跡と第4号住居跡がほぼ同時期と推定できる。なお，第2号住居跡については，遺

構に伴う遺物が出土していないため時期は不明である。

第1号掘立柱建物跡は，第3号・第4号住居跡の南東方向の斜面下の平坦面上に建てられた，規模1間×

2間の建物と想定される。本遺構は，他の柱穴内からの出土土器の特徴から，第3号・第4号住居跡とほぼ

同時期と考えられる。建物の長軸方向が第4号住居跡の柱穴の軸方向とほぼ一致していることから，第4号

住居跡に伴う可能性が高い。なお，この建物跡には炉跡などの生活の痕跡は認められず，建物の規模に比

して柱穴の規模が大きいことから，高床倉庫と考えられる。

土坑は3基確認されたが，崩落土や流水による撹乱が著しかった。しかし，出土土器や規模などから，第

2号・第3号土坑は土器棺墓であった可能性がある。第1号土坑については，その形状から底面に石敷を施

した施設と考えられるが，流水による撹乱や第1号住居跡北側の溝による削平などから詳細は不明である。

土器棺墓は2基が並んで確認された。土圧による破壊を免れ，埋置当時の姿を保っていたため，土器の埋

置状況を知る貴重な資料となった。両者は墓壙が近接し，深さもほぼ同一に掘り込まれていることから，ほ

ぼ同時期に埋置されたと考えられる。

本遺跡では，テラス状遺構が4か所において確認された。その特徴からいくつかの機能の違いが想定でき

る。まず，第1号テラス状遺構は地山掘削面が深く整地されている。床面には柱穴や炉跡などが見られる

ものである。広義では，第1号・第2号住居跡や第1号掘立柱建物跡が構築されている平坦面についてもこ

れに含まれよう。これらは住居や倉庫などの建設に伴って広い平坦面を必要とした造成と考えられる。第



2号・第3（b・c・d）号テラス状遺構は，地山掘削面が不規則で，床面には小ピットや不定形の土坑，焼土

面，土器棺墓などが散在し，小規模な平坦面の造成が繰り返されている。これらは作業小屋を建てたり，屋

外作業用のスペースを確保するためのものと考えられる。このように整理してみると，寺山遺跡では，尾

根上の平坦面と斜面中腹の標高60～63m（水田面より7～10m）付近に住居や倉庫などを構え，その間の斜

面は作業や土器棺埋葬，その他の用途に便用したと思われる。なお，第3号（a）・第4号テラス状遺構は，

小規模で奥行きも狭く，床面には溝も柱穴と想定されるピットも認められなかった。これらの機能につい

ては不明であるが，第4号テラス状遺構は，他と異なり西方向に面している。生活面であることも否定し

きれないが，なんらかの別の非日常的な機能をもつものであることも想定できよう。

本遺跡の斜面から検出された石敷状遺構は，第1号土坑のように周辺に掘り方は確認できなかった。この

遺構の性格については，テラス状遺構のはずれに位置し，斜面上方および北西方向へ伸びる溝状遺構を伴っ

ていることから，斜面に散在する施設を結ぶ通路状遺構の一部と推定した。石敷は，流水などによる地面

の軟化に対応する工夫ではないだろうか。この時期の集落遺跡において，このような石敷を伴った通路状

遺構の確認例は管見ではまだ知らないが，斜面に立地する遺跡としては必要な施設である。なお，第1号

土坑内の石敷についても，斜面上方に溝状の落ち込みが見られたことから，通路状遺構の可能性も考えら

れよう。

調査区の東に続いていたと考えられる丘陵が造成によって削平されているため，集落の全体像について

は把握できなかったが，確認された住居跡はいずれも2～4本柱構造で床面積が20m2以下の小規模住居で

あり，調査範囲の中では1～2軒が同時期に営まれていたと考えられる。また，住居跡の他にも倉庫，作業

場，土器棺墓など，葉落の様々な施設が斜面に散在しており，周辺水田面からの比高が8～30mの南向き斜

面の利用状況を部分的ではあるが明らかにすることができたといえよう。

土器棺墓について

本遺跡では，乳幼児の埋葬と言われる土器棺墓が2基確認された。これらは土圧による破壊を免れ，埋葬

当時の状況を知る手がかりを多く残していた。2基の土器棺墓はテラス状遺構の壁面に沿って近接して埋置

されており，墓壙の底面のレヴェルもほぼ同一で，2人の乳幼児を並べて埋葬したものと考えられる。

第1号土器棺墓は，複合口縁を持つ大型の壺形土器の胴部を棺身としており，これに大型の壷形土器の胴

部下半を斜めに打ち欠いた蓋を被せている。さらに蓋を安定させるため壺形土器の口縁部を蓋底部に固定

し，あたかも1個体分の壺形土器が横たわっている状態に埋置している。棺身と蓋の接合部には粘土の目

張りが残っており，丁寧な仕上げとなっていた。一方の第2号土器棺墓は，やはり複合口縁を持つ大型の

壺形土器の胴部が棺身として用いられており，これに甕形土器をそのまま用い，合わせ日棺としている。接

合部には厚く粘土を巻き付けて目張りとしており，これも仕上げは丁寧である。

両者は棺身に大型の壺形土器の胴部を用いている点では共通しており，棺身に蓋をする際の土器の使用

方法は異なるものの，その埋置状況には一貫性が認められる。蓋用の土器の差については，単に手持ちの

土器の中からの選択の結果とも考えられるが，通常は鉢形上器あるいは壷形土器の口縁部や胴部などが使

用されることが多く，甕形土器を完形で用いてカプセル状に結合させる例は珍しい。埋葬対象の乳幼児の

身長との関連なども考えられ，今後の検討課題としておきたい。

ところで，2基の土器棺墓は第2号テラス状遺構の西端に位置しているが，第1号土器棺墓の墓壙に接し

て西土器群が確認された。この土器群は10個体以上の土器が一括投棄されたもので，二次的に火を受けた

土器や炭化材も含んでいる。これらの土器は土器棺墓に使用された土器と同時期の特徴を示しているため，

土器棺の埋葬に関連のある遺物と考えられよう。なお，第3号土坑と第4号テラス状遺構上の土器群の関

