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序　　　　　窯

秋里遺跡は淘　旧千代川の自然堤防上に位置し、現在までに行れた調査により、大規模な

祭祀遺跡として注目され竃締るところである。

今回の調査は淘　当該地に鳥取県保健会館　仮称）が建設されることに伴い、鳥取県衛生

環境部の委託を受けて淘　当財団が調査を行ったものである。

調査の結果淘錮基の土壌淘　棟の据義経建物跡をはじめとする、弥生時代後期から鎌倉

⑳室町時代に至るま晋の多環の遺構が検出された。特に注目されるのは弥生時代後期の据

立柱建物跡で淘　それらには柱財が残っ竃お　淘　その構造を考える上で貴重な資料を提供し

てくれた。また鞠管玉など玉東成品も出土し馬玉作研究の一助ともなれば幸いである。

おわ　に、発掘調査の実施にあた　御理解と御協力をいただいた地元の皆さんをはじめ淘

関係諸機関に対し心から感謝』淘浮環お礼を申し上げます。

平成2年3用

財団法人鳥取県教育文化財団

理事長　　西尾　邑次



例 闊

にしかいちく

⑳本斗告は、鳥取県保健会館（仮称）建設に伴う飲屋遺跡藍西常滑譲の発掘調査記録である。
あきさと　えづ

2⑳　秋盟遺跡は、鳥取市秋選～江津に広がる遺跡であり淘奪回調査を実施したのは、江津

字西皆竹地内に所在するものである。

3⑳　本報告書の作成は、調査員及び補助農の討議に基づ式ものであり淘執筆は調査員及び

補助員が分担して行齢、執筆担当者は目次に記載したの

航　出土遺物の整理は、鳥取県埋蔵文化財センターの協力を得等調査戯及び補助員が行っ

た。

5⑳　遺跡⑳遺構の実測及び写真撮影は、調査戯◎補助腰が行ったの

6⑳　遺物の実測は、伊藤、桑崎、福田、山崎が行締鞠調査腰が補足した。遺物の撮影は調

査腰⑳補助員が行った。

7⑳　図面の浄写は、野崎掬　山本が行い鞠調査腰が補選』たの

8⑳　出土遺物、図面等は、鳥取県埋蔵文化財センターに保管され等お　淘　出土遺物は将来

的に鳥取市教育委員会に移管する予定である。

9⑳　本書に掲載の地形図は、国土地理院発行の5万分の漫地形図「鳥取北部」「鳥取南部」

の一部を複製したものである。

摘⑳　本遺跡出土の桂根及び木については鞠奈慮国立文偲財研究所の光谷拓実戌に樹種を鑑

定していただいた。同桂根のmC年代測定を京都産業光学理学部の山田治教授にお願いし

た。鳥取大学教育学部の赤木三郎教授には淘　出土』た石製品の石樹鑑定をしていただい

た。同大学教育学部の辛労隆郎助教授には淘　出土した内行花文鏡の銘についての御教示

を齢ただいた。中世土器については、鳥取県立博物館の鼠保健二朗学芸展に多　の御教

示をいただいた。記して謝意を表します。

且⑳　現地調査及び報告書の作成にあたっては鞠下記の方々に助言命指導◎協力をいただい

た。

大賀靖浩、加藤誠司、北浦弘太、綿風安明海坂本敬司馬清水真一淘瀧紺友子、田中弘

道、田中構文、栃木英道、中野知照淘　中原斉淘　中柑徹鞠等制帽凱∴隔凄迅謂監前田均、

松田潔、山田轟悪　路の音順、敬称略）

鼠2⑳　発掘調査に際しては、地元の方々をはじめ淘秋選江津地区土地改廃区松本秀頼戌に便

宜をはかっていただいた。また、江津在住の山根徳次既には淘本流所有の「明治25年鳥

取県因幡国高革郡謡姦給軌の写真撮影淘複写を心よ欄諾もて鵬だいた。

且3⑳　表紙題字は財団法人鳥取県教育文化財団鳥取県埋蔵濃服財センター次長　田中幸治都

民の揮竜である。



鳳

◎　本報告書にお拶る方位は淘　す鴎で磁北を示す。

◎　当遺跡は鞠摘×摘狐のダ　ッドを設定』淘東西軸は北からアラビア数字、南北軸は西

からアルファ璃ッ嘗旬等東したの各軸の交点を淘交差する軸名を用齢で「6D」というよ

うに表し鞠南東隅の交感をダリッ1漂名とした。

◎　挿図中と図版中の遺物番骨は一致ずるの

4⑳　本報告書にお拶る遺構記撥は次のよ　に表す。なお、掘立柱建物跡の柱衆のピッ斗番号

J′ご・∴′－1∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　…「　ら∴．‡・、し＼′′二′′二∵1－、二し．

番号をふったの

’‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、，ノ：lこ∴亘　　、二　二　‾‾：÷

一一　　一　　　　　　　　　　　　　二

◎　本報告書にお踊る遺物記骨は次のよ射這表す。

一　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿－‾　　　＿I　　　　∴　‾　’二、‾

◎　本報告書にお細る実測図は下記の繍用で掲載したの

こご二∵・「＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　′、．　　‾二‾・＿＿　′′　　′′’1

－　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　－－、　′、

、、l二つ、；‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　二＿　　・　一　　　一三

本⑳本製品鵠鍵

7⑳　土器実測図のうち淘弥生土器淘土師器は断面由抜き鞠　陶器、瓦質患器は断面黒塗りで

表現した。

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　　　　1、　－

⑳　出土した桂根の規模は鞠濃さ×底径》　潤で表した。

腕発掘調査時におき竃遺構番号藍本報告書にお輯る遺構番号との対比は挿東鍼の通　で

ある。なお頂遺物に記載され等ある遺構名は淘発掘調査時の遺構名番号であ　淘観察表に

その取り止ばナ㌢ポーをのせたの遺物には秋巌遺跡商皆竹の略号として　AN監」を使

用した。

蟻遺構挿図率にお柑るセタショ㌢◎ヱ沙㌦濃－ションの基準線標高は監＝の記号で衷』たの

－′　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二

されるなど淘祭祀的な用途を思わせる　のに望齢竃は淘賓形土器であっ竃　壷と』たの

蟻石器馬石製品の計測値は淘基本的に巌米債が記』である。義革の究径は淘眼に見える

二　‥　二．・
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寮了華　欄樽・十漕里軒

第　節　発掘調査臆要る経緯

今回の調査は淘鳥取県保健会館（仮称ラ建設に伴うものであるe建設予定地は淘鳥取市の

北部馬鳥取市江津～秋恩に広がる秋巌遺跡の所在地と』等知られ竃お　㌔今回の調査地は淘

その北西部にあたる。調査地は淘摘閥年代にダラ㌢ド造成のための客土が約　mの厚さ習

得れ若齢た。秋巌遺跡は淘摘鍼年に…般国道　驚改築工事橋梁新設工事現場等璃多量の土

師器片が地元の考古学者によっ等発展され竃以来十数度の調査が行われ等締る。その調査

によっ等淘土器溜海溝海士坑などが検出され淘光量の土師器海士馬⑳水鳥⑳船などの蕊製

品鞠　ミニヂュヂ土器鞠豆類などが出土』淘弥生時代～古墳時代を動転とした祭祀遺跡とし

て注目されて齢た。

二高一二、′‾　‾、二、∴・一、－　ノ　一　　・・　　　　　一　　∫、　　　l　　∴∴　－

ンタ一により建設予定地および周辺で試掘調査が行れた。その結果淘弥生時代後期から中

健に至る遺構遺物が鴇建設予定地内で確認でき淘秋恩遺跡の範囲が淘建設予定地まで確実

に広がることが分かった。このため淘鳥取県保健会館の建設により枚恩遺跡掛一部の消滅

が避けられな拍状況とな　淘鳥取県衛生環境部よ　調査委託を受けた鳥取県教育文化財団

が言狛師感にわたり原因者魚担による発掘調査を行った。

参考文献

『秋里遺跡（西皆竹地区）発掘調査概報』鳥取県埋蔵文化財センタ一　息987年

『鳥取県鳥取市秋里遺跡発掘調査報告書（西皆竹地区）。月鳥取県埋蔵文化センターー1988年

認許瞞榔）封鋸捌持引

溌；㌢i≠5（昭62）；磯

挿図0鼠　秋豊遺跡発掘調査地点（数字は調査次数も括弧内は調査簿を承ず）
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第2節　発掘調査の経過

発掘調査は、1989年6月1日から始められた。鳥取県保健会館（仮称）の着工が、1990年

に予定されており、降雪期を避けるために11月いっぱいを目差して行われた。調査地が低

湿であるため、湧水と雨水の処理に苦慮しながらも、12月4日に現地調査を終了した。現

地説明会は、10月14日に行れ、約70名の参加者があった。調査の経過については、下記の

調査日誌（抄）を参照されたい。現地での調査と併行して、出土遺物は、鳥取県埋蔵文化

財センターにおいて整理が進められ、3月31日にすべての整理作業を終了した。

6月1日

6月2日

6月14日

6月17日

6月28日

7月8日

7月10日
i

7月13日

7月17日

7月21日

7月22日

8月23日

9月1日
i

9月30日

10月11日

10月14日

10月20日

10月21日

11月6日

11月8日

12月4日

調　査　日　誌（抄）
発掘調査機材搬入。

重機による客土除去作業開始。

調査区北側より掘り下げ精査。SK50検出。

調査区南側で火葬場（近代以降）検出。
SD25検出。

SD16検出。

雨のため作業中止。

SK52検出。土器群01検出。
重機の使用終了。

SEOl検出。
SD25完掘。

不順な天候のため、一進一退の調査。遺構、遺物が幾度となく水没する。
その中27日にSDO9内で、内行花文鏡出土。

土器群04水没。実測途中のため、調査員一同落胆。

現地説明会。約70名の見学者あり。

6E、6Dグリッドで、土塀群検出。
SK31より骨片出土。

SBO2～SBO4完掘。

この頃より冬の気候にむかい、天候不順で調査停滞。

調査終了。

写真1現地説明会風景
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第3節　調査方法と体制

発掘調査は、鳥取県埋蔵文化財センターが行った試掘調査の結果に基づいて行われた。

調査区域は、安全勾配を確保しながら掘り下げるため、建物壁心から5m外側に設定した。

また、調査地が低湿な場所であるために湧水、雨水を大量に調査区外に排出することが予

想された。しかし、調査区から出る排水を流し込む水路が農業用水路であったことから、

泥水をそのまま流し込むことができず、地元土地改良区と協議の結果、泥水処理のための

貯水槽を2ヶ所設け、泥を沈澱させた後の上澄水を用水路に排出することとした。貯水槽

の掘り下げは、鳥取県埋蔵文化財センターの指導のもと、遺構・遺物の希薄であると思わ

れる地点に、調査員立合のもと、重機を使用して行った。発掘調査は、調査員の指導のも

1、／／一、／／√亡と空手
0＿＿・S＝l：l000　50m

挿図02　調査区グリッド設定位置図
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と補助員、作業員が協力して行った。その際、遺構◎遺物の冠水を防ぐため、適時、調査区

内に排水溝を設定した。遺構および遺物の出土状況の測量および実測においては、調査地

内に南北　磁北　◎東西に摘×且9mのグリッドを設定し、簡易遣り方測量および平板測量を

こ　′　　－・　　‾　＿≡　∫一　　l　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　、　　　一

は淘重機および魔力で行ったe重機の使用は淘　ダ藷ンド造成時の約盈mの客土の除去およ

び遺物包含状況の薄綿部分の据　下輝にのみ調査戯立合のもとに行った。調査体制は以下

のとおりである。

調査主体　　財魔法鬼鳥取県教育文化財団

理事長　　　　　　　　西　尾　邑　次（鳥取県知事ラ

副理事長兼常務理事　　坂　田　昭　三

事務局長　　　　　　　若　松　應　雄

財団法Å鳥取県教育文化財団　　鳥取県埋蔵文化財センター

所　　長　　　　　　　前　田　　　寛

次　　長　　　　　　　田　中．幸次郎

庶務係長　　　　　　　三　好　　　勝

調査担当　　財団法Å鳥取県教育文化財団　東部埋蔵文化財調査事務所

所　　長

主任調査員

調　査　戯

調査補助腰

植　田　政　夫

山　研　雅　美

原　田　雅　弘

小　谷　修　一読

調査指導　　亀取県埋蔵文化財セ㌢ダー

下記の方々に発掘勒整理作業腰と』等協力』等齢ただ折鶴記〆て謝意を衷／た締。

く発据参加者〉滞米遊子　青木美代子　滞米幸江　朝倉和子　池成魚証　植田清子　開村

勲　北浦尭介　本村弘子　清川依予　阿井悦予　小谷雅恵　小林健太　坂田千代乃　懐炉

匠　田中寿子　田中藍男子　高垣美代子　丹波予感野　筒井知美　中西範佳　中村祭司

西岡達郎　西域邦子　西原徳善　西村喜美恵　西村登美子　西村昇　西本美佐乎　橋疇慮

一　浜橋富枝　橋本良子　林花響子　菱川幸子　兵井政博　平井三恵　広川啓子　福田三

男　前田すみ子　前田のぶ子　前原裕之　松浦美代子　松田弘予　松本隆徳．丸尾免荘

官石智美　宮本幸男　宮脇美佐子　安木八重子　山崎東証　山本壮介　吉川欣吾　来場幸

子　米原まさ子　米原芳江（50音順◎敬称略）

－　4　－



く整理参加者〉

伊藤恵美子　神矢紀子　桑崎知早子　酒巻佐代子　中本和子　野崎悦子　福田和美　松岡

朋子　山崎保子　山本久美江　山本静子（50音順・敬称略）

写真2　重軌こよる掘り下げ

写真4　近代以降の火葬場

写真3　泥水沈澱楢

写真5　調査風景

写真6　発掘参加者

－　5　－



華　一七‾　十、－菅　等：l、

第盈節　地理的環境

秋果遺跡は、鳥取県鳥取市江津～飲屋に所在する。

鳥取県　鳥取県は馬中国地方の北東部に位置し潟東は兵庫県淘西は

島根県海南は岡山県◎広島県と接する。北方には日本海淘南方には

中国山地がひかえる東西は馳mの細長締県である。鳥取県は海山がち

な地勢である。総面積別犯。鵬的2

′・　′、、　　　‾工　　′　　一　　　′

生活領域は淘　山間の谷奥平野と

海岸に開けた沖積平野に展開し

ている。主な沖積平野は、鳥取

県の三太河川流域に形成されて

いる。鳥取県西部を流れる日野

川流域に形成された米子平野、

中部の天神川流域の倉吉平野、

東部の千代川流域の鳥取平野が
挿図03　秋里遺跡の位置

それである。

鳥取市　秋里遺跡が立地する鳥取市は鴇鳥取平野を中心に開けた県庁所在地である。東は

岩美郡福部柑⑳国府町に接し海南は八頭郡郡家町⑳河原町海商は気高郡気高町◎鹿野町に

一一　　　一　一　　　　　　　一　　　、．　　　　　　　　．

鋼撒照で淘薬療西⑳南の三方を山で囲まれ淘総画横の醐％以上を山地が占めるの平野は淘千

代川下流域に発達して締る。

千代離　予翻服淘中国山地の八頭郡智頭町沖♂山に源を発』淘光小関もの支流淘立川を

合流し貰田本海に注漂総産廃誠。馳照の一級河川である9現在の流路は淘光正蟻年に起工改

修された以降のもの等鴇か顎鷲は安霧から東に蛇行』たあ藍浜坂あた　等商に漉き　蛇行

l、∴l′　＿　・　　　　　、　　　l　　　一一　　一　　　　　　　　　　　　一

で摘回以上も氾濫して締るごとを考えれば淘　この流路も幾度となく自然のカによって変え

られていたことであろう。この千代川が、鳥取平野の形成に大きな影響を持っ若齢たの

鳥取平野　鳥取平野は、縄文前期の海進期においては海面下にあ、鳥取潟と称される鬼

海あるいは潟湖であった。丸山にある離水海食洞「俗称じくじく岩」や布勢、東鶉融来ノ星

山、産水、甲山、岩吉、徳尾に見られる岩島地形がこのことを物語っている。その後の海

岸線の後退とともに沼沢地が広がり水性植物が成育し、泥炭が形成されていく。桂見、倉

－　6　－



見、布勢グランド付近では、厚さ数m以上の「ガ

マクソ」と呼ばれる未分解植物遺体層の堆積が

顕著に見られる。古墳時代になると、海面低下

のためかなり乾性の土地となってゆき、千代川

が運ぶ土砂の堆積により鳥取平野が形づくられ

た。その際千代川の氾濫に伴い河道の両側に砂

泥が堆積され、自然堤防が形成された。自然堤

防は、江津・秋里・古海付近に発達している。

秋里遺跡　このうちの江津・秋里の自然堤防は、

千代川の旧流路の下流左岸に形成されたもので、

この自然堤防上に秋里遺跡が立地する。

参考文献　豊島吉則「鳥取の自然と人文」『新修鳥取

市史』第1巻1983年

写真7　丸山所在離水海食洞

挿図04　千代川の旧流路
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第2節　歴史的環境

秋里遺跡を含む千代川下流域に広がる鳥取平野に、人々の生活の痕跡を求めたとき、古

くは縄文時代まで遜る芸とが確認されて締る。縄文時代以前にも、鳥取市浜坂の砂丘で旧

石器時代の有畜尖頭器が採取されて締る這藍から淘今後淘旧石器時代の遺跡が明確にされ

る可能性　あるが淘　芸芝鷲は童に縄文時代以降に顎師等淘予矧i下流域の歴史に顎齢等ふ

れ若齢くことにずるの

く縄文時代〉

鬼撥の生活の痕跡が明確となった縄文時代の遺跡は馬　中期以降のものが主流をな』等約

－　　　　‾　二一∴－′　ミ＝∴‾一　二‾・＿　　＿　‾＿　　　二

辺に遺跡が残されて締る。主だった遺跡を時期を追っ竃み竃齢竃と淘中期では栃本山遺跡

廟、追後遺跡如。後期では淘青島遺跡郎馬桂魔遺跡胤天神山遺跡凱湖山第針遍腰細娠

布勢第　遺跡釦。晩期では岩吉遺跡拍淘古海遺跡鍼大路川遺跡などが挙ばられるの中で

も青島遺跡は、山陰地方で最初に縄文土器が発見された場所で淘縄文時代から古墳時翻這

齢たる遺跡である。また校風遺跡馬布勢第　遺跡では淘櫻淘杓予と締った木製品淘オニダ

‾，∴′　‾　二

文武の生活の息吹を感じることができるの最近の発掘調査でも淘福部相の栗谷遺跡から馬

豊富な本製品淘植物遺体とともに淘完全に復元できる貴重な磨滑縄文の深鉢が出土し竃締

る。

く弥生時代〉

弥生時代の遺跡は淘予矧［流域等多　発威されてお　淘糖に鳥取平野南部淘湖山池周辺

の地域に集中し鷲締る。芝甑は費の地域が馬沖横地や低湿地等あ　悔稲梓等生産活動に適

した場所習あ顎た芝たが　かが漫る。嵐々の生活』貰齢た場所と』竃は蘭島遺跡鞠湖山第

遺跡、海岩吉遺跡鞠酋海遺跡鞠布勢第　遺跡胤光擁遺跡纏篭塞♂谷遺跡掴淘服部遺跡胤

薗蒲遺跡朗などが知られ鷲締る田中で婆岩苦遺跡は淘肥沃な沖横地を生活の基盤接続前期

から後期ま習存続した千代川流域の中心的な集落跡である。また湖山第　遺跡では淘中期

以降の堅究住居跡が淘ややまとまった形で検出され等お　淘中期後某に位置づチ蔓れる堅

究住居跡からは淘管玉末製品淘原石が出漉して締るの芝の湖山第　遺跡の他に　湖山池周

辺では、帆城遺跡玖布勢第2遺跡で玉東製品淘玉砥石が出まじ等おり淘蓋作りの工太集

団が湖山池周辺に存在していた可能性がある。

この時代の墓制を知る上では、西桂見遺跡紬こおいて淘東西糾m淘高さ　mを測る四隅

突出型墳丘墓と木棺墓が検出されている。特に四隅突出型墳丘墓は淘　この種の墓としては
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集落跡等過物散布地

◎古墳群

1．秋里遺跡

2滴藩旭遺跡

3。岩吉遺跡

圭古海遺跡

5。菖蒲遺跡

6。服部遺跡

7。北村遺跡

8。大柄遺跡

感噸⑳　主要古墳

儲細

腰　横穴墓

鉱布勢第且　⑳第2遺跡

蟻の桂魔遺跡

鼠鉦西桂恩遺跡

鼠凱帆城遺跡

臓や青島遺跡

摘め塞ノ谷遺跡

蟻。天神山遺跡

蟻。湖山第　遺跡

U‘。湖山第2遺跡

摘。長者原遺跡

且9。追後遺跡

鋼。閑地谷古墳群

飢遽濫濱墳群

黒∵桂見古墳群

霊。高住古墳群

封∵柄間1号墳

挿弼鵬　秋漫遺跡瀾辺の姦な遺跡骨布置

一一一一一一一t　をラ　ー1－ll－

25．布勢1号墳

26。大熊段1号墳

27。三浦1号墳

28．浜坂横穴群

29。荒神山横穴

30。鳥取城跡

3上布勢天神山城跡

32。高住銅鐸出土地



最大であり特筆されるものである。

以上の他に追後遺跡、長者原遺跡鵬はいった砂應地にお齢竃も弥生時代の遺物が見つか

っており鞠砂丘の下に弥生の集落が眠って締るものと思われる。

祭祀遺跡としては、今回調査を行った観豊遺跡組が後期以降音域時機まで続いているよ

うである。

また弥生時代を代表する遺物といえる銅鐸が高柱細から風顎かっ竃お　淘銅鐸が当時の

ムラにおけるシンボル的役割を果たして齢たとするならば鞠　高怯周辺の地域にムラの広が

りを推測できる。

く古墳時代〉

古墳時代になると、各地に古墳が築造され淘ノ転々の生活の痕跡が明確に現れている。鳥

取平野にも且酎掩基以上の古墳が造られて締る。千代川周辺晋は渦潮山地を中心とした千代

川左岸、千代川河口の東に広がる砂丘地とそれに続　丘陵地に多　風られるよ　である。

それぞれ地域ごとに見ていくと、湖山池周辺地域では淘接見古墳群藍飢こお師て、前期に位

置づけちれる県下最大規模の方墳である2号境の主体部木棺内から舶載の内行花文鏡、斜

線獣帯鏡が出土し注目をあびた。また、中⑳後期以降にな　鞠　中⑳小規模古墳が造られて

い　中で、湘Ⅲを越える横間　号墳朗をはじめ鞠布勢　尊墳趣淘東熊段　号墳（軌三浦1

号噴く那旺いった大型の前方後円墳も造られて締る。この他にも高住細淘運仁鮒などの古墳

群が多く存在する。

千代川河口の東に広がる砂丘地と丘陵地には、開地番古墳群鰯淘浜坂横穴群（軌荒神山

横穴鋤などがある。開地谷古墳群では、その出土遺物の中背海馬黒海骨製管玉、滑石製勾

玉が注目されるべきものである。浜坂横衆評は淘横究群が形成された後鞠砂に埋もれたも

ので、この他にも砂の下に古墳等が埋もれて締る芸とが十分考えられる。

この時代の集落は、多　が弥生時代から継続して締たと考えられ鞠湖山第　遺跡淘布勢

第2遺跡、大柄遺跡、北村遺跡聞などで多駕の遺構が鳳つかっ貰締るの　芝の他の集落跡と

しては、湖山第　遺跡欄で、中期末を中心と』た堅究住居跡が錆棟検出されてお、付近

の大型古墳との関係が注目される。また祭祀遺跡とし等鞠青島遺跡淘塞♂谷遺跡が古墳時

代まで継続しているよ　である。

く歴史時代〉

律令期になると、現在の鳥取市は千代川を境とし等二つに分かれ等お　淘観望遺跡を含

む千代川右岸は「邑美郡」、湖山池を含む千代川左岸の広拍地域は「高率郡」と呼ばれてい

た。この頃行われた条里区画の中で、高革郡の条選はよ　知られ竃締るが淘　この地域は、

－10　－



天平且5年膵姻拍こ発せられた墾田永健私財法を一つの契機として、天平膵宝8年浮5釦

に、東大寺の荘園となり「高庭庄」と呼ばれた。

また「時範記」によると鞠　芝の時期に繋霧港に祀られていた三嶋大明神が秋選に移され淘

因幡国司赴任の際に淘　芝の三嶋社を主要神社の一つとして参拝したとある。現在でもこの

地区には「ミシマ♂ヤプ」と俗称される所があり、当時の三嶋社を偲ぶことができる。

戦国時代に至っても淘　芝の地には秀吉の鳥取城攻めの際に陣所が構えられてお　淘現在

り∴豆∴、′ニノ二

以上の飽海各地に中健以降の遺構が見られ淘山名戌が因幡支配の拠点とした布勢天神山

城跡鮎。布勢第　遺跡淘古海遺跡と締った鬼々の生活の跡。西桂見遺跡、大熊段遺跡、徳

尾遺跡などの中健墓の　そ』等海鼠桧山の山頂に本丸を築新た鳥取城鋤が築城され、城下町

として現在の鳥取市が発展し貰締った。

このように耽屋遺跡を潜む鳥取平野には海風々の足跡が原始よ　数多　刻まれている。

このことには淘悠泉の時を越え竃流れる千代川が大き　関わって締るのである。

参考文献

『秋里遺跡I』　鳥取市教育委員会19捕年

『秋里遺跡（西皆竹地区）発掘調査概報』　鳥取県埋蔵文化財センター1987年

『秋里遺跡発掘調査報告書（．、西青竹地区）』鳥取県埋蔵文化財センター1988年

『湖山第且遺跡』　鳥取県教育委盛会⑳鳥取県教育文化財団　且989年

『鳥取県の古墳』　鳥取県埋蔵文化財シリーズ且　鳥取県埋蔵文化財センタ一　息986年

『弥生時代の鳥取県』　鳥取県埋蔵文化財シリーズ2　鳥取県埋蔵文化財センタ一　息9＄7年

『旧石器◎縄文時代の鳥取県』　鳥取県埋蔵文化財シリーズ3　鳥取県埋蔵文化財センター　且988年

『歴史時代の鳥取県　鳥取県埋蔵文化財シリーズ魂　鳥取県埋蔵文化財センタ一　旦掴年
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第遜章　調査の痢審

－　－－　1－　　　一

秋選遺跡は弥生時代後期から中健に至るまでの複合遺跡である。

その内容は弥生時代、古墳時代、歴史時代以降の3期に光則でき

る。以下に検出した順を追いながら、遺跡の内容を概説してお。　em

まず歴史時代以降のものについては淘地表面よ　約　m掘　下

げた④層中より鎌倉⑳室町時翻こあたる中世の土器片が出漉して

おり、以下⑥層までに歴史時代以降の遺物および遺構が潜まれ貰
20m

いる。遺構は主に⑥層上面または⑦層上面で検出しぞ義雄㌦二転墳

且、滞状遺構射光据立柱建物跡、井戸跡　淘　ピッ　をそれぞれ

確認した。これらの中で、S訪独　＄氾錆は奈慮時代ごろよ　室

町時代に至る頃まで続いていたと考えられるもので淘時代によりIm

その流れに多少の変化はあるが淘場所的には大きな変動はなく鴇

長時間にわたり水をたたえていたのではなかろ　か。遠物的にみ

てもS恥且6内より土鍋が、SD25内で備前焼が出土しており淘　そ

れぞれその時代を物語って締る　のである。さらに上記の清と直
挿図06　基本層序図

交する古墳時代末～奈慮時代と考えられる＄馳鋼も検出された。次に古墳時代についてみ

てみると、奈慮⑳平安期にあたる頃の遺構が実際に掘　込まれ若齢たと思われる⑥下層あ

たりより、土器等遺物の出土がみられ、以下⑧層までの間に遺構淘遺物が含まれて齢た。

遺構の掘り方が実際に検出できたのは⑧層上面であるが馬渡器出土練況よ娠⑦層軋⑧

層中で検出または確認した遺構もある。これら検出できた遺構の数は淘土壌腕溝状遺構

3淘土器群、ピッ　などである。古墳時代のそれぞれの時期に該当ずる遺構、遺物を検

出しているが、童な　のは前期と考えられる　ので鞠　監軋独酌は破砕されたと思わ

れる土器片が多量に出土しており、土器滞り的な性格掬　も転宅は祭祀的な性格を持つもの

である。また同じく古墳時代前期にあたるS監盤は底面に廃土が広が　淘その上層には炭、

灰が層をなしている中に混じって土器が出土してお　馬やはり祭祀的な色彩を持ったもの

である。SK鍋については器台が供献的な状況で出悲し等お　淘土器棺と思われるような

大型の壷も出土したことで、土壌墓的な性格も考えられるもの等淘外商にタダキ調整が施

された、他地方からの搬入品と考えられる要　地達し等締る。音域時代中期以降のものは

‾、－　′二、　二し：上戸三・、。‾∴・－．、二一、∴　‾、一　　　　　　　　　　　　　　　　　′工　7　、∴

蟻淘　S氾錆と同方向に延びてお　注冒されると芸ろである。歯墳時代ま晋の遺構検出は調

査区全廟を平面的に据　下ばて行った。
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L＝1．00m

（訪真砂土（客土）

②淡暗灰茶色土に客土が混入した層

③淡暗灰茶色土

（妙褐色粘質土

⑤淡褐色粘質土

⑥淡褐色砂質土（ザラザラした細かい砂粒）

⑦暗灰褐色粘質土

⑧淡灰褐色粘質土

⑨淡暗灰褐色粘質土

⑳暗褐灰色砂質土

⑬暗褐色粘質土

⑫灰褐色粘質土

⑬褐灰色砂質土（やや粘質）

⑭灰褐色粘質土（小轢含む）

⑮〟（小礫を多く含む）

⑯褐灰色砂質土

㊥音灰褐色砂質土

⑱淡灰色粘質土（砂粒混）

⑩青灰色粘質土

⑬　　⑩⑰

挿図07　弥生時代の遺構配置図

挿図08　調査区南壁土層断面図
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0
○

S D20



弥生時代の遺構検出にあたっ管は鴻低湿地遺構とい　性格から淘調査区を全面掘り下げ

た場合は、降雨による被害が来襲齢と判断し淘　グ　ッ　設定とは別に、調査区域内を　区

′′、∴＼・′ニ　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　－　‾‾ノ　ノ・、＿、－、‾‾　′／、＿　7．÷　‾　∴　一

区以南は馳ラインを境界たし潟東を監区鞠西を諏区として北よ酎債に掘り下げることにし

た。その結果鞠北側では遺構ほとんどな竃海南に下がるほど遺構の密度が高くなって締っ

た。これら弥生時代後期の遺物旬遺構は淘最　高齢レベルで⑧層中から検出できており淘

以下⑩層までが遺構鞠遺物の潜まれる層で淘⑪層は遺構の底面が据　込まれているものの淘

その層中からは遺物が出土せず無遺物層と考えられるものである。弥生時代後期の検出で

きた遺構の数は淘土壌鯛淘土器滞り　淘滞状遺構は淘　土器群　淘　据立柱建物跡5である。

検出した土壌の隠とんだは淘祭祀的性格を持つは蝮考えられる　ので、その壌土には炭など

が含まれるか淘炭淘灰が層をな』等締る　のである。　静鞠　藍グ　ッド北部に集中する

＿　′－・言、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿　ノ　　ー－‾　し‾　二　　丁　；、

は壌土の中に焼土層を潜み漂おり鞠その廃土上面から土器片に伴っ竃骨片が出土して締る。

S監3射まその底面より板状の本が出土』淘　その出土状況および土層の堆積状況などから淘

木棺墓とも考えられる　の晋ある。還れらの土壌には土壌群単位とも言えるまとま　があ

、出土した土器の中には鞠　費の土壌群単位の中で他の土壌から出土した土器片と接合す

二一、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、一　　＿　′二　十′・、′＼‾、

にも受柑止めれる藩状遺構を検出』竃お　鞠　その漉層に広がっ若齢た土器群が淘　これらの

清状遺構に伴事もの藍も背恩られるの　また弥生時代後期のものと』竃は義も高齢汐璃船等

検出したS氾醐からは鞠「窓」と齢　銘文の一部が残る内行花文鏡の破片が出土』竃締るの

遺構としては据違柱建物跡が注目に傍ずるもの等あり鞠　スギ財と判断される桂根が』っか

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　l、　　　　　1　　　　　　　－

て締るものがあるの　芸の他に　ピッ　底面に本圃が残っ竃締る　のがあ　淘確認できた数

′　　　′－　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　ノ　　．－′

プ文が施された土器が数多　出立』竃お　戦　費の謁ダンプ文の種類の豊富削鞠県内の他

の遺跡にはあま　魔られな齢　のである。濃タ㌢プ文以外で淘奪回出土』た土器の特徴と

言えるのは馬土器内面の調整方法に淘恨事ケズ　後サデまたはへラ　ガキを行って締る

点であ　淘かな　の個体に芝の調整方法が観察できる。漉器以外雷は領土域内や据　下ば

中に管玉東成品が出土』等おり鞠東成品以外にも相当数の剥片や玉樹が出土』、祭祀的な

色合齢の濃齢中に掬義輝工房が存在する可能性も考えられる。

註用後で述べるが∴玉千、．＿：㍉∴帝擬する土壌である可能性をもつものもある。

一　旦3　－



、・、1　　　－－　　　　　　　－

了∴′　　　　　＿、、

一　　　　　二　　．　∴　ノ　ー　　′

時代の土壌の最北端の位置を遁

める。

形態　　褐灰色砂質土の下層を掘り下

げ中に弥生土器の聾片がややま

とまって出土したことから鞠　土

壌を想定し遺構検出に努めた。

炭片が広がる範囲を遺構の掘り

方として掘り下げた。平面形は

不整形である。断面形は逆梯状

を呈する。規模は組。且9×の。机上

。瞞　Ⅲを測る。

①淡灰色砂質土（炭を少量含む）

②淡背灰色砂質土（炭を含む）

③灰茶褐色土

Hlま－tJHHu

E

Lr〇
m

㌣4

日

，」

掃掬漫◎　慧隠◎盈遺構閻

挿図11SKO2遺構図
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遺物　弥生土器の襲膵の招淘器台輝の鋼が底面近　で出土した。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