連性も同様のものになる可能性がある。



さらに土器棺墓前面のテラス状遺構床面からは2か所の焼土面が確認されており，この床面で火を用いた

何らかの行為が2回行われたことを示唆している。以上のことから，西土器群の土器は，土器棺埋葬の際

の祭祀に使用された土器の可能性が高く，床面の2か所の焼土面もその際の火の使用によるものと考えら

れよう。

（2）寺山古墳群について

本古墳群は，円墳5基，方墳1基，墳丘下に造られた埋葬主体6基で構成される。なお，溝状遺構は古墳

の周清の可能性があり，そうであれば円墳と推定されよう。

時聞的変遷について

まず各古墳の築造時期をみてみたい。出土する遺物の割合にはばらつきがみられた。明確な古墳築造時

期を導き出す積極的な根拠とはいえないものの，ここでは主に各古墳の墳丘ないし周溝内からの出土土器

を用いて築造時期を推定する。また時期が明確な土器が出土していない古墳についてはその他の遺物や埋

葬施設などを用いて推定したい。なお時期設定について，須恵器は陶邑古窯址群の編年基準1）2）による。

それではまず確実に伴うと考えられる土器を出土した古墳からみていこう。第2号古墳は墳丘覆土中から

須恵器の無蓋高坏の破片や甕（壺）の胴部の破片が出土している。なお埋葬主体から副葬品等の遺物は出

土していない。この須恵器のうち，後者は外面に叩き痕を残し内面はスリケシ調整を行っているなど，古

い段階の様相を呈している。時期を限定できる資料ではないけれども，本古墳は5世紀代の築造と位置付

けられよう。

ところで本古墳の東側下方に位置する，F・G区においてトレンチを設定したところ，須恵器の甕の日縁

部の破片（165）が出土した。この口縁部の特徴は初期須恵器（田辺編年1）ではTK73～TK208型式）のも

のに類似すると考えられる。この調査区は耕作によって削平されていたが，この土器を含む土砂が上方か

らの流れ込みなどによるものであれば，この土器も本古墳に伴う可能性もあろう。とりあえず，本古墳の

築造時期を5世紀後半頃と位置付けておきたい。

第3号古墳は埋葬主体埋土中及び墳丘覆土中から無蓋高坏，坏身，蓋，直口壺，甕などの須恵器の破片が

多数出土している。また埋葬主体内から鎚や武器・農工具など多数の鉄器が出土している。これらの須恵

器は小破片が多く器形を明確にできるものは少なかった。このうち無蓋高坏，坏身，蓋，直口壺などの特

徴は，陶邑編年との対比から，田辺編年ではTK208型式，中村編年2）ではI型式3段階のものに類似して

いる。とりあえず特に比定は避け，5世紀後半段階と位置付ける。

第5号古墳は周溝内から土師器や須恵器が出土している。このうち須恵器は，坏蓋・坏身各6点，●・壺・

短頸壺・提瓶・中型甕各1点が出土している。また埋葬主体内から鉄剣が1本出土している。この須恵器

のうち，坏蓋は口縁部内面の段とともに，天井部と口縁部との境の稜も形骸化したものである。また坏身

は口縁端部内面の段が喪失しており立ち上がりも短い。このような特徴は，概ね田辺編年ではTK10型式，

中村編年では II型式第2段階に属するものに類似し，6世紀前葉段階に位置付けられる。

a主体はその周辺の覆土から須恵器の坏類の蓋の破片が出土している。なお本主体内から副葬品等の遺物

は出土していない。須恵器は埋葬主体の蓋石上面に隙間を埋めるように積み上げられた礫群の周辺から出

土したものである。この蓋の特徴は，陶邑編年との対比から，田辺編年ではTK47型式，中村編年ではl型

式5段階に属するものであり，6世紀初頭に位置付けることができる。

b主体は主体内上方から土師器の小型壷が出土しており，供献土器と推定される。また本主体構築のため



に削り出した平坦面の直上からも甕（第73図166）が出土している。埋葬主体内からは他に鉄製品が出土

したものの器種は特定できなかった。前者の土器は丸底を呈し，球形を呈した体部から内湾気味に短い口

縁部が立ち上がるもので，いわゆる小型丸底壺の範疇に入る。しかし器壁は厚く，胎土も多量の砂粒を混

入しており，その退化形態であるといえる。なお，こうした形態を呈する類例は，武末純一氏の論考3）や

県内の事例4），を参考してみれば，須恵器が出現する時期に多く見られるようである。そのことから古墳

時代中期後半頃，すなわち5世紀中頃に比定できる。また平坦面直上から出土した土器は，「く」字状に外

反する口縁を呈し端部は尖り気味に収めるもので，頭部屈曲部は強く横なでして窪む特徴を呈する。こう

した形態を呈する類例をあげれば，安佐北区金川遺跡5）SB6から出土した甕（第 l一13図 19，pp25）な

どがあり，植田千佳穂氏の編年6）では古墳時代前期III期，妹尾周三氏の編年7）では古墳l一a期に属す

るとされている。しかしこの平坦面が本主体と一体であるとみなした場合，この土器の時期はもう少し下っ

てもよいのかもしれない。いずれにしてもこの小型壷の時期から，本主体の築造時期は5世紀中葉頃と比

定する。

c主体はその直上より須恵器坏身6点，有蓋高坏3点，直口壷，中型甕各1点，土師器甕1点が出土して

いる。これらは出土状況から，一括して供献されたと考えられる。本主体内からも刀子2点が出土してい

る。この須恵器のうち，坏身・有蓋高坏は口縁端部などに新しい様相を呈する器種も一部含まれるものの，

口縁端部内面に明瞭な段を有する特徴を呈している。これらの須恵器はおおむね田辺編年ではTK23型式，

中村編年ではl型式4段階に属するといえよう。なお，この須恵器群は有蓋高坏に蓋が共伴していないとい

う特徴がみられる。また6点の坏身のうち，149は口径が他のものより若干大きく，口縁端部内面に段をも

たず，上り気味に終わる形態を呈し，また色調，焼成も灰褐色で，軟質であり，他の坏身の資料とは形態

的にも，見た目にも異質である。生焼け状態といえる資料であり，管見の限りでは，県内においてほぼ同

時期の須恵器の供献事例にこのような資料を含む事例は現在のところ知られていない。わずか1点とはい

え，このような資料の存在は近隣地域における須恵器窯の存在を示唆するものである。

なお，溝状遺構内外からも土器が出土している。このうち明確にしえた器種は，須恵器が蓋1点，有蓋高

坏4点以上，無蓋高坏1点，土師器が高坏1点である。この須恵器のうち有蓋高坏の口縁端部内面は段を有

しており，おおむね田辺編年によればTK23型式，中村編年のl型式4段階に属するものである。ただ口縁

部に面を残す仕上げ方からいえば，前述したc主体よりもやや古い様相を呈している。これらの有蓋高坏

のうち，159の脚部は一部生焼け状態を呈している。なお，この土器群は高坏のみで構成されていることか

らこれらが何らかの祭祀用に置かれた可能性があり，この遺構が古墳の周溝であると見なすこともできる。

その場合，位置や平面形態が北側に若干弧状を描くことから，その南側に立地する第1号古墳に伴うより

も，現状では平坦を呈するその北側に古墳が存在したと想定される。

以上のように時期が判別可能な土器を伴う各古墳の築造時期を示せば，b主体が5世紀初頭，第2号古墳，

第3号古墳は5世紀後半段階，第5号古墳が6世紀前葉，a主体が6世紀初頭，c主体が5世紀末とそれぞれ

推定される。溝状遺構が古墳の周溝とするならば，c主体とほぼ同時期の築造であろう。

さて今度は土器などを伴わない古墳について築造時期を推定してみたい。第1号古墳については組み合わ

せ式木棺を埋置する土壙2基を埋葬主体にもつ円墳である。直径約16mと本古墳群中では最も規模の大き

い古墳であるとともに，立地的にも本古墳群中，最も眺望の良好な場所に立地する。このことから本古墳

が最も早い段階に築造されたと考えることもできる。ところで本古墳に確実に伴う遺物といえるものは，第

1主体から出土した鉈だけである。この鉈は刃部と茎部が同幅で連続する特徴を呈しており，古瀬清秀氏の

分類8）によるl a類に属するものである。形態的には弥生時代から存在するものであり，古瀬氏によれば

古墳時代前半を中心に全期間みられるタイプとされている。そのためこの鉈からは時期を明確にできない



ものの，確実に須恵器が伴っていないことから，古墳時代前半期の築造と捉えられよう。ところで，本古

墳周辺の墳丘下に構築されたb主体，d主体，e主体を含めてもう少し考えたい。まずb主体は第1号古墳

北側斜面下に平坦面を造り出して構築している。b主体の覆土と考えられる土層の上面に，上方，特に第1

号古墳からの流出土が堆積しており，b主体は第1号古墳築造の前後の段階に存在したと考えられる。特に

北側の斜面下方に位置し，また墳丘を有していないことから，その築造にあたって第1号古墳を意識した

築造と推定することができる。そのことから本古墳の築造時期はb主体よりも古いと考えられる。また，あ

たかも本古墳の南側の裾まわりに沿ったように北からd主体，e主体が造られている。これらが造られた段

階で第1号古墳が存在していたかについては明確ではないものの，築造状況は第1号古墳の存在する地形

を意識して築造されたと捉えられよう。この主体についても第1号古墳より遅れて築造されたと考えるの

が無難であろう。これらの主体のうちd主体から鎌と鉈の鉄製品が出土した。鎌はいわゆる直刃タイプで

あり，鉈は刃部と茎部が同幅で連続したものである。鉈の特徴は古瀬清秀氏の分類によるとIa類に属する。

第1号古墳例同様古墳時代前半期を中心に全期間にみられるものである。また鎌については，直刃タイプ

と曲刃タイプの転換期が大阪府アリ山古墳や静岡県堂山古墳の事例を掲げて5世紀前葉段階といわれてい

る9）。このことからd主体の築造時期は古くとも5世紀前葉段階と捉えることができる。またb主体が5世

紀中葉頃と推定できることから，とりあえずは第1号古墳の築造時期を4世紀代から5世紀前葉までの時間

幅のなかで捉えておきたい。

第4号古墳は遺物などが出土していない。埋葬主体は，蓋石上の礫の有無はあるけれども，墳裾において

確認したa主体と側壁面の状況など類似した構造を呈している。またa主体の立地は本古墳から東側へ下っ

た緩斜面上であり，a主体が等高線に沿って築造されているように窺えることから，本古墳とa主体との関

連が指摘できる。両者の立地の位置関係から，本古墳はa主体よりも古い段階に築造されたと考えられる。

よって第2号古墳や第3号古墳などとほぼ同時期に築造されたと推定される。

第6号古墳は埋葬主体の確認ができなかった。しかし，本古墳のように山側をコ字状に溝を掘り下げ，旧

地形を方形に整形したのち盛土し，その斜面に貼石をした墳墓は，県北地域や山陰地域において弥生時代

中期後半から古墳時代前半までみられる四隅突出形墓や貼石方形墓（墳）などと類似することから，墳墓

として扱うものである。北側の清などから小破片の土器しか出土がないため時期の判別はできなかった。た

だ，第1号古墳の立地する自然地形を削って溝をつくり出していること，また溝の埋土上面に第1号古墳

からの流出土が堆積していることから，築造時期は第1号古墳よりも古いと推定される。また，市教育委

員会実施の試掘トレンチ内において盛土下の旧地形に掘り込まれたと考えられる段の埋土中から弥生後期

土器（第73図168～170）が出土している。そのことからこの貼石墳墓の築造は，これより後の時期から4

世紀代の時間幅の中で位置付けられる。

ところで，本古墳のような墳形が方形であり，また貼石を行うものは近隣地域においてほとんど類例が

認められないことから注目される。上記のように県北地域や山陰地域において弥生時代中期後半から古墳

時代前半までみられる四隅突出形墓や貼石方形墓などと類似した様相を呈しており，これらとの関連につ