馴礪腰　欄鋸酎躯沌弧誹乳腺嘲

位置　　藍グ　ッドの中央紺近馬S監鵬の東約。mに位置する。青灰褐色砂質土上面で

掘り方を検出したの

形態　　平面形は鞠　南東側が張る締ぼっな楕関形である。断面形は逆梯状を豊し、東西断

‾∴ニー∴　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　′　、二、‘7′；二子。三一再読：；：㌧’′

の方向であるの

土層　　埋立は　層で鴇①②層に巌片を含む。

三′こヶ　　　了！　　　　　　　　　　　　　　　　　∴、、　　－　　　　：、∴　′∴、．

二　　　　三　‾∴、一′　　′ノ　′：

なかったが画然石が出土』た。底部の　ち㌘の摘⑳蟻は小さな平底、野の蟻は丸底化』

－　ノ　ー

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

＄隠鵬　挿図臓砂摘淘　図版捌き

位置　　5斑グリッドの南西部鞠

S監鋸の東約　mに位置す

る。掘り方を滞灰色粘常並

止廟で検出したの

形態　　撮り潜の北側部が調査時

の排水溝によっ等切られ竃

締るが淘平面形は齢が淘な

藻楕醗酵を豊』若齢たもの

と思われるの　断面形は鞠　東

西が椀状淘　南北が皿状を巌

する。潜摘齢豊　餌工は蹴止藩

0。57－－0。蝕）：三一：とrrう．、J▼〔．．：三、．こあ′一意。）董：

鞠は紺一関㌧瀾攫湧滴潤犠

る。

丑層　　埋並は　層等①層は巌絆

を多量に食んで齢た田地の

埋まも少量ながら巌片を食

んで、い受㌦

①暗黒灰色砂質土腰を多量に含む）

②淡灰色砂質土（炭を少量含む）

③淡灰茶色砂質土（炭を少量含む）

④淡暗灰色砂質土（炭を含む）

一　畳5　－

挿図12　SKO3遺構図



．　　・　‾　一　　＿二　　‾′　　、　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　。　∴、さ嶺∴：′、

で、凸帯の下には刻み目が巡る。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

．　、骨三㍉㌦、一！　了七′‥

位置　　5Dグリッドの

北西部、SK鋸の
①灰褐色砂質土（細粒）

L＝0。90m

Å

北西約5mに位置霊霊雷雲霊霊志よ炭蘭多凱含む）イ／／ン／ン

する。掘り方を淡

灰色粘質土上面で

検出した。

形態　　平面形は師びつ

な楕円形である。

断面形は一方がや

やいびつな皿状を

呈する。規模は、

（1．45×1．11－0．

2）mを測る。主軸

は、N－10－Eの

方向でほぼ南北方

向である。

土層　　埋まは3層で、

②層は多量の炭片
挿図ユ3　5粍掴遺構顆

を含んでいた。

遺物　　賓片が、童に②層内で出土した。描線部を囲機転た　澤の邦。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

′　：ノ　耳蘭十・

位置　　　藍グ　ッドと　斑グ　ッ　にまたがる。＄監齢の上面璃褐灰色砂質土中で検出

した。

形態　　平面形はいびつな楕円形で、断面形は皿状を豊するの規模離。関×且。48－。鋼）

mを測る。主軸はN－450－Wの方向である。

丑層　　壌土は3層で、②層は多量の炭片を含んで師た。

遺物　　図億はしなかったが、埋土中で弥生土器が出立♭たの

時期　　出土土器より弥生時代と思われる。

－16　－



①淡灰色砂質土

②暗灰色砂質土（炭。灰を多く含む）
③淡灰褐色砂質土

E
C⊃
N

㌣－4

11

J i悶

挿裾掴・SK05遺構図

慧隠舗軸醜　挿図蟻⑳摘淘　図版鵬◎邦男

位置　　　監ダ　ッ韓の北西部に位置するのそれぞれ切　合　関係にあ　淘　S監鵬はS扮

01により切られて言意。二l

′　＿二　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　÷・一　　　　一　　　′・∴

は一つの土壌藍思われたの平面的に据　方を検出できたのは青灰色粘質土層上であ

るため明かな平面形ははつ澄　』な齢の確認できた平面形は淘それぞれ楕関形をな

』竃駆るの鴎紛糾芸濃　据　方を確認』た部分にあたるS醍醐の断面形は避梯状を

な』竃駆る9確認できた登れぞ甑の規模はS監瞞よ射。醐X。2－　詫澤海　軌舶以

止捌摘拉凱略賎組諸狛甘湖上凱路痛滞鳩る言融酎離摘減は堕飼＋紺一軋　飼

一望の〇二酢∴酢弐酢∵酢訊掛凱

丑層　上層の埋まを除去した後に淘炭を食む層が全体に広が　淘底面には灰の層が広が

っている。

遺物　　監鵬を中心に破砕された藍思われる土器が漸まっ竃出丑』竃締るが淘図化でき

一一一一一1二し7　－－－



挿図15　SKO6◎07◎08遺構図
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るものは少な　鞠賓澤の飢淘禦　のみを図化しておいた。炉の銅、内外面とも丁寧

にヘラミガキ晋調整』竃お軋瀾醍藩懐匿は朱塗りの痕跡が残っているものである。

この賓は淘　その器形から凝地系の土器とは考えられず搬入された可能性もある。こ

れらの他に出漉した土器は鞠複合描線を持ち、その外画にを櫛描平行沈線がめぐる

壷、賓などであった。

性格　　祭祀に関する何等かの行為が行われて齢たものと思われる。

時期　　それぞれの漉磯に大きな時期遼はな齢と考えられ淘すべて弥生時代後期と思われ

る。

′：．．＋手㍉

位置　　　斑グ　ッ　の北西部に位置する。　鑑礪～鵬とほぼ同位置にある。

形態　　北東部を排水溝によ　削平』竃締るの一部ベル机こより掘り方を検出して締るが淘

平面的に掘　方を検出できたのは帯灰色粘質丑層上であるの　よって、明かな平面形

は不明であるが淘確認できた平面形は北東部側が細くなる長楕円形である。ベル恥

から判断される

断面形は椀状を

なす。確認習き

た規模離　ゆ儲

以上×。…。郎

mぞ淘　主車由はN

一渕〇一既習ある。

土層　　上層の埋まを

除去した後に、∴′

炭を食む層が応

、　　　一

灰の層が広が・「

ている。

遺物　　肩部以下を魔

駕寮の描線部

脚線鏑鋤敵

壷繹鋤鍋　など

土器片が出土∴

ている。

憶格　　祭祀に関する

①淡灰茶色砂質土

②暗灰色砂質土（炭の灰を多選に含む）

③淡灰色砂質土（巌を少畳含む）

⑧淡灰茶色砂質土（灰を多量に含む）

挿閻16　SKO9遺構図
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何等かの行為が行われて締たものと思われるの

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

′　・∵や　′　‾　一、才・売．l

位置　　6Eグリッドの北東部、5正統の西に位置し淘滞妖傲粘常並患画で揺り方を検出

した。東側の一部が調査区域外となる。

形態　　平面形は隅丸長方形で、断面形は逆梯状をなずの一部ピッ机芸濃　切られている。

：‡′－i′導専　一二　王、・「二、′’′　　一　　一

①暗青灰褐色砂質土（細）　l田

挿図17　S机0遺構図

－　20　－



t豆・　∴‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　√－：、∴一二十‾、∴′二　王、∴l’

がつぶれたような形漂出漉し鞠東側で一部を打ち欠かれた器台岬の詔　が出土して

＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－‾　一一‾一　一　㌔・工㍉、、二一　二

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われるの

一二・

位置　　馳ダ　ッ　の北東部鞠S監臓の東約　mに位置する。褐灰色砂質土掘り下げ中

′′、l、、二　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　、「ノ、ノ、－′「．こl　三一　二l′．言

質土上面で掘り方を検出』た。

形態　平面形は齢が慧な楕閤形で淘断面形は逆梯状を呈する。規模は、私流×　潤一凱

臓　mである。主軸は討…鍋0－Wの方向である。

二、了　　・l二‾　二

遺物　土器淘小石が炭灰の中等出土』たの土器は鞠賓⑳高塀が出土したが、総じて掘り

方の中央の蘭か顎等出土膨㌔濃レを下ぼるよ　に出土したのその　ち賓評の鯛～職淘

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、＿　　　　′一　　：．Jこ′‾∴　・一

方の南西側等淘描線部を恩に向相等出土』た田野の綱は淘掘　方の北東側で鞠横臥状

態で淘押しつぶされたような状態等出漁』た。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われるの

挿弼盈轟　慧隠盈盈遺構閑

一　望且　－



、・′草図1、′＿・＼、′高一、∴

＿＿′二：　　二二、′・了、ノ　、′∴ら・ノ二一二∴　　　‾　　一　　　　　　　　　　　　　　　．∵＿＿＿二丁、ふ∴

方を検出した。

形態　　平面形はいびつな楕円形で、断面形は椀状を豊するの規模は鞠組。姐×且。鼠の－の。37）

mを測る。主軸はN一旦0－斑で淘　ほぼ南北方向であるの

土層　　埋土は5層で、②④層は多量の炭片を禽んで締た。

遺物　　壷　澤の媚、賓　澤の舶⑳媚、高塀澤の鯛　⑳椀澤の鯛　が④層内およびそれより

上層で出土した。

時期　　出土遺物より弥生時代後期と思われる。

一．：手．享・∵1

＿、、二　　ぺ：＼二　　、、、二．ノー・1一　　一　　′∴　　　・　‥　　　　　　一　三∵二・二「7、折り

方を検出した。

挿図19　SK12遺構図
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形態　　平面形は一方が膨らむ長橋関形である。断面形は逆梯状を呈する。規模は、軋42×

′　∴‥　　　　　　　　　　　　　こ　　‾　　二　手　ニー‾　二。

土層　　壌土は3層管鞠②層が炭絆を多量に含んでいた。

遺物　　図化はしなか顎たが淘掘り源内で弥生土器が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代の土壌等あると思われる。

－　　　　　　　　　　ノ　　　ー

位置　　6耶ダびッドの南商都淘　慧監Ⅲのすぞ南に位置する。褐灰色砂質土を掘り下げ中

・」　＿1　　　　　　　－　　　　　‾　　‥　　・－、′・、　へ′′、、㍉．三．　㌣′∴二　∴一　′

下ぼたところ海士層断面より　基の漉壕を確認した。＄監且6→＄監且5→＄監且魂の

順に掘り込まれている。

形態　　S監射淘平面形が楕関形等淘　断面形は皿状を呈する。規模は　札幌×。錮一凱

邦　耶相を測るの　主軸は討－狙0－藍の方向である。＄監且5は、平面形が隅丸長方形

で淘　断面形は皿状を豊すると思われる。規模は淘　軋掴×凱関←凱別柄腑ぞある。童

I，∫－：・　　　　　　　　　　　　　　　　　∫′二　　一／′・　‾　∴∴言こ′三十：レ、＿　＿一一

お　淘平面形は不明であるの断面形は皿状を呈するものと思われる。規模は、紬。鵬×

・　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′′　　　一　二　ノ二　二、＿

土層　　丑層断面を観察する藍淘　＄監鍼の壌土は　層である。⑤層は、炭片や廃土を大量

に含み鴻池の壌土も鞠①③層を除き淘食管に少量ながら炭片を含むの①③層はS監

鍼の据　方が埋まった後に据　込まれたものであると思われる。S監蟻の埋立は6

層である。＄監摘藍同様に巌緑や廃土を多量に含む⑤層が堆積して締る。S監蟻は壌

土を2層のみ確認も〆たのであるが淘　同様に⑤層が存在する。

①灰色砂質土

②暗灰色砂質土（炭を多量に含む）

③淡灰色砂質土

挿閣2仁き　琵托、望、3遺構図
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しこ0．80nl

B′　　　　c c′珍

ク
①淡灰色砂質土

②暗淡灰色砂質土膿め灰混）

③淡灰褐色砂質土

①暗灰色砂質土（炭滋）

⑤黒灰色砂質土（巌を多選に含み、焼土も含む）

⑥淡灰色砂質土（炭少混）

⑦淡灰色砂質土（廉め灰混、廃土を少し含む）

⑧灰色砂質土偶色土ブロック混）

⑨灰褐色砂質土

⑲淡薄灰色粘質土（茶褐色砂質土混）

挿図21SKま4⑳15。16遺構図
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．ナ五　　二　′・l　　　　　　　　　ニ　　ー∴　　∴‾、7’更了、：∴一二了．‾．．

評の別海高輝澤の浦が出土』たりまたS監掴よ　穿孔痕のある凝灰質砂岩が出土

・＿ノ、一　　　　　　　　　　　∴　∴　　　　．さ∴　′一、－　∴了‾‾つ1∴∴　7‾

るか分からな齢が鞠土壌掘　下ぼ中に出漉した。

時期　出土土器より＄監摘～蟻は齢ずれも弥生時代後期の土壌であると思われる0

馴酎膵柑郡部潮

位置　　藍グ　ッドの北東部鞠＄監蟻の蘭約　mに位置する。滞灰色粘質土上面で堪り

‥・∵・′

形態　　平面形は藻精関
①淡灰色砂質土

形を豊し淘北西◎霊霊慧票霊霊孟よ①よ。淡い）

－∴　、・・

一一　二　　一

断面形は鞠濠軸方

向が段を衛ずる皿

状、短軸方向が皿

状を豊するの規模

をま（1．15〉く巾や5－サーl－甘．．

16）mである。主

軸は藩主璃鮮∴W

の方向である。

．一一　　　　　　　　　二

全等砂常並習あ

り淘　わずかながら

巌片を禽鮎等齢た。

遺物　　図億は』なかっ

たが馬　埋土中等弥

生土器が池波』

た。

時期　　出土土器よ軋

弥生時代の土壌等

あると思来オ言上

馴削瀾膵紺氾狛朋糊

位置　　伝監ダ攣ッドの

L＝0．65m

Å

挿図22　S机7遺構図

B′　　①灰褐色砂質土

②暗灰色砂質土（炭e灰を多く含む）

③②より灰色が強い

挿問23　SKj8遺構瑠

一一一一125　－－



北東部、SK且9の北的且5mに位置する。滞灰色粘常並強面で掘り方を検出した。

形態　　平面形はやや南北に細長い円形で淘　断面形は椀状を豊する。規模は紬。閥×私牒－

√ノ　工、），二・「を剃！、丁軸定日－・∴l　′　　　　　＿

丑層　　埋立は3層で、②層は炭片、灰を多量に潜むの

遺物　　②層の上面もしくは、②層中で聾が　個体出漉した。　顎は海図化はしなかった

が外傾する複合打線をもつ聾で描線外商に櫛描平行洗練をもつものである。もう且

つは図化したPの56である。

時期　　出土遺物より弥生時代後期と思われるの

言：一、、、南牧臣一㌦　、∴、図豆∴一1L

位置　　6Dグリッドの南東部に位置する。下層でS監摘淘　慧馳鵬を検出した。

形態　　平面形は不整円形をなす。断面形は望段凍り晋皿状をな』鞠　中袋がピット状に落

ち止む。刃胡菜は　貢∴1コ〉1′　王‥一　一　　　　　一‾‾・一　　　　　一　′：、チ。

土層　　褐灰色砂質土上で炭、灰等の環状の広がりを検出』たの埋立はすべてに炭、灰等

を含んでお、その多少によ　層序をなし若齢たの　中巣のピッ　状の落ち込みは、

人為的に埋められたものと思われ淘埋立中からは遺物　出土』貰師ない。

十や

⊃一品之、・十　　・

挿図24　SK19遺物出土状況
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①明灰褐色砂質土

②灰褐色砂質土（灰混）

③褐灰色砂質土（灰少量混）

④暗灰色砂質土（灰e炭多選混）

④′暗褐灰色砂質土（灰。炭混）

⑤青灰色砂質土（炭混）

⑥褐灰色砂質土（炭が僅かに混）

＿＿＿＿　　二二、

挿常2崇・§転ユ，9遺構苗

一一一：誉　－



遺物　　上層から土器片が巌、灰等に混風し貰出まじ等お　鞠　その他は底面中央部に集中

して出土しているが淘土器はすべて破砕されたものと思われる。童な出土遺物は、

．－‾　‾二∴　－ノここ　　＿＿；l「∴　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴　　∴、了

出土している。また図化できなかったが淘高塀淘器台淘注m土器等の破片が出土し

ており、それらに混じって銑浮が底面より出漉した。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

二、㌧号専十三∴、斗芋、＼

‾三　　　一二　工、、′′　一、∴窯：－・∴　′＿＿　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　士　二＿告ぎ工∴

面で掘り方を検出した。

形態　　平面形は海　綿びつな最楕円形で淘　底面に関形状の窪みを蘭ずる。断面形は海藻

軸方向が浅い皿状、短軸方向が逆梯状を豊ずる。規模は　組や錮X。開－の。鼠3）m淘

‾童、宜∴；一　二、、　′ニ7予ざ－　‾′二ノ　　ノーニ　　　　　　　　　　　　　　　主！∴一斗定　と、

考えられる。

丑層　　埋土中には少量ながら炭片が混鬼L等齢たの

遺物　据　方の上面及び壌土の上層で壷澤の錮鞠婆澤の鵬淘器台澤の鵬が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われるの

挿図26　SK20遺構図
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馴酎鰻柑利親職

位置　　　藍ダ　ッ　の南西部鞠　S監鋼の南東そばに位置する。常灰色粘質土上面で掘り

方を検出した。

形態　　掘　方の北西側が馬調査時の排水溝によって切られているが、平面形は長橋関形

を呈するものと思われる。断面形は椀状である。規模は淘　紬。劉以上×の。45羽蟻湘

一一　′・

－‥．こ　　　　‾・一二＿

遺物　　図化は晋きなかったが鞠埋土中で弥生土器片が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代の土壌であると思われる。

．！∴了

位置　　　諏グ　ッ　の南東部鞠　＄段別の北約　mに位置する。青灰色粘質丑上面で掘り

∴∴

形忘　　∴．一　　一　　　　　　　　　　　　　　一　‾　一一∴∴　′－　　　′、、、ノ　・′・‘∴　′

測凱言鯛締路「溺○…藍の方向であるの

土層　　埋まは　層習淘巌絆砂灰を多量に食んで齢た。

遺物　　埋土中漂弥生土器緒が出土』たが掬　図億できなかったの

時期　　出土土器より弥生時代の土壌であると思われる9

＄隠鍼　挿図錮⑳摘淘　図版掴ラ

位置　　　藍ダ　撃韓の南西隅に位置ずるの藩灰色粘質丑上面で据　方を検出』た。

形態　　平面形は齢が慧な轟惰僧形等あるの底面に海藻楯岡形状の浅齢窪みを検出』たの

‥．　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′、′‾　　　二　‾・・一：一　二

L＝0．65m

義∴
排水溝　　　Å′

：弓で＝こ・二；：三；：：・：てこ：・ノ

の。慧

渾汽那　慧幌別遺構況

・一一一一一：29・一一1－

S㌶i：20

0．5

①黒灰褐色砂質土

（炭e灰を多量に含む）

挿図28　SK22遺構図



の方向である。

丑層　　埋土中には少量ながら炭片が混Åして締たの

遺物　土器　壷⑳賓⑳高塔◎器台、石淘軽石が出漉した。その内海聾澤の鍼車齢、高

塔繹0瞞）を図化した。図億はして締な齢が淘叩き痕の認められる小石　黒雲母安

山岩）が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

、、－　∵㌦生′・二・∴膏ニ：

位置　　6りグリッド南

西隅、SK22の南

約6mに位置す

る。青灰色粘質土

上面で掘り方を検

出した。

形態　　平面形は、短辺

が丸みをもつ隅丸

長方形で、断面は

逆梯状を呈する。

規模は　虹38×の。

98－0．19）mであ

る。主事由はN－890

－Eの方向であ

る。

土層　　土壌の埋土は5

層で、④層は炭

片、灰を多量に含

んでいた。

遺物　　④層内及び上面

で土器（壷⑳賓⑳

高畔上④層内で東

を受けた石、炭化

した種子、骨片状

のものが出土した。

その内、壷岬の閥⑳

；！二

挿図29　SK23遺構図
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①淡暗灰茶色砂質土（炭混）

②暗灰色砂質土（炭や灰混）

③淡暗灰色砂質土（炭少混）

④暗黒灰色土（炭の灰多選混）

⑤淡灰色砂質土（炭少混）

⑥暗青灰色砂質土（炭少混）

挿図30　SK24遺構図

関淘聾評の醐啓開海底部澤の関　を図魔した。

三　二・一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　了

時期　　出土土器より淘弥生時代後期と思われるの

′‾一一　一

′＿言I

mのところに位置するの滞灰色粘常並患画で

掘り方を検出魁た。

形態　　掘り方の西側が調査時の配水溝によって切

られ竃締るが鞠平面形は楯岡形を豊』若齢た　Å

ものと思われる。断面形は皿状を豊するの規

模は　軌那最強X。鵬…。蟻　狐を測るの主

軸は飼一関○…Wの方向であるの

丑層　　壌土は　層で淘⑪層は炭絆、鴇灰を多量に食

んでいた。
0

一一　311－－

①淡暗灰色砂質土（炭e灰を少量含む）

②淡茶灰色砂質土（砂質が強い）

③淡暗灰色砂質土（炭e灰を含む）

④淡灰茶色砂質土（炭を少量含む）

⑤暗灰色砂質土（炭e灰を多量に含む）

S＝上20
0．5

挿図315K25遺構図



遺物　　図億はしなかったが、埋土中で弥生土器の壷片が出漉した。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

、、こ　㌍舘主「：、、二　＿∴　帝王　一　‾　一

位置　　　肋グ　ッドの南西部、S監欝の東約　mに位置するの漉器群鵬を取　上げ後、

藩灰色粘質土上面で掘り方を検出した。

形態　　平面形は、東側がやや広がる隅丸長方形で淘断面形は逆梯状を呈する。規模は虹

且の×。細－の。且4）mを測る。主軸は東西方向等あるの

丑層　　壌土は炭片鴇灰を多量に含んで締たの

遺物　　埋土中及び底面近　で、土器　台柑壷㌘の閥淘寮野の鍼⑳関淘器台淘蓋、高塀野の開）

寸：’、二点　て±二．二・　∴し．．㌢∴、　　　　　　　　　　　　　　＿　∴二　‾！：三言㍉

∴　二∴ご・‾弓ご、二　‾、∴′〕二＿二・一一一ノ　÷・二　　l　　　　　　　　　一　　、、二lつjrr・

土の土器片と接合した土器片もあった。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われるの

了、∵潤持、日十＿十、・、裏かこ：一

位置　　　氾グ　ッドの南西隅に位置する。土器群掴取　止ぼ後潟背旗傲粘質土上面で掘

り方を検出した。

形態　　据　方の西側が不明瞭であるが淘平面形は隅丸藻方形であるた思われる。断面形

は丸みをもつ逆梯状を呈する。土壌底面は東側に傾斜』淘　中東に段及びピッ　を有

する。規模は軋摘以上×。粥一凱釦mを測る言卦輸隠∴酢㍊ぽ－Wの方向である。

土層　　埋まは　層で、少量ながら巌片を禽んで齢た9

遺物　　埋土中及び底面で土器　壷Pの錮淘寮駅の開◎関淘高輝鞠器台鞠軽石、自然石、木

片が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

慧隠28（挿図34⑳且の5）

位置　　7りグリッドの北東部北端に位置する。帯灰色粘常並濃蘭晋掘り方を検出した。

形態　　平面形は長楕円形で、断面形は逆梯状を豊するの規模は　組。溺X。開一凱Ⅲ）m

を測る。主軸はN－680－藍の方向である。

土層　　壌土は3層で、②層が炭片を多量に禽ん晋齢た◎

丁互ニ′7　　3密十両及了⑦増車、7㌧一つT：干、′‾　∴　　　　l　　　　′一、∴‥　換言　　′

ヤスパー片が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

－　32　－



A′

①淡灰色砂質土膿をわずかに含む）

挿図32　SK26遺構図

笥漂短観‥癖
恕囁

Lニ0．75m

Å

②灰色砂質土膿を少量含む）

③暗灰色砂質土（炭を含む）

④汲灰茶色砂質土膿を少量含む）

⑤淡青灰色砂質土臓をわずかに含む）

割的

ウも′・1、　　　　呼

I，、′ゎ

鴨輸鞠職鞠鞠恥馳鞠

′　　　二

喝感汐　感痴　靡蒜謬汐

l十二l＿囁忘；声

感逼汐　　　　＿通

挿糀溺　慧隠那遺構顆
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慧隠調　挿図誠）

位置　　7Dグリッドの北東部、

SK28の南西的且mに位

置する。青灰色粘質土上

面で掘り方を検出した。

形態　　平面形はいびつな楕円

形であり淘北東側に半月

状のテラスを有する。底

面形は不整形であった。

断面形は皿状を豊し淘北

東側⑳南東側に段を有す

る。規模は虹狙×の。93－

の。温9）mを測る。主軸は

N－270－Wの方向であ

る。

土層　　埋土は4層で、①層に

多量の炭片を含んでいた。

遺物　埋土中で弥生土器の聾

の打線が出土した。図化 挿図35　5枚29遺構図

－　34　一



はしなかったが淘平行沈線文が外面に施される複合打線であった。

堪甘　　一　二　一1　　　　　－－　　　‾・、∴－′

．：、．　　′！∵二

位置　　　勘グ　ッドの北西隅に位置し鞠　冒藍グ　ッドにもまたがる。青灰色粘質土上面

7、抜∴′、、

形態　　平面形は齢が慧な僧形等璃断面形は皿状を呈する。規模は　組。邦×且。2の－の。且3）

一一三ナ∴　　　　　　　　　　′　　　‾‾　二言．ノ

土層　　埋まはサラサラ藍』た砂質まで炭片を全　含まない。

遺物　　図億は』なかったが淘埋土中で弥生土器の賓の描線が出土した。平行沈線文が外

面に施される複合m練習あったの

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

′「、テ

位置　　官選グ　ッドの北西部に位置するの

形態　　平面形は婿僧形晋鞠断漸形は椀状をなす。排水溝によ　北側を削平して締る。

沃′主・　　　　　　　　　　　　　　　　　∴　主：一　㌦　‾！言十∴㍉

土層　　土壌の東側にのみ鞠渓淘灰や廃土の層　③、⑤淘⑤′層　が堆横して齢た。

①灰馳砂質土　　　這i

挿掬36　箆を毛39遺構図

－・l一一　35　－



遺物　　③、⑤、⑤ア層中に土器片が集中し貰出漉した。替れ鎧のほとんどは淘破砕された

と思われるものであった。また、土器片に混じっ竃骨緑が出漣』た。主な出土遺物

，二‾てこ　′二、－∴：皇・‾∴　′　　　：　一　　　　　　　　　　1、　二′、‾：一一：圭一

はSK2の土器片と淘　またPの粥はS鑑別の土器片と接合』たの　還れらの他に　鞠図

化しなかったが壷、聾、高塀淘器台などの破片が出土』たの

性格　　骨片が出土していることよ、土壌墓的な性格も考えられるが淘判断樹料には乏

し　淘　おそら　祭祀に関する何らかの行為が行われ貰齢たものと思われる。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