いても考えなければならない。なお，安芸南部地域における類例は東広島市横ケ坪第2号古墳10）があげ

られる。この古墳は埋葬施設が箱式石棺であり，時期は溝床面から出土した土師器から5世紀前半と考え

られている。しかし貼石の状況は隙間が目立ち，本古墳の方が貼石の仕方が比較的丁寧である。しかし事

例が少なく，時間差を示すものとはいえないことから，両者の関連とともに弥生時代における貼石を伴う

墳墓との関わりも含めて，系譜など考える必要があろう。とりあえず本古墳の築造時期は，可能性として

考えられる弥生時代後期後半から4世紀代という時間幅のうち，横ケ坪例からもう少し遡らせ，第1号古

墳よりも古い段階の4世紀代として認識しておきたい。



以上のように，寺山古墳群の古墳の築造の変遷を示せば，第9号古墳→第1号古墳→d主体・e主体，b主

体→第2号古墳，第3号古墳→第4号古墳→a主体→（溝状遺構）・c主体→第7号古墳ということになろう。

ところで，本古墳群は丘陵鞍部を境にして分布域が東西の墓群に分けられる。西墓群は第2号～第4号古

墳の3基の古墳とa主体が分布し，東墓群は第1号古墳，第5号・第6号古墳の3基の古墳とb主体，d主

体・e主体，やや離れてc主体の4基の埋葬主体が分布する。それぞれ古墳と墳丘下に造られた埋葬主体で

構成される。このように，古墳とその縁辺に築造された埋葬主体が見られることは，「階層構成が古墳被葬

者を中心に「密接な関係」を保ちながらも比較的明確に分化した状況を示して」11）いると捉えることが

できるであろう。

まず西墓群内での様相を僻見すれば，上記のように第2号古墳・第3号古墳→第4号古墳→a主体の変遷

が考えられる。埋葬施設は，第2号古墳が箱式石棺，第3号・第4号古墳及びa主体が箱式石棺と竪穴式石

槨の要素を併せもったものである。後三者については，既述したように第4号古墳とa主体は規模や側壁の

構築法などが類似し，また第3号古墳とa主体は側壁や小口石の仕上げ方などで，築造に際して相互に関連

してなされたことが窺えよう。しかし第3号古墳は床面に敷石を行い，第4号古墳は小口の一方が欠落し，

a主体は蓋石上面に角礫を積み上げるなど，三者で微妙に様相を異にしている。そして規模や副葬品の有無，

そして墳丘の有無などの要素を加味してみてみると，この三者間における差異は，被葬者間における性格

の違いを明確に示すものであろう。また第4号古墳やa主体は規模や副葬品をもたないことから未成人葬の

可能性があり，第3号古墳の被葬者との血縁的な関連が指摘できよう。一方，第2号古墳の被葬者と第3号

古墳の被葬者の関係はどうであろうか。両古墳とも成人埋葬であり，規模は約8mと差異がないにもかかわ

らず，前者は箱式石棺で副葬晶がなく，後者は箱式石棺的な特徴を呈しているものの，石槨で大量の鉄製

品を副葬しているなど，明らかに埋葬方法に差異がみられる。時間的な差異も考慮する必要があるものの，

被葬者の性格の違いを示していると考えられる。

次に東墓群は，上記のように第6号古墳→第1号古墳→d主体・e主体，b主体→c主体→第5号古墳の変

遷が推定できる。後二者が須恵器を伴うものの，外の2基の古墳と3基の埋葬主体は伴っておらず，両者

で築造時期に関して若干の開きがあることを示している。すなわち前五者は4世紀代から5世紀中葉頃の

築造であり，後二者の古墳の築造時期はそれぞれc主体が5世紀末頃，第7号古墳が6世紀前半頃である。

立地的にみると，墓壙直上に須恵器を供献しているc主体だけが他の墳墓と異なって斜面上に築造し，ま

た離れた場所に構築されている。この被葬者の性格を考える上で，他の古墳の被葬者との差異が想定でき

よう。一方第5号古墳は丘陵尾根上しかも先端部付近の眺望のきく場所が選ばれ，鉄剣を副葬品するなど

周溝内から出土した須恵器とともに，被葬者の勢力を物語るものであろう。特に武器を副葬する古墳は，本

古墳群では第3号古墳と本古墳だけである。一方前者の2基の古墳と3基の埋葬主体は，第1号古墳は本墓

群の最高所でかつ眺望のきく場所に立地し，第6号古墳や3基の埋葬主体はその裾まわりに構築している

状況を呈している。既に述べているように，第1号古墳よりも以前の築造である第6号古墳を除いた，b主

体，d主体，e主体は立地状況から第1号古墳を意識した築造と考えられる。ところでb主体が第1号古墳

の北側斜面下にあるという状況は，西墓群における第4号古墳とa主体との立地関係と類似した様相を呈し

ている。このことから，画墓群は関連をもって造営されたといえよう。

本古墳群の築造段階については，第1号古墳を前後する，4世紀代から須恵器の出現する段階の時期と，

第3号古墳を前後する，5世紀後半から6世紀前半段階の時期の2段階がある。それぞれ，前者では第1号

古墳が立地および規模で他の古墳を凌駕し，後者では第3号古墳が埋葬主体や副葬晶で他の古墳を凌駕し

ている。各古墳の立地からみても，第6号古墳や第1号古墳の築造によって本古墳群の築造が開始された

と考えられる。第1号古墳が立地的に最も眺望のとれた場所を占拠しており，他の古墳を築造するにあたっ



ては，なんらかの規制が働いたものと考えられる。特に第3号古墳の存在する西墓群は確かに眺望はよい

が，やや奥まったしかも狭い丘陵尾根上に立地し，築造にあたっては地形的な制約を受けている。

埋葬主体について

古墳においては，第1号古墳は組み合わせ式木棺を埋置した2基の土壙，第2号古墳は箱式石棺，第3号

古墳，第4号古墳はともに箱式石棺と竪穴式石槨の要素を併せ持つもの，第5号古墳が組合わせ式木棺を

埋置した土壙である。また埋葬主体では，a主体は箱式石棺と竪穴式石槨の要素を併せ持つもの12），b土

体は敷石をした土壙，c主体は組み合わせ式木棺を埋置した土壙，d主体・e主体は箱式石棺である。

ここでは，第3号，第4号古墳，a主体，特に第3号古墳のような基底部の石材を広口積みして立て，上

部は石材を横積みないし小口積みで構築している，すなわち箱式石棺と竪穴式石槨の要素を併せ持つ埋葬

施設について注目してみたい。この特徴的な形態は古くから注目されている13）。これらの名称として竪穴

式石室系の箱式石棺，小型の竪穴式石室，箱形石槨などが使用され，「全体的に箱形石棺の構築方法と共通

性があり，その系統上にあるものと思われる」14）とか「箱形石棺的な要素が強い」15）などの分析が行

われている。

このような類例を太田川下流域においてあげれば，指呼の間にある空長第2号古墳16），池の内第1号古

墳17）が存在する。遺存状況の良好である前者をみると，基底となる石材が両壁とも縦方向に広口積みさ

れていること，床面に板石を敷くこと，そして壁面上端石及び小口上端石の設置の仕方など類似性が指摘

できる。なおこの空長第2号古墳例は3石のみとはいえ蓋石を伴っており，本第3号古墳例も材質は別にし

て蓋を架構していた可能性がある。ちなみに空長第2号古墳では周溝内から出土した須恵器から田辺編年

でTK208型式に属し5世紀未ないし6世紀初頭と位置づけられ，また池の内第1号古墳は出土した須恵器

の細片から5世紀後半頃と推定されている。県内に目をむけてみれば，福山市才谷第1・2号石棺18），庄

原市月貞寺第30号古墳A・B主体19），三次市上四拾貫第10号古墳A・B主体20），千代田町古保利第44

号古墳の埋葬主体21），東広島市豊ケ崎古墳の埋葬主体22），同市鍵向山第2号古墳の埋葬主体23），同市

森信第10号古墳の埋葬主体24）などが認められる。分布状況は県内に広く認められ，特に地域的に限定し

て見られる埋葬形態ではないようである。そしてこれらの古墳の時期は，概ね5世紀後半から6世紀前半

代の範囲内に納まるものである。

またこれらの構造とは若千相違するものとして，東広島市才が迫第1号古墳第2主体25）がある。この

主体は基底の石材を内外2列に立て並べた特殊な形態をとっており，4世紀初頭と推定されている。同様な

形態を呈するものでは5世紀初頭から前半頃の築造とされる同市三ツ城第2号古墳の埋葬土体や同第12号

古墳の埋葬主体26）がある。これらは「二重棺」構造もしくは「石棺・石槨」構造といえ，先にあげた5

世紀後半以降の事例とは様相を異にしており，それぞれ系譜が異なる可能性があろう。しかしながら，こ

れらの構造を呈する埋葬主体がその内部に棺を入れる石榔としての意識をもって構築されたとすれば，棺

の材質の違いと捉えられなくない。大上裕士氏は，「竪穴式石室の石室構造」から，才が迫第1号古墳第2

主体，三ツ城古墳例（第2号古墳→第1号古墳）を経て，これら5世紀後半から6世紀前半にかけての時期

の古墳の埋葬主体例への変遷を想定している27）。

ただ，このような類例が少なくとも古墳時代後半期を中心にかつ広い分布状況を示している事実からい

えば，それぞれ有機的に結びついて系譜がたどれるものとは言えないのではないだろうか。よって，大上

氏の想定もひとつの地域内（西条盆地）のみに限定した見方といえよう。さらにこれらの類例について，基

底に立てる石材を詳細に観察すれば，! 縦方向に設置するもの，" 横方向に設置するもの，# 両者の混在

するもの，と大きく三つに分けることができるようにばらつきがあり，ひとくくりにできるものではなさ



そうである。さらに床面における敷石の有無や小口石の設置方法をみても，構造的に類似するとはいえ，か

なりバリエーションが多いことからも，一元的に捉えられないと考える。ちなみに，! にあてはまる類例

は，太田川下流域の寺山第3号古墳と空長第2号古墳，池の内第1号古墳の埋葬主体が挙げられる。" にあ

てはまる類例は，三次市上定古墳群第3号竪穴式石室28）があげられる。そして現在のところほとんどの

類例は# にあてはまる。

ところで，これらの埋葬施設の構築方法は，箱式石棺と竪穴式石槨との折衷形態を呈するその構造的特

徴からみて，大上氏が指摘しているように，これまで言われたような箱式石棺の系統上にあるとか，箱式

石棺から直接的に発生したというものではなく，技術的な面からみて竪穴式石槨の構造があったことから

出現が可能であったと考えられる。そしてこれを「石棺」と捉えるか，「石槨」と捉えるかについては，定

義的にいえば直接遺体を収めているか，あるいはその中に遺体を納める容器（棺）をもつかということを

考慮に入れる必要があるものの，竪穴式石槨と呼ばれる埋葬施設が文字どおり棺を入れた槨の意識をもっ

て構築されたと考えられることから，これらの埋葬施設についても竪穴式石槨のひとつのバリエーション

として，ひいてはその簡略化した構築方法として捉え，5世紀後半以降普及した埋葬形態のびとつとして考

えたい。しかし，現状ではここであげた類例のうち第4号古墳やa主体のように内法が100cm前後～150cm

以下のもの，すなわち規模の点から内部に棺が納められた可能性が低いものも存在しており，これら小規

模のものを「槨」として捉えるべきか判断しかねる。

なお，第3号古墳の埋葬施設において，その中に埋置された木棺の緊結具として鎚が使用されていた。木

棺の固定に鎚が使用される古墳は横穴式石室を採用する古墳に多く見られるものの，岡山県総社市随庵古

墳29）や同吉備郡真備町天狗山古墳30）などの5世紀中頃や後半に遡る事例もわずかながら存在する31）。

太田川下流域では前述の池の内第1号古墳や空長第1号古墳の事例が知られる。前者は前述したように埋

葬施設の構造の点で本古墳のものに類似しており，時期も5世紀の後半段階である。一方後者は埋葬施設

が竪穴系横口式石室と呼ばれるもので，やはり5世紀後半段階のものである。大田川下流域においては鎚

を使用する古墳について系譜関係など不明な点は多いものの，この山本川流域に集中的に見られることは