①暗灰茶色砂質土

②淡灰茶色砂質土

②′灰茶褐色砂質土

③淡灰茶色砂質土（炭混）

④褐灰色砂質土（砂粒が粗い）

⑤淡灰茶色砂質土（炭の廃土を多量に含む）

⑤′⑤層より炭e焼土の選が少ない

⑥灰茶色砂質土

⑦淡灰茶色砂質土（炭滋e粘質性が強い）

⑧淡灰茶色砂質土（粘質性が強い）

L＝1．00m

1－‥一一

挿図37　SK31遺構図
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・：＿、．　′三、：＿

位置　　藍グ　ッドの北東部淘S鑑識の北的。mに位置する。土器群腕を取　上げ後に

掘　方が検出されたの　S静鵬の埋立を切って据　込まれていた。

形態　平面形は惰関形淘断面形は皿状を選する。規模は紬。6×の。45－。脚　mを測る。

二l三上㍉二‾

土層　　壌土は　層で鞠①層は廣紆⑳灰を多義に含んで締た。

遠耳　・′二工　‾　－　　　　　　　　　　　‾‾

時期　　出土土器より弥生時代後

期と思われる。

ィ　　　　　∴　ノ

：京王　　‾　‾二＿　‾

一　ノー　′　l

了　三、

い、丁　∵

‾．′′∴l＿＿　－

れていた。

形態　　平面形は南西側がやや膨

らむ椅関形等あるの断面形

は淘藻軸方向が皿載淘短働

監＝の牒徽m

A

（D暗黒灰色砂質土
（炭の灰を多選に含む）

②淡灰茶色砂質土

田

ヲア玩ラ所要
①暗灰色砂質土

く炭の灰を多量に含む）

可
S＝！：20

0．5

挿図38　SK32遺構図

稀釈39　慧挽33遺構図

1一一一一r1－　37　一一



∴亘　ミ二二∴∴、∴十二‾ェh‾∵∴　二三∴ご　　　　　　　　　　　　　　　　　…二一一l∵二号了

向である。

丑層　　壌土は　層で淘炭片が多量に含まれて新た。

遺物　　埋土中で弥生土器が出土した。

時期　出土土器及び検出画より弥生時代後期の土壌であるた思われる。

′　一千熟了・へ　、J　‾㌧㌦　二　　一　　一

工二　、二二ノ・・、、′′二・二一　一　一二∴－‥‾　　∴三‾‾　　　　　　　　　　∴　二、。

形態　平面形は隅丸長方形をなし、北西部をピッ机芸より一部切られ竃締る。断面形は

逆梯状である。規模は　綾。瞞×。鍼－。郎狐で主軸は南北方向である。

土層　壌土にはほとんどに炭が含まれて締たが鞠特に巌淘灰等が多　集積している層が

炭淘灰等をあま　含まない層と交互に　層堆積L等締た。粟に底面よ狙～蟻cm上

に木質が腐ったと思われる⑪層が薄　層をな』で師たの

遺物　土壌の南側を中心に土器が出土した。出土した漉器はす㌦鰭⑪層よ　上層で出土

している。また、⑪層を取　除いた後に淘藩灰色粘質土を嫌　込むかたちで板状の

木が土壌の両側面に沿うよ　に出土し、粟にそれらの南北に崩れたよ　に板が出土

した。主な出土遺物としては、壷澤の拇淘聾澤の削魯鈍鞠器台澤の粥、蓋澤の野、

台紺椀澤の粥、底脚輝澤の摘鋸がある。また土器と齢顎』よに種子が出土してい

る。

性格　土層および出土した木などから木棺墓である可能性もあるの

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われるの

慧隠託⑳溺　挿図姐⑳摘、図版揃う

位置　7のグリッドの北西隅に位置する。S提訴⑳演とも＄紛鵬の壌土を切って撹　込

享㍉工丁、′、、一二　∴∴十一予　′∴十十∴f・・‾　　　　　　　　・－㍉三一県：。

形態　平面形は、SK諒が隅丸方形鞠S監講が長橋関形である。断面形はいずれも椀状

二二二十三：。二与立言、．二T：一二が、′．　　1　　　　　　－　　　‥′、・二l　′∴

二′　－へ豆中蓋し、一帖　∴∴ニー、′一　一　　‾　　　　　－　　　‾　ニ‾十一・丁＼モモ。

土層　SK35の壌土は7層で淘⑤⑪層に少量ながら渓緒を潜んで齢た。SK講の壌土は

5層で①層は多量に炭片を含んでお　淘間層中より　×臓m軽度の巌化した木が2

点出土した。

二・つ′　　二二3Jて’竪∴一二二∴－．・㌘・亨　∴′＿　　二二　　　　　　　　　∴‾三・三つ、りご亨、，

聾、高塔岬融掴、器台が、①層中及び①層より漉層等出土』た。

時期　出土土器より弥生時代後期と思われる。

－　38　－



①褐灰色砂質土（炭混）

②暗灰褐色砂質土（炭混）

③暗灰褐色砂質土（②より炭の量が多い）

④灰白色砂質土

⑤暗茶灰色砂質土（灰の集摂した層）

⑤′暗茶灰色砂質土（⑤より暗い）

⑥暗黒灰色砂質土（灰の集積した層）

⑥′噴泉原色砂質土＿（⑥よ＿り炭甥の畳が多い）

⑦灰白色粘質土

（砂淡褐灰色砂質土（炭混）

⑨灰茶褐色砂質土

⑩灰色砂質土（炭混）

⑫暗茶褐色粘質土（木質が腐植したものか？）

⑩育灰色粘質土（砂礫を少し含む）

⑩淡灰褐色砂質土（炭混）

挿図40　SK34遺構図

①暗灰色砂質土（炭を多量に含む）

②暗灰色砂質土

（論談暗灰褐色砂質土

④淡暗灰褐色砂質主（炭を含む）

⑤暗灰褐色砂質土（炭を含む）

⑥淡白灰色砂質土

⑦淡灰茶褐色砂質土

⑧暗灰茶褐色砂質土

⑨暗淡灰茶褐色砂質土

⑩明淡灰茶褐色砂質土

⑪暗灰色砂質土（炭を含む）

⑫SDO5埋土

挿図41SK35・36遺構図



・　　′・・・ニ　　　　　　　　ー

位置　　　藍ダ　ッ　の北西隅に位置し淘　S監鍋を切る。青灰色粘質土上面で採り方を検

出した。

／㌢君

薄飼42　§K37⑰38遺構図

－－－－－－－－　39　－

（む淡灰褐色砂質土－

②明灰色砂質土

③褐灰色砂質土（炭混）

④暗灰色砂質土

（9茶褐色砂質土

⑥暗灰色砂質土（炭の灰混）

⑦暗灰色砂質土（やや粘質性をもつ）

⑧灰の集積した層

⑨黒色砂質土（炭を多量に含む）

⑩明灰色砂質土（やや粘性をもつ）

⑪淡灰茶褐色砂質土（灰混）



形態　掘　方の西側部分が調査の際の配水溝に切られて締るが璃平面形はも′泡がつな隅丸

方形な如し長方形と考えられる。土壌底面に　個の浅羽肇形状の落込みがあった0

、，　－、日　・ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・．；、

軋繍射頭拙掛薄溺恒雨滴胤言潤滑酢淵距瀾載那鵬鳩凱

…二　一七一′　＿　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　1　・‾

を含む③⑥層が堆積し竃締た。

ノ　　＿・′二∵㌧二，．二二∴＝′＿　　　∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l、

㌘融温鋼が出土した。自然木鞠画然石が⑩層内漂出土』た。厩然本は東を　けてい

∴　　＿　つ、1　一・一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

IT‥・　　　＿＿＿〕

位置　摘グリッドの北西隅に位置し淘S監郡によっ等切られるの滞灰色粘質土上面で

揺り方を検出した。

形態　掘　方の全貌は明らかではな躯が淘齢が慧な隅丸方形を豊』若齢たものと思われ

る。土壌底面に婿関形状の浅璃賢みを検出したの断面形は椀横を豊する。規模は紅

＿・′　＿　　＿・二．／　　　、　　＿・

土層　　埋まは3層で淘③層が炭片を含むの

l・ろ　・ニ誉／二、、寸∴「・‾＿－　　‾‾　　　　　　　　　　　　　　　　　－．

＿　　、　＿　－′‾㍉ニ　ご∴　＿　－、‾

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる9

、、　7′；丁∴㌦　　　－

位置　8藍グリッドのほぼ中央に位置』淘滞灰色粘常並濃蘭等掘り方を検出した。脇に

SK34がある。

形態　平面形は楕円形で淘断面形は逆悌状をな』淘　段掘り藍なる◎規模は組の摘×凱

・：1一　二・、・・一　　　＿＿、・丁　二・　一一1＿　　　　　　・

土層　　細かな炭片を含む砂質土一層であった9

－－・．：一　　一・一二∴l、二、二　∴＿・　‥

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

慧院鵬　挿図舶⑳摘郎

位置　＄Eグリッドの中央やや南寄りに位置扶育灰色粘常並患画等揺り方を検出した〇

二㌦∵∴・三一二ll王∴・、　－＿・′二・

形態　平面形は不整形で、断面形は中袋部分がピッ　状に落ち込む遵樹状をなす。おそ

＿　l二一二　‥ノ、∴・′　－ニ「一′・・　　　　　　　　　　　　　一　一・、二二、

－　4の　－



挿図43　SK39遺構図

鵠㌘　匡＋潤

挿図轟磯　慧挽轟◎遺構閑

…　姐　－



ゴニ喜、＼二十亙、了、∴　　二＝　∴　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　、1－′　∴

一・一　つ、　二、－．畑二、　　－　　三、′　一

土層　　埋立は細かな炭片を含む砂質土一層等あった。

．　一二　一　＿∴・‥－　∴　∴　二＿、　　　　　　　　　　　　　　　　∴、二・十」・

蓋などの破片が出土している。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

：・′声／：∵工　√∴ノ・・∴：；′－′十、′

位置　　8Eグリッドの南西部、SK鋼の南約のmに位置ずるの掘　下ば中に土器がまと

まって出土したことから土器を残しながら据　下ばた藍還る靭帯灰色粘常並上面よ

狙晩m程上で掘　方を検出した。

形態　　平面形はいびつな楕円形で、土壌底面に深さ鋼郷のピッ　を萄する。断面形は、

底面のピットを除いて考えると淘最軸方向が皿横領短軸方向が避梯状を呈する。規

模は　軌88×。礪－の。36）mを測るの主軸はN…那○…藍の方向である。

土層　　壌土は4層で、③層は炭片を多量に食み、①層も放校的多　巌片を含んでいた。

rb　　＿一・一幸　こ恵、王㌻こ言・　－∴二　王∴ll、l酢　　　　　　　　　　　　　∵誉工彗丁半

土した。刀子は切っ先を北に向け貰淘土壌のほぼ中袋等出立』た。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

①暗灰褐色砂質土（炭を含む）

②灰褐色砂質土（炭を含む）

③黒灰褐色砂質土（炭を多く含む）

④暗灰色砂質土

挿図45　SK41遺構図

ー　42　－

豊

S＝i：20

0．5

挿図報う・SK42遺構図



一　　∴二′

位置　　　藍グ　ッドの南西部に位置』淘北東にS監姐がある。

形態　　掘　方は検出等きなかったが淘遺物鞠炭などの広が　から土壌と判断した。その

言、一　　く　　　　　　　　　　　　　　　′　・、亨・二＼二二1．5、′1一、武‾戸主＿寺、J一一：∴ニー、

甘if　　二　　　　　　　　　　　　　　　三・一　　言－　こ㍉‾l＼l摘こ・、∴∴′＼ノ　‾。′。・′、∴

二　二　一一

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

．，＿、‾l∵

位置　　　肋グ　ッ　の中廃部に位置ずるの帯灰色粘質土上面で据　方を検出した。

形態　平面形は齢が慧な醗酵習あるの据　方の北側をピッ　が切る。ピッ　底面よ　板

状の木が　枚横臥状態習出土』た。土壌の断面形は連梯状を呈する。規模は淘紬。鱒X

。鮒…。媚　都路を測る。

土層　　埋立は　層習淘①③層は少量ながら巌絆を含むの

遺物　　図億は』なか等たが鞠埋土中習壷⑳聾の描線部が出土し竃締る⑳櫛描平行沈線が

・＿∴・・一　　　　　　　　　　　一

時期　　出土土器より弥生時代後期藍思われるの

し二も）．85nl

A　　③

①淡茶灰色粘質土（炭混）

（診淡灰色粘質土　く砂粒混）

③暗灰色砂質土（炭混）

④暗灰色粘質土く茶褐色土混）

⑤灰色粘質土

⑥暗灰色砂質土（茶褐色土混）

⑦灰色砂質土

⑧暗灰色砂質土

割田

挿閉域フ　慧綴揚3遺構掬

－　43　－



慧隠朋　挿図鯛ラ

Il　　　　　、　　　　　ノ

ー　‾　′′二　一　一二二　　　　　　‾　‾

置する。．晋灰色粘質丑上面

で揺り方を検出したの

形態　　平面形は齢びつな楕円形

である。掘り方の北側がピ

ットによって切られている。

ピッ恥内より巌と一部が赤

焼けて締る石が出土した。

断面形は逆梯状を呈する。

王：・こモ′こ　　∵∵！′　′、一　一一　　二

mを測る。主軸は飼…鯛0－

Eの方向である。

丑層　　埋土は少量ながら炭片を

二・　一7’、・‾∴

遺物　　図化はできなかったが鞠

埋土中で壷要事と思われる

L＝0．75m

A

①淡灰茶色砂質土（炭混）

②淡灰色砂質土（炭混）

③暗灰茶色砂質土（庚混）

④暗灰色砂質土

⑤淡暗灰茶色砂欠土（炭混）

錮瀾誹
0．5

挿図庫至　雲狛縮姻遺構図

挿図49　SK45遺構図

一　射「…



弥生土器片が出立したの

時期　　出土土器より弥生時代の並二墳習あると思われる。

馴閥狛瀾掛掛瀾凱　掬儀翻

位置　　　肋ダ　ッ漕漂中東やや商等　淘S監朋の西約の　Ⅲに位置する。滞灰色粘質丑上面

で掘り方を検出』た。

形態　　平面形は璃南東側が張る齢が顎な楕摺形である。掘　方の東側がピッ机こよっ竃

切られ竃締る。ピッ　底面等木片が出土』た。土壌の断面形は逆梯状を呈する。規模

は　紬潮路胤鵬羽蟻湖　孤沌瀾恩言射酎路上瀾0－既の方向である。

l　　　　　二

遺物　　土壌のほぼ底面に頸部以下を盤　聾輝の臓朗が描線を下に面相で出土した。壌土

－－、－

施される小型の壷片が出漉』たの

二、

慧隠鵬　挿図誹傍摘　⑳摘鞠　図版鮮◎欝◎鯛ラ

位置　　　謳グ　ッドの北西部に位置するの土器群鵬を取　上ば後潟帯灰色粘質丑上面で

掘・方を検出　高覧。

①淡灰色砂質土（オリーブ土混入）

②淡灰色砂質土

③淡灰茶色砂質土

④暗灰色砂質土（粘性をもち、炭を含む）

⑤療育灰色砂質土（粘性をもつ）

挿閑鯛　翳隠鵬遺構翻

一一一1一一一1一　圭う　ー一一一1－・



形態　平面形は締びつな晴間形で淘断面形は連梯状を豊ずる。規模は軌貼×　潤一の。

鵬　mを測る。主軸は飼－290－藍の方向である。

丑層　壌土は5層で淘④層内に逮×挽m程度の炭化した本線が混嵐して師た。

遺物　④層内でほぼ完形の蓋澤の臓⑳臓朝が　盛出漉した。またジャスパー製の管玉

東成品摘銅　が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代後期と思われる。

、ご！廿掠；、∴’、図五十

∴　　∴／、1、′：・・一二ブ　∴∴∴′∴；　　1一二　　　二　　　　＿‥　‾十千画一二、‾二ノ

①淡暗灰茶色砂質土

（診淡暗灰茶色砂質土（炭混）

③暗灰茶色粘質土

（り淡灰茶色砂質土

⑤淡灰茶色粘土

（勤暗灰茶色砂質土（炭混）

⑦淡暗灰色砂質土（炭少混）

⑧暗灰色砂質土（炭混）

⑨暗灰色砂質土（炭混、淡灰色粘土ブロック混）

⑩淡暗茶灰色砂質土（炭混）

⑪暗灰色粘質土（砂混）

挿図51SK47遺構図

－　46　－



を検出したの

形態　　平面形は師ぼっな隅丸還方形で淘据　方の南西側をピットが切る。断面形は段を

／＿細l三′　　　　　　　　　－1　　　　　＿　　一一一′、二　一‾7、差：、二二車′′ゴトー′、三　l＿′、

ノ∴、7・∴

土層　　壌土は9層習②⑥⑦⑧⑨層に炭片を含む。

王豆　　こノし・‾　　　　　　　　　　－　＿　　＿　～ゴー、フl、二∴、二‡王∴：′了、・ノ：互：

灰質砂岩）が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代後期藍思われる。

馴馴劇瀾閻毀⑳臓狛矧緻翻

位置　　＄扮グリッドの南西部　　L＝0085m

に位置する。蘭灰色粘質

土上面で淘揺り方を検出

した。

形態　　平面形は齢が慧な藻方

形で鞠　断面形は連梯状を

呈する。規模は　細の盤×

0．65－クは）1領を測る。

主軸は東西方向である。

丑層　　埋立は　層等淘①層は

炭片を多量に禽みぞお　淘

さらに淘　魂×鼠の郷軽度の

炭化した木絆が混流し等 挿図52　SK48遺構図

A′

①暗灰色砂質土

（炭を多量に含む）

（診淡灰色砂質土

（炭を含む）

いた。

l＿　ノニ　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lニ　ー　　・′

個体分が内面を蕊に肉腫た状態管領　ま藍まっ竃出土したの

時期　　出土丑器より弥生時代後期藍思われる。

馴離臓　掴劉靴制

位置　　　扮ダ　ッドの南東部に位置ずるの

形態　　平面形は一方の藻辺がやや張る隅丸濃方形であるの断面形隠避梯状を豊ずる。規

模は　組。開X。膵…。飢　都路を測　淘主軸は飼一舗0－Wの方向である。

遺物　　埋土中で弥生土器緑が出土』たが淘　図億できなかったの据　源内ではな齢が淘据

方の西約　m辺　等掟　拳衆の凝灰岩質砂岩が出土』た田

並層　　壌土は砂質まで㍉巌緑を禽まな齢の

一一　こ三二7　－1r一一一



時期　　出土土器より弥生時代の土壌であると思われる。

ノ　　′・‾．二！　＿　　∴－∴　ノ

位置　　　濫グ　ッドのほぼ中央に位置するの東側にS馳臓があるの

二＿二　　‥‾l二三・∴：∴　へ‾：‾＿　－　　、‾　∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一‘　　‾

∵‾、：丁．二∴一　　　　　二　　‾　一

遺物　　土師器の賓　澤の蟻割　が出土し竃締る。

時期　　出土した賓より古墳時代後期と思われるの

，　‾一一．趣　一　　＿　・＿‥

位置　　　藍グ　ッドの北西部に位置する。S馳臓によっ貰優捕れ貰締る。

形態　　平面形は晴間形をなじ鴇断面形は逆梯状漂あるの規模は　組。温　X。以上一凱牒郎

一‾、、三l叶′；し　　　ノー　‾　′、二　一一

・l′′二　　、1∴了モ・′：二工　一　∴、l二

時期　　出土した聾より酋墳時代後期と思われる。

L＝1。20m

Å′

（り淡茶褐色砂質土

②淡茶褐色砂質土

（やや粘質性をもつ）

挿図53　S机9遺構同

一　嶺8　－



E

C∋

Ln

㍗可

ll

，′、巾〕

①灰褐色粘質土

②　　〃

③　　〝

④　　ノノ

⑤　　〃

（暗茶褐色粘質土のブロックを多く含む）

（茶褐色土のブロックを多く含む）

（暗茶褐色土のプロッタを含む）

（茶褐色土のプロッタを含む）

挿図54　SK50遺構回

し二1，55nl

滞揮55　SK51遺構図

－－1．一一一・鯛　－ムー一・一



慧酎鰻（挿図56⑳且且且淘　図

版鵬⑳29）

位置　　4¢グリッドの北西

部に位置する。西側半

分は調査区域外である。

形態　　平面形は長楕円形を

なすが、底面形および

土層断面から少なくと

も2時期以上に分ける

ことができる。断面形

はほぼ椀状をなす。規

模は　綾。別以上×の。57

以上－0．35）mで、主

車酎ま真北を向いて締る。

土層　　底面に炭、灰の集積

がみられ、その下に焼

土が広がっている。

遺物　　庚、灰の上に廃棄す

るようなかたちで土器

が出土して締る。主な

出土遺物　は、聾

∵二二、1鍼′－ノこ．二三　羊十

繹融欝などが出土し

ている。

性格　　廃土がかなり残って

いることから、土壌内

で相当東を使用してい

①暗褐灰色砂質土

②褐灰色砂質土

③灰褐色砂質土

④暗灰褐色砂質土

⑤赤褐色砂質土（廃土）

⑥暗灰色砂質土（灰の混入）

⑦灰色砂質土

L＝1．20m

千二

職……閤詣糊…脚〆

挿図56　SK52遺構固

A′

ると思われ、また、そ

の後に土器を廃棄していることから淘祭祀に関する何等かの行為が行われて締たも

のと思われる。

時期　　出土土器より古墳時代前期であると思われる。なお鞠排水のための滞切り作業中

に、土師器に混じって弥生土器が数庶出漉』竃駆る芸藍から淘遺構は確認できなか

ったが弥生時代後期の遺構も、この下にあったものと思われるの

－　50　－



．　－　　∴言‾一

位置　　　藍グ　ッドの南東部に位置ずるの

形態　　平面形・は齢が顎な霧楕閤形である。ピッ　状の落込みが、底面に3ヶ所みられる。

ふ′粟ー′二　　　　　　　　　　　　‾二一　一　　∴’‾号一一…」　二・三。

土層　　細か師巌絆が埋土中に散らばっ若齢たの

遺物　　破砕されたた思われる土器片が土壌内全体に散らばって齢た。主な出土遺物は頂

上．∴　　　　　　　　　　　　　　　′・ノ　、一　二　　、7、・′鍼二　子・′．二二′’：二一hJ、

片がほとんどで図化できなかった。

時期　　出土土器より古墳時代前期と思われる。

，・一　　一二瞳

′．、′、三　　　＿　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　、二　丁　∴＝

形態　　平面形は最椅醗酵をなす藍思われるが淘土器の出土状況によ　土壌を確認したた

√一二、・、′・－′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ゝ・　一　‾．ご　＿二、く三’‘∴．言滝　　　一′＼く

一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一。－′；二三二．、：l T　一こ

二、与　　二；∴、l、二　　　　　　　　　　　　　一　　　　°．‾、二十ノ二．ン　　′：㌧∴－－・、∴　一、

二‾ムー　　　　　　　　　　　　　　　　　11‾　＿l＿ニ∴l・こ　‾一　、∴′　・∠．　′

・‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、＝l三l、一　、－　‾．二　′二　′＿‾　＿

は海外面をタダキ調整』貰締るもの習淘　その器形や胎丑などから　淘他地方からの

′t′　∴　　　一

L＝1．10円・！

0．コ

挿摺57　慧．炉も53遺構図

－　5五　一

①褐灰色砂質土（炭混）



性格　　土壌墓的な性格が考えられる。

時期　　出土土器より古墳時代前期と思われる。

l畠二：l∴　　一　丁、売・

位置　　Eグ　ッドの南西部淘　S鑑別の南東的勘mに位置する。

形態　褐灰色砂質丑据　下ば中に土師器絆がまたまつ竃出立魁た。掘　割検出できな

挿図58　SK54遺構図

一　52　－



かったが、土器骨

出土状況よ軒数域

状の揺り込みがあ

ったものと半脚注

た。

遺物　　聾淘高輝淘器台淘

低脚輝が出漁虹た

が淘　ほとんどのも

のが細片であて宣言

出土した土器鍔予

ち　聾膵の鼠冒　癖

路招言高塀紅甑

173「、器　台

繹融路蛇低瀾郷

膵の照射　を図醸

した。

時期　　出患遺物羞鱒苗

墳時飛前期藍思わ

硯

腑

＼

／

一l∴l∴l二∴一　二

／

L＝1．30m

風
脚鞠細物憫血糊鞠

＼

㌦
ダ

㌔

虜

」と　屠
i

葛

篭

㌔

這i

〆竃誉㌔
／／　　　　∈わ

十

甜
㌔轡

＼、

㌔
＼

も鴨も
句も

㌔もも

％晦
海鴨

＼

＼

＼

ノ

＼

＼

＼

＼

鴨海鴨輸＿＿廊…脚㌦♂

可　聖ぼ

挿閥鯛　慧隠鰻遺構圏

れる。

慧隠溺　挿図醐怨狙淘図版瞞⑳凱さ

位置　　5肝ダ　ッ　の北西部に位置するの褐灰

傲砂質土中竃瀾糾賎軒数検澄沌誹㌫

形態　　平面形は惰僧形等淘　断面形は鞠適梯状を

豊する◎瀕臓腑紺凱梱×凱廉巨像瀧鍬潤を測

るの　主軸は飼…溺0…藍の方向であるの

漉層　　埋立は盈層等淘粘常並等あったの

遺物　　底面からやや渾齢た状態等鞠土師器高塀

膵の膵郎鞠　須恵器輝蓋　膵の膵鋼　が出土』

た。

時期　　出漁』た須恵器羞攣古墳時機末の土壌等

ある藍思われるの

一一一一一一一一一　霊1…一一

①暗青褐色粘質土

／

A′

㌦脚一癖画のせりぼけ…

㌔

駕

篭

i

i

i

屠

ぎ

g

㌔

ダ

㌔
／

挿顆69　§K56遺構勘

Å′



て二「′一　　　　・′／

位置　5¢グリッドの南西隅に位置する。褐灰色砂質土を掘り下げ中に土師器がまとま

って出土したことから土壌を想定して掘　方の検出に努めた。
l

形態　　据　方の西側が調査区外に延びて締　ため全貌は明らかではないが、平面形は帯

状を呈するものと思われる。断面形は淘短軸方向が逆悌蹴鞠藻軸方向は土器の出土

状況から推し量ると皿状を呈して師たものと思われる。

了÷　　∴了′工T　‾一　′、二、－、二　一、・　　　　　　　　　　　　　　　　　　二′l、。∵▼‥・㌧

は、完形品で、土壌の底面で描線を下向きにした状態等出漉し恕言靴融粗相把は同

一個体であると思われ、Pの膵のそばで破片がまたまつ等出漉した。

時期　　出土土器より古墳時代前期と思われる。

鷲罵ニ≫

遜鞠轡
∴、、

もヤ．．＿，（訪
囁静

J威＿．＿．畑

〆〆

′〆／

Å′

・、芋i宰∴　、主、∴与√

位置　　5Eグリッドの中央やや南西よ

り、SK55の南東約4mに位置す

る。褐灰色砂質土掘り下げ中に土

器がややまとまって出土したこと

から、土器の周囲にベルトを残し

て掘り下げたところ、断面に土壌

状の落込みを確認した。

形態　　掘り方の全貌を確認することは

できなかったが、掘り方の一部を

－　54　－

、一一一一一一一一十一一‾‾‾

瀞

鞠喝

噂賢

司
Sニi：20

0．5

挿溜62　5枚58遺構図

Å′



確認することができた。規模璃主軸とも不明である。

遺物　　底漸近　で馬土師器高輝膵の摘割　が出土した。

時期　　出土土器より音域時機前～中期の土壌であると思われる。

，一　　　　∵㍉＿

位置　　6Eグリッドの南西部

に位置するの褐灰色砂質

土中で掘り方を検出』たの

形態　　掘り方の南側が調査時

工‾臣＿′　′

て締るが淘平面形・は藻楕

円形を呈していたものと

、　′一

状を豊するの規模は　軋

17以上×0。88－甘工持　撒

、＿・′　、

Eの方向である。

丑層　　壌土は　層で淘②③⑥

層に炭絆を混ずるの

遺物　　底面近竃で淘　土師器寮

駄言鄭不繹触臓匠は凱

①褐灰色砂質土

②灰褐色砂質土（灰混）

③暗灰褐色砂質土（炭e灰混）

④灰褐色砂質土（炭や灰混）

可　　　排水溝
S＝l：20

0．5 lm

挿図63　SK59遺構国
軽石が出土した。J

－、　　　　　　　一

慧隠醜　挿図錮砂嵐摘淘　図版摘◎捌き

位置　　　監グ　ッド北西隅に位置するの試掘調査　粗銅　年　時のS監鵬である。

二・＿二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　、一　′

る。

丑層　　埋まは　層で淘粘常並であったの

遺物　　据　方の南東側海底漸近　で淘椀評の摘朗が淘　描線部を恩に向酬頃齢た状態で出

土した。

時期　　出土並器より古墳時機の土壌であると思われるの

馴雛滝　鯛刹那断凋摘言細緻融

位置　　　馳グ　ッ　の南東部に位置する。褐灰色砂質丑播　磨ぼ中に土師器片がまとま

っ竃出土』たの掘　方は検出等きなかったが淘土器の出土状況よ　土壌状の落込み

…　55　－



があったものと思われる。

形態　　平面形は不明である。断面

形は土器の出土状況より皿状

を呈していたものと推定され

る。規模、主軸とも不明であ

る。

遺物　　土師器片が多数出土した。

二二∴　ノ　、ノ　　．、ノ　　　ー　と

：∴二、・＿一′　　二∴　P：．．一

時期　　出土土器より古墳時代前期

と思われる。

、、　キ‡幸三　／二∴∴＿．

位置　　7Dグリッドの中央南端に

位置する。褐灰色砂質土中で淘

戌を含む③層が環状に広がる

ことにより掘り方を検出した。

L＝1．35m

Å

、

＼

巌㌔

Illl一

1

府瀾i

鞋j
／

／

臣／

豊

挿閑錮　慧醍醐逮横間

二Ill　一

転i

可

挿図65　SK鋸遺構図

－　56　－



形態　　平面形は濃精関

′了　′　　　　　－

．′－　、

揺りとなるの一部

ピッ机芸切られ貰

締る。規模は　批

25×0。99－信2両

mで淘　主軸は飼…

780－Wで’あるミニラ

遺物　　土壌の中巣に鴇

底面から浮齢た状

態で淘　描線部を潜

む上半部を魔境婆

評の摘鋼　が出漉

した。

時期　　出土』た賓よ

り、古墳時代前期

から中期にか車「‘

のものと思われ完工

＄隠鵬　挿図齢淘　図版

鼠鼠⑳且乱射

了二

南西部に位置ず

るの褐灰傲砂質土

中で掘り方を検出

鵠㌘　上空＋脛

挿図66　SK62遺構図

L＝1。35m

Å

①褐灰色砂質土（炭を含む）

②灰褐色砂質土（炭を含む）

③淡暗灰色粘質土（炭を含む）

④淡暗灰色砂質土

⑤暗灰色砂質土（炭を含む）

⑥暗灰色砂質土（炭を多く含む）

⑦灰褐色粘質土

⑧灰色砂

⑨灰白色砂

⑩暗灰褐色粘質土

した。

形態　　平面形は齢が慧

な醗酵で淘　断面形

は避梯状を巌ず

るの規模は紬。鵬X

鍼粧胤磯路唖　航

測る。

丑層　　大き環み竃粘質

①明褐灰色砂質土

②褐灰色砂質土

③暗褐灰色砂質土（炭混）

挿図67　SK63遺構図

－－1F－lF・iう7㌧－



土と砂質土が交互に堆積して齢た。

遺物　　⑩層よ　上層で土師器饗、高塀が出土したの聾　澤の摘朗　を図化してお。

時期　　出土土器より古墳時代前～中期と思われる。

＄腕錮　挿図棉⑳　鼠摘、図版温　⑳黒）

位置　　8藍グリッドのほぼ中央に位置

する。褐灰色砂質土中で掘り方を

検出した。

形態　　据　方の西側がSD蟻によって

切られているが、南北方向に長軸

をもつ楕円形であると思われる。

断面形は皿状を呈する。規模は虹

10×0．56以上－0．1）mを測る。主

軸甘言　駕一一二之二穂二、1、主言＝

丑層　　壌土は灰茶色砂質土且層であっ

た。

遺物　　土壌底面に土師器器台

〕一〔ノ甘ミノ　′正常㍉∴′？∴工∴．′＼堰

かれたような状態で出土した。図

億はできなかったが、底面からや

や浮いた状態で土師器婆片が出土

した。

時期　　出土土器より古墳時代

前期と思われる。

＄挽随　挿図舶）

位置　　8Cグリッド南東部に

位置する。Sm銅の壌土

挿図68　SK64遺構図

①暗灰色粘質土

②淡灰色粘土

③淡灰色粘質土

（②よりやや砂質）

を切って掘　込まれてい

た。

形態　平画形は隅丸長方形

〕三二三‾ll‾ll二‾＿‖二三二二

57－0．24）mを測る。主

軸はN一柳0－Wの方向

一　58　－



である。

土層　壌土は3層等淘ず鴎で粘質並であった①

遺物　　遺物は金環出立』なかったの

時期　　不明である。

一　一　　　　　ニーフ

位置　　　馳グ　ッド南西隅に位置転句　S諏鍼の底面をわずかに掘　込んでいた。

形態　平面形は隅丸霧方形で鞠断面形は逆梯状を呈する。規模はは。鵬×の。85－凱瀞郎

mを測るの主軸は飼…開0…Wの方向である。

土層　　埋立は淡灰傲粘常並鼠層であったの

遺物　土壌底面等竃膵の摘郎鞠須恵器激評の摘郎淘　自然石が出土した。Pの鯛は、焼成

鵠深つ＋＋脛

挿閥瀾　慧隠随遺構閻

…　59　－



後に塊を受けた痕跡はな　つぶれたよ　な状態で出土したの　＄馳融栽削後に、埋立

及び底面を掘り込み竃鞠施淘自然石を廃棄したもの君あ掛翫腕

時期　　出土須恵器より古墳時代末と思われるの

慧縮開　く挿図7且⑳且且嶺、図版温離　　　　し＝175m

位置　　国正グリッドの

北西部に位置す

る。褐灰色砂質土

中で掘り方を検出

した。

形態　　掘り方の南側が

S D24によって切

られているため平

面形は不明である。

断面形は椀状を呈

する。規模は　組。

10×0．55以上一0．

32）mである。

土層　　埋まは7層で淘

②⑦層が砂質丑で、他は粘質丑等あるの

挿図7呈　SK67遺構図

挿図72　SK68遺構図

－　60・－



遺物　埋漉中で土師器壷淘婆が破片の状態で出土したの　描線部　原澤の摘　⑳摘釦　を図

化しておく。

’二二　　二二＿　＿

慧隠闘い潤帽郡部

位置　　調査区の南西隅に位置ずるの褐灰傲粘質土中で検出した。

形態　　据　方の一部を検出ずるにとどまったの平面形淘規模とも不明である。

二∴′、　　　ノノ

時期　　出土土器より苗墳時機後期以降の土壌であると思われる。

慧醍醐　挿図関⑳摘郎

位置　　　藍グ　ッ　の北東部に位置ずるの　S諏蟻の底面で掘　方を検出した。

形態　　平面形は南北濃霧齢革整形であるの土壌底面に断面椀状の落込みが検出された⑳

また淘径摘郷程度のピッ　が　個据　方の線部で検出された。断面形は皿状を豊す

、二　∴l′．－　　　　　　　　　　　　　　　・　　　‾、り二つ　－　　　’‾l「‾、、；

＿－1二　　　∴　　′　　一一　　　　　　　　　‾

二A、．、　l∴・‾　　　－

が出土した。

時期　　出土土器羞堕中健の

土壌である藍思われる。

、　　　　－

図版12⑳28）

位置　　冒藍ダ鱒ッ拝の南東

部に位置ずるの滞灰傲

粘常並上面晋検出』

たの土器群鵬の中等漉

器片の密集度が静内の

他の土器の出土状況に

胱璃竃非常に高潮牒た

£藍から土器滞り藍』

竃捉えたの

形態範霊芸霊；誠
竃師た。二器緒の出法

師剰峨凱凱離撒細腰

①暗灰色粘質土

②灰色砂質土

（鉄サビ色の砂質土混）

ー　糾　…

挿潤閲　覧隠鯛遺構露



あった。

遺物　　壷　澤の摘割、聾繹融舶～摘祁鞠器

一一　∴∴　、

時期　　出土土器より弥生時代後期のもので

あると思われる。

▼言上・ノ　：盲甘　一　‾－∴：ら上′、、・ノ

位置　　7Dグリッドの南西隅に位置する。

青灰色粘質土上面で検出した。土器群

鵬の中で土器片が密集していた。

形態　　軋55×凱翻）mの範囲で土器絆が

密集していた。土器片の出土レベル菱

は、約且5cmである。

遺物　　復元の結果3個体分の土器片が重な

あっていたことが分かった。婆

‾一l了　‾ニ：　　＿：、、＿　　、、′一・一

ある。

時期　　出土土器より弥生時代後期のもので　エ

あると思われる。

挿図調・土器溜購1遺物出土状況

曲　噛

挿図75　土器溜明2遺物出土状況

－　62．－



第遜節　湧状遺構
‾－、　　　　　一

位置　　6Eグリッドの北西隅に位置する。帯灰色粘質土上面で揺り方を検出した。

形態　　溝の達向は餅…欝○…斑の方向である。検出された溝の長さは約4mであるが、さ

らに北東方向に延びて珍駕　のと思われる。幅は。Ⅲ内外で、北東端が幅広となる。

深さは　ゆ　撒内外等あ

る。断面形は逆梯状を

呈する。底面で且～2

個のピットを衛する平

面長方形の土壌状の掘

．一、－1

滞掘削と同時に掘られ

たものか淘　それ以前の

ものであろう。

土層　　清の埋まは盈層で淘

拉　柱

L＝軋70m

施療Å′
ご

砂質丑が堆積』等齢たの

遺物　　埋土中で土器片が出

土した。

時期　　掘り方検出画より弥

生時代後期の滞、である

と思われる。

＄随鵬　挿図開譲

二、‥＿

りから西方に延びる澤で

あるの滞灰餞粘常並漉画

で掘り方を検出したの

形態　　溝の濠向は東西の方向

習あるの轟き的毎捌載わ

たっ竃検出する這藍がで

きたが淘　西側は調査区外

に延び馬　東側はさらに＄

扮鵬方向に延びて締たも

のと思われる∴

L＝0，70m

瘍
S＝l：40　】m

l∵‥l‥二一一一一一一111－－－！

挿図76　SDOl遺構図

挿図77　SDO2遺構腎

一　郎　－

①淡灰茶褐色砂質土



幅はの。4m内外摘採馴ま。耶撒内外を測る。断面形は皿状を凝する。

丑層　　壌土は、　層で砂質丑が堆積して締た。

遺物　　図化はして齢ないが淘滞底面よ　平行洗練濃を外商に施す複合描線が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代後期の溝であると思われる。

、‾．一二摘石（　＿一　因．軒

位置　　6藍グリッド南西部から南東に延びる溝等ある。滞灰色粘常並漉画で掘り方を検

一二　′、

形態　　やや湾曲してはいるが、溝の達向は飼－5魂〇二Wの方向であるの検出できた清の藻

∴　こ′手工、‥　∴二l、、、、－1∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　∴′′′∴了′1時

千草∵「、・二、、　＿一＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・：一立Ali一・、三亭l

察す芝と、溝が温度掘りかえされた形跡が窺われるの滞③が埋った時点で溝⑧が据

込まれている。滞④は幅。耶m内外鞠深さ　や　耶撒内外淘滞⑧は幅。耶撒以上、深さ。

2m内外を測る。溝④⑧は南東側でその区別が不明瞭となる。

土層　　埋土は溝④⑧とも砂質土である。

遺物　　出土遺物のうち、婆の描線を　意図化した　澤の鋼　⑳鋼鋼。

時期　　出土土器より弥生時代後期の溝であると思われる田

へ、，一　古訂ら、l

位置　　7Dグリッドの中央付近に位置する。蘭灰色粘質土患商で掘り方を検出した。

L＝0。80m

1－1－1「‾「「‾‾l

Å′　　　　　　　　B

①淡灰茶褐色砂質土

0

挿図78　SDO4遺構珂

一　朗　－



形態　一度南北に鵜の撒延びた後潟東方向に約粥○折れ曲がって淘約3m延びる。さらに

南東方向に約　m延びた後璃わずかに両方向へ角度をふる。検出できた溝の長さは

約。mであるが淘さらに両方向に延び若齢たと思われる。幅は。～0mで深さは

0．05（－・0。12mである。）

土層　　壌土は淘砂質土等あったの

挿凰澗　慧粉鵬⑳那遺構潤

一　65　－



遺物　　埋土中で弥生土器片が出土したが頂　図化できなかった。

時期　　出土土器より弥生時代の清であると思われる。

∴‥・、・声i重工‘、、‾‥し二　言・J l

位置　　8Dグリッドに位置する。土器群鵬取上後淘滞灰色粘常並上面で掘　方を検出し

た。

形態　両溝の走向方向から推測すると淘直径はmの環掛こめやる溝があった　のと考え

られる。SD鵬は北西部で北西方向に延び貰珍　技溝を裔する。S氾鵬は幅。5～

・′、、衰さ・．1・、告ニ　　　‾　二：‘‾　　　　　　　l　　　　　　　　　㍉　二「

土層　　SD鵬の埋土は　層で、④層のみ粘質土淘②層は巌絆を少量ながら含む。SD鵬

の壌土は且層で砂質土である。

土壌　　SDの5の北東部には、＄提訴⑳誠が壌土を切っ竃掘　込まれ竃締た。Sの鵬⑳鵬

の内側にはSK43～魂の土壌及び多数のピッ冊検出されたの　その　ちの　つのど

、＼、三、つ－＿′、＿二・∴、・了‥l・′　一言　　　　　　　　　　　　　三一′　∵工十上

の据　方の北側を切るピット　膵臓　内には巌片とともに焼石鞠　SK媚の西側のど

．、　‾二二・、ノ主工、径∵∴定言・、　　　　　　　　　　　　　　‾・缶－＿て・‥たつ

さらにまた、SK48の南西にあるピット　膵蟻　内では淘径　mm程度の閏形の穿孔

痕をもつ緑色化した流文岩質凝炭岩が出土した。ピッ　内晋は害れた状態で出土し

たが、接合することができた。

遺物　　Sり鵬⑳腕とも弥生土器が底面及び埋土中で出土した。その　ち淘壷澤の鋼⑳鋼⑳

、∴寸立、婆（上三rJご　∴一、∴＼，　一　　　　　　　　　　・′一一一一　∴ノ∴′I

を図化した。

時期　　出土土器より弥生時代後期の溝であると思われるの

、‾‾　′：真堰再）」′i玉∴廿二、1－

位置　　7藍グリッドに位置する。土器群腕土器滞りの臓患後淘帯灰色粘質土上面で掘

り方を検出した。埋立を切ってS監謂⑳詔が掘　込まれる。

形態　蛇行気味であるが、溝の走向はN一摘〇一藍の方向等あるの濃さ約8mにわたって

検出したが、さらに南北に延びゆくものと思われるの溝の底面は平坦ではな、皿

状の浅い窪みがい　つか見られた。溝の幅はゆ～8m鞠深別離の～。mである。

土層　　埋土は3層で③④は炭片を含んで締た。

遺物　埋土中及び底面で弥生土器が出土したのその内頂壷澤の飢跳寮澤の飢～飢郎鞠

昔一一　ぼ。′号一二一　正二lポ　予言t二、．㍉　、・、＿

時期　　出土土器より弥生時代後期の溝であると思われる。

一　66　－



穿孔痕のある流文岩
凝灰岩出土

㍗ミゝ
＼

＼
＼

＼＼　　∫∂な　＼＼＼
＼

＼
＼

＼

＼＼＼＼、∈プ

調査区城外

＼

二二

午

ゝミニー

S＝l：80

2

L＝0．70m

A’　　　　　　　　B

0

S K40

二二
凸

挿図80　SDO5・06遺構図

⊂⊃土鳩

炭化物を多量に含むピット

木が出土したピット

桂根が出土したピット

①淡灰茶色砂質土

②明灰色砂質土（褐色土プロッタ混，炭混）

③灰褐色粘質土



①褐灰色砂質土

②背灰褐色砂質土

（9褐灰色粘質土

④淡明褐色砂質土

（9暗灰褐色砂質土

⑥灰茶褐色砂質土

（やや粘性をもつ）

B′

S＝l：80

0　　　　　　　　　　　　2 鵡翻

l j＿　＿＿　　＿　　　　－　i　　　　　　　　　二一二ヨ

挿図81SDO8～12遺構図

S＝！：20

0　　　　　　　　　　　　∩弓　　　　　　　　　　　　inl

＿‾‖二言∴　∴‥＿　＿l＿　‥‥　　　－

挿図82　5日鼠3遺構周



慧粉繍　挿図飢◎図版掴ラ

位置　　Dグ　ッドから　耶ダ　ッ韓にかけて延びる溝である。SD脚とほぼ平行する。

青灰褐色砂質土中で掘り方が検出され淘　SDⅢによって溝の北側が切られる。

形態　溝は飼一且＄〇一藍の違向で直線的に転か9m延び、溝の両端は閉じている。幅はのe3～胱

＼・　′、

土層　埋まは　層で海綿ずれ　砂常並であ　鞠　SD脚の壌土と同じである。

遺物　図榔♭なかつたが鞠底面からやや浮縞た状態で、平行沈線文を施す複合描線が

出土した。

時期　出土土器よ　弥生時代後期の溝であ　淘壌土の状況よりSD脚と同時に存在し竃

いたものであると思われる。

慧沙錮　挿図飢⑳且膵珍摘淘図版摘⑳報う

位置　　恥グ　ッドから　謳ダ　ッドにか柑竃淘青灰褐色砂質土中で据　方が検出され

た。S諏恩　命臓に切られるの

形態　N一且80－藍の方向で直線的に約　m延びた溝は、南側で東西に分かれ弧状に延び

・・＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　′一、二

一　　二．＿l　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、・∵．＿　－・ノ、7ニ′、三°

、∴立　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言・・‾ノ　　ー‾　　一；．、言．　　し‾　・′

⑤層よ　海溝の内側に流れ込むような状態で、内行花文鏡の破片が出土した。遺存

状態が非常に廃　線鰐馴まとんだ出竃齢なかったの鏡の破断面はきれいに磨かれ竃

齢た。鏡背を観察する藍淘紐の部分は不明であるが鞠銃座に葉文と「宜」銘淘　内行

花文の間には淘　山形文と結び目濃がおかれる。その外には櫛歯文帯が巡るの復元実

測の結果鞠擾膵潤内外淘　内行花濃は　孤であるた思われる。

時期　　出土漉器よ　弥生時代後期の溝等＄馳鵬と同時に存在して齢た　のであると思わ

れる。

慧随盈◎　挿図飢鞠　図版摘ラ

位置　　　肋ダ　ッ拝から　馳グ　ッドにかげ竃淘滞灰褐色砂質土中で掘　方を検出したの

形態　　N…摘〇一藍の方向等直線的に約。罰犯にわたっ貰延びる溝である。北側端は閉じる

－－1二　　ノ　、

である。

丑層　　埋立は　層習鞠砂質丑であるの⑧層は鞠　S馳鼠　◎臓と同じ壌土であるの

遺物　　底面晋弥生土器片が出運転たの

時期　　出立土器及び埋まの状況よ　淘弥生時代後期淘　＄扮狙◎臓と同時に存在』た溝で

ノぁる藍思われる苺

l一一一一　57　－－



、－1二　　　、

，＿　　　二．・’ノ　　　・：′　＿　′　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾′　‥　∴＿。

′二二　　・　㌧…：’．＿l‾‾二し　一　一‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l・十‥、’＿丁
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一l＿　一一ノ、＿　亘・一　　一　　　　　1

丑層　　壌土は　層で砂質まであ　淘　S扮摘⑳臓と岡隠習あるの

遺物　　図化はしなかったが淘底面で淘平行放線濃が外商に施される複禽描線が出土し

た。

時期　　出土土器よ　弥生時代後期の溝であ　淘　＄諏摘⑳腿藍同時に存在した　のである

と思われる。

、、守肯黒、　　コ、い∴・

二、三　　、て・二言つ／、、′∴っ′′．二ノへ　∴、　　一　　二　　一　　　　　　　一　、÷子＿・／た。

形態　　N－且50－藍の方向で約。耶撒直線的に延びる清である。溝の両端は閉じて締る。幅

は0．50～0．80mで、深さは0．35m内外である。

＿　二　　二＿一、－′土　工7－工圭　‾ニ；了′　　∴

遺物　　底面で弥生土器が出土したが淘　その内壷　澤の禦劉鞠婆澤の禦劇　を図化した。

・二つ＿l　　∴コ二十1∴ノ∴十’三享十、雷専′1二、．‾　　　　　　　　　　　　　　　　・－∵1二つ走ら

と思われる。

慧沿盈遜　鐙挿図8凱つ図瀾組郎

位置　　　Dグ　ッドから　藍グ　ッ　にか相等褐灰色砂質土中警務　方を検出した。＄

鑑別を切って据　込まれていた。

形態　　南端は近代以降の掘削によって破壊され竃お　鞠北端は調査区外に延びて締る。

・ト一一l享∵…言・㌻‾　与7古手計三人、’∫′。′、、＿　lト、・　　ご　　　　　　　　　ざ　　了　′－′－ノ′∴P

mである。

丑層　　壌土は3層で、全て粘質土である。

遺物　　埋土中で須恵器片⑳土師器片が出土』たが淘　囲機雷きなか肇たの

時期　　出土土器より古墳時代後期以降の清等あると思われるの

、言－・吾味電3、

位置　　　沙グ　ッドから　Dグ　ッドにか柑竃淘褐灰色砂質土中等検出した。

へ享　　つ－1－－圭一　　士で、二．一丁了、亡信予、†′…　　　＿　　　　－　　　　　‾　　一一　り芋ゴ　∴′－・ノ：

′′’－へ・二、7、査こさ′∴、二一一、＿　一′、．一．い・・こ一

丑層　　埋土は且層で粘質土である。

遺物　　埋土中より須恵器の細片が出土した9
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時期　　出土土器より苗墳時機後期以降の溝であると思われる。

巨　　〆耳ダ

①灰褐色粘質土

（暗茶褐色土を

ブロックで含む）

挿図83　5日相通構図

慧診盈慧　挿図鮮魯鼠摘淘　図版蟻∋

位置　　調査区の南東部で淘調査区を斜行気味に縦断して締る。据　方の東側はS恥蟻に

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．二　、　∴　　‾。

まれる。

形態　　清の両端が調査区外に延びるため淘全貌は明らかではな齢が淘　狙。狐にわたって

一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　り・　　　　　′、丁　・・・・一　一

m開外等凝る◎滞磯遠爛瀾瀾一別0－藍の方向である。

丑層　患層断面を観察する藍鞠藩に堆横転た土砂が　固据　止ぼられた櫻予が窺われるの

⑯⑮層の堆横後鞠⑬層の堆積後の2回であるの埋まは全等砂質丑であるo

l　′・．　　　　－一

時期　　出土土器より酋蠣時代後期の滞習ある藍思われるの

慧随蟻　挿図齢珍臓　⑳臓淘図版蟻◎詭》

位置　調査区の南東部聯㌘謂遼区を斜行気味に縦断』竃締る。掘　方の西側はS諏誠によ

って切られ亮主

形態　溝の両端が調査区外に延びるため淘全貌は明らかではな齢が鞠舗mにわたっ竃検

出する芸たが等きた。幅は　m内外と思われる。深別離。翻m内外である。溝の慶

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　－　　　　　　ノ　　　ー

されたの

丑層　埋まは温層である。隠たみだ粘質まであるが淘⑰⑳⑪⑳⑳層はやや手ぎわ　がザ

ラザラ』竃齢たの⑳闇は径　mm程度の砂粒を禽ん晋洩の

遺物　底面の足跡状の窪みの中で描線を脛に面相押』慧ぶされた様な状態で土師質の皿

一　栖　－



澤の255が出土した。欝の錆　は底面に回転糸切　痕が見られる。埋土中で土師器塔

‖　ノ　‾　－．、ムー‾　＿　＿一　l　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、－′一∴・、

∵㍉　－　‾　′＿　＿、．一、二　　∴二．－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J、・了・二lyき

∴「　二言工一一ナ二＿十　　．、　＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　、、′）′一一二言＼

＿＿＿！十′、小、′「一一′、∴．∴＿・　＿㍉ノ　ー　∴：＝　＿　　　　　　　　　　　　　㍉＝　予、二三‾

錆の須恵器片は溝の壁面に包含されて締たものが構内に流れ落ちたと思われる。

時期　　出土土器より鎌倉時代に掘られ、埋まった清であるた思われるが∴甑朋射㌘娠

258～錆が出土していることと、＄恥蟻の存在を考え合わせると淘奈良時代から存

在していた溝が鎌倉時代に改めて掘られたもの等あると思われる。

・　　帝空二日一

位置　　＄斑グリッドの北西部に位置する。S馳蟻の壌土を切っ貰据　込まれていた。

－：宇　　　い　∴　　　二．丁、、・、二l　‾・　　　　　　　　　　　　　l　　㍉晴・′∴　－′、ノ∴

翫腕深さは徽沼m内外である。

土層　　壌土は且層で粘質土であった。

遺物　　全く出土しなかった。

‾了　　∴・＿＿＿㍉二、月∴了　′　－‾　　′　　‾

・′、紳訂主

位置　　8藍グリッドの北東部に位置する。褐灰色砂質土中で検出された。

形態　　溝の西側はSm且馴こよって切られ淘東側は調査区外に延びるため全貌は明らかで

二　一二：三二

挿図84　SD17遺構図
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①灰褐色粘質土

②灰褐色粘質土（粘質が弱い）
L＝1．60m

勅裁
S＝＝】：20

0　　　　Cや25　　　0．5m

忘志
挿図85　5日18遺構図



はないが、約2。5mにわたって直線的に延びる。幅は0。3m内外、深さは0。05m内外

である。

遺物　全く出土しなかった。

時期　不明である。

馴別離硯狛瀾閻捕洩蝕海　矧隊嘲

位置　　　藍ダ　ッドから　藍グ　ッ　にかけ等南南西から北北東方向にのびる教条の溝

を検出した。褐灰色砂質土中で採り方を検出』たの

l一　　　　　　　－　　一　　　一　　　　　　　　　　　　一

浄削潮緬信醐氾摘煽裾抽凱深割Ⅲ馳鶴針酎飢蠣軌緬虹隊削Ⅷ施臆測凱

‾　・い　　　二　　　　二　　　　　　　　　・　．　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　＿

＿　′　　　　　1　－　＿　　　＿　　　　　′ヽ　－　　　　　　　　＿　　　＿　　　‥　　－

E、SD23がN－150－Eである。

土層　　壌土は全て砂質土で、同じ埋土である。

遺物　　SD摘埋土中で、ほぼ完形の須恵器の壷評の野郎　が出土した。

時期　壌土の状況、検出レベルが同じことから淘ほぼ同時期の溝であると思われ淘　S馳

摘出土須恵器よ　奈良時代の溝であると思われる。

・、j「l甘一工　‾：＿＿、骨ル′　二　＿、　′r＼

位置　調査区の南端で、調査区を横断する。褐灰色砂質土中で揺り方を検出した。

形態　　清の東西が調査区外に延びるため淘全貌は明らかではな師が淘轟き約禦甜鵬わた

、′／…、、、　　　　′、、　′一・一　二　　一′二！

＼、　　　　　　　　　　　l　　　、．′、

丑層　　埋まは東側と西側習様相を巣にする。東側の壌土は　層で淘底面に砂質土が堆積

ずる。西側の滞底面には粘常並が堆横ずる。東側の清の底面は西側鴨わずかに傾斜

する。

遺物　東側の溝の底面習須恵器膵の細が出土』た。描線部が内側に折れ曲が　鴻特異

な形態を示すが璃　輝蓋と思われ淘　天井部内面に墨の痕跡を残す◎　東側の溝の④層

習顎澄みが紺　須恵器輝蓋澤の那鋼と須恵器双滞壷緑澤の野郎が出土』た。㌘の野冒

と野　は淘重なって出土した。欝の欝の天井部内面には擦痕が認められる。転用硯と

思われる。西側の溝で土師器聾　評の野郎　が出土したの

時期　　出土須恵器より、古墳時代末～奈良時代の溝であると思われる。

5日25（挿図88◎且鼠8◎119⑳149、図版15⑳34⑳52）

位置　　調査区の南東部で斜行気味に調査区を縦断している。SD蟻の壌土を掘り込み淘

Sり16の西側掘り方を切る。
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形態　溝の両端は調査区外へ延びているため、全貌は明らかではないが、長さ32mにわ

たって検出することができた。幅は2．5m内外で、深さは1．5m内外である。溝の走

向はN－240－Eの方向である。

土層　埋土は10層に分けることができた。底面には粘質土⑩層が堆積しており、⑨層と

⑩層の間には粒子の粗い砂が約1cm堆積していた。⑨層では広葉樹の葉・小枝が面

的に出土した。⑧層は粒子の細かい砂であった。⑥層は粘質土、⑦層は砂質土であ

った。⑤層より上層は厚く粘質土が堆積していた。

遺物　埋土中で、須恵器坪（Po229）、須恵器片（Po230～236）、須恵質土器片（Po238）、

須恵質賓（Po245）、底部（Po247）、瓦質の釜（Po244）、こね鉢（Po246・248）、備

前焼の大賓（Po239）、措鉢（Po240・241）、越前焼の大聾（Po243）が出土した。ま

た、埋土中で鞠口（F3）が出土した。

時期　　出土した備前焼より室町時代（15世紀頃）の溝であると思われる。

写真8　SD15完掘
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L＝1．75m

‥‾‾‾∵　‾l

L＝1．75m

l‥l‾‾l…∵‾二‥l‾l

感陸怒⑳

③′灰褐色粘質土

（粘性が弱く、やや砂質に近い）

④灰茶褐色粘質土（粘性が強い）

⑤褐灰色砂（砂粒が粗い）

㌔

◎

挿図86　SD19～24遺構図



ト

SD15

SD16

S＝i：80

0　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　4m

挿図87　SD15・16遺構図

①灰褐色粘質土

②明灰褐色粘質土

③灰白色粘質土（褐色土を少量含む）

④　〝（褐色土の大きなブロックを含む）

⑤灰色粘質土

⑥暗灰色粘質土

⑦灰色砂質土（砂粒小）

⑧暗灰色砂琴土

⑨暗茶灰褐色粘質土（植物遺体を含む）
⑩灰色粘質土

⑪暗灰色粘質土

⑫　〝　（やや粘質性をもつ）

⑳オリーブ砂質土

⑭明褐灰色砂質土（オリーブ砂質土浪）

⑬褐灰色砂質土（オリーブ砂質土混）

⑯暗灰茶褐色粘質土

⑳淡灰褐色土（ややザラザラ）

⑱灰褐色土

⑩淡灰褐色粘質土

⑳　〝　（ザラザラした砂粒を含む）

⑳淡灰色粘質土（ややザラザラ）

⑳淡灰色粘質土

⑳褐灰色粘質土

⑳淡灰褐色粘質土（やや砂質）

⑳灰色粘土

⑳灰色シルト（やや砂質）



第磯節　豊器群

‾　守薔‾　　l・

位置　　5藍グリッドの北側淘　毯諏グリッド海　嶺斑グリッドに平面的に広がる。褐灰色砂

質土の下層を据　下ば中に検出』た。

形態　　広がりの平面形は不整形等淘　費の範囲は、東西に描m、南北に鼠4mである。広が

の南東部の土器の密度が高齢。

遺物　　壷、登頂高輝鞠器台鞠が破片の状態で出土した。出土土器の　ちPの錆～郡を図

化した。

時期　　出土土器より弥生時代後期のものであると思われる。

－ギギニ　　‾　∴　　　　　　　　　　∴′　　　一　∴′ノご、、．二二

位置　　調査区の南端鞠　冒監車掌肋のダリッドの南端、＄¢◎8肋グリッドに位置する。

形態　　調査区の南端等褐灰色砂常並から滞灰色粘質丑据　下ば中に弥生土器がまとまっ

て出土する状況がみられたため淘　その都度出土状況を実測しながら土器を取　上ぼ

た。土器の出土位置をまとめると平面形は環状を呈することが分かった。最も高齢

レベルで出土』た土器は標高的。撒海藻も低いレベルで出土した土器は標高約の。9

mで出土』淘沈高澄。狐を測るの土器を取　上ば後、帯灰色粘質土まで掘り下げた

ところ淘土器群の北側部及び東側部でS馳鵬を検出した。また土器群の南側部では

S馳鵬が検出された彷土器群の商側部では鞠滞状遺構は検出されなかったが淘浅齢

不整形の窪みが数個淘　＄諏鵬の北西端とS氾腕の北西端を結ぶライン上に検出され

一　二　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　′ン　し、、・二二　一・．一　　二一、

十三二　　三一三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　＿∴　‾＿ノ二　、∴一一・・一∴‥一　l‾‾　′

ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴　－・り二　　一　㌧∴　‾　ニ　　′二一一

体分澤の舗～諏鵬　を図億』竃お　の壷はやや長めの頸部から複合描線に至る　の

評の邦～錮鋼淘　頚部からそのまま立ち上が　描線端部に至るもの　評の鍋～邦祁淘

小型のも¢亘紅葉掛㍉誹の、スタンプ文が施される壷（Po302～304）がある。Po303◎

‾一‾ト．言！．、

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　‾　＿一　　　　、日　一言∵　′＼－・・

l　　　　　　　　　　　　＝、　二　　一

‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　一1　一　二　　＿　一’　　　　一

二　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　一一　　　　　　一　　′

＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　‾　　一　　　一　　　　　　　　　一　　　　一

は淘受部と台部外画に深ダンプ文が施される。底部は、平底の　の評の舗～野郎淘忠

一　　　　　．　　－′一
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に焼成後穿孔してあるものである。欝の欝は海外面に不規則にスタンプ文が施される。

土器のほかに、ジャスパー片　点、砥石　砂岩淘銑藤　野鋼　が出土した。

時期　　出土土器より弥生時代後期であると思われる。

豊器群鵬（挿図錮⑳且29、図版姐）

位置　　6Eグリッドの南西部を中心に平面的に広がるの帯灰褐色砂常並掘り下げ中に検

出した。

形態　　広がりの平面形は南北方向に藻楕円形で淘　その範囲は東西に約　m淘南北に約7

mである。土器の出土レベルは、標高約　の　～　ゆ　狐の間にほぼまとまっていた。

土器を取　上げ後、青灰色粘質土上面でS監鋼⑳鋼を検出し貰お　淘　また出土位置

が、6Eグリッドにある土壌群の上層にあたることから淘　これらの土壌に伴う遺物

とも考えられる。

遺物　　壷、聾、器台などが破片の状態で出土した。組患患掛の針射甑一諏～鍋　を図化し

た。

時期　　出土土器より弥生時代後期であると思われる。

土器群掴（挿図89⑳且3、図版摘⑳姐）

位置　　6Dグリッドの南西部に平面的に広がる。滞灰褐傲砂常並の下層を掘り下げ中に

検出した。

形態　　広がりの平面形は不整形で、その範囲は東西に約　m淘南北に約　mである。土

器の出土レベルは、標高約．mであった。土器を取　上ば擾淘滞灰色粘質土上面で

SK邦、2およびSD鵬を検出してお　璃土器群と』貰取　漉げた土器は、ほぼそ

㍉÷了つ「枠組言「とまつ、7、、‡∴　′　　′　　1・、こ　l　　　　　　　　＿・、二：、つに手

れぞれ伴う遺物とも考えられる。

遺物　　壷、聾、高塀、器台などが破片の状態で出土』た。出土土器の　ち野の諏～郷　を

図化した。

時期　　出土土器より弥生時代後期であると思われる。

蓋器群の5（挿図の◎且3、図版摘）

位置　　6Eグリッドの北東部に平面的に広がる。滞灰褐色砂常並嫌　下ぼ中に淘一部や

やまとまったかたちで検出した。

形態　　広がりの平面形は南北に長い帯状をなし淘　その範囲は東西に約　m、南北に約4

mである。土器の出土レベルは、標高約。～　め　耶腿の間に最澄ぼまとまっていた。土

器を取　上げ後、青灰色粘質土上面でS監摘⑳膵を検出したが鞠　それらに伴うと思

われるものはない。しかし、まとまって土器が出漉した部分に関しては、土壌状の

落込みは検出できなかったものの、土壌底面である可能性もある。

－　74　－



1

3E

挿図89　土器群01～06遺物出土ボイン巨



遺物　壷淘寮淘高塀などが破片の状態で出土した。出土土器のうちPの購～姐3を図化し

た。

時期　　出土土器より弥生時代後期であると思われる。

＿∵さ声主　　Il、　　　　　　　　′

位置　　　藍グ　ッ　のほぼ中巣を南北に縦断するよ　に広がる。褐灰色砂質土下層を掘

、∴′一　　一

形態　　広が　の平面形は南北に藻齢帯状をなし、その範囲は東西に約2m、南北に約＄

m深ある。南側で土器の出漉した密度噺高ら北側には土器溜如且としてとらえた

－　∴こ′′・′　　　　　　　　　　　　・＿「：こし、・、′ヾノノアや′一；∴∴詐∴・一・。：l古、′十、

レベルで標高的。m晋淘沈高菱は。mを測る。土器を取り上げ後、淡灰色粘質土

上面でS監3滴詔および＄馳雛を検出した。

遺物　土器の出土』た密度の高齢南側で馬ほぼ完形にまで復元できた壷評の姐軸と賓評の

′∴　　　　　　　　　　　　　　－　　′　　一Il・．、、∴、＿　了りニ′、二㌔、′1・‥、－副

一∴・　　　　　　　　　　　　　　　　　一、、　∴一　　、二　‾l∴－　∴ご∴　－＿　＿

′・．一‥　　　　　　　　　　　　　　　　－　1－　　㍉一、IJr　　‾　一∴．′し∴・‾言二l′　二　‾

二・＿ニー　　　　　　　　　　　　　　　　　l　＿l　　一、　　了－＼∵二；一l′∴　、′

の＄監3鞠器も潜めた遺構に淘土器群鵬は伴う　のとい　ことが遺物の点から考え

、一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　二　　　　一・・・・∴　′・　一　一

齢に伴う　のである　の

時期　　出立土器より弥生時代後期であると思われる。

・＝　…　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　一

位置　　藍ダ　ッ　の中窺南端を中心に鞠　藍掬　藍グ　ッ　にか相で平面的に広がる。

褐灰色砂質丑据　下ぼ中に検出』たの

‥．テ　　′＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′’′　三・　一　　　　＝

北東一南西軸約　mであるの土器の出立状況は淘密度の高齢　ヶ所を中心に広がっ

－　　　　　　　　　　　　　＿　て　　こ　　　　・・‾、

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　′　一一　l一　一　　＿　′′

l　　　　　　　　　　　二　一′。・一

竃締るが淘その幅の中等　密度の高かった　ヶ所では淘据　方はな齢ものの淘土器

の出土状況に浅齢皿状の落ちを確認等きる£藍から淘土器群臍は土壌が数基集まっ

竃齢た藍齢　可能性もあるの

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　－、　　．　－

で無頚か塑壷澤の服鋤は完形のまま伏せた状態で出丑』竃締るの　また　ニヂユダと

一　丁r5　一一一一一



＿㍉ニl　∴∴二！、、　＿　、・＿　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　∵告づ、、

うちPo424～439を図化した。

時期　　出土土器より古墳時代前期であると思われる。

‥千　三　・一．‥∴ヰソ・－

一言　、面ゞこ：二、∵　・去高　　一′

位置　　　藍グ　ッドの南西隅淘　S迅掴のす中東に位置する。帯灰色粘常並上面で経穴を

検出した。

一二玉　／黒：ここ十1．・√－　′．一二　一＿、ノ十一、、l二1　　　　　　－　　　　　　　　・1－＿「7㍉∴ぞ㍉

∴∵　　′宣ノ71へ主　叫7、、あこ、了？し′l、一一1－・r．∴　一　　　　　　　　　　　　　　　　三　′　′．－、I

言・．・を捕三、。ノふ．・二三∴了、三　′・二　二　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　l一′’’㌦一

一　　t′モ言上＿、、、一　、二‾　∴－　　　　　　＿

遺物　　桂根が㌘　⑳㌘2よ、板状の本が㌘　のほぼ底面等出土したの桂根は杉を円柱

状に加工したもので、底面および側面に加工痕が認められるのぞの規模は淘㌘招2且。

挿図91SB飢遺構図

一　閥　－

寸7d

c m㈲1二1S＝】：60　　2m



＿－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾　∴、：∴＿、一㌧㌦‾　′、：、＿　＿　l

、1＿＿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、‾　二　＿．∴′　、、‾　　　二′トtIl′一一・

‾　－′

時期　　出土土器および柱衆の検出レベルより弥生時代後期であると思われる。

慧随の窯（挿図犯⑳摘　命摘～蟻鞠　図版鋼⑳飢◎鯛⑳鯛⑳狙◎甜）

十一一三、

言・′

西に位置ずるの背灰

色粘常並上面で枝光

を検出した。建物の

西側は調査区外に延

びてゆくため全貌は

明らかではない。

形態　　梁間　闇　路。鵬

′

るが淘　2閣以上にな

るものと思われるの

童顔冊漕主調酢⊥W

の方向等ある。

経穴　　柱衆は射固のみ検

出する芸とがで凱監

各枝光閣距離は淘　㌘

1より2。こ芸5、二上：；′一‾：ここノノ′：・．．、 挿甥92　§BO2遺構宵

S＝i：60　　　　2m

望。37海鼠。霧冒mを測るむ

各経穴プラ汐は頂　㌘＿より　纏×媚…諏淘　緒×悶…邦鞠　橘×鯛一別航　路駁貯鋼

以上一路）雄㍗守言㍉

遺物　検出できたず欄での経衆の底面で鞠板状の木も』錮棒状の木が横臥状態で出土

』た9㌘　出土の本は掬亜鈴状を豊』竃齢離W鋸。その他淘柱穴掘り倒ず中に弥生

土器片が出土〆貰締るの　また頂枝光検出沙ベル濃　縮用cm上面の柱衆が囲む辺　で

軋　X。郎mの範囲等炭の広が　を検出〆た　挿図鍋の　さらに間膨ベルで淘　㌘3

の北西に敲石摘鍋㍉管玉東成品瞳猥鞠砥石摘舶淘衛乱闘板膵の猶鋼が出

土している。＝ユ

時期　柱究出漁の土器および枝光検出伊璃妙より弥生時代後期の建物である藍思われるの

▼一一ll一一一．了．一ナテ‾′　一一・一一一▼－



ー′　・十、十二　　　｛　　‾J　一　　　一

′二‾上‾　　′　二二∴　　′‥ソニ　ー、　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾二　、．－－1・、こ．、二二∴

を検出した。

形態　梁間且間批瞞料結梅暦別間紹瀾如来藍瀾胸骨言離酎路上瀦0－斑の方向で

ある。

∴　　l二、．：ニー．・：つ、、′∴　二・㌦・、l∫・＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・二　‾：肯コ

÷′工′ニ　ず′－∴　二千　′弓　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　．∴弓l　言上

－’′、＼∴∴1－－∴　′．了、、、l　　　　　　　　　　　　　　　　・・三二‡－。

遺物　　㌘6を除　全ての柱究よ　桂根が出土した。桂根はす㌔蛋竃樽を関柱状に加工した

cI十㌧∴工っ　∴、‾．こ一丁′、工ノーニー工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一・、‾、一　′∴

‘言一、二∴一　∴　∴　．－　　　　　　　　　　　　　　　　　；　手工健　ノ鮎、′

掘　下げ中に弥生土器片繹融姻車が出土して締るのまた淘経穴検出レベルよ　約

弛m上面、㌘　◎野　のあた　で虹　×。鵬mの巌の平衡的な広がりを検出した

（挿図の）。

時期　柱穴内出土土器および経穴検出レベルより弥生時代後期の建物であると思われる。

癖SB05のPl出土土器と接合している。

L＝1．00m

璃〇

私

E
C⊃
C⊃

7→

li

J

挿図93　SBO3遺構図
－　78　…



二　∴　　′・ここ　　＿

位置　　　恥グ　ッ　の中袋東寄　淘　＄迅鵬と＄迅姐にはさまれる。育灰色粘質土上面で

′∵∵1ご′一

形態　　梁閣　閣臓の捌淘桁行　間摘。m　の建物で、主軸はN一息の0－Eの方向である。

′主、ノ、　；、l＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　∴二・・二、、‾　－　　　∴　　．