注目される。そして，すべて鎚を便用する古墳は古墳群中1基だけという共通した状況を呈しており，各

古墳群が何らかの関連をもって形成されたことを物語るものではないであろうか。

遺物について

次に遺物，特に埋葬施設内出土の遺物について，築造時期を考慮しないでみてみよう。4基の古墳（第2

号古墳，第4号古墳，第6号古墳，a主体，e主体）以外の6基の古墳の埋葬施設や埋葬土体内から遺物が

出土している。第1号古墳の第1主体から錐1点，第3号古墳から結繋具である鎚12点のほか，直刀1・小

刀2・鏃12以上などの武器類，U字形鋤先1・曲刃鎌1などの農具，斧1・刀子5・金槌32）1などの工具

類など大量の鉄器，b主体からはガラス小玉56点と鉄器，第5号古墳は鉄剣1点，c主体からは刀子2点，

d主体からは鉄鎌・鉈1点づつである。構成でいえば，第1号古墳が工具，第3号古墳が武器と農工具と結

繋具，第5号古墳が武器，b主体が装身其，c土体が工具，d主体が農工具である。

その中で時期を限定し第3号古墳を前後する時期，すなわち5世紀後半頃から6世紀前半頃に構築された

古墳群をみると，第2号古墳が副葬品をもたず，また第3号古墳に後続して造られたと考えられるc主体や

第5号古墳がそれぞれ鉄剣1本や刀子2点に限られることから，規模の面では差異はないものの，第3号古

墳が突出している。副葬品は被葬者の生前の勢力を反映するという立場をとるならば，武器類だけでなく

農工具などの生産用具を伴うことから，本古墳の被葬者は，権力を象徴する武力だけでなく，積極的に水

田開発や農業経営を推進し，強い権力を誇った有力著であったと推定できよう。さらに第3号古墳を前後



する時期に築造された各古墳間において明らかに認められる差異は，各被葬者の社会的地位やその置かれ

た政治的状況をより大きく反映していると思われる。

さて，太田川下流域，特に山本川流域に限定してみた場合，5世紀以降，第3号古墳の事例のような武器

類とともに農工具類を副葬する古墳がいくつか見られる。例えば池の内古墳群では，5世紀中頃と推定され

る第2号古墳（刀1，馬鍬1・鎌，斧1），5世紀中頃と推定される第5主体（刀1，鋤（鍬）先1・鎌1，斧

2・平鑿1・刀子1），5世紀後半と推定される第4号古墳（剣1，鎌1，刀子1）がある。また空長古墳群で

は，5世紀末から6世紀初頭に推定される第2号古墳（刀1・鏃1，鎌2，鉈1・刀子3）がある。そして5世

紀代と推定される権地古墳B主体（棺外も含めると刀1・鏃20（外），鎌1（外），錐状鉄製品1・刀子状鉄

製品1（外））がある。

なお，当該期の太田川下流域東岸では，矢口川流域において5世紀前半と推定される大明地第2号古墳

33）（剣2・鏃20，鎌1，刀子2），上小田古墳3句（剣3・刀子1，鎌1，斧2），5世紀中頃と推定される中

小田第2号古墳35）（大形剣1・大刀1・剣1・蛇行剣1・刀4・鏃83，手鎌1・鎌1・銑鎌1，斧1・袋鑿1・

小型撃1・刀子1）がある。また戸坂川流域においては5世紀後半と推定される禅昌寺西遺跡C主体36）（刀

1・鏃13，鎌1，斧1・刀子1）が知られる。太田川下流域において，この5世紀代にみられる武器とともに

農工具を副葬する古墳が広島湾頭付近のこの山本川流域，特に約1km以内の範囲内において集中する事実

は注意してよく，当時ようやく生活地として開発が可能となった広島湾頭地域において，寺山第3号古墳

ほか，上記した古墳の被葬者たちの性格が土地開発などを積極的に推進し，強い統率力をもった有力者で

はなかったかと推定される。

以上，寺山古墳群は4世紀代から5世紀前葉と5世紀後半から6世紀前葉の2時期に分かれて断続的に形

成された古墳群である。前者の時期では山本川流域において4世紀代にさかのぼる古墳が確認されたこと，

また貼石をもった墳墓が存在したこと，また後者の時期では大量の鉄製品を副葬した第3号古墳の存在，ま

た古墳縁辺の埋葬主体の存在，そして周辺地域に当該期の須恵器窯の存在を推定させるc主体や溝状遺構

出土須恵器群に含まれる生焼け須恵器の存在などが注目すべき点であろう。いずれにしても，この山本川

流域，ひいては太田川下流域西岸地域における特質的な古墳群のひとつといえよう。

ところで，本古墳群の周辺には，5世紀以降，同じ山本川流域には池の内古墳群，空長古墳群，権地古墳

37）があり，また水系が異なる安川下流域には二土原古墳，芳カ谷古墳群，尾首古墳が存在している。池

の内古墳群は本古墳群の約1km南東側の位置に存在しており，5世紀中葉を若干さかのぼる時期から6世

紀初頭にかけての時期に築造されたと考えられている。この古墳群は，排水溝を有した竪穴式石室を埋葬

主体とし，須恵質・土師質の埴輪を樹立し，葺石を巡らした直径約28mの規模の円墳である第2号古墳を

はじめ，須恵器を使用した土器棺，小口側や棺台石などの石材を使用した土壙などを埋葬主体とする，5基

の円墳と10基の埋葬主体から構成されるものである。また特色のある遺物としては把手脚付壷や古式須恵

器などが出土している。この構成は，寺山古墳群と類似したものである。山本川流域のみならず太田川下

流域では傑出した様相をもつ古墳群のひとつである。また空長古墳群は南西約0.8kmの位置に存在する。こ

の古墳群は円墳4基で構成され，うち2基の埋葬主体は竪穴系横口式石室を採用している。第1号古墳から

は太刀の柄に付す金銅製三輸玉，蛇行鉄剣などが出土し，また各古墳の周溝からは古式須恵器が出土して

いる。築造時期は5世紀後半から6世紀初頭ごろに比定されている。規模や構成からは池の内古墳群に劣

るものの，独自性をもった優れた古墳群といえよう。先述したように第2号古墳の埋葬主体は寺山第3号

古墳の埋葬主体の構造に近似し，また竪穴系横口式石室を埋葬主体となす第1号古墳からは鎚が確認され