÷′．・　　　　　　　　　　　　　　　　　　∴、　′．∴　－　′　′ニー〉t′一二一‥′　了

－11－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　′　－　＿

遺物　　全ての枝光等桂根が出土』た。㌘3の桂根のみ槍の木であったが、他の柱究出土

の桂根は鯵を関柱状に加工した　のであった。さらに欝　においては、板状の木が

枚底面で出立ノ淘　その　ち　枚は桂根のそこにはい　込むような状態で出土した

‾∴：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　′‾7丁こ　こ、・∴　‾‾　ノ・、′∴　∴一

には棒状の本が　本横臥状態で出漉した　図版狙。各桂根の規模は、野鼠組。5×

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　・．　　　一　　　一一　　　　一　、

L＝100m

テフ　L

uOOl＝㌢

O S＝l：60　　　　2m

挿図錮　慧随鍼遺構閻

…　79　－



・、′＿　　＿・、　一一　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・：、＝　＿・寸ここ高

一－．／。菩　　‾十′・三・一‾－　′、・・‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾　　二ぺ、

。幻Ⅲの炭の平面的な広が　を検出した　挿図鍋の　同沙ベルにお師で注Ⅲ土器岬の

458）が出土した。

時期　　出土土器および柱究検出レベルより弥生時代後期の建物であると思われる。

＊P3については試掘での出土であり、既に処理中であったため、計測できなかった。

、一、　－、‾甘阜：ノ　‾÷　フC閥　二

位置　　9Eグリッドの北西隅、調査区の南東隅に位置するの藩灰色粘常並上面で柱穴を

検出した。

形態　　建物南側が調査区外に延びるため淘全貌は明らかではな齢が淘梁間　間、桁行2

間時。Ⅲ　の建物であると思われる。主軸はN一鵬0－Wと推定される。

柱究　　桂栗は3個検出することができた。枝光閣距離は淘　㌘温よ机。鞠。Ⅲである。

、：ノーし∴「‾l千　㌧∴＿：ゴ二、′　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を吊三、。

遺物　　炉　内で㌘融購、また底面で板状の本が横臥状態で　放出漉した。

時期　　柱究検出レベルより弥生時代後期の建物であると思われる。

＄随賎　挿図粥⑳臓、図版摘）

位置　　＄斑グリッドの南部、SD蟻の東側に位置する。褐灰色砂質土中で柱衆を検出し

た。

形態　　建物の東側が調査区外に延びるため淘全貌は不明であるが馬梁閣且間以上虹6m

以上）、桁行4聞　く5。55m　の建物で淘　主軸は飼一　〇…既習はぼ南北方向である。

挿図95　SBO5遺構図
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′ま∴‥＼　　′　∴′1　　　　　　　　　　　　．　∴l　二王鷹一二　＿‾　。‾／　∴　－、’∴　＿　′

二、、　　　　　　　　　　　　　　′　　－　‾　ニー　′′こ　＿　ご‾　、′′のく二三一l一三六、！′工、〉工′llll

二　　　　　　　　　　　　　　　′　　一　さ、∴・′－∴、′；ごノ三こ一一三∴　′′′一二〉予㍉∴二

14）cnlである。

遺物　　経穴内で淘須恵器輝

∴

舶都㌧　ニ餌浄浩の聾潤鞄

舶鋤が出土』たの

一二　∴′　　′二

り、貴慮時代以降の建

物であるた思われるの

馴鍼糾瀾紺掛沌軋瀾緻減

位置　　綱領輿叛球場噛側

部に位置』淘褐灰色砂

質土上層で桂衆を検出

した。

二一1㌢　　∴㍉　こ

よって切られるため、1

全貌は明らか等はな齢

∴

漁猟臥戯㌦桁符牒閣

膵。邦狐　等ある。奪

回検出された掘立柱建

物の中で鞠断行藻が凝

大儀を示すの　登載瀾瀾

－＄〇一藍習鞠南北方向

からわずかに東にふる。

柱究　　5個の柱衆を検出す

る這藍が習きたの柱究

閣距離は野鼠より　ゃ

媚鞠。鯛鴇。鵬鞠。鵬

mを測るの各枝光プラ

ンはP　ヱ　よ＼ノ　㌍三㌦

し茄

も．ノヱI．．．

E
C：）
Cニ）

ぐ㍗

日

J

－∴鋸∵…

挿図96　SBO6遺構図



・：、・－1、∴　昌ニ′・′′二三‥、二　：工∵′　一　一　　・　　　　　　　　l　　＿‾了、正。

柱究内で鞠須恵器坪澤の舶鋼　が出土した。

柱究内出土土器より淘奈巌時代以降の建物であるた思われる。

挿図97　SBO7遺構図
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窮転筋　井野静

さ　　　　　一二二一1

三正’　・＿

E鵬の北西部に位置ずるの試

掘組粥隼　の＄藍酌である。

形態　　平面形は関形であるの規模

は　紬。錮X。闊…　や錮　Ⅲを

測る。

土層　　埋まは魂層等淘　食管粘常並

であった。

遺物　　ほぼ底面で淘棒状の本が「井」

二二二一　こ

ねられて齢たの井戸枠の僚機

と考えるの

時期　　中健の井炉習ある藍思われ

る。

溺匡鵬　挿図鱒◎臓淘図版鵠⑳職）

位置　　7藍ダリッドの南西隅淘　＄

藍鵬の北東約　め　狐に位置す

る。掘　方の東側を慧諏誠に

よっ竃切られる窃褐灰色砂常

並の上層習検出転たの

形態　　平面形は醗酵習ある◎規模

は淘　軋鵬X。媚…。温鍼狐を

測る。底面にはピッ　状の掘

り込みがみられたの

丑層　　埋まは　層習鞠⑧層を除き海

食竃粘常並等あ軋　ほぼ凍平

に堆横転若齢たの

遺物　　埋立中習馬　本綜馬長さ舗潤

程度の棒状の本鞠　曲ぼ物の側

板の一部か変思われるもの淘

濃さ摘淵程度の篠櫓、海　糸切牒

①褐灰色粘質土

②淡褐灰色粘質土

③灰褐色粘質土

④灰色粘質土

。霊魂。一m
忘宙癖癖志痢癖嘲志

挿図98　SEOl遺構図

ざ⊃　　　S＝＝i：d・0

①淡橙褐色粘質土（木片を含む）

②淡灰色粘質土

③灰色粘質土（木片を含む）

④茶褐色土

⑤暗灰色粘質土

⑥灰色粘質土

忘開脚表㌫表遠忌

挿閉99　S E82遺構図

…　83　－



痕をもつ土師器の底部繹融舶淘土師器片が出土』た。

時期　　中健の井戸であると思われる。

、　　予言十二、一二局∴「

位置　　8mグリッドの北西部に位置する。

形態　　平面形は円形で淘底面にピット状の掘り込み

’、、工、主7．や。h：翼仁　‾　　二　　一　　一

測る。

土層　　壌土は6層で、②④層は砂質丑、他は粘常並

であった。ほぼ水平に近い堆積状況であった。

。遺物　　遺物は出土しなかった。

時期　中健の井戸であると思われる。

（訂橙灰褐色粘質土

（訪韓灰褐色砂質土

③暗灰色粘質土

④淡灰色砂質土

⑤淡暗茶灰色粘質土

⑥灰色粘質土

一　84　－
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遺構名 平面形 断面形
規模

長軸×短軸一深さ（m ） 主軸 出土遺物
炭層の有無

○有 ◎△無
時期

S K Ol 不整形 逆棒状 且。且9×0。62－0。の9 土器 ○ 弥生時代後期

S K O2 不整楕円形 逆梯状 工63＼工29－0．26 N －57。－E 土器 ・石 △ 弥生時代後期

S K O3 長楕円形 皿状 昏椀状 工ユ5以上＼0．57－0．21 N －700－W 土器 ○ 弥生時代後期

S K O4 不整楕円形 皿状 鼠。45×且。且且－0．20 N － 1 e－E 土器 ○ 弥生時代後期

S K O5 不整楕円形 皿状 工75＼工塞－0．28 飼－450－W 土器 ○ 弥生時代

S K O6 楕円形 ．掴＼工20－0．07 N －3鮮－E 土器 ○ 弥生時代後期

S K O7 楕円形 臣最以上＼0．60－0．06 N －20ナーW 土器 ○ 弥生時代後期

S K O8 楕円形 逆梯状 工75＼工34一口。25 N －36ユーW 土器 ○ 弥生時代後期

S K O9 不整長楕円形 椀状 工53以上＼　す錮－0．20 N －300－ E 土器 ○ 弥生時代後期

S K lO 隅丸長方形 逆梯状 上潮以上＼工17－0．15 N －770－W 土器 ◎石 △ 弥生時代後期

S K ll 不整楕円形 連棒状 工55＼臣封ト用言3 N －590－W 土器0小石 ○ 弥生時代後期

S K 12 不整楕円形 椀状 工二は＼上川－0．37 N － 1 0－E 土器 ○ 弥生時代後期

S K 13 長楕円形 逆梯状 且。42×の。63－ 。飢 W －E 土器 ○ l弥生時代

S K 14 楕円形 皿状 且。掴×0。84…の。28 N －5且。…E 芸芸li i ○ 弥生時代後期

S K 15 隅丸長方形 皿状 乱読摘×のか7針当行綱 飼－400－W ○ 弥生時代後期

S K 16 不明 皿状 の。82×凱舶以上－の。且2 飼一姐0－W ○ 弥生時代後期

S K 17 長楕円形 皿状 工15＼0ナ50－0．16 飼－540－W 土器 △ 弥生時代

S K 18 不整円形 椀状 。闊×の。酎巨受信犯 N 一且40－E 土器 ○ 弥生時代後期

S K 19 不整円形 皿状 3。の9×2。86－ 。購 N －370－E 土掛砥石e鉄浮 ○ 弥生時代後期

S K 20 不整長楕円 皿掛 逆梯状 且。銅×の。72－の。且3 N －650－W 土器 △ 弥生時代後期

S K 21 長楕円形 椀状 上狛以上 ＼ ．亜一0．26 飼…錮0－W 土器 ○ 弥生時代

S K 22 長楕円形 皿状 餌。74×の。42－ 。鵬 N －750－E 土器 ○ 弥生時代

S K 23 長楕円形 皿堰 2。35× 。粥－の。39 飼－450一正 土掛石噴石 △ 弥生時代後期

S K 24 隅丸長方形 逆梯状 且。38×凱劉巨双五臓 N －890一正 土掛種子他 ○ 弥生時代後期

S K 25 楕円形 皿状 上6丁目上 ＼O t83－0ネ15 飼－730－W 土器 ○ 弥生時代後期

S K 26 隅丸長方形 逆梯状 且。摘×の。鋸上欄仁摘 W －E 土掛砥石他 ○ 弥生時代後期

S K 27 隅丸長方形 逆梯状 工五以上 ＼ ．翔一0．30 N －720－W 土器e軽石他 △ 弥生時代後期

S K 28 長楕円形 逆梯状 工56＼上75－臣11 N －680－E 土掛軽石他 ○ 弥生時代後期

S K 29 不整楕円形 皿状 且。5且×の。93－の。且9 N －270－W 土器 ○ 弥生時代後期

S K 30 不整円形 皿状 且の2＄×且。飢巨雄上腿 N －740－W 土器 △ 弥生時代後期

S K 31 楕円形 椀状 温。84× 。鍼以上－の。3の N …750－W 土器e骨片 ○ 弥生時代後期

S K 32 楕円形 皿状 。醐 × 。購－ 。掴 N －S 土器 ○ 弥生時代後期

S K 33 楕円形 皿状の逆梯状 且。温5× 。閥－の。且の N －450一正 土器 ○ 弥生時代後期

S K 34 隅丸長方形 逆韓状 。脚 ×　ゎ鍼－の。56 耕一S 土掛種子磯 ○ 弥生時代後期

S K 35 隅丸方形 椀状 の。9　× 。閻… 。諏 因－740－斑 土器 △ 弥生時代後期

S K 36 長楕円形 椀状 且。27×臥55－の。25 N －釦。一正 土器 ○ 弥生時代後期

S K 37 隅丸方形 逆梯状 且。逢9以上×且。52一の。25 飼一関0…W 土器 ◎石 ○ 弥生時代後期

S K 38 不整隅丸方形 椀状 L姐以上×は2以上－0。20 飼－ 6。一斑 土器 ○ 弥生時代後期

S K 39 楕円形 逆樹状 且。且3×の。85一 。舗 飼一且20一斑 土器 ○ 弥生時代後期

S K 4い 不整形 避梯状 且。逢5×且。且3…臥22 飼－280－斑 土器 ○ 弥生時代後期

S K 姐 不整楕円形 皿状の逆梯状 の。＄8×臥牒感…の∴柑 N －370－E 土器◎刀子 ○ 弥生時代後期

S K 42 土器◎土玉 ○ 弥生時代後期

挿寮窃恩　恵蠣…覧寮

一一　85　－－－－



！遺構名

平面形 断面形
規模

長軸×短軸一深さ（m ） 主軸 出土遺物
炭層の有無

○有 ◎△無
時期

S K 43 不整円形 連梯状 0．99×0。90－0。46 N －350－斑 土器 △　 極 生時代後期

S K 44 不整楕円形 逆梯状 且。21×0。80－0。13 N 一報「一斑 土器の焼石　　　 △ 弥生時代

S K 45 不整楕円形 逆梯状 0。86×0。68－0。25 N …380－E 土器 ⑳木 △ 弥生時代後期

S K 46 不整楕円形 逆梯状 0。95×0。86－0。62 N －29。一正 土掛玉京成品 △ 弥生時代後期

S K 47 不整隅丸長方形 椀状 1．30×1．10－0．29 N －260－E 土器 ⑮石 △ 弥生時代後期

S K 48 不整長方形 逆梯状 0。92×0。65－0。艮 W 一正 土器 ○ 弥生時代後期

S K 49 隅丸長方形 逆梯状 L 72＼1．17－0．21 N …560－W 土器 ／＼ 弥生時代後期

S K 50 楕円形 逆梯状 1．76＼0．89－0．12 N －220－E 土器 や石 △ 古墳時代後期

S K 51 楕円形 逆梯状 L ll＼0．70以上－0，08 N 一朝0－E． 土器 △ 古墳時代後期

S K 52 長楕円形 椀状 2．24以上×0．57以上－0。35 N － S 土器 ○ 古墳時代前期

S K 53 不整長楕円形 1．97 Y L 03－0．09 N 一朗。一斑 土器　　　　 △ 古墳時代前期

S K 54 長楕円形 L 33＼1．15－0．17 N 一m 0－W i 土器
△ 古墳時代前期

S K 55 「 増
△ 古墳時代前期

S K 56 楕円形 逆梯状 0。68×0。48－0。13 N …560一正 土器 △ 古墳時代後期

S K 57 帯状 逆梯状◎皿状 土器 △ 古墳時代前期

S K 58 土器 ！ △ 古墳時代前～中期

S K 59 長楕円形 逆梯状 1．17以上 ＼0．88－0．13 N 一旦00…E 土器◎軽石 △ 古墳時代前期

S K 60 円形 逆梯状 0．72＼0．66－0．29 潮 目　 △
古墳時代

S K 61 皿状 N 一拍0－W 土器 △ 古墳時代前期

S K 62 長楕円形 逆梯状 1。25×0．99－0。20 N …780－W 土器 △ 古墳時代前～中期

S K 63 不整円形 逆梯状 0．82×0，80－0。58 W 一正 土器 ○ 古墳時代前～中期

S K 64 楕円形 皿状 上10×0。56以上－0。10 N －200－E 土器 △ 古墳時代前期

S K 65 隅丸長方形 逆梯状 0．88×0。57－0．24 N －600－W △

S K 66 隅丸長方形 逆梯状 2．03×0。85－0。04 藩主J 柑0－W 竃・土器り石 △ 古墳時代後期

S K 67 椀状 1．10 X O．55以上－0．32 土器 △ 古墳時代前期

S K 68 土器 △ 古墳時代後期以降

S K 6車 整形　 桓 状
上46×0．96以上－0。13 N －120…E 土器 △ 中世鎌倉時代

挿表02　土壌…覧表（2）

掘 立 番 号 主　 軸 梁 間 ×桁 行 梁 間 長 ×桁 行 長 （m ） 柱 穴 内 出 土 桂 根 他 備 考

S B O l N －160－E 且× 2 2 ．46 〉く圭 16 P l 柱　 「H
P 2 柱　 錘が
㌘　3　×

P 4 礎 （？）
㌘　5　×
㌘　6　×

S B O 2 N －70 0－W 1 ×不 明 2 ．05 × 2 ．5以 上 P l 礎 （栗 ）
P 2 礎 （杉 ）

：p 3 礎 （山 桑 ）
：p ヰ礎 （杉 ）
l

S B O3 N －470－E 且 × 2 2 ．06 ×2 ．9 P l 柱 （杉 ）
鋸 窪 ㈲

P 4 柱 （杉 ）
P 5 （杉 ）
P　6　×

S B O4 N －100－E 且× 2 2 ．5 X 4 ．2 P l 柱　 錘封
欝 ほ 巌 堀 －

l：p 4 柱 （杉 ）
牒 ほ ⑳乳 杉 ）

S B O5 N －820－W 不 明 × 2 ？ ×3 ．2 P l 礎　 工H
P 2 柱 （？）

㌘　3　×

S B O6 N －1 0－E 不 明 × 4 L 6以 上 × 5 ．55 野　鼠　×
㌘　2　×
㌘　3　×
㌘　4　×

㌘ 5　×
㌘　6　×
㌘　7　×

S B O 7 N －8 0－E 不 明 × 3 3 ．35以 上 × 7 ．26 ㌘ 温 ×　　　　　 ；
㌘ 2　×　　　　　 ；
P 3 ＼　　　　 ：

㌘　4　×
㌘　5　×

×印は木が出土せず

挿表03　掘立建物跡一覧表

一一　86　－1
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捕鯨帥謡か紆誹瀾鵬脾甜現紅誹監隙脾瑠㌦膀〕

挿異星Ci呈、§純．93．珍02¢93出土遺物
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］

．　　　　　　　　　－‾‾　こ∴　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　‾　‾　－

．　　　　　　　　　　　　．　　　　　．＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾　‾‾　‾‾

‾－　－　‾‾－　－　－　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　．．　　　　－　　‾

S＝ユ：4

ヱ0

〔SKO4（Po20）、SKO8（Po21e22）、SKO9（Po23参線上　SKIOげ現5・、・31）〕

．．葡茸l－工　一　　　　　　　　　　　　　三

一　88　－
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－

JL＿

こ二一一一1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クコ＿′　　　Urヽつ

肋

‾、「　　－　　＿＿

－‾　　r‾－1‾一一－

＿・．　一転料　＿＿＿＝一　　巴東迦　－i－

－　－　　－　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

〔酎馴調節濡匡瀾娠　空洞親旺甑側板舶星　雲欄混醐弛鯨宰廟〕

挿掬盈◎遜　慧隠盈◎◎盈漫◎盈窯出藍遺物
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S＝1：4

10 20cm

箪毒議6。

－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－　　　　　　　－　　　－　　　－　　　　　　　－　　　　　　　－　　　－　　　－　　　　　　　　　　　－　　　－　　　－

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　－　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　－　　　－　　　　　　　　　　　－　　　－

〔SK且射㌘050～53主SK且6（Po54◎55）、SK18（㌘056）、S削9澤の57～62）、§箆鮒炉の鵬～65）、§K23（㌘066～68）〕

郵ご告一二lJト：′・．　　　　　　　　　　　　　ニ
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4

、上
【　′1

）

持鑑別脚減軽関最　S鼠紛肺澗匡経信　盟獄細微潤か弧㌔　S配剰聯融可醐〕

掃摺臓慧　慧隠鍼◎錆⑳那⑳謂出藍通観
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撃聾空竺惑
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‾；∴‾‾‾二二＝‾‾‾‾▼－1‾

＝＝‾‾‾‾雪

．十十1

遜p。1。。

S＝1：4

10

〔SK31（Po85～90）、SK32（Po91の92主　SK34（Po931へl脚）〕

挿図106　SK31⑳32の34出土遺物

－　92　－



S＝1：4

10

〔S一罠5（Pc甘＋弓手圭∴玉‡ノこ黒澤直線上　SK3′7（Poユ＿05へ111主　SK38（Pol12～H5）〕

挿甥臓謬　慧隠溺⑳溺◎欝⑳渕出藍遺物

…　93　－



帯p。117

l

－‾l1－

≡

毒＿：Il
S＝1：4

錘 20cm

〔SK39（Po116・117）、SK40（Pol18～120）、SK41（Po121～124主SK42（Po125～1罰工SK45（Po131。132）、SK46（Po133．134）〕

挿図108　SK39e40。現や42⑳45⑳46出土遺物

－　94　－



〔監舶澤融諒～綿、　監鯛澤の姐◎摘離、土器溜獅机Pの摘～掴郎〕

挿揃摘撃　慧隠聯◎蠣蓋器溜各摘出藍遺物
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挿図110土器溜り02出土遺物
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p。16。怒。且6且
持‡王5臣主点三「：三三′ろこ5工㌘雨53主　SK52げ0154～掴主　S貰意53（Po159へ・161）〕

挿閑摘盈　＄隠鯛◎駅◎盤◎渕出藍遺物

一　鮮　－



監

＿・二イ

さ、’・・・h

唱。165

挿図112　SK54出土遺物
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p。17。盛p。174

ジン‘‾、

〔SK55（Po17ト′待針、三言工豆豆二∵工′互い寸言、上　三滝5日㌘再開へ・且82主　SK58（Po183主SK59（Po184弓85）〕

挿隅摘遜＄隠溺鞠鯛出藍遺物
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1

1

■

1

〔SK60（Po186）、SK61（Po187～190）、SK62（Po191上　SK63（Po192主　S‡く6射Po1930194）、SK67（Po195・

196）、SK69（Po197）〕

挿図114　SK60．6巨63⑳64勅67砂69出土遺物

－100　－



挿掬は5　5瞳、捕出土遺物

一　旦の温　…



S＝1三　4

10

〔SDO3（Po200・201）、SDO5（Po202～207主　SDO6（Po208・、別1）〕

挿図116　SDO3⑳05◎06出土遺物
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篭妻帯謬P。222 賢二≡話芸訊。22。
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S K 13 S K 40 S K 51 S K O2 S 欝ユ卓 S D O9
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ）
鮎 鷺

③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o l SK ol

賓

①16 。4 （復） 外反する複合口緑。ロ緑端部 は 口緑部外面、櫛描平行沈線。端部 やや密。 良好 外面淡 赤色塗彩
354 0453 （む残存高24．9 つまみ出す ようにしておさめる。 付近はヨコナデによって消されて 1 ～ 3 mm 赤褐色 痕有

101 ③ 19 ．9 屈曲部の稜 は水平方向に鈍 く突 いる。内面は、 ヨコ方向へラミガ の石英を ～暗茶 スス付着

23 出する。体部は最大胴径が中央
よ りやや上にある倒卵形をなし、
底部 は平底 となる。

キの後、端部 と屈曲部 をヨコナデ。
体部外面 は、不規則 なパケメを入
れた後、下半部 にタテパケ。内面
は下半部が上方向へラケズリ。他
左方向へラケズリ。

含む。 褐色
内面淡
褐色へ′
黒褐色

P o 2 SK ol

器台

①19．5 （復） 外皮する受部。 口緑端部 は、外 受部外面へラ ミガキ痕が認 められ やや粗。 やや不 外面淡 かな り風
453 ②残存高7．7 側に面をもつ。屈曲部 の稜は小 るが、風化により調整不明。内面 石英、長 良 褐色 化 してい

101 さ く下垂す る。 は、端部ナデ。以下左方向へラケ
ズリ後、 ヨコ方向へラミガキ。

石を多 く
含む。

内面淡
褐色～
橙褐色

る。

P o 3 SK O2

婆

お 品 盈 ほぼ直立す る複合口緑。ロ縁端 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 やや密。 良好 内外面 スス付着
1147 部は丸 くおさめる。屈曲部の稜 ナデ。肩部外面 に、平行沈線が残 1 ～ 3 mm 淡褐色 風化がす
101
23

は下垂する。 る。内面右方向へラケズ リ。 の石英を
含む。

すむ。

P o 4 SK O2
壷

（診残存高5．2 口縁端部 を欠 く。稜はやや下垂 口縁部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 啓外面

1007
101

する。 ヨコ方向へラ ミガキ。頸部外面ナ
デ。内面左方向へラケズ リ。

を含む。 淡褐色

P o 5 SK o2

直 口壷

（餌 5 ．7 （復） 外皮する口縁部。端部付近内面 ロ綾部内外面および、頸部外画工 密。1～2 良好 内外面 一部スス

1125 e1236 ②残存高6 。0 を強 くナデることにより、器壁 具 によるナデ。頸部内面、左方向 mm の石英 淡褐色 付着
101 を薄 くし、端部 を丸 くおさめる。 へ ラケズリ。 長石 を含

む。

P o 6 SK o2

てことr

㌫ 品 盈 外反する頸部に低 く外傾する短 ロ緑部は内外画 ヨコナデ。頸部外 密。砂粒 良好 内外面
1125 かい複合 口縁がつ く。 口緑端部 画 タテ方向へラミガキ。内面、口 を含む。 淡褐色

101 竺芝 は丸 くおさめる。屈曲部の稜 は
突出しない。

縁部の一部を含め ヨコ方向へラ ミ
ガキ。

P o 7 SK o2

婆

①19 ，1 （復） 外傾する複合口緑。口緑端部 は 口綾部、頸部外面ヨコ方向へラ ミ 密。砂粒 良好 外面灰 黒斑有 り

1243 （診残存高6 。3 丸 くおさめる。屈曲部 の稜は水 ガキ。頸部にタテパケがわずかに を含む。 褐色
101 平方向に鈍 く突出する。 残 る。日録部 内面ナデ。頸部内面

左方向へラケズリ後、一部ヨコ方
向へラ ミガキ。

内面淡
灰褐色

P o 8 SK o2 ① 17 。3 （復） 外傾する複合口緑。口縁端部 は ロ緑部外面、櫛描平行沈線後 ヨコ 密。砂粒 良好 内外面

1153 （診残存高5．6 丸 くおさめ、肥厚気味である。 ナデ。内面 ヨコ方向へラ ミガキ。 を含む。 淡褐色

101 屈曲部の稜 は、水平方向に突出
する。

頸部内画左方向へラケズ リ後、ヨ

コ方向へラミガキ。

P o 9 SK o2

壷

②残存高H ．9 ほぼ球形 の休部。目線部、底部 頸部内面 ヨコ方向へラミガキ。体 密。砂粒 良好 外面淡 スス付着

l

1125の1189
1236e 1243
101

③ 15 。7 （復） を欠 く。 部外面 2 段にわたる、貝殻腹緑に
よる連続瓜形文 を2 ～ 4 条の平行
沈線で区画 し、体部 を3 段 に分け
る。最下段は、 ヨコ方向へラミガ
キ後タテパケ。内面左および左上
方向へラケズ リ後ナデ。

を含む。 褐色
内面淡
灰褐色

P 。10 SK o2

高珂こ

お 品 浩 複合口線状をなす、浅 い皿状の 端部外面、櫛描平行沈線。内面ヨ 密。砂粒 良好 外面淡

1145e l148
1150
101
23

坤部。 コ方向へ ラミガキ。塔部外面 ヨコ
方向へラミガキ。底部外面タテ方
向へラ ミガキ。内面調整不明。

を含む。 褐色～
淡赤褐
色
内面淡
褐色

P 。11 SK o2
器台

（む23 。5 （復） 大 きく外反する受部。端部は、 外面、櫛描平行沈線。内面ヨコ方 密。砂粒 良好 内外面

1125 （塾残存高壇。6 丸 くおさめやや肥厚気味である。 向へラ ミガキ。筒部外画、ヨコ方 を含む。 淡褐色
101 稜 はやや下垂する。 向へラ ミガキ。

P o12 SK O2

蓋

（餌A 5 （復） ほぼ直線的に 「ハ」の字状 に開 つまみ部分外面 ヨコナデ。内面ナ 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り

1154 ② 6 。1 く体部にしっかりしたつ まみが デ。体部外面タテパケ後、端部付 を含む。 淡褐色
101
23

⑤つまみ径5、0 つく。 近 ヨコナデ。内面タテ方向へラ ミ

ガキがみられるが、風化のため、
調整不明瞭。

～灰褐
色

P o13
1240
101

S董切2

底部

②残存高3 ル8
④3 。4

上 げ底状の平底。 底面は、ナデ。外面 は、胴部にむ

か ってタテパケが見られる。内面
は、やや右傾 する上方向のへラケ
ズリ。

やや密。 良好 内外面
灰褐色

P o14 SK O2 ②残存高3 け6 平底。 底 となる円板か ら粘土を巻き上げ やや密。 良好 内外面 スス付着
1150
10ま

④3 。2cm て形成した と思われる。底面ナデ。
底部外面ナデ。 タテパケがわずか

に見 られ る。内面上方向へのヘラ
ケズ リ。

砂粒 を含
む。

淡灰褐
色

P o15 SK o2 ②残存高4 ．4 平底の形態をなすが、丸底にか 底面 ミガキ後、一部 ナデ。外面は 粗。石英、 良好 外面暗 スス付着

1152
101

④3 ゥ0 なり近 くなっている。 ナナメ方向のヘ ラミガキ。内面は、
上方向へのへラケズリ後ナデ消す。

長石 を多
く含む。

褐色
内面淡
褐色～
暗褐色

P o16 SK o2 ②残存高2 ．9 平底の形態をとどめるが、ほと 外面ナデ。一部 タテパケ。内面左 やや密。 良好 外面褐 スス付着

11舶
101

（り139 んど尖 り気味の底部。 方向へラケズ リ。 1 ′・、2 mm
の石英を
含む。

色
内面淡
褐色

P o17 SK o3

婆

②残存高級6 やや外傾する複合口緑。口緑端 口綾部外面、櫛描平行沈線。内面 やや密。 良好 外面淡 一部スス

1218 ③ 17 。3 （復） 部 を欠 く。屈曲部の稜 は、やや ヨコ方向へラ ミガキ。体部外面、 1 へノ2 mm 褐色～ 付着

101 下垂する。休部 は、肩が張らず 中央部 タテパケ後、ヨコパケがみ の石英を 灰褐色
やや横方向に長い ものと思われ
る。

られるが、全体ナデ。肩部に貝殻
腹緑による刻み目がめぐる。内面
頸部右方向へラケズリ。以下左方
向へラケズ リ。

含む。 内面淡
褐色

P o18 S K O3 銚 霜 禦 やや外反する複合口緑。日経端 日録部外面、櫛措平行沈線。内面 やや粗。 やや不 外面褐 一部スス

1218 部 は、丸 くおさめる。屈曲部 は ヨコナデ。肩部内面右方向へラケ 1 ′～ 2 mm 良 色～暗 付着
101 ほとんど突出せず、頸部につな

がる。
ズリ。 の石英を

含む。
灰褐色
内面明
褐色′～
褐色

滞表腫　出土土器観察表（封
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法量 （cm）
審議

③貴大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態

手　 法 巨

焼　 成 色　 調 備　　 考

Po19
1218
101

S K o3
頸部
（壷）

（塾残存高6．4 外反する頸部。下部に断面矩形
の突帯がつく。

良好 内外面
淡明褐
色

Po20
751

S K o4

賓

鎚 品 浩 やや外傾する複合口緑。ロ緑端
部は丸くおさめる。屈曲部の稜

日録部外面櫛描平行沈線。内面ヨ
コ方向へラミガキ。頸部内面左方

密。1mm
程度の石

良好 内外面
淡褐色

一部スス
付着

102 は、やや下方へわずかに突出す
る。

向へラケズリ後、ヨコ方向へラミ
ガキ。

英、長石
を含む。

～灰褐
色

Po21 SK O8 1 18．2 内湾する口緑部。ロ緑端部は、 ロ緑部内外面ヨコ方向へラミガキ。 密。砂粒 良好 内外面 スス付着
1307 0 1329 2 14．2 上方へつまみ出すようにして丸 休部外面ヨコ、ナナメパケ後、ヨ

1　′
を含む。 明褐色

～灰褐色

内面赤色
塗彩痕有
り

102 3 16．7 くおさめる。休部は、横方向に コ方向へフミガキ。内面上半ヨコ
4 6．0 長い偏球形をなし、安定した平

底がつく。
方向へラミガキ。下半タテ方向へ
ラミガキ。底面へラミガキ。

Po22
1307
ユ02

SK o8 お 品 浩 外傾する複合口緑。口縁端部は、
やや平坦面をなす。屈曲部の稜
は、水平方向にわずかに突出す
る。体部は、倒卵形をなし、底
部を欠く。

ロ線部外面、貝殻腹緑による櫛措
平行沈線後、一部ナデ消す。内面
ヨコナデ。休部外面、肩部に貝殻
腹緑による施文。以下タテ、ナナ
メパケ。内面上半左方向へラケズ
リ。下半左上方向へラケズリ。

密。砂粒
を含む。

良好 外面淡
褐色～
灰褐色
内面淡
褐色～
明褐色

スス付着

Po23 SK O9

・士．竺E

114．2 （復） 外反するロ綾部。ロ緑端部は、 口緑部内外面ヨコナデ。休部外商 やや密。 良好 外面赤 一部スス
1329
102 害残存高8．。

外側に平坦面をなす。 ナデ。内面、左方向へラケズリ。 1ノ～2mm
の石英を
含む。

褐色～
灰褐色
内面淡
灰褐色

～灰褐
色

付着

Po24 S K O9

婆

119．4 かなり外傾する複合口緑。口緑 ロ緑部外面、輝描平行沈線。内面 やや密。 良好 外面淡 スス付着
1328
102 塞残存凱 5

端部は丸くおさめる。屈曲部の
稜は、下方へわずかに突出する。

ナデ。体部外面ナデ。屑部に、貝
殻腹縁による押し引き沈線。頚部
内面へラケズリ後ナデ。以下右方
向へラケズリ。

1′～2mm
の石英、
長石を含
む。

褐色～
灰褐色
内面淡
明褐色
～灰褐
色

Po25 SK lO

直口壷

1 15．6 （復） 「く」の字状に外傾するロ緑部。 日録部外面タテパケ後、ヨコナデ。 やや粗。 良好 外面明 一部スス
1477
102 塞残存高6．9

ロ緑端部は、つまみ出すように
しておさめる。

内面ヨコナデ。頸部外面ナデ後、
ヨコ方向へラミガキ。内面右方向
へラケズリ後、ヨコ方向へラミガ
キ。

「＼2 mm
の石英、
長石を多
く含む。

密。砂粒
を含む。

褐色
内面淡
明褐色

付着

Po26
1439の1476

SK lO

二王ご雲貰

鮎 品 濃 外傾する複合口線。口緑端部は、
丸くおさめる。屈曲部の稜は、

ロ繚部外面、櫛描平菅　 。
蔓コ方向へラミガキ。体部外面平

恵

良好 内外面
淡灰褐
色

スス付着

102
24

③16．2 （復）’ やや下垂する。体部は、横方向
に長い偏球形をなし、底部を欠
く。

行沈線で区画された中を、貝殻脛
線による押圧文と3 重の同心円ス
タンプ文をめぐらす。内面左方向
へラケズリ後、ヨコ方向へラミガ
キ。

Po27
1476
102
24

SK lO

婆

鎚 品 濃

③24．9 （復）

外反する複合口緑。ロ縁端部は、
つまみ出すようにしておさめる。
屈曲部の稜は、水平方向に突出
する。休部は、肩部が張る。

ロ緑部外面、櫛　 平イ了沈　 潜アア。
内面ナデ。屈曲部以下ヨコ方向へ
ラミガキ。体部外画タテパケ後、
肩部に波状文。内面、肩部まで右
方向へラケズリ。以下左方向へラ
ケズリ後、全体ナデ。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
灰褐色

スス付着

Po28
1439
102

S K lO ＋†十十十十 外反する複合口縁。日録端部は、
外側へつまみ出すようにし、ほ
ぼ平坦な面をなす。屈曲部の稜
は、突出せず頸部へとつながる。

ロ緑部外面、櫛　 平竹　 く。
左方向へラケズリ後、ヨコ方向へ
ラミガキ。頚部外面ヨコナデ。内
面左方向へラケズリ。

密。砂粒
を含む。

良好 内外南
淡灰褐
色

一部スス
付着

Po29 S K lO 1 16．9 （復） 外反する複合口緑。口緑端部は、 口緑部外面、櫛描平行洗練後、ナ 密。砂粒、良好 空外面 一部スス
1475
102 審残存凱 5

つまみ出すようにしておさめる。
屈曲部の稜は、水平方向に突出
し、屈曲部上部は、強くナデる
ことにより凹んでいる。

デ。内面ヨコナデ。体部外画、ヨ

コパケ後ナデ。内面右方向へラケ
ズリ後ナデ。

を含む。 淡灰褐
色

付着

Po30
1475や1476
102

S K lO ㌫ 品 濃 外反する複合口緑。ロ緑端部は、
内側に面をもつ。屈曲部の稜は、
水平方向に突出する。

ロ緑部外面、櫛描平行沈線。内面、
端部付近ヨコナデ。以下ヨコ方向
へラミガキ。休部外面、肩部、櫛
描平行沈線。以下ヨコ、ナナメパ
ケ後ナデ。内面左方向へラケズリ
後へラミガキ。

やや密。
砂粒を多
く含む。

良好 内外南
淡褐色

スス付着

Po31
1477 92039
102

SK lO お 品 浩 やや外反する複合口線。口緑端
部は、丸くおさめる。屈曲部の
稜は、ほぼ水平方向に突出する。

ロ緑部外面、櫛描平行沈線。内面
ヨコ方向へラミガキ。肩部外面ヨ
コ方向へラミガキ。内面、頸部右
方向へラケズリ。肩部左方向へラ
ケズリ。

やや密。
砂粒を含
む。

良好 内外面
淡褐色

スス付着
黒斑有り

Po32
ユ439。1475
1477。1478
103

SK lO

器台

㌫ 品 濃 受部、脚部とも外反する。端部
は、丸くおさめる。脚部は、端
部を欠く。受部の稜は、下方へ
わずかにつまみ出されるが、圃

受部内外面ヨコ方向へラミガキ。　 密。砂粒
簡部外面ヨコ方向へラミガキ。筒　 を含む。
部内画受部側右方向へラケズリ後、
ヨコ方向へラミガキ。脚部側左方

良好 外面淡
灰褐色
内面淡
灰褐色
′～暗灰
褐色

異斑有り

や‾耕‾

24 部の稜は、突出しない。筒部は、′
やや太目で縮約しており、器壁
が厚い。

向へフケズリ。脚部外面屈曲部下
ヨコ方向へラミガキ後、以下タテ
方向へラミガ孝。内面左および左
下方向へラケズリ後ナデ。

Po33
1439

S K lO

高士不

子十〕∵十十 屈曲後外反する塔部。ロ緑端部
は、つまみ出すようにしておき

内外面ともヨコ方向へラミガキが　 密。砂粒
みられるが、風化のため調整不明　 を含む。

良好 外面淡
明褐色

慨 とが者

103 める。

瞭0　 i

l内外面ヨコ方向へラミガつ 甑 欝

～明褐
色
内面明
褐色

Po34
1478
103

SK lO 鎚 品 盈 椀状の師部。口緑端部は、丸 く
おさめる。

やや良
好

外面淡
褐色
内面淡
赤褐色

黒斑有り

挿 表 0 6　 出 土 土 器 観 察 表 （2）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法登 （cm）
審議

③最大胴径
（り底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o35 SK lO ！

底部

（訃残存高1，5 逆梯状 の台を貼 り付 けた底部。 外面、底面ナデ。内面、下から上 やや密。 良好 外面暗 スス付着

1439
103

④ 11 ．0 （複） お よび左方向へラケズ リ。 砂粒 を多
く含む。

褐色
内面灰
褐色

P o36 SK lO ②残存高且。6 外側へ開 く台を貼 り付けた底部。 外面タテパケ。底面ナデ。内面ス 密。砂粒 良好 多面灰 スス付着

1439
103

④5 。0 （復） ス付着 のため調整不明。 を含む。 褐色
内面暗
黒褐色

P o37

1439・2039
103

SK lO 詐 取 3 上 げ底状の平底。 外面タテパケ後、底面付近ナデ。
内面下か ら上へのヘラケズリ。底
面ナデ。

密。砂粒
を含む。

良好 外面暗
褐色
内面淡
灰褐色

スス付着

P o38 SK lO ②残存高1。9 i かな棚 を帯びる小 さな平底0 外面タテパケ後、タテ方向へラ ミ 密。砂粒 良好 内外面 スス付着

1439
103

⑥2 ．0 ガキ。内面へラケズリ。 を含む。 淡褐色

P o39 SK lO ②残存高11．9 外博 して立ち上がる安定 した底 体部外面ナナメパケ後ナデ。内面 密。 1 ～ 良好 内外面 スス付着

2039
103

④ 4．3 部か ら、外上方 にのびる体部。 左上方向へラケズ リ。底部外面、
指頭圧痕。

2 mmの石
英、長石
を含む。

淡灰褐
色～暗
褐色

P o40 SK ll

婆

鎚 品 抽 外反する複合口線。ロ緑端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 やや密。 良好 内外面 黒斑有り

13210 1326 やや平坦面をなす。屈曲部の稜 ヨコナデ後、一部 ヨコ方向へラ ミ 砂粒 を多 淡灰褐

13270 1412 は、やや下方へわずかに突出す ガキ。休部外面肩部、貝殻腹緑に く含 む。 色′）淡
103 る。休部 は、倒卵形をなし、底 よる刻み目をめぐらす。以下 ヨコ、 赤褐色

24 部 を欠 く。 ナナメパケ後、下半ヨコ方向へラ
ミガキ。内面頸部下右方向へラケ
ズリ。以下左上方向へラケズリ。

P o41 SK ll 鎚 品 盈 ほぼ直立気味に立ち上がった後、 ロ緑部外面、櫛措平行沈線後、口 密。砂粒 良好 外面灰 スス付着

14200 1423 SK 55 やや外反す る口線。口線端部は、 緑部中程の辺から、一部は上半を を含む。 褐色～ 土壌間で
103 つまみ出す ようにして丸 くおさ

める。屈曲部の稜 は、ほとんど
突出せず頸部へとつなが る。

ヨコナデによってナデ消す。内面
右方向へラケズリ後ナデ。一部ヨ

コ方向へラミガキ。

暗茶褐
灰色
内面灰
褐色～
暗灰褐
色

接合

P o42 SK ll 鎚 品 浩 やや外皮す る複合口緑。口緑端 ロ縁部外面、櫛描平行沈線後、端 粗。粗い 不良 外面淡 一部スス

1422 部は、丸 くおさめる。屈曲部 の 部付近をヨコナデによりナデ消す。 砂粒を含 赤褐色 付着
103 稜は、水平方向にわずかに突出 内面左方向へラケズ リ後、ヨコ方 む。 内面淡
24 する。 向へラ ミガキ。肩部外面ナデ。内

面左方向へラケズリ。
褐色～
暗灰褐
色

P o43 SK ll

高輝

①11。7 内港 し、端部 を直立 させる圭不部。 外面、端部 ヨコナデ。以下ナナメ 密。砂粒 良好 外面淡

132 1
103
24

②残存高489 方向へラミガキ。内面端部ヨコ方
向へ ラミガキ。以下タテ方向へラ

ミガキ。底面不規則なへラミガキ。

を含む。 褐色
内面淡
褐色～
茶褐色

P o44 SK ll

底部

（診残存高7。7 上げ底状の薄目の底部。 体部外面タテ、ナナメ方向パケメ。 粗。 1 ～ 良好 外面淡

1422
103

④ 4．5 内面下から上へのヘラケズ リ。底
面ナデ。

2 mm の石
英、長石
を含む。

灰褐色
内面灰
褐色

P o45

1078
103

SK 12 ㌫ 品 鼎 やや外反して立ち上がる複合口
緑。端部を丸 くおさめる。

外面 はロ緑部に17本の櫛措平行沈
線が認められる。頸部 ヨコナデ。
内面 は、日録部ヨコナデ。頸部以
下右方向のへラケズ リ。

やや粗。
砂粒を多
く含む。

良好 外面暗
褐色
内面淡
茶褐色

スス付着

P o46
1078

SK 12 賓 鮎 品 浩 やや外傾して立ち上がる複合口
縁。端部は丸 くおさめる。

外面 は、日録部に櫛描平行沈線を
施 す。頸部 ヨコナデ。内面は、口

密。細か

い砂粒 を

良好 内面淡
褐色～

スス付着

103 緑部 ヨコナデ。 含む。 暗褐色
外面灰
色

P o47
1126
103

S K 12

直口壷

㌫ ㌫ 浩 やや外皮するロ緑。口繚端部は、
丸 くおさめる。

口線部外画 ヨコナデ。頸部付近に
わずかにヨコ方向へラ ミガキ。内
面ヨコナデ。頸部以下外面ヨコナ
デ。内面左方向へラケズリ。

粗。 1 ～
2 mmの石
英 を多 く
含む。

やや不
良

外面褐
色
内面淡
褐色～
灰褐色

スス付着

P o48

1078

S K 12

椀

①16。8 （復）
（診残存高6 。7

湾曲す る輝部。口緑端部 は、丸
くつまみ出す。

口緑端部内外面ヨコナデ。以下外
面 ミガキ。わずかにパケメの痕跡

密。細 か

い砂粒を

良好 内外面
淡灰褐
色

スス付着

103 あ り。内面右方向へ ラケズリ後へ
ラ ミガキ。

含む。

P o49
1146
103

S K 12

高塀

鎚 品 浩 短か く外博 して立ち上がる複合

口緑を有する珂都 。ロ線端部 は、
丸 くおさめる。

ロ緑部 は、外面に櫛描平行沈線 を
施す。内面 はヨコナデ後、 ヨコ方
向のへラ ミガキ。以下内外面 とも

ヨコ方向のへラ ミガキが認められ
る。

密。細か
い砂粒を
含 む。

良好 内外面
淡褐色

Po 50 S 董忘14 i

蜜

①16。1 （復） 夕を傾す る複合 日録。ロ緑端部 は、 ロ緑部外面、櫛措平行沈線。内面 やや密。 良好 内外面 黒斑有 り

1428 ②残存高嶺。4 丸 くおさめる。屈曲部の後 は下 ヨコ方向へラミガキ。頸部外面 ヨ 1 ′～2 mm 褐色
104 垂する。 コ方向へラ ミガキ。内面左方向へ

ラケズリ。

の石英を
含 む。

P 。51 S K 14 鎚 品 浩 外傾する複合 口縁。日経端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線後、ナ 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り

1425 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 デ消す。内面 ヨコ方向へラミガキ。 を含む。 淡褐色
104 ほとんど突出せず、なだらかに

頸部へとつながる。屈曲部の上
部は、強いナデによって凹む。

頚部外面ナデ。内面左方向へラケ
ズ リ後ナデ。

Po 52 S K 14 鎚 ㌫ 浩 外皮する複合 口緑。口緑端部 は、 頸部以下内面右方向へラケズ リが 密。 1 mm 良好 内外面 風化著 し

1426 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 確認できるが、その他 は、表面剖 程度の石 淡褐色 い

104 下垂する。 擬のため調整不明。 口緑部外面に
は、櫛描平行沈線を入れていたも
の と思われる。

英 を 含
む。

挿表鮮　出土土器観察表（3）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ）
喜蓋蓋翠径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o53 SK 14

底部

②残存高4．4 安定 した平底。 外面 タテ方向パケメ。底面内部 を、 密。ユ′～2 良好 外面淡 一部スス
1426
104

④ 3．8 時計回 り方向にへラケズリ。地下
から上へのヘラケズ リ。

mmの石英
を含む。

褐色～
灰褐色
内面暗
茶褐色

～暗灰
褐色

付着

P o54 SK 16

聾

鎚 品 盈 やや外傾す る複合 口緑。口緑端 ロ緑部外面、櫛描平行洗練。内面 密。1～2 良好 内外面 黒斑有 り
1425 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の ヨコ方向へラ ミガキ。肩部外面、 mmの石英 淡褐色
104 稜 は、ほとん ど突出せず、なだ

らかに頸部へ とつながる。
貝殻腹縁 による押引沈線。内面左
方向へラケズ リ。

を含 む。

P o55 SK 16
高坪

㌫ 品 盈 屈 曲後、複合口線状に外上方へ 口緑部外面 3 条の擬凹線。他内外 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り
1425
104

短か くのびる羞不部。端部 は、つ
まみ出すようにしておさめる。

面 ヨコ方向へラミガ孝。 を含 む。 淡灰褐
色

P o56 SK 18

賓

①17 ．4 （復） 内湾気味 に、やや外傾する複合 口緑部外面ヨコナデ。内面 ヨコナ 密。ユ～2 良好 外面明 一部赤色
1067
104

②残存高4．1 口緑。口緑端部 は、丸 くおさめ
る。屈曲部の稜 は、水平方向に
鈍 く突出する。

デ後、一部へラミガキ。 mm の石英
を少 し含
む。

灰褐色

～黒色
内面明
褐色

塗彩痕有
黒斑有

P o57 SK 19

－＝たす笠E

お 品 4．6 ほぼ直立する短かい複合口緑。 口綾部外面、櫛描平行沈線。内面 密。1～2 良好 外面淡
581 ロ緑端部 は、丸 くおさめる。屈 ヨコナデ。頸部外面ヨコナデ。内 mm の石英 明褐色
104 曲部の稜 は、下方へわずかに突

出する。頚部の器壁が他 と比べ
極端に厚い。

面へラケズ リ後ナデ。肩部外面タ
テパケ。内面右方向へラケズ リ。

を含む。 内面淡
褐色

P o58 SK 19 子〕〕！十土 ほぼ直立する短かい複合口線。 口綾部外面、平行沈線後ナデ消し 密。1～2 良好 内外面
7ユ1 口緑端部 は、つまみ出すように たものと思われる。屈曲部下ヨコ mm の石英 淡赤褐
104 しておさめる。屈曲部の稜 は、

水平方向にわずかにつまみ出 さ
れる。

方向へラミガキ。内面 ヨコ方向へ
ラミガキ。頸部外画 ヨコ方向へラ
ミガキ。内面左方向へラケズ リ後
ナデ。

を含む。 色

P o59 S K 19 （》11 ．9 （復） やや内湾気味に外傾するロ線部。 ロ線部外面、 タテ方向へラミガキ 密。 ユm 良好 内外面
355 0 580
104

②残存高5 ．2 口緑端部 は、丸 くおさめる。 後、ヨコ方向へラ ミガキ。内面上
半 ヨコ方向へ ラミガキ。下半へラ
ケズ リ後ナデ。頚部外面ヨコ方向

へラ ミガキ。内面左方向へラケズ
リ。

程度の石
英、長石
を含む。

明褐色

P o60 S K 19

賓

お 品 浩 外傾する複合口緑。口線端部 は、 口繚部外画、輝描平行洗練。内面 密。砂粒 良好 内外面 スス付着
740 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 ヨコ方向へラミガキ。頸部外面 ヨ を含む。 暗灰褐
104 下方へわずかに突出す る。 コ方向へラ ミガキ。内面左方向へ

ラケズリ。
色

P o61 S K 19 鎚 品 盈 内湾しながら、外上方へ開く複 口緑部内面屈曲部付近にヨコ方向 やや密。 良好 内外面 スス付着
742 合口緑。口緑端部は、丸 くおき へラ ミガキ。頸部外面ヨコ方向へ 粗い砂粒 暗灰褐
104

I

める。屈曲部 の稜は、ほぼ水平
方向に突出する。内面の屈曲は
ゆるやかである。

ラミガキ。内面左方向へラケズリ。
その他、剥離のため調整不明。

を含む。 色

P o62 S K 19

脚付椀

鑑 羞7 ．2 口緑端部を丸 くおさめた椀部に 椀部外画パ ケメ後、口線部 ヨコナ やや粗。 良好 外面淡 蓋 の可能
653 「ハ」の字状 に広が る低脚がつ デ。内面ヨコ方向へラ ミガキ。脚 粗い砂粒 灰褐色 性有
104 く。 部外面ナデ。内面ナデ。外面は、

風化 のため調整がはっきりしない。
を多 く含
む。

内面灰
褐色～
黒灰色

P o63 S K 20

寮

寸∵ 黒 外傾す る複合口緑、口緑端部は、 口緑部外画、櫛描平行沈線。内面 やや粗。 良好 外面淡 スス付着
1483 丸 くお さめる。屈曲部の稜は、 ヨコ方向へ ラミガキ。肩部外面、 1′一～2mmの 灰褐色
104 やや下垂する。 貝殻腹緑による押引沈線。内面左

方向へラケズ リ。
石英を含
む。

内面淡
明褐色

P o64 SK 20

－＝土ごヨ宣

㌫ 品 浩 直立する短かい複合口縁。口線 口線部外面、櫛描平行沈線。内面 密こ砂粒 良好 内外面
1483 端部 は、つまみ出すようにして ナデ。体癖外面ナデ。内面左方向 を含む。 淡赤褐
104 おさめる。屈曲部の稜 は、突出

せず、頸部へ とつながる。体部
は、肩が張 らず底部へとつなが
るもの と思われる。

へラケズリ。 色

P o65 SK 20

器台

①22．6 （復） やや外反する受部。端部 は、丸 外面、櫛描平行洗練。屈曲部下部 密。1～3 良好 外面淡 黒斑有 り
1482 ②残存高8．7 くおさめる。稜 は突出せず、な ヨコ方向へラ ミガキ。以下タテ方 mm の石英 赤褐色
104 だらかに簡部へとつなが る。 向へラ ミガキ。内面ヨコ方向へラ

ミガキ。屈曲部以下タテ方向へラ
ミガキ。

を含む。 ′～淡灰
褐色
内面淡
灰褐色

P o66 SK 23

聾

お 品 盈 やや内湾気味に外傾する複合 口 口緑部外画、櫛描平行洗練。内面 密。 1 mm 良好 外面暗 スス付着
1486
104

緑。口緑端部は、丸 くお さめ肥
厚気味である。屈曲部 の稜は、
やや下垂す る。

ヨコ方向へラ ミガ孝。 程度 の石
英　 を 含
む。

灰褐色
内面灰
褐色

P o67 SK 23 鎚 品 盈 ほぼ直立す る短かい複合口緑。 目線部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面淡 一部スス
1473
104

口線端部 は、丸 くおさめる。屈
曲部の稜 は、下垂する。

ヨコ方向へラ ミガキ。 を含む。 明褐色
内面明
褐色

付着

P o68 SK 23

高坪

②残存高8．3 やや長日で細い簡部。脚裾部 を 簡部外面、タテ方向へラ ミガキ。 密。 1 mm 良好 内外面
1436
104

欠 く。 内面左方向へラケズ リ。脚部外面
ヨコパケ。内面下から上へのヘラ
ケズ リ。

裡度の石
英、長石
を含む。

淡褐色

P o69 SK 24

聾

鎚 豪 禦 ‾ 外反する複合口緑。ロ線端部は、 ロ線部外面櫛描平行沈線を入れた 密。 良好 内外面 一部スス
1368 つまみ出す ようにして、丸 くお 後、一部ナデ。内面ヨコ方向へラ 灰褐色 付着
105 さめる。屈曲部 の稜は、やや下

垂す る。
ミガキ。

P o70 SK 24

小型壷

お 品 浩 外反気味に直立す る短かい複合 口綾部外面櫛描平行沈線。体部内 やや粗。 良好 内外面 風化が著
1302 口緑。口緑端部は丸 くおさめる。 面右方向へラケズ リ。他、風化の 1 mm程の 灰褐色 しい
105 屈曲部の稜 は、突出せず頸部へ

とつながる。
ため調整不明。 石英 を含

む。

挿表08　出土土器観察表（4）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法螢 （cm）
① 口径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o71 S K 24

小型壷

やや外傾する複合口緑。日録端 外面は、器壁 の剥離が著しく、調 粗。1～2 やや艮 外面淡 外面剥離

1362 部 は丸 くおさめる。屈曲部 の稜 整不明。体部外面にミガキの痕跡 mm の礫を 好 赤褐色 著 しい。

105 は、突出せず、頚部につながる。 がわずかに認 められる。口緑部内 多　 く　含 ～黒褐
25 休部は、偏球形か。 面 ヨコ方向へラミガキ。休部内面

左方向へラケズ リ。
む。 色

内面淡
褐色

P o72 S K 24

璽

（》17 。6 （復） やや外反する複合口緑。口緑端 口緑部外面、櫛措平行沈線。内面 やや粗。 やや艮 内外面

1368 （診残存高5 。7 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の ヨコ方向へラミガキ。他外面ナデ。 1 mm程の 好 黄褐色
105 稜 は、水平方向につまみ出して

いる。
内面左方向へラケズリ。 石英 を含

む。

P o73 SK 24

底部

②残存高3 ．1 平底。 外面タテパケ。内面下から上への やや粗。 良好 内外面

1302
105

④ 3 。4 （復） ヘラケズ リ。 1 mm程度
の石英を
多　 く　含
む。

褐色

P o74 SK 26

聾

】

① 18 。且 やや外反する複合口縁。口緑端 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 内外面 スス付着

1341e 1365 ② 3 。4 （復） 部 は、つまみ出すようにしてお ヨコ方向へラミガキ。休部外面、 を含む。 淡褐色

1367 。1391 さめる。屈曲部の稜 は、突出せ 肩部に波状文。以下 ヨコ、ナナメ ～灰褐

1394 ず、頸部へとつなが る。体部 は、 方向へラミガキ。内面頸部付近右 色
105
25

ほぼ球形 をなし、底部 を欠 く。 方向へラケズリ。以下左方向へラ

ケズ リ後、全体 ヨコ方向へラミガ
キ。

P o75 S K 26 ①ユ9 識 （復） やや外反する複合口緑。口線端 ロ線部外面、櫛描平行沈線。内面 やや粗。 良好 外面褐 一部スス

1341 ②残存高4 ，3 部 は、内側を肥厚させて、丸 く ヨコ方向へラミガキ。頸部外面ナ 粗い砂粒 色 付着
105 おさめる。屈曲部の稜 は、下垂

する。
デ。内面右方向へラケズ リ後ナデ。 を含む。 内面赤

褐色

P o76 S K 26

台村壷

（診残存高7 。7 そろばん玉状 の偏球形 をなす体 体部外面 ヨコ方向へラミガキ。内 やや粗。 良好 外面淡 黒斑有 り

1392 雷孟ヲ云1 部 に、低 く「ハ」の字状に開く、 面中央部右方向へラケズ リ後、全 1～2mmの 褐色 赤色塗彩

105
25

安定 した脚部 を貼 り付 ける。脚
端部は、外側へつまみ出す。

体ナデ。脚部内外面ナデ。 石英、長
石　 を 含
む。

内面淡
灰褐色

痕有 り

P o77 S K 26

高輝

②残存高7 。1 短か目の簡部か ら 「ハ」の字状 簡部外面タテ方向へラミガキ。内 密。砂粒 やや良 内外面 風化がす

1339 8 1393 ④脚径且2 ．2 ‘に開 く脚部。脚裾部 は、下方へ 面絞 り後ナデ。脚部外面裾部にヨ を含む。 好 灰白色 すむ
105 わずかにつまみ出されている。 コ方向へラ ミガキ。内面ナナメパ

ケ後ナデ。脚部 3 方に円形の透し。
全体に風化のため、調整がはっき
りしない。

P o78 S K 27

賓

i

鎚 品 浩 やや外反する複合口緑。口緑端 目線部外面櫛描平行沈線。内面端 密。砂粒 良好 内外面 一部スス

1460 部 は、つまみ出すようにしてお 部付近 ヨコナデ。以下左方向へラ を含む。 淡灰褐 付着

105 さめる。屈曲部の餞 はやや下垂
する。

ケズ リ後ナデ。体部外面、ヨコパ
ケ後ナナメパケ。肩部に波状文。
頸部以下内面左方向へラケズ リ。

色

P o79 S K 27 鎚 品 浩 外傾する接合口緑。口繚端部 は、 ロ線部外画、櫛描平行沈線後ナデ 粗。1～2 やや不 内外面 スス付着

1458 外側へつまみ出すようにして、 消す。内面頸部 までヨコ方向へラ mm の石英 良 灰褐色
105 内側にやや平坦面をつくる。屈 ミガキ。休部外面、頸部に2 条の 長石 を多

曲部の稜 は、水平方向にわずか

に突出する。

四線をめぐらせ、その下に貝殻腹
緑による旛文。以下 ヨコパ ケ。内
面、左方向へラケズリ後ナデ。

く含む。

Po 80 S K 27

・こ会ご雲Ⅹ
（脚付）

①9 。5 （復） やや外傾する口繚部。ロ緑端部 口緑部内外面 ヨコナデ。頸部外面、 やや粗。 良好 外面赤 一部スス

1457 ②残存高8 ．ユ は、つまみ出す ようにしておき ヨコ、ナナメ方向へラミガキ。内 粗い砂粒 褐色へ′ 付着

105 める。体部は、偏球形 をなす。
脚がつ くと思われる。

面左方向へラケズ リ後、ヨコ方向

へラ ミガキ。体部外面ナナメパケ。
内面左方向へラケズリ。

を含む。 灰茶褐
色
内面淡
赤褐色

～黒灰
色

Po 81 S K 28

賓

鎚 品 浩 やや外反する複合口緑。日録端 口緑部外画、櫛描平行沈線 を少な やや粗。 良好 外面褐

1320 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の くとも2 回入れ る。内面ヨコ方向 粗い砂粒 色～灰
105 稜 は、やや下垂する。 へラ ミガキ。肩部外面ナデ。内面

左方向へラケズリ。
を含む。 褐色

内面灰
褐色～
暗灰褐
色

P o82
1348
105

S K 28

壷

鎚 品 浩 ！はね上げ臓 ロ緑部内外面および肩部外面 ヨコ
ナデ。肩部内面左方向へラケズ リ。

粗。1～2

mm の石英
を多 く含
む。

良好 内外面
暗灰褐
色

スス付着

P o83

1320

S K 28

璽

鎚 品 浩 外傾する複合日録。日経端部 は、
丸 くおさめる。屈曲部の稜は、

口緑部外面、櫛描平行沈線。内面
ヨコ方向へラミガキ。肩部外面ヨ

密。砂粒
を含 む。

良好 外面褐
色

スス付着

105 やや下垂する。 コ方向へ ラミガキ。内面左方向へ
ラケズリ。

内面淡
褐色

㌘084 S K 28

底部

（診残存高2 ォ9 平底の形態を とどめるが、かな 外面タテパケらしき痕跡をとどめ 粗。1～3 良好 内外面 スス付着

1363
105

④2 。6 り丸味を帯びて くる底部。 るが、ほとんどナデ。内面下か ら
上へのへ ラケ薫 り後ナデ。一部指

、ト

mmの石英
を含む。

暗灰褐
色

頭圧痕に近い調整技法がみられる。

P 。85 S K 31

直口壷

①13 ．0 （複） 「く」の字状に外皮する口縁。 口繚部内外面ヨコ方向へラ1ミガキ。 粗。1～4 良好 外面赤 風化著し

1294 0 1323 ②3且。0 口緑端部 は、丸 くおさめる。体 体部外画、頸部 ヨコ方向へラミガ mm　の 石 褐色～ い
1332 e 1334 肝 義1 部 は、倒卵形をなし安定 した平 キ。肩部以下タテパケ後、下半夕 英、長石 暗灰褐

106
25

底がつ く。 テ方向へ ラミガキ。内面上半左方
向へラケズ リ。以下左上方向へラ

ケズ リ後、下部 ナデ。全体に風化
のため調整不明瞭。

を含む。 色
内面赤
褐色～
灰褐色

P o86 SK 31

賓

鎚 品 盈 外皮する複合口緑。口緑端部 は
丸 くおさめる。屈曲部 の稜は、
水平方向に突出す る。

日録部外面、櫛描平行沈線。内面 やや粗。 やや艮 内外画 一部スス

1337
106

ナデ。屈曲部付近にヨコ方向へラ
ミガキ。頸部外面 ヨコナデ。内面
右方向へラケズリ。

粗い砂粒
を含む。

好 淡灰褐
色

付着

挿表併　出土土器観察表（5）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ）
鎚 慧

③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 飴　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o87 SK 31

小型壷

1 9．4 （復） 外反 させなが らほぼ直立する複 ロ綾部外面、櫛描平行沈線を入れ 密。1mm程 良好 再外面

1387 2 残存高5．2 合口緑。口緑端部 は、丸 くおき た後、ヨコナデによってナデ消す。 度の石英 淡褐色
106 ③ 9．3 （復） める。屈曲部の稜 は、水平方向

に突出する。
内面、端部 と屈曲部にヨコ方向へ

ラ ミガキ。その間 は、≡ヨコナデ。
頸部以下外面ヨコ方向へラミガキ。
内面右方向へラケズ リ後ナデ。

を含む。 ～灰褐
色

P o88 SK 31

注口土器

1 13．8 （復） 外反す る複合口緑。ロ縁端部は、 口線部内外面 とも風化のため調整 密。砂粒 良好 搾外面 風化がす

1323 01339 2 14．9 つまみ出すようにしておさめる。 不明。内面わずかにヨコ方向へラ を含む。 淡黄褐 すむ
1387 3 14．1 （復） 屈曲部の稜 は、下垂する。休部 ミガキがみられる。体部外面貝殻 色
106 （り2．5 は、ほぼ球形 をなし小さな平底 腹縁による施文を平行洗練 により、
25 がつ く。肩部 に上向きの注 口と、

その反対側にやや内湾気味に立
ち上が る把手が付 く。

3 段 に区画する。底部にタテパケ
が残 る。内面上半左方向へラケズ
リ。下半左上方向へラケズ リ。以
上の調整後、注口、把手 を貼り付
ける。把手部分ナデ。全体に風化
している。

P o89 S K 31

器台

害圭3：雲 受部、脚部とも外反 し、端部は 受部、脚部 とも屈曲部の上下に、 粗。1～3 良好 再外面 一部スス

1323 e 1334 外へ折 り曲げるようにして外側 平行洗練をめぐらす。簡部内面右 mmの石英 淡黄褐 付着

1366 e 1387 ④脚径14 ．7 に平坦面をなす。稜 は、それぞ 方向へ ラケズリ後ナデ。脚部内面 を多 く含 色～暗 赤色塗彩
106 れ下方と上方へ突出す る。筒部 右方向へラケズ リ。脚裾部 ヨコナ む。 赤褐色 痕有 り
25 は、やや太目で縮約 している。 デ。その他風化のため調整不明。