ており，やはり本古墳群との関連が指摘できる。権地古墳はやや離れた約1.6km南東側に所在する。粘土

槨，箱式石棺の2基の埋葬主体が造られ，後者の箱式石棺の内外から鉄刀1，鉄鏃20，鉈2，錐状鉄製品1，



平鑿1，突き鑿3，鎌1，斧1などが出土しており，5世紀代の築造と推定されている。

また水系の異なる三王原古墳38），芳カ谷古墳群39）や尾首古墳40）も周囲約1.7kmの範囲内に存在し

ている。三王原古墳は0.9km束側に位置する。この古墳は埋葬主体が竪穴式石室であり，獣形鏡1，鉾1，

馬具，甲冑片などを出土している。5世紀中頃の築造と推定されている。また芳カ谷古墳群は約1・3km北

側に位置する。第1号古墳は割竹形木棺を置いたと考えられる土壙を埋葬主体とし，棺外と推定される土

壙内から珠文鏡1，勾玉2，管玉21，ガラス小玉13，刀子1が出土している。築造時期は遺物から5世紀後

半と推定される。また第2号古墳は埋葬主体が小型箱式石棺である。第3号古墳は方形ないし楕円形を呈

した，東西10m，南北7mの規模の古墳であり，埋葬主体として大型と小型の箱式石棺2基が構築されてい

る。両者とも遺物が出土していないため築造時期は明確ではない。また尾首古墳は約1.7km北側に位置し

ている。直径約20mの円墳であり，中世山城築造のため削平を受けており，埋葬主体は明確ではない。し

かし，土師器及び須恵器の外，U字形鋤先1，短冊形鉄斧1，そして円筒形埴輪が出土しており，これらの

遺物から5世紀後半の築造と推定される。

こうしてみていくと5世紀中葉頃から6世紀前半に，この山本川流域や周辺の安川下流域の丘陵上に，相

次いで古墳が築造されていることをみることができよう。このことは当時眼下に広がる山本川などが形成

した沖積地を支配拠点とした，太田川下流域における中心的な勢力が形成されていたことを推定させるも

のであろう。
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はじめに

寺山遺跡（広島市安佐南区山本7丁目所在）は，弥生時代後期末頃の集落跡と古墳時代中期頃の古墳群が

確認された複合遺跡である。今回，標高約62～63mの緩斜面上のやや平坦な箇所で弥生時代後期末頃の住

居跡（SH1）が検出された。この住居跡からは，構築材と見られる炭化材が出土した。また，住居の上屋

材と考えられる，イネ科と思われる植物遺体が炭化した状態で認められた。これらの炭化材や植物遺体の

種類を明らかにすることにより，当時の住居構築材に利用された植物に関する情報が得られると期待され

た。

そこで，炭化材を対象として材同定，植物遺体を対象として植物珪酸体分析・灰像分析を行うことによ

り，利用された種類を明らかにすることとした。

1．試料

炭化材試料は，弥生時代後期末頃の焼失住居跡（S H 1）から出土した，住居構築材と考えられる炭化材

40点（炭一1～40）である。

灰像分析試料はSH－1の上屋材と考えられる，床面より10～15cm程度上で検出された植物遺体である。

試料は，発掘調査時にはイネ科の植物遺体とみられた。

また，植物遺体の認められない部分もあり，植物遺体が灰化し，周囲の土壌に混在したことが予想され

た。この部分についても土壌試料が採取された。この試料を肉眼観察したところ，そのままでは土壌中か

ら灰を抽出することが難しいと判断された。植物体の葉や茎には，植物珪酸体列などの組織構造が認めら

れる。植物体が燃えて灰になると熱に強い植物珪酸体列などの組織片が灰中に残留する。そこで，組織片

を柚出するために植物珪酸体分析を実施する。

2.方法

（1）炭化材同定木口（横断面）・柾巨（放射断面）・板目（接線断面）の3断面の割断面を作製し，実体顕

微鏡および走査型電子顕徴鏡を用いて木材組織の特徴を観察し，種類を同定する。

（2）植物珪酸体分析・灰像分析

灰像分析試料は，肉眼および双眼実体鏡で観察した。植物珪酸体分析試料については，湿重約10gを秤量

し，過酸化水素水・塩酸処理，超音波処理（70W，250KHz，1分間），沈定法，重液分離法（ポリタングス

テン酸ナトリウム，比重2.5）の順に物理・化学処理を行い，植物珪酸体を分離・濃葉する。これを検鏡し

易い濃度に希釈し，カバーガラス上に滴下・乾燥する。乾燥後，プリュウラックスで封入してプレパラー

トを作製する。400倍の光学顕微鏡下で全面を走査し，その間に出現するイネ科葉部（葉身と葉鞘）の葉部

短細胞に由来した植物珪酸体（以下，短細胞珪酸体と呼ぶ）および葉身機動細胞に由来した植物珪酸体（以

下，機動細胞珪酸体と呼ぶ），これらを含む組織片を，近藤・佐瀬（1986）の分類に基づいて同定・計数す

る。



3．結果

（1）炭化材炭化材は，針葉樹1種類（マツ属複

維管束亜属）と，広葉樹3種類（コナラ属コナ

ラ亜属コナラ節・コナラ属アカガシ亜属・クリ）

に同定された（表1）。各種類の解剖学的持徴な

どを以下に記す。

・マツ属被維管束亜層（P i n u s  s u b g e n .
Diploxylon .sp）マツ科

早材部から晩材部への移行は急～やや緩やか

で，晩材部の幅は広い。垂直樹脂道および水平

樹脂道が認められる。放射柔細胞の分野壁孔は

窓状，放射仮道管内壁には顕著な鋸歯状の突出

が認められる。放射組織は単列，1～15細胞高

のものと水平樹脂道をもつ紡錘形のものがあ

る。

・コナラ属コナラ亜魔コナラ筋（Que r c u s
subgen. Lepidobalanus sect. Prinus sp.）ブナ
科

環孔材で孔圏部は1～2列，孔圏外で急激に管

径を減じたのち，漸減しながら火炎状に配列す

る。道管は単穿孔を有し，壁孔は交互状に配列

する。放射組織は同性，単列，1～20細胞高の

ものと複合放射組織とがある。柔組織は周囲状