Po 90 S K 31 ① 23 ．5 受部、脚部 とも外反し、端部は 受部外面 ヨコ方向へラミガキ。内 密。砂粒 良好 啓外面

1323 e 1334 ② 17 ．4 やや平坦な面をなす。稜は、そ 面 ヨコ、ナナメ方向へラ ミガキ。 を含む。 淡得色
1337 0 1339 ④脚径18 ．3 れぞれ上下に突出する。簡部 は 簡部外面ナナメ方向へラ ミガキ。 ～淡赤
1366 。1383
1386 0 1388

106
25

短かい。 内面ヨコ方向へラ ミガキ。脚部外
面 ヨコ、ナナメ方向へラ ミガキ。
内面、上半右方向へラケズリ。下
半 ヨコパケ。受部、脚部 とも屈曲
部 に瓜形文の上下を 3 ～ 連発の平
行沈線がめ ぐる。

褐色

P o91 SK 32

賓

お 品 盈 外皮する複合口緑。口線端部 は、 口綾部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 内外面 一部 スス

1977 丸 くおさめる。屈曲部 の稜は、 ナデ。肩部外面 タテノユケ。内面左 を含む。 明褐色 付着
106 水平方向にわずかに突出する。 方向へラケズ リ後ナチ。

P o92 SK 32 お 品 浩 ほぼ直立す る短かい複合口緑。 ロ緑部外面、櫛描平行沈線。内面 やや粗。 良好 再外面 黒斑有

1977 0 2011 口繚端部 は、丸 くおさめる。屈 ナデ。頸部以下外面ヨコ方向へラ 1へノ2mmの 淡褐色
106 曲部の稜 は、突出せず頸部へと ミガキ。内面左方向へラケズリ後、 石英を含 ～明褐

つながる。 ヨコ方向へラ ミガキ。 む。 色

P o93 SK 34

てこ土ご

辛 ∴ ㌦ ほぼ直立す る複合 口緑。 口線端 口綾部外面、櫛描平行洗練。内面 粗。3′～5 良好 外面暗 スス付着

15769 1796 部は、丸 くおさめる。屈曲部 の ナデ。肩部外面、貝殻腹緑による mmの石英 褐色
106 稜は、突出せず頸部へ とつなが 押圧文。内面左方向へラケズリ。 を多 く含 内面淡

宣芝 る。 一部右方向へラケズ リ。 む。 灰褐色

′～暗灰
褐色

P o94 SK 34

婆

お 品 浩 やや外傾する複合 口線。 ロ線端 日経部外面、櫛描平行沈線後一部 やや密。 良好 外面淡 黒斑有

1753 部は、丸 くおさめる。屈曲部 の ナデ消す。内面ナデ。肩部外面わ 砂粒を多 欒色～

106 稜は、突出せず頚部へ とつなが
る。

ずかに波状文がみられる。頚部以
下内面、右方向へ ラケズリ後、 ヨ
コ方向へラミガキ。

く含む。 淡赤褐
色
内面淡
褐色～
明褐色

P o95 SK 34 鎚 品 浩 やや内湾気味に外傾する複合ロ 口緑部内外面ナデ。頚部外面、タ 密。砂粒 良好 外面暗 スス付着

1786 緑。口緑端部は、丸 くおさめる。 テパ ケがわずかに見 られ る。内面 を含む。 褐色
106 屈曲部の稜 は、水平方向に突出

する。

へラケズ リ後ナデ。 内面暗
灰褐色

P o96 SK 34

器台

お 品 夙 ほぼ直線的に外上方へのびる受 受部外面、櫛描平行洗練。内面タ 密。砂粒 良好 外面淡

1795 01798 部。端部は、丸 くおさめる。稜 テ、ヨコ方向へラミガキ。屈曲部 を含む。 欒色～
106 は、下垂する。 以下、外面 タテ方向へラミガキ。 淡赤褐

色
内面淡
褐色

P o97 S K 34

蓋

塞孟ヲ畠0 直線的に 「ハ」の字状に開 く体 休部外面、タテパ ケ後、 タテ方向 密。砂粒 良好 内外面 スス付着

1786 0 1797 部に、 しっか りしたつまみがつ の ミガキ。内面、右方向へラケズ を含む。 灰褐色
106
26

⑤つまみ径5．3 く。 リ後、 ヨコ方向へラミガキ。つま

み部分ナデ。

P o98 S K 34

低脚珂こ

内湾する浅目の塔部 に、「ハ」の 日録部外面ヨコナデ。塔部外面 タ 密。砂粒 良好 外面赤 スス付着

1796 字状に開 くしっか りした脚がつ テパケ後、一部ヨコ方向へラ ミガ を含む。 褐色～

106 く。ロ緑端部 は、つまみ出すよ キ。師部内面 ヨコ方向へラミガ孝。 暗灰褐

26 うにしておさめる。 脚部内外面ナデ。 色
内面灰
褐色～
暗灰褐
色

Po 99
1753 e 1786

106

S K 34

底部

豊野 高3 ・2 やや上げ底状 の底部。 外面タテパケ。内面下から上への

ヘラケズリ。底部内面に指頭圧痕
状の痕跡がみられる。

粗。礫を
含む。

やや不
良

外面淡
灰褐色

～灰褐
色
内面淡
褐色～
褐色

P o lOO S K 34
脚

②残存高3 ．3 「ハ」の字状に低 く開く脚部。 内外面ナデ。外面上部に、ミガキ 密。砂粒 良好 輿外面

1798
106

④脚径（復）7．8 端部 は、丸 くおさめる。 状の刻み目が上下 2 段にわたって
めぐる。底面指頭圧痕。

を含む。 淡褐色

Po lOl SK 35

褒

†㌍言言「† やや外反す る複合口縁。口緑端 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。1～2 良好 内外面 黒斑有

1740 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の ナデ。頸部内画、左方向へラケズ mm　の 石 灰褐色
107 稜 は、水平方向につまみ出す。 リ後ナデ。 葵、長石

を含 む。

挿表10　出土土器観察表（6）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cnl）
審議

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P olO2 SK 35

高塔

①23。7 （復） 屈曲後外反する輝部。ロ緑端部 内外面ヨコ方向へラ ミガキ。屈曲 密。 1 mm 良好 外面淡 S K 3 7

1740
107

②残存高3．1 は、内側を肥厚させ、上面が平
坦面 をなす。

部以下タテ方向へラ ミガキ。 程度の石
英　 を 含
む。

褐色～
灰褐色
内面灰
褐色

P ol07 と
同一個体
か
黒斑有 り

P olO3 SK 35

蓋

「ハ」の字状に開く休部 に、外 つまみ部分ナデ。体部 内面右方向 密。砂粒 良好 外面淡 スス付着

1740 方向にのびるしっか りしたつま へラケズ リ後ナデ。外面 ヨコ方向 を含む。 明軍色 風化がす
107
26

みがつ く。 へラミガキがわずかに見られるが、
風化のため調整不明。

～淡灰
褐色
内面淡
灰褐色

～暗灰
褐色

すむ

P olO4 S K 36

高塀

①18。5 （復） 屈曲後外反す る輝部。口緑端部 内面 ヨコ方向へラミガキ。屈曲部 密。砂粒 良好 外面淡 風化が著

1731 ②残存高5 。6 は、つ まみ出すようにしておさ 以下 タテ方向へラミガキ。外面、 を含む。 褐色 しい
107 める。 屈曲部に沈線をめぐらすが、風化

のため調整不明。

内面淡
明褐色

P olO5 S K 37

聾

①18。8 （復） 外傾す る複合口緑。ロ緑端部 は、 日経部外画、櫛措平行沈線、内面 密。砂粒 良好 外面淡 一部スス

1963 ②残存高6 。3 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 ヨコ方向へラミガキ。体部外面 タ を含む。 灰色 付着

107
26

突出せず頸部へ とつながる。 テパケ。内面左方向へラケズ リ。 内面淡
明褐色

′～淡灰
色

P olO6 S K 37 鮎 品 浩 やや外反する複合口録。口緑端 口緑部外面、櫛描平行沈線後、端 やや密。 良好 外面茶 スス付着

1965 部 は、外側へ出すようにして丸 部付近 をナデ消す。内面 ナデ。屈 1 ヘノ2 mm 褐色

107 くおさめる。屈曲部 の稜は、水 曲部付近にヨコ方向へラミガキ。 の石英、 内面灰
平方向にわずかにつまみ出され
る。

頸部以下左方向へラケズリ。 長石を多
く含む。

褐色

P olO7 S K 37

高塀

貌 霜 豊 へ 屈曲後外反するj不部。ロ線端部 内外面、 ヨコ方向へラ ミガキ。屈 密。 1 mm 良好 外面淡 S K 3 5

1956 は、内側を肥厚 させ上面が平坦 曲部以下タテ方向へ ラミガキ。外 程度の石 褐色～ P o l0 2 と

107 ． 画 をなす。 南端部ナデ。 英 を 含
む。

灰褐色
内面灰
褐色

同一個体
か黒斑有
り

P o lO8 S K 37 ① 17 ．0 （復） 椀状の師部。口緑端部 は、丸 く 外面ヨコ方向へラ ミガキ。内面タ 密。砂粒 良好 外面褐 黒斑有 り

1967
107

②残存高6 ．5 おさめる。 テ方向へラ ミガキ後、ヨコ方向へ

ラミガキ。

を含む。 色
内面淡
褐色

一部スス
付着

P o lO9
11580 1963

1脚5
107
26

S K 37 配 呂

④脚径15。6

皿状の輝部。端部は、外側に面

をなし、中央が凹む。簡部 は、
短か目で低 く、「ハ」の字状 に開
く脚部がつ く。

i

口緑部 内外面 ヨコ方向へラミガキ。
師部外面、ナナメ、タテ方向へラ
ミガキ。内面タテ方向へラミガキ。
筒部外面タテ方向へラミガキ。内
面右方向へラケズ リ。脚部外面、
芝コ方向へラミガキ0 内面ヨコナ

フ‾。

密。砂粒
を含む。

良好 外面淡
灰褐色
内面淡
灰褐色

～灰褐
色

一部スス
付着

P o llO
1956e 1962

107

SK 37 ②残存高9 ，6
④脚勘4牒（復）

「ハ」の字状に開 く脚部 と、太
目で短かい簡部。

外面風化のため調整不明。簡部内
面絞 り。脚部 内面、右方向へラケ
ズリ。

やや粗。
粗い砂粒
を多 く含
む。

良好 外面暗
灰色
内面灰
褐色～
暗灰色

黒斑有 り

Po lll SK 37

器台

（9 22 。4 受部、脚部 とも外反し端部は、 受部外面、櫛描平行沈線後、 ヨコ 密。 1 ～ 良好 内外面

19560 1957 ② 16 ．9 丸 くおさめる。稜 は、それぞれ 方向へラミガキ。内面 ヨコ、ナナ 2 mm の石 明褐色
19610 1984 ④脚径17，2 上下に突出する。簡部 は、短か メ方向へラミガキ。簡部外面ナナ 英、長石

107
26

目である。 メ方向へラミガキ。内面タテ方向

へラミガキ。脚部外面、櫛描平行
沈線後へラミガキ。内面右方向へ
ラケズ リ。

を含 む。

P ol12 SK 38

二丈ご雲貰

l

①且魂。6 （復） やや外反気味に外傾する複合ロ 口緑部外面、櫛描平行沈線後、一一 やや密。 良好 再外面 スス付着

1954 01955
107

（塾残存高H 。7 緑。口縁端部 は、丸 くおさめる。
屈曲部の稜 は、やや下方 につま

部ナデ消す。内面 ヨコ方向へラミ

ガキ。体部外画貝殻腹緑による連

砂粒を多
く含む。

淡褐色

へノ淡灰
26 み出される。休部 は、横方向に 続瓜形文 と、中央が凹円 となる4 褐色

長い偏球形 をなし、底部 を欠 く。 重 の同心円スタンプ文 を3 条の平
行沈線で区画する。スタンプ文の
下は、ヨコ方向へラ ミガキ。内面
左方向へラケズ リ後、ヨコ方向へ
ラ ミガキ。

P ol13
1959 01970

SK 38 鎚 品 浩 肩部か らなだ らかにやや外傾す

る日経部。 口緑端部 は、丸 くお

口緑部外面ナデ。内面ヨコ方向へ
ラ ミガキ。肩部外面 ヨコパケ。内

やや密。
砂粒を含

良好 外面灰
褐色～

107 さめる。 面左方向へラケズリ。 む。 黒褐色
内面灰
褐色

P ol14
1953 。1954

107
26

S K 38

高塔

鎚 逮高6 め1 屈曲後外皮す る輝部。日録端部

は、丸 くおさめる。

坤部内外面 ヨコ方向へラミガキ。
底部外面タテ方向へラ ミガキ。内
面左方向へラケズリ後ナナメ方向

へラケズ リ。

密。砂粒
を含む。

良好 内外南
淡褐色

黒斑有 り

P ol15
1953
107

S K 38

底部

詳 商 か3 やや上 げ底状の小さな平底。 外面タテパケ。内面下から上への

へラケズ リ。底面ナデ。

粗。粗い
砂粒を含
む。

良好 外面明
褐色～
暗褐色
内面暗
褐色

スス付着

P ol16
1978 0 2㈲4

108

S K 39

窺
風

①ユ5 り7 （復）
②残存高15 誹
（釦 8 ．0 （擾）

ほぼ直立する複合口緑。［コ緑端
部 は、丸 くおさめる。屈曲部の
稜 は、下方へわずかに突出する。
体部は、倒卵形 をなし、底部 を
欠 く。

口緑部外面、櫛描平行沈線。内面
ナデ。休部外面 ヨコパケ。内面上
半左方向へラケズ リ。下半下から
上へのヘラケズリ。

密。砂粒
を含む。

良好 外面暗
褐色
内面淡
灰褐色

～暗灰
褐色

スス付着

輝表は＋出土土器観察表（ア）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法量 （cm ）
①口径
②器高
③最大胴径
（り底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o l17 SK 39

婆

①15 ．4 （復） 外反する複合日録、日経端部 は 口緑部外面、貝殻腹緑による櫛描 やや密。 良好 内外面
1752 ②残存高5．6 丸 くおさめる。屈曲部の稜は、 平行洗練。内面ナデ。肇部内面、 1 ′～2 mm 淡明褐
108 水平方向につまみ出される。 左方向へ ラケズリ後ヨコ方向へラ

ミガキ。
の石英、
長石 を含
む。

色

P ol18 S K 40 （餌 6 ．0 （復） やや外傾する複合日録。口縁端 ロ縁部外面、櫛描平行沈線。内面 密。 1 mm 良好 外面淡 黒斑有 り
1751 ②残存高7 ．1 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の ヨコ方向へラミガキ。休部外面ナ 程度の石 灰褐色
108 稜 は、突出せず頸部へ とつなが デ。内面左方向へラケズ リ後、ヨ 英、長石 内面黒

る。 コ方向へラ ミガキ。 を含む。 褐色

P ol19 S K 40

恵ヨ貰

（カ17 ．0 （復） やや外反する複合口緑。口緑端 口綾部外面、櫛措平行沈線後ナデ 密。 1～ 良好 内外面 一部 スス
1751 （診残存高7 ．4 部 は、つまみ出すようにしてお 消す。内面ヨコ方向へラ ミガキ。 2 mmの石 淡褐色 付着
108 さめる。屈曲部の稜 は、水平方 肩部外面、貝殻腹縁 による瓜形文 英、長石

向に突出する。 の上下 を、 2 本の平行沈線がめぐ
る。内面、左方向へラケズリ後頸
部 ヨコ方向へラミガ辛。以下ナデ。

を含む。

P o120 S K 40

婆

（》14 ．7 （復） やや内傾する短かい複合口緑。 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面灰 一部 スス
1751 （診残存高3 ．9 口緑端部 は、つ まみ出すように ナデ。屈曲部付近ヨコ方向へラミ を含む。 褐色 付着
108 しておさめる。屈曲部の稜 は、

突出せず頸部へ とつながる。
ガキ。頸部以下外面 タテパケ。内
面左方向へラケズ リ後、ヨコ方向

へラ ミガキ。

内面灰
褐色～
暗灰褐
色

P o121 SK 41 ① 19．8 （復） 外傾 する複合 口緑。口緑端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 蜜。砂粒 良好 外面淡
1768 （塾残存高9 ．2 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 ナデ。体部外面肩部に波状文。内 を含む。 褐色
108 突出せず頸部 につながる。 面右方向へラケズリ。 内面淡

灰褐色

～暗褐
色

P o122 SK 41 ① 17．0 （復） 外傾す る複合口緑。口緑端部は、 口縁部外面、櫛描平行沈線後、端 密。砂粒 良好 外面淡 黒斑有 り
1768 ②残存高5．0 丸 くお さめる。屈曲部の稜は、 部付近をナデ消す。内面 ヨコ方向 を含む。 灰褐色
108 水平方向にわずかにつまみ出さ

れる。
ヘラミガキ。頸部外画ヨコナデ。
内面左方向へラケズ リ。

内面淡
明褐色

P o123 SK 41

蓋

（塾残存高2．9 中央が浅 く凹むしっか りしたつ つまみ外面 ヨコナデ。内面へラミ 密。砂粒 良好 内外面
1768
108

⑤つまみ径5．9 まみ。 ガキ。休部外面タテパケ後ナデ。
内面ナナメ方向へ ラミガキ。

を含む。 淡褐色

P o124 SK 41 ②残存高2．8 中央が凹むしっかりしたつまみ。 外面 ヨコナデ。つまみ内面および、 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り
1768
108

（9 つまみ径5．6 端部 は、つまみ出すようにして
おさめる。

体部内面ヨコ方向へラミガキ。 を含む。 淡明褐
色

P o125 SK 42

婆

鎚 嘉凱 3 直立後外反する複合口緑。ロ緑 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面淡
1773 端部 は、つまみ出すようにして ナデ。体部外面肩部に波状文。内 を含む。 明褐色
108
27

おさめる。屈曲部の稜 は、突出
せず頸部へ とつながる。

面左方向へ ラケズリ後ナデ。 ヘノ淡灰
褐色
内面淡
褐色～
灰褐色

P o 126 S K 42

直口壷

①11 ．4 （復） やや外反す る日録部。 口緑端部 外面タテパケ。 ［］縁部内面ナデ。 やや粗。 良好 外面淡
1772
108

②残存高8 ．7 は、上にややつまみ出し、外側
に画をなす。

頸部以下左方向へラケズ リ。 2 m 程度

の石英、
長石 を含
む。

褐色～
淡明褐
色
内面淡
明褐色

′～灰褐
色

P o127 S K 42 1 13 ．2 （復） やや外傾気味に直立する口繚部。 口緑部内外面ナデ。頸部 内面、左 密。 1 ～ 良好 内外面
1771
108

2 残存高6 ．3 口縁端部は、つ まみ出すように
しておさめる。

方向へラケズリ後 ナデ。 2 mmの石
英、長石
を含む。

淡褐色

P o128 S K 42

高塔

①20．6 珂部 と底部 との境界に稜をもつ。 輝部 内外面ヨコ方向へラミガキ。 密。砂粒 良好 内外画 黒斑有 り
1770 （診残存高7 ．6 口緑端部は、つまみ出すように 底部外面ナナメ方向へラミガキ。 を含む。 淡明褐
108
27

外反 させておさめる。 内面タテ方向へラミガキ。円板充
壊していたものと思われる。

色～暗
茶褐色

P o129 SK 42

底部

②残存高1．6 上げ底状の平底。 外面 タテパ ケ。内面下から上への やや粗。 良好 内外面 黒斑有 り
1772
108

④ 3．6 ヘラケズ リ。底面ナデ。 砂粒を多
く含む。

淡褐色

P o130 SK 42 ②残存高4．7 安定 した平底。 内面下から上へのへラケズ リ。底 粗。礫 を 良好 外面淡 黒斑有 り
1772
108

④ 6．8 （復） 面へラミガキ。外面風化のため調
整不明。

含む。 褐色
内面淡
灰褐色

風化著し

い

P o131 SK 45

賓

①16．4 （復） やや外反する複合 口縁。 ロ縁端 口綾部外面、櫛措平行沈線後、端 密。1～2 良好 外面灰 スス付着
1952 ②残存高4．8 部は、丸 くおさめる。屈曲部 の 部付近をナデ消す。内面 ヨコ方向 mmの石英 褐色
108 稜 は、水平方向にわずかに突出

する。
ヘラミガキ。頸部内画左方向へラ
ケズリ。

を含む。 内面淡
褐色

Po 132 SK 45 ① 18 ．0 外傾する複合日録。口緑端部は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 内外面 スス付着
1951 （塾残存高8．5 丸 くおさめる。屈曲部の稜は、 ヨコ方向へラ ミガキ。体部外画房 を含む。 褐色
108 突出せず、頸部へ とつながる。

体部 は、肩部が張 る。
部 に、刺突文。 その上部は、 ヨコ
方向へラミガキ。下部 ヨコパケ。
内面頸部 ヨコ方向へラミガキ。以
下ナナメパケ。

Po 133 SK 46

蓋

① 13 ．0 「ハ」の字状に開ぬ休部に、 し 外面タテ方向へラミガキ。内面ヨ 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り
1821 ②残存高4，4 つか りしたつまみがつ く。つま コ方向へラミガキ。つまみ上面へ を含 む。 褐色～
108
27

みは、先端を欠く。 ラミガキ。 暗褐色

P o 134 SK 46 （9 9 ．7 「ハ」の字状に開 く体部に、細 外面、つまみ部タテ方向へラミガ 密。 1 ～ 良好 外面淡 風化がす
1821 2 4 ．9 長いつまみがつく。つまみは、 キ。体部 ヨコ方向へラミガ孝。内 2 mmの石 褐色 すむ
108 5 つまみ径2．4 中央が凹み外上方へつまみ出す 面みがきがわずかにみられるが、 英、長石 内面淡
27 ようにす る。 表面別離のためほとんど調整不明。

つ まみ上面ナデ。

を含む。 灰褐色

挿表12　出土土器観察表（8）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ）
（訂口径
（診器高
③最大胴径
（り底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o135 S K 47

璽

①17 ．0 （復） 外反す る複合 口緑。ロ緑端部 は、 口緑部外面ヨコナデ。内面端部 ヨ やや密。 良好 外面欒 黒斑有 り

1688 ②残存高6 ．5 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 コナデ。以下 ヨコ方向へラケズリ。 1 ～ 2 mm 色～淡
109
27

ほぼ水平方向に突出する。 体部外面肩部にタテパケ。内面左
方向へラケズリ。一部右上方向へ
ラケズリ。

の石英を
含 む。

灰色
内面暗
灰色

P o136 S K 47 ① 15 。4 （復） やや外反する口縁部。口緑端部 口緑部内外面ナデ。肩部外面タテ やや粗。 良好 外面灰 黒斑有 り

1627
109

（む残存高5 ．5 は、丸 くおさめる。 パケ。内面左方向へ ラケズリ。 1 mm程度

の石英を
含 む。

褐色
内面淡
褐色～
淡灰褐
色

P o 137 S K 47 （》19 ．0 （復） 外反する複合 口縁。口縁端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線後ナデ やや密。 良好 外面灰 黒斑有 り

1632 0 1687 ②残存高6 ．1 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 消す。内面ヨコ方向へラ ミガキ。 1 mm程度 褐色～
1688
109

水平方向に突出する。 肩部外面タテパケ。内面左方向へ
ラケズリ。

の石英を
含 む。

暗灰褐
色
内面黒
褐色

P o 138 S K 47 ① 15 ．0 （復） やや外傾する複合口緑。口緑端 外面、ヨコ方向へラミガキ。内面 やや密。 やや不 外面淡 スス付着

1688 （訃残存高4 ．8 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の 左方向へラケズ リ後、 ヨコ方向へ 1 mm程度 良 褐色～

109 稜 は、水平方向に突出する。屈 ラミガキ。屈曲部以下タテ方向へ の石英を 灰 白色
曲部上部の外面 を強 くナデるこ
とにより、端部付近が肥厚 した
ような形態 となる。

ラミガキ。 含む。 内面淡
褐色

P o 139 S K 47

器台

②残存高7 。5 「ハ」の字状 に開 く脚部 と、短 筒部外面 ヨコ方向へラミガキ。脚 粗。礫を やや不 外面淡 黒斑有 り

1688 ④ 14 。0 （復） かめの簡部。稜 は、やや外上方 部外面櫛描平行沈線。簡脚部内面 含む。 良 灰色～

109 へ突出し脚端部 は、丸 くおさめ

る。

左方向へラケズ リ。一部右下方向

へラケズリ。脚端部内外面ナデ。
暗褐色
内面淡
灰褐色

P o140 SK 47
蓋

（訂残存高2 。4 上面中央が凹む小さ目のつまみ。 外面タテ方向へラ ミガキ。内面ヨ 密。砂粒 良好 内外面

1687
109

⑤つまみ径2．4 コ方向へラ ミガキ。つ まみ上面ヨ

コ方向へ ラミガキ。

を含む。 暗灰褐
色

P o 141 SK 48

壷

（り6 。4 （復） 直立する短かい口線部 に、楕円 内外面ナデ。内面最大胴径 を測る やや粗。 良好 再外面

1638
109
27

欝 撃 尉 ・形の体部。日録端部は、丸 くお

さめる。

部分にヨコ方向へラミガキ。 1 ～ 3 mm
の石英を
含む。

淡明褐
色

P o 142 SK 48

婆

（D 15 ，6 やや外皮する複合口緑。口緑端 目線部外面、櫛描平行沈線後、ヨ 粗。粗い 良好 外面淡 一部スス

1638 9 1639 ②残存高15，0 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の コ方向へ ラミガキにより、一部沈 砂粒 を多 褐色～ 付着
109 ③ 17 ．1 稜 は、わずかに下垂する。体部 線 を消す。内面 ヨコ方向へラミガ く含む。 赤軍昏

27 は、横方向に長い倒卵形をなし
底部を欠 く。

キ。肩部 に貝殻腹緑による刻み目
を入れた後、頸部から中央部 まで
ヨコ方向へラ ミガキ。以下タテパ
ケ。体部内面、上半は左方向へラ
ケズ リ。以下下か ら上へのヘラケ
ズリ。

内面淡
灰褐色

P o 143 土器溜01 ① 鼠4 。4 外傾する複合口緑。口緑端部 は、 ロ緑部内外面ヨコナデ。頸部内面 やや粗。 良好 外面淡 スス付着

1809 ②24 。0 丸 くおさめる。屈曲部 の稜は、 へラケズリ後ナデ。休部外面肩部 1 ～ 3 mm 黄褐色 風化がす
109 ③ 19 ，5 水平方向に突出す る。休部は、 まで、風化のため調整不明。中央 の石英 を ～暗褐 すむ

28 倒卵形をな し、底部は、わずか 部 ヨコ方向へラミガキ。以下 タテ 多　 く　含 色
に平坦な画を残すが、正立せず 方向へラミガキ。内面上半左方向 む。 内面淡

尖り気味である。 へラケズリ。下半下から上へのへ

ラケズ リ。

黄褐色

～灰褐
色

P o l舶 土器溜01 （9 27 ．0 外反する複合日録。口縁端部は、 ロ縁部外画、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 内外面 スス付着

664 0 674 ②残存融 3。4 外側に画 をもち上下にやや肥厚 ヨコ方向へラ ミガキ。休部外面 ヨ を含む。 灰褐色
675 0 676 気味である。屈曲部の稜 は、下 コ方向へラミガキ。内面頸部 ヨコ

1809
109
28

垂す る。体部は肩部が張 る。 方向へラ ミガキ。以下左方向へラ
ケズリ。

Po 145 土器溜01 ① 18 サ4 （復） 外反する複合日録。ロ緑端部は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。 1 mm 良好 外面淡 スス付着

1806 0 1808 ②残存融 2，5 丸 くおさめる。屈曲部 の稜は、 ヨコ方向へ ラミガキ。休部外面、 程度の石 得色～
109 ③ 19 。1 （復） 水平方向にわずかに突出する。 ヨコ、ナナメパケ後、肩部に刺突 英　 を 含 淡灰褐

28 頚部か ら肩口へとなだらかにつ 文がめ ぐる。内面左方向へラケズ む。 色
なが り、底部を欠 く。 リ後、パケ状工具による調整がみ

られる。

内面黄
褐色

P o146 土器溜01 （餌 臥6 （復） 外傾する複合口縁。口緑端部は、 口緑部外面屈曲部以下に、ヨコ方 密。 1 ～ 良好 再外面 風化著 し

1809 ②残存高7。2 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 向へラミガキ。休部内面 に、左方 3 mmの石 淡明褐 い
109 水平方向に鈍 く突出する。体部 向へラケズリがみられる他は風化 英、長石 色

は、肩部が張 らず底部へとつな

l がるもの と思われる。

のため調整不明。 を含む。

P o147 土器溜0 1

壷

鎚 品 漑 やや内傾気味に外皮する、 はね 口緑部外面、櫛措平行沈線後ナデ やや密。 やや良 再外面

1766 上げ口緑気味の複合口緑。ロ緑 消す。内面 ナデ。頸部内面、左方 1 ～ 2 mm 好 淡褐色

109 端部 は、つまみ出す ようにして 向へラケズリ後、ヨコ方向へラミ の石英、
おさめる。屈曲部 の稜は、下垂
する。

ガキ。 長石を含

む。

P o148 土器溜01

題望ム

①20。4 （復） 受部、脚部 とも外反 し端部 は丸 外面ヨコ方向へラミガキ。受部内 密。砂粒 良好 内外面 風化がす

1715 0 1806 ② 15。5 くおさめる。受部側の稜 は、や 面端部付近 ヨコ方向へラミガキ以 を含む。 淡明褐 すむ
1829 ④ 14。5 や下方へ、脚部側 の稜は、やや 下タテ方向へ ラミガキ。簡部 内面 色

109 ・自白－［コ 上方へ、それぞれわずかに突出 右方向へラケズ リ。脚部 内面左下

28 する。簡部 は短か目である。 方向へ ラケズリ。脚部外面風化 の

ため調整不明。

P o149 土器溜02

賓

①朗。7 （復） やや外傾する複合口緑。口緑端 日録部外面、櫛描平行沈線後、一 やや密。 良好 外面淡 一部スス

1554 0 1579 ②残存高36。鼠 部は、平坦面 をなす。屈曲部の 部ナデ消す。内面ヨコ方向へラミ 1 ～ 4 mm 明褐色 付着
1600 の1601 ③ 47。0 稜は、やや下垂気味である。体 ガキが一部 にみ られ る。体部外面、 の石英、 ～淡灰

110 部は、倒卵形 をなし、底部 を欠 肩部 に5 条の平行沈線で区画され 長石 を含 褐色
28 く。大型の婆。 た波状文がめぐる。以下タテ、ナ

ナメパ ケ。内面上半、左右両方向
のへラケズ リ。下半右上方向へラ
ケズ リ。

む。 内面淡
褐色～

l灰褐色

挿東芝3　出土土器観察表（9）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法量 （cm ）
（丑口径
（塾器高
③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o150 土器溜02

婆

お 品 漂 1 外反気味に外傾 する複合口緑。 口縁部外面、櫛描平行沈線。内面 やや密。 良好 内外面 風化がす

1599 の16㈱ ロ縁端部は、丸 くおさめる。屈 ヨコナデ。休部外面肩部に貝殻履 1ノ～3 mm 淡褐色 すむ。
1727 01729 曲部の稜は、やや下方へわずか 緑 による施文。内面左方向へ ラケ の石英、 へノ淡明 内面全体

110 に突出する。体部 は、肩部が張 ズリ。一部にヨコ方向へラ ミガキ。 長石を含 褐色 にスス付

28 る。 外面全体 に風化 しており、調整不
明瞭。

む。 着

P o151 土器溜02

脚部

②残存高4．2 外反 しなが ら、低 く開 く脚部。 外面タテパケ後、 ヨコ方向へラ ミ やや密。 良好 内外面 黒斑有 り

1601
110

④脚径5 ．9 脚付鉢になると思われる。 ガキ。底部内面 タテ、ヨコ方向へ
ラミガキ。脚部内面へラミガキ。

「～ 2 mm
の石英、
長石を含
む。

淡褐色

㌘0 152 SK 50

賓

欝 莞高22 ・8 ほぼ球形をなす休部。口緑部 を 外面不規則なパ ケメ。肩部内面右 やや粗。 やや不 内外面 黒斑有 り

33
111
29

欠 く。 方向へラケズ リ。以下中程 まで左
方向へラケズ リ。以下下から左上

へのへラケズ リ。底部に指頭圧痕
有 り。

粗い砂粒
を含む。

慮 淡褐色

Po 153 SK 51 ②残存高22 ．5 ほぼ球形 をなす体部。 口緑部、 外面、不規則なパケメ。内面、上 密。 1 ～ 良好 外面明 黒斑有 り
36
111

③ 28 ．0 底部を欠 く。 半右方向へラケズ リ。下半、左上
方向へラケズ リ。

2 mmの石
英　 を 含
む。

褐色
内面赤
褐色

Po 154 SK 52 鮎 遥高17 ．8 外傾する複合口緑。ロ緑端部は、 口緑部内外面ヨコナデ。胴部外面 密。砂粒 農好 内外面 スス付着

l

345 9 499 外側につまみ出し上端中央が凹 上半は、肩部からタテパケを入れ を含む。 淡褐色
500 。502 ③ 22 ．6 む。屈曲部の稜 は、やや下方へ た後平行沈線を施 し、その後へラ ～灰褐