および短接線状。

・コナラ属ア力ガシ亜属（quercus subgen.
Cyclobalanopsis sp.）ブナ科

放射孔材で，管壁厚は中庸～厚く，横断面で

は楕円形，単独で放射方向に配列する。道管は

単芽孔を有し，壁孔は交互状に配列する。放射

組織は同性，単列，1～15細胞高のものと複合

放射組織とがある。柔組織は短接線状および散

在状。柔細胞はしばしば結晶を含む。

・クリ（Castanea crenata Sieb. et zucc.）
ブナ科クリ属

環孔材で孔圏部は1～4列，孔圏外で急激に管

径を減じたのち，漸減しながら火炎状に配列す

る。大道管は単独，横断面では円形～楕円形，小道管は単独および2～3個が斜（放射）方向に複合，横断

面では角張った楕円形～多角形，ともに管壁は簿い。道管は単穿孔を有し，壁孔は交互状に配列する。放

射組織は同性，単列，1～15細胞高。柔組織は周囲状および短接線状。

（2）植物遺体

イネ科とみられた植物遣体は，断面構造の形態がタケ亜科などの稈部（いわゆる茎の部分）に類似する

が，種類を特定するには至らない。

表1　SH−1より出土した炭化材の樹種
番号 用途 樹種
炭一1 住居構築材 クリ
炭一2 住居構築材 クリ
炭一3 住居構築材 マツ属複維管束亜属
炭一4 住居構築材 クリ
炭一5 住居構築材 クリ
炭一6 住居構築材 クリ
炭一7 住居構築材 クリ
炭一8 住居構築材 クリ
炭一9 住居構築材 クリ
炭一10 住居構築材 クリ
炭一11 住居構築材 クリ
炭一12 住居構築材 クリ
炭一13 住居構築材 クリ
炭一14 住居構築材 クリ
炭一15 住居構築材 クリ
炭一16 住居構築材 クリ
炭一17 住居構築材 クリ
炭一18 住居構築材 クリ
炭一19 住居構築材 グリ
炭一20 住居構築材 クリ
炭一21 住居構築材 クリ
炭一22 住居構築材 クリ
炭一23 住居構築材 コナラ属コナラ亜属コナラ節
炭一24 住居構築材 コナラ属アカガシ亜属
炭一25 住居構築材 コナラ属コナラ亜属コナラ節
炭一26 住居構築材 コナラ属コナラ亜属コナラ節
炭一27 住居構築材 クリ
炭一28 住居構築材 グリ
炭一29 住居構築材 クリ
炭一30 住居構築材 クリ
炭一31 住居構築材 クリ
炭一32 住居構築材 コナラ属アカガシ亜属
炭一33 住居構築材 クリ
炭一34 住居構築材 クリ
炭一35 住居構築材 クリ
炭一36 住居構築材 コナラ属アカガシ亜属
炭一37 住居構築材 コナラ属コナラ亜属コナラ節
炭一38 住居構築材 クリ
炭一39 住居構築材 クリ
炭一40 住居構築材 コナラ属アカガシ亜属



灰が含まれていると考えられる土壌からは，ススキ属短細胞列

やウシクサ族機動細胞列，特徴的な植物珪酸体を含まない不明細

胞片がわずかに認められる。また，単体の植物珪酸体としてスス

キ属短細胞珪酸体やウシクサ族機動細胞珪酸体，タケ亜科短細胞

珪酸体などがわずかに検出される。

4．考察

住居構築材はクリを主とし，他にアカガシ亜属・コナラ節・複

雑管束亜属が認められた。炭化材の出土状況の図面を見ると，い

くつか出土している大型の炭化材は重木に由来する可能性があ

る。しかし，多くの試料は小片であるために部材の推定は難し

い。垂木の可能性がある比較的大型の部材には，クリと共にコナ

ラ節とアカガシ亜属も認められる。このことから，少なくとも垂

木ではクリを中心としながらも，複数の種類が使用されていたこ

とが推定される。

広島市では，これまでに黒谷遺跡や牛田早稲田遺跡で弥生時代後期の住居構築材について樹種同定が行

われている。これらの遺跡では，いずれもシイノキ属を中心とした樹種構成が確認されており，今回の結

果とは異なる。住居構築材の用材選択については，関東地方の調査例をまとめた結果，遺跡周辺の植生を

反映していることが指摘されている（高橋・植木，1994）。

このことを考慮すれば，本遺跡周辺と牛田早稲田遺跡や黒谷遺跡周辺では植生が若干異なっていたこと

が推定される。

また，上屋材と考えられた植物遺体はタケ亜科などの稈部に類似するものの，種類を特定することがで

きなかった。しかし，灰が含まれていると考えられる土壌からは，ススキ属短細胞列やウシクサ族機動細

胞列などの組織片，単体のススキ属短細胞珪酸体やウシクサ族機動細胞珪酸体などがわずかに認められた。

これより，上屋材の構築材のひとつとしてススキ属も利用されたと考えられる。このような例は群馬県渋

川市中筋遺跡でも認められ，扇状地上に立地する古墳時代の住居跡の上屋構造構築材としてススキ属の中

のオギがヨシとともに利用されていた（群馬県渋川市教育委員会，1988）。ススキ属の中には草原などの開

けた場所に生育するススキも属しており，いわゆるカヤ材を構成する種類のひとつである。

なお，本地域ではこれまでに住居構築材としてどのような種類が利用されていたのか，あるいは用材の

選択に関する分析調査事例が少ない。今後も資料の蓄積が必要であり，各時代時期の焼失住居跡に伴う炭

化材などを対象とすることが望まれる。
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表2　SH一1覆土の植物珪酸体分析結果

種　　類 SH1

試料番号 覆土

イネ科葉部短細胞珪酸体

　タケ亜科 1

　ウシクサ族ススキ属 5

　不明ヒゲシバ型 1

イネ科葉身機動細胞珪酸体

　タケ亜科 1

　ウシクサ族 11

　不明 2

合　　計

　イネ科葉部短細胞珪酸体 7

　イネ科葉身機動細胞珪酸体 14

　総　　計 21

組　織　片

　ススキ属短細胞列 2

　ウシクサ族機動細胞列 1
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