111 鋭 く突出す る。休部は、最大胴 状工具による刻み目を入れる。中 色
29 径が、中央に くるはぼ球形をな

すと思われ る。
央部外面 ヨコパケ後以下、タテパ
ケ。胴部内面上半は、右方向へラ
ケズ リ、以下上方向へラケズ リ。

Po 155 SK 52 ① 16 ．0 （復） 外傾する複合口緑。ロ緑端部は、 日録部内外面ヨコナデ。肩部外面 密。砂粒 良好 内外面

345 ②残存高8．1 夕沌 坊につまみ出し、端部を丸 く ヨコパケ。内面右上方へのへラケ を含む。 淡灰褐
111 おさめる。屈曲部の稜 は、水平

方向に突出する。
ズリ。 色′～淡

褐色

㌘0 156 SK 52 ① 14 ．6 （復） 外傾する複合口緑。口緑端部は、 口緑部 内外面ヨコナデ。肩部外面 密。砂粒 良好 内外面 一部スス
弧巨 573
111
29

②残存高5．5 外上方へややつまみ出し、端部
を丸 くおさめる。屈曲部の稜は、
やや下方へ鋭 く突出する。

ヨコパケ。内面右方向へラケズ リ。 を・含む。 淡灰褐
色

付着

P o 157 SK 52

高ま不

音義品 6．3 ほぼ直線的に外上方へのびる輝 口緑部内外面ヨコナデ。底部外面 密。砂粒 i良好 外面淡 スス付着

345 部。日録端部は、外側 に面をも タテパケ。内面わずかにタテパケ。 を含む。 灰褐色 風化著 し
111
29

つ。 他 は、風化のため調整不明。輝部
内画にへラミガキ痕がみられる。

～赤灰
褐色
内面淡
灰褐色

～淡赤
褐色

い

P o 158 S K 52
底部

肝 要高12 ・7 しっか りした平底から外上方へ 底面不規則なハケメ。他外面タテ 密。砂粒 良好 内外面 一部 スス
501
111

向かってのびる底部。 パケ。内面左上方向へケズリ。 を含む。 淡灰褐
色

付着

㌘0 159 S K 53

婆

（力15 ．1 （復） 外傾する複合口緑。口緑端部 は、 日録部内外面 および肩部外面ヨコ 密。砂粒 良好 外面淡
337
111

②残存高5 ．6 内外両側 にわずかに肥厚 し、丸
くおさめる屈曲部の稜 は、水平
方向に突出 しているが、かなり
退化 している。

ナデ。肩部内面右方向へラケズ リ。 を含む。 灰褐色
内面灰
褐色

P o160

337
111
29

S K 53

高ま不

（塾残存高10 ．0
④脚径16 ．0

しっかりした筒部 と 「ハ」の字
状に低 く開 く脚部。

外面タテパケ。簡部か ら脚部上半
内面左方向へラケズリ後ナデ。以
下脚部内面ヨコ、ナナメパケ。－一
部へラ記号らしきものがある0 円 i
板充壊 をしていたと思われる。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
淡褐色

黒斑有 り

P o161 S K 53
低脚坪

（参残存高2 ．8 「ハ」 の字状 に開 く脚部。端部 脚部 内外面ヨコナデ。 蜜。砂粒 良好 内外画 風化がす
337
111

④脚径5．4 は、外方へつまみ出すようにし

て、丸 くおさめる。

を含む。 淡褐色 すむ

P o162 S K 54

ハごまこご宣E

（9 24 ．6 屈曲部 より内傾する複合日録。 ロ縁部内外面 ヨコナデ。頚部から 密。砂粒 良好 内外面 P o163 が
130の317。331 ②残存高15 ．7 口緑端部 は、平坦画 をなす。屈 肩部 にかけて綾杉文。その下に櫛 を含む。 淡褐色 底部 と思
341 8546 曲部の稜は、水平方向につまみ 状工具による平行沈線がめ ぐる。 われ る。
112 出す。頸部は、大きく外反 し、 頚部内面絞 り後ナデ。肩部内面右
30 肩部は大 きく開 く。 方向へラケズリ後ナデ。

P o163 S K 54

底部

（訃残存高5 ．2 安定した平底。 外面お よび底面ナデ。内面左上お 密。砂粒 良好 内外面 P o162 の
287 9317
546
112

④ 14 ，6 （復） よび下から上へのへラケズ リ。底
部内面不整方向へラケズリ。

を含む。 淡灰褐
色

底部 と思
われ る。

P o164 S K 54

直口壷

（》16 ．0 （復）。 わずかに外傾 しながらほぼ直立 口縁部内外面 ヨコナデ。肩部外面 やや密。 やや良 内外面
546 9547 （診残存高21 ．2 する日録。口線端部 は、外側に 5 本以上の平行洗練 を入れた後一 砂粒を多 好 淡褐色
112
30

③ 35 ．6 （復） やや肥厚 して平坦面 をなしその
面上を、 1 条の四線がめぐる。

部ナデ消す。以下外面不規則なパ
ケメ。内面上半は、右方向のへラ

く含む。

体部は、横方向に長い偏球形を ケズリ。以下左上方向へのヘラケ
なすと思われる。 ズ リ。

P oユ65 S K 54 ① 10 ．0 （復） 外反する口緑部。ロ緑端部 は、 風化 のため調整不明。 密。砂粒 良好 内外面 風化著し
547
112

②残存高5 ．2 外上方へつまみ出すようにして
おさめる。屈曲部 の稜は、水平
方向に突出する。

を含む。 淡明褐
色

い

P o166 S K 54

婆

（》14 ．9 外傾する複合 口緑。口緑端部 は、 口縁部内外面 ヨコナデ。休部外面 密。砂粒 良好 外面淡 風化すす
546 0547 ②残存高7 ．7 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 平行沈線がかすかに残る。内面右 を含む。 褐色～ む
5亜
112
30

水平方向につまみ出す。 および、左上方向へラケズ リ。全
体に風化しているため、調整が は

っ きりしない。

黄灰褐
色
内面淡
褐色

挿表14　出土土器観察表脚
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法選 （cn1）
①口径

】

】
形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o167 SK 54

婆

①鼠嶺。2 （復） やや外反気味に、外上方へのび 日録部内外面 ヨコナデ。休部外面 密。砂粒 良好 外面淡 一部スス

547 ②残存高11．6 る日録。 ロ緑端部 は、外面を強 タタキ。一部 ナデ消す。内面、頸 を含む。 灰茶褐 付着
112 ③且5 。6 くナデることにより、下方にや 部左方向へラケズ リ。肩部以下上、 色
30 や肥厚する形 となる。体部は、

ほぼ球形 になると思われ る。
左上へのへラケズ リ。一部 ナデ。 内面明

灰褐色

～暗灰
茶褐色

P o168 SK 54

高坤

②残存高8。8 しっか りした簡部か ら 「ハ」 の 外面風化のため調整不明。簡部内 密。 良好 外面明 風化著 し

547 （勤脚径14。6 字状 に広が る脚部。端部 は、丸 面右方向へラケズ リ後ナデ。脚部 禅色～ い

112 くおさめる。 内面 ヨコパケが一部残 る。円板充
填。

淡赤褐
色
内面明
褐色

P o169 SK 54

器台

雷篇宗吾鵠 簡部がかなり縮約した鼓形器台。 脚部内面、右方向へラケズリの他 密。砂粒 良好 外面淡 風化が著

546
112
30

受部 を欠 くが、脚部は直線的に
広がり、端部はやや外皮するよ
うにして丸 くおさめる。受都側
の撥 は、やや下方 に、脚部側 の
稜は、やや上方に突出す る。

は、風化のため調整不明。 を含む。 赤褐色
内面淡
褐色～
褐色

しい

P o170 SK 54
脚

②残存高410 「ハ」の字状に広がる脚部。端 外面、タテパケ後、ヨコナデ。内 密。砂粒 良好 再外面

546
112

④郷径12。1 部は、丸 くおさめる。 画 ヨコナデ。 を含 む。 淡褐色

P o171 SK 55

婆

（D i6 。9 （複） 外傾する複合口緑。目線端部は、 ロ緑部、内外面 ヨコナデ。体部外 密。石英、 やや不 外面灰 外面スス

574 e575 靡 禦 鼠 7 夕順巧へややつまみ出 し、上端が 面、肩部 ヨコナデ。その下に平行 長石 を含 良 褐色～ 付着
576 や833 平面 をなす。屈曲部の稜 は、水 沈線、ヨコパケを施した後タテハ む。 淡赤褐
113 平方向に突出する。休部 は、肩

があまり張 らず　 偏球形 をなす
ケ、ナナメパケを入れる。ヨコパ
ケ上にへラ状工具による刻み目。

色
内面淡

ヽと思われる。 内面 は、右方向へラケズ リ。 灰褐色

P o172 SK 55 鎚 品 濃 外博する複合口縁。［コ緑端部は、 口緑部内外面ヨコナデ。肩部内面 密。 良好 内外面 風化著し

574
113

外側 につまみ出し、上端が平坦
面をなす。屈曲部の稜 は、水平
方向に鋭 く突出する。

左方向へラケズリ。 淡褐色 い

P o173 SK 55

高輝

②残存高7。6 ．しっか りした簡部か ら、低 く横 簡脚部内面左方向へラケズ リ。他 密。砂粒 良好 内外面 風化著し

575
113
31

④脚径13 め9 方向に広が る脚部。 風化のため調整不明。 を含む。 淡黄褐
色

い

P o174
574
113

SK 55
低脚輝

②残存高1。8
④脚径5 。9

「ハ」の字状に外反する脚部。 内外画ヨコナデ。 密。砂粒
を含む。

良好 内外面
淡褐色

風化が著
しい

P o175 SK 55

高塔

（り2且。5 （複） 外上方へのび端部を外反させて、 外面 ヨコナデ後、波状文をめぐら 密。砂粒 良好 内外面 風化がす

577
113

②残存高5。5 丸 くおさめる師部。 す。内面風化のため調整不明。 を含む。 淡褐色 すむ

P o176 SK 56 ①且6．9 （復） 外反しなが ら開き、底部 との境 ブ不部外面タテパケ。筒部内面絞 り 密。砂粒 良好 内外面 風化著し

546 （診残存高1045 界に稜をもつ珂都 。ロ緑端部は、 後左方向へラケズリ。他 は、風化 を含む。 明褐色 い
113 外側 に面をなす。稜は、やや下

方につ まみを出す。
のため調整不明。 ～淡赤

褐色

P o177 SK 56

坤蓋

①9。3 平坦な天井部から、一度段をつ 天井部外面へラ切 り後 ナデ。内面 密。砂粒 良好 内外画

333
113
31

② 3。1 けるように内湾する。ロ緑端部

は、丸 くおさめる。

ナデ。他内外面 ヨコナデ。 を含む。 淡青灰
色

P o178 S K 57

小型丸底壷

（カ11。4 やや外皮する複合 口緑。 口緑端 日録部内外面ヨコナデ。体部外面 やや粗。 良好 外面明

504 （飢 1。6 部は、丸 くおさめる。屈曲部 の ナデ。内面左上方向へラケズリ。 1 ′・～2 mm 褐色～
113
31

③ 12－4 稜は、ほぼ水平方向に突出させ

る。最大胴径が、横方向に長い
偏球形をなす。

底部指頭圧痕。 の石英、
長石を含
む。

暗茶褐
色
内面明
褐色

P o179 SK 57 i

i 蜜

i

① 13．5 （複） 外傾する複合口線。ロ縁端部は、 口緑部内外面ヨコナデ。頸部以下 密。砂粒 良好 内外面

503 （訂残存高伝。2 やや平坦な面をなす。屈曲部 の 外面ナデ。肩部以下内面右方向へ を含む。 淡褐色

113 稜は、ほぼ水平方向に突出する。 ラケズ リ。

P o180
503

SK 57 やや外皮する複合 日録。 口緑端
部は、丸 くおさめる。屈曲部の

ロ縁部内外面ヨコナデ。休部外面、

ヨコ、ナナメパケを入れた後、最

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
淡灰褐

スス付着

、113 稜は、やや下方へ突出する。体 大胴径を測 る箇所 より上 は、櫛状 色
31 部は、あまり蘭が張 らず、最大 工具 による平行沈線。内面左方向

胴径が、横方向に長い偏球形を へラケズリ。一部右方向へラケズ
なすと思われる。 リ。

P o181 S K 57 ①且6，0 （複） ！やや外傾する複合 日録。 ロ緑端 口緑部内外面ヨコナデ。休部外面 密。砂粒 良好 内外面 スス付着

503 ②残存高は。3 部は、丸 くおさめる。屈曲部の タテパケ後、ヨコパケ。肩部 に波 を含む。 淡灰褐

113 稜は、水平方向に突出する。肩 状文 を施 す。内面左方向へラケズ 色
部は、あまり張らずなだらかで
ある。

リ。

P o182 S K 57

底部

わずかに平底の形態を とどめる 外面 タテ、ナナテパケ後ナデ。内 やや密。 良好 外面灰 スス付着

503 やや尖 り気味の底部か ら、内湾 面左方向へラケズリ。全体に指頭 砂粒を多 褐色

113 しなが ら上方へのびる体部。 圧痕が残る。 く含む。 内面淡
灰褐色

P o183
561
113

S K 58 i

高塔

①23。7 （復）
（診残存高6。5

外反しながらのびる塔部。日経
端部は、丸 くおさめる。

内外画 ともタテ方向へラミガキが
見られ るが、風化のため全体に調
整不明。

密。砂粒
を含む。

良好 外面灰
茶褐色
内面淡
褐色

風化著 し

い

P o184

563
113

S K 59 ① 2臥3 （復）
③残存高5 。6

やや外反するが、ほぼ直線的に
のびる師部。ロ緑端部は、外側
に面をもつ。

内面 にタテ方向へラミガキが残 る

が、風化により調整不明。

密。細 か

い砂粒を
含む。

良好 内外面
淡褐色

～灰褐
色

風化著 し

い

㌘0185 S K 59 ① 29。7 （復） 椀状の輝部。下垂す る稜 を境 と 輝部 を形成 した後、稜を張 り付 け 密。砂粒 良好 内外面 風化著 し

563 ②残存高7 。5 して、目線部 は外反 し、日録端 る。外面の稜下部 に、ヨコ方向へ を含む。 淡褐色 い

113
31

部は、外側 に面をなす。 ラ ミガキが残 るが他は、風化によ

り調整不明。

・～淡灰
褐色

輝寮鼠，5　出土土器観察表（組
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ）
（》口径
②器高
書震諸 径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

㌘0 186 SK 60

椀

塞孟？i9 いびつな椀。口緑端部 は、外側 口緑部外面ヨコナデ。他外面ナデ。 密。 1 ～ 】良好 外面淡 一部スス
432 へつまみ出すようにしておさめ 内面右方向へラケズリ。底部内面 2 mmの石 褐色～ 着
114
31

る。 不整方向へラケズ リ。 英、長石
を含む。

淡灰色
内面淡
褐色

P o 187 S K 61

婆

（》17 ．2 （復） 外傾する復合 口緑。口緑端部 は、 内外面 ヨコナデ。肩部内面右方向 やや密。 良好 外面暗
642
114

②残存高5 ．2 わずかに平坦面をなすが、ほぼ
丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、
水平方向に小 さく突出する。

へラケズ リ。 粗い砂粒
を含む。

黒褐色
内面淡
褐色

P o188 S K 61 （》22 ．8 （復） 外傾する複合 口緑。口緑端部 は、 内外面 ヨコナデ。肩部内面右方向 密。砂粒 良好 内外面 風化すす
640
114

（塾残存高5 ．7 やや外側へつまみ出し、内傾す
る面をなす。屈曲部の稜 は、や
や下方へ鋭 く突出する。

ヘラケズ リ。 を含む。 淡褐色 む

P o189 S K 61

器台

お 品 浩 外反す る受部。端部 は、外側に 内外面 とも風化が著しく調整不明。 密。砂粒 良好 内外画 風化著し
641
114

面をなす。屈曲部 の稜は、水平
方向にわずかに突出する。

内面 にわずかに ミガキ痕が残 る。 を含む。 淡褐色 い

P o190 S K 61 （参残存高7 ．0 筒部。受部側屈曲部の稜 は、や 外面 ヨコナデ。受部内面、ヨコ方 密。砂粒 良好 内外面
639 や下方へ、脚部側屈曲部 の稜は 向へラミガキ。簡部内面左方向へ を含む。 淡褐色
114 やや上方へそれぞれ突出する。 ラケズ リ後ナデ。脚部内面右方向

へラケズ リ。

P o191 S K 62

底部

②残存高9 。0 尖 り気味の丸底。休部は、倒卵 外面 タテパ ケ。内面下か ら左上へ 密。砂粒 やや良 外面淡 スス付着
601
114

形をなす と思われる。 のへラケズリ。底部に指頭圧痕有
り。

を含む。 好 灰褐色

′～灰褐
色
内面淡
灰褐色

P o192
867
114

SK 63
賓

㌫ 品 濃 内湾 しながら開 く 「く」の字状
口緑。ロ緑端部は、内側 を肥厚
させ、内傾する面 をもつ。

内外面ヨコナデ。 やや密。
砂粒 を含
む。

良好 内外面
暗黒褐
色

黒斑有 り

P o193 SK 64

鼓形器台

審圭萱：ヨ （復） 受部、脚部 ともやや外反気味に 受部、脚部 とも外面ヨコナデ。簡 やや粗。 良好 内外面 風化がす
1137 開き、端部 は丸 くおさめる。稜 部外画ナデ。内面へラケズリ後ナ 砂粒 を多 淡褐色 すむ
114
32

④脚径17 ．0 は、小さ くつまみ出す。 デ。脚部内面右方向へラケズリ。
端部 ヨコナデ。受部内面には、へ
ラミガキの痕跡が残るが、風化の
ためはっきりしない。

く含 む。 ～明褐
色

P o194 SK 64

低脚塔

①20 ．5 大きく開 く浅い師部。脚部は、 内外画 ともヨコナデ。 密。細か やや不 内外面 塔部内面
1136
114
32

弘 ㌫6 ．7 「ハ」の字状に開 き端部 は、丸
くおさめる。

い砂粒を
多　 く　含
む。

良 淡褐色 に赤色塗
彩痕有 り

Po 195 SK 67

・恵笠E

鎚 品 濃 やや内湾気味に直立する複合 口 口緑部内外面ヨコナデ。頚部外面 やや粗。 良好 内外面 一部赤色
1108 緑。口緑端部は、内外両側に肥 ヨコナデ。内面ナデ。肩部外面ハ 1 ′へ－2 mm 淡褐色 塗彩痕有
114

i

厚す る平坦面をなし、その中央
を一条の凹線がめぐる。屈曲部
の稜 は、水平方向に鈍 く突出す
る。

ケ後ナデ。内面ナデ。 の石英を
含む。

か
スス付着

P o 196 SK 67

婆

①14 ．8 （復） やや短かく外傾する複合口緑。 口繚部および頸部内外面ヨコナデ。 密。細か 良好 外面淡 赤色塗彩
1108 （診残存高5 ．1 口縁端部 は、丸 くおさめる。屈 肩部外面左上が りのパケメ。内面 い砂粒を 褐色～ 痕有か
114 曲部の稜 は、水平方向に鈍 く突

出する。
右方向のヘラケズ リ。 含む。 淡茶褐

色
内面淡
褐色

㌘0197

1251
114

S K 69

土鍋口緑

お 品 浩 複合口線状を呈す、短か く立ち
上がるロ緑。 口緑端部は、内外
両側に肥厚し、平坦面をなす。
その上面 は、わずか にくぼんで
いる。

内外面 ヨコナデ。 密。砂粒
を含む。

良好 内外面
黒灰色

スス付着

P o198 S K 66

地

評 ㌘高10 ・4 日録部 を欠 く。やや肩の張った 底面か ら底部外面 まで逆時計回り 密。砂粒 良好 内外面 自然和付
538 体部 で、安定 した平底をもつ。 のへラケズリ。他、内外画ヨコナ を含む。 淡灰色 着
115
32

休部のほぼ中央に円孔を穿つ。
頚部 の中程 に1 条 の沈線がわず
かにはいる。底面 に 「キ」のへ
ラ記号がある。

デ。

P o199 SK 66

寵

①29．0 底部 は、横長の楕円形をなす。 外面 口縁部付近ヨコパケ。以下タ やや粗。 良好 外面淡 一部スス
537 （9 34．1 体部 は、台形状をなし、前面上 テパケ。内面口緑部ヨコナデ。以 ユ～5mmの 褐色～ 付着
115 ④ 43．6 部の廟 は上方へ外反気味に突出 下下か ら上へのへ ラケズ リ。底部 石英を含 淡明褐
32 50．2 （廃合）

（診底部奥行29．0
する。 指頭圧痕。廟部分ナデ。体部 に約

4 cm幅の粘土紐単位が確認できる。
む。 色

内面淡
褐色

P o200 S I）03

婆

1 19．6 （復） 外上方へかなり外傾する複合口 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面灰 一部スス
1469

暮残存敵 6
緑。口緑端部は、丸 くおさめる。 ヨコ方向へ ラミガキ。頚部内面へ を含む。 褐色 付着

116 屈曲部の稜 は、突出せず頸部へ
とつながる。

ラケズ リ後ナデ。 内面淡
灰褐色

P o201 SI）03 1 21．7 （復） やや外反する複合 口線。 口緑端 口緑部外画、輝描平行沈線。内面 蜜。砂粒 展好 内外面
2033

音残存敵 6
部は、丸 くおさめる。屈曲部 の ヨコナデ。一部 ヨコ方向へラミガ を含む。 灰褐色

116 稜は、突出せず、頸部へとつな キ。頸部外面 ヨコ方向へラ ミガキ。
33 がる。 肩部外面ナナメパケ。頚部以下内

面右方向へ ラケズリ後ナデ。

P o202 SD o5

＝士ご笈g

ユ15．0 （復） 外傾する複合口録。口緑端部は、 口縁部外画、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 やや不 外面淡
1737

塞残存敵 5
丸 くおさめる。屈曲部 の稜は、 ヨコ方向へラ ミガキ。頸部外面ナ を含 む。 巌 明褐色

116 突出せず、頸部へ とつながる。 デ。内面 ヨコ方向へラミガキ後、
指頭圧痕。肩部内面左方向へ ラケ
ズリ。

内面淡
灰色

P o203 SD o5

聾

1 18 ．9 （復） 外傾する複合口緑。口縁端部は、 口綾部外面、櫛描平行洗練。内面 密。砂粒 良好 内外面 スス付着
1736

音残存融 ．9
丸 くおさめる。屈曲部 の硬は、 ナデ。屈 曲部付近に、一部 ヨコ方 を含む。 淡褐色

116 突出せず頚部へとつなが る。 向へラ ミガキ。頸部内面、右方向

へラケズリ後、ヨコ方向へラミガキ。

挿表16　出土土器観察表（12）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm）
① 口径
②器高
（訃最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o204 SD o5

聾

①且7 ．2 （擾） 外傾する複合 口緑。口緑端部 は、 口緑部内外面ヨコ方向へラミガキ。 密。砂粒 やや不 外面暗 スス付着

1684 ②残存高3 ．9 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 頸部外面ナデ。内面左方向へラケ を含む。 良 茶褐色

116 その上部を強 くナデることによ
り、わずかに突出した形態 をと
る。

ズ リ後、ヨコ方向へラ ミガキ。 内面褐
色

P o205 S工）05

‾ニ皇ご宣E

（9 13 ．0 （復） 屈曲部以上をつ まみ出すように 日録部外画、櫛描平行沈線。内面 粗。礫 を 良好 外面淡 一部スス

1604 （診残存高7 ．7 して直立 させた短かい複合 口緑。 ナデ。体部外面タテパケ。内面左 含む。 褐色～ 付着

116
33

体部は、肩部が張らず、頸部か
ら底部へ とつながる。

方向へラケズリ。 淡灰褐
色
内面淡
褐色～
明褐色

P o206 SD o5

器台

①12 。8 （復） やや外反 しなが ら開 く受部。端 受部外面、櫛描平行沈線。内面 ヨ 密。1mm程 良好 外面淡 黒斑有 り

1737 ②残存高6 ，5 部 は、丸 くおさめる。稜は、下 コ方向へラミガキ。簡部外面ヨコ 度の石英 桃色
116 方へ突出 し、短かい簡部がつ く。 方向へラ ミガキ。内面左方向へ ラ を含む。 内面淡

33 脚部を欠 く。 ケズリ後、ヨコ方向へラミガキ。 褐色

P o207 S0 05

薗

お 品 凱 外上方へのびる体部。口緑端部 口緑部内外面 ヨコナデ。体部外面 密。1～2 良好 内外面 黒斑有 り

1734 。1735 土器群03 は、外側へ押 しつぶ されたよう タテ、ナナメパケが一部 にみられ mmの石英 淡灰褐 遺構間で

1881 。1920
116
33

に出ている。 るが全面ナデ。内面、口緑部ヨコ
ナデ時についた と思われる2 条の
沈線の下を左方向へラケズ リ。以
下、上部からヘラケズ リ後ナデ。
上から下へのへラケズ リ。右方向

へラケズリの順に調整が行われる。

を含む。 色 接合

P o208 SD O6

＝お宣E

音義品 1ま。9 やや外皮気味の複合 日録。 口緑 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 内外面 スス付着

1645 e 1783 端部は、平坦画をなす。屈曲部 ヨコ方向へラミガキ。体部外面、 を含む。 淡褐色

116 の健は、下垂する。体部は、球 貝殻腹緑による連続瓜形文 と、 3 ′）灰褐
33 形に近 く下半 を欠 く。 重の同心円スタンプ文を2 ～ 3 条

の平行沈線で区画 し、少な くとも
3 段 に分ける。内面左方向へラケ
ズ リ。

色

P o209 S D o6 離 島 浩 外皮する複合 口線。目線端部 は、 口緑部外画、櫛描平行沈線後一部 やや密。 良好 外面淡 一部スス

1785 つ まみ出すようにしておさめる。 ナデ消す。内面ヨコ方向へラミガ 1 ～ 3 mm 褐色～ 付着
116 屈曲部の稜 は、水平方向に突出 キ。体部外画、貝殻腹緑 による施 の石英を 淡桃色

33 する。体部は、肩部が張る。 文 と、中央が四円となる3 重の同
心円スタンプ文を 1 ～ 3 条の平行
沈線で区画す る。内面左方向へ ラ

ケズリ。

含む。 内面淡
褐色～
淡明褐
色

P o210 S り06

聾

鎚 品 浩 外反気味にほぼ直立する複合日 ロ緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面褐 一部スス

1784 緑。口繚端部 は、丸 くおさめ、 ヨコナデ。頸部内面 ヨコ方向へ ラ を含む。 色 付着

116 やや肥厚気味である。屈曲部の
稜 は、下方へわずかに突出す る。
頚部の器壁が他に比べ厚い。

ミガキ。以下左方向へラケズリ後
ナデ。

内面暗
灰褐色

P o211 S り06

高塔

①23 ．3 （復） 内湾しながら外上方へのび、ロ 口緑部外面 ナデ。内面ヨコ方向へ 密。砂粒 良好 内外面

178∠塞 （診残存高速。4 緑部を外反させる輝部。ロ緑端 ラ ミガキ。他、内外面タテ方向へ を含む。 淡褐色

116 部 は、つまみ出すようにしてお
さめる。

ラ ミガキ。

P o212 S ‡）07

壷

銚 品 鋸 外皮する複合 口緑。ロ緑端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。頸部 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り

1923 。1930 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 外面ナデ。 ロ緑部、頸部内面ヨコ を含む。 灰褐色

1976 水平方向にわずかにつまみ出す。 方向へラ ミガキ。肩部外面、 2 条
117
34

頸部は、ほぼ直立し短かい。 以上の凹線。内面左方向へラケズ
リ。

P o213 S r）07

賓

鎚 品 漑 外皮する複合 日録。ロ緑端部 は、 口縁部外面、櫛措平行沈線。内面 密。 良好 内外面

2002 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 ヨコ方向へラミガキ。頸部内面左 淡褐色

117 やや下垂する。 方向へラケズ リ。

P o214 S I）07 お 品 浩 外皮す る複合口緑。ロ緑端部 は、 日録部外面、櫛措平行沈線。内面 l密。1mm程 良好 外面淡 一部スス

2005 外側をやや肥厚させ、ほぼ丸 く ヨコ方向へラミガキ。体部外画房 度の石英 褐色 付着
117 おさめる。屈曲部 の稜は、下垂 部に波状文。内面左方向へラケズ

リ。

を含む。 内面淡
する。 灰褐色

P o215 S り07 （餌 8．0 （復） 外反する複合口緑。日録端部 は、 口緑部外画、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面灰 黒斑有 り

1996 ②残存高9 ．2

①相。6 （復）

丸 くおさめる。屈 曲部の稜 は、 ヨコ方向へラミガキ後、端部付近 を含む。 褐色

117
34

水平方向にわずかに突出する。 ナデ。体部外画ヨコ、ナナメパ ケ
後、一部へラミガキ。その後肩部
に刺突文をめぐらす。内面、左方
向へラケズリ後、ヨコ方向へラミ
ガキ。

内面明
褐色～
暗灰褐
色

P o216 S り07 外皮する擾合口緑。目線端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面灰 スス付着

2001 ②残存高5 ．5 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 ヨコ方向へラミガキ。頸部外画ナ を含む。 褐色
117 突出しないが、屈曲部付近 は、

外側にわずかに肥厚気味である。
デ。内面左方向へラケズリ。 内面淡

灰褐色

㌘0217 S り07 外反する擾合 口線。ロ緑端部 は、 口緑部外面、櫛措平行沈線後、端 密。砂粒 良好 外面淡 スス付着

2002 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 部および内面 ヨコナデ。体部外面 を含む。 明褐色

117 突出せず、頚部へとつながる。
体部は、ほぼ球形をな し、底部
を欠 く。

頸部平行沈線後ナデ消す。肩部以
下ヨコ、ナナメ後肩部に刺突文 を
め ぐらす。内面、頸部以下左方向

へラケズ リ後、ヨコ、ナナメ方向
へラミガキ。

内面淡
明褐色

～淡灰
褐色

P o218 S り07 鮎 譜 ま 直立する短かい複合 目線。 口緑 口線部外画、櫛措平行沈線後ナデ 密。砂粒 やや艮 外面淡 スス付着

1996 端部は、内傾する平坦気味 な面 消す。内面ヨコ方向へラミガキ。 を含む。 好 褐色～
117 ③且5 。i （筏） をもつ。屈曲部の撥 は水平方向 体部外面頸部 ヨコ方向へラミガキ。 灰褐色
34 に突出する。頸部 から肩部へ と

なだらかにつなが り底部 を欠く。
肩部以下上半 ヨコパケ。下半タテ

パケ。内面頸部へラケズリ後ヨコ
方向 ミガキ。以下左上方向へラケ
ズ リ後ナデ。

内面明
褐色

P o219 S D O7

器台

紛 雲 受部は、外反 し日録端部は、丸 受部、脚部 とも外面 は、擬凹線 を 粗。 1 ～ 良好 内外面 黒斑有 り

1976 9 2蠣 くおさめる。稜は、下垂する。 入れた後ヨコ方向へラ ミガキ。受 2 mmの石 淡褐色
ヱ脚了 （餌 4 。4 脚部は、裾部付近で強 く外反 し、 部内面 ヨコ方向へラミガキ。脚部 英、長石

117 端部は、丸 くおさめる。稜 は、 内面右方向へ ラケズリ後 ナデ。端 を多 く含

34 外上方へ突出する。簡部は、か
な り縮約 している。

部は、 ヨコナデ。簡部外画タテ、

ヨコ方向へラミガキ。内面左方向
へラケズ リ後ナデ。

む。

挿湊芝　地まま器観察蔑個
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm）
① 口径
②器高
③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

㌘0220
2010
117

S‡〕07

底部

②残存高L 8
④ 9 ．0

平 らな台 を貼 り付けた底部。 内画ナデ。他風化のため調整不明。 密。砂粒
を含む。

良好 外面淡
桃色
内面灰
白色

風化著 し

い

㌘0221 S‡）07 （訃残存高4 ．4 安定 した平底。 外面わずかにタテパケが見られる。 粗。礫を 良好 外面淡 風化がす

1995
117

④ 4 ．6 （復） 内面下か ら上へのへラケズリ。他
風化のため調整不明瞭。

含む。 桃色～
黄褐色
内面淡
褐色～
明褐色

すむ

㌘0222 SI〕09

賓

銚 品 濃 外傾する短かい複合日録。口緑 口緑部外面、櫛描平行洗練。内面 密。砂粒 良好 外面褐 スス付着

1054
117

端部 は、丸 くおさめる。屈曲部

の稜 は、突出せず、なだらかに
頸部へ とつながる。

ヨコナデ。 を含 む。 色
内面淡
褐色

P o223 Sり12

恵宣E

①12 ．0 （復） 外傾する短かい複合口緑。ロ緑 口緑部内外面ヨコナデ。頚部内面 密。1mm程 良好 整外面

1035
117

②残存高2．3 端部 は、丸 くおさめる。屈曲部
の稜 は、水平方向につまみ出さ
れる。

ヘラケズリ後ナデ。 度の石英
をわずか
に含 む。

淡褐色

Po 224 Sり12

賓

お 品 浩 外反する複合口縁。ロ緑端部は、 口縁部外画、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 輿外面

1035 丸 くおさめる。屈曲部 の稜は、 ヨコナデ。頸部以下内面左方向へ を含む。 淡褐色
117 下垂する。 ラケズ リ。

Po 225 SD 15 ① 14，6 （復） 外傾する 「く」の字状口緑。口 口緑部内外面ヨコナデ。休部外面 密。砂粒 良好 再外面

187 （診残存高8．7 緑端部は、内側を肥厚させ、内 ヨコパケ。わずかにナナメパ ケが を含む。 淡褐色
118 傾する面をもつ。 みられる。内面左方向へラケズリ。

指頭圧痕有 り。

㌘0226
235
118

SI〕15

須恵器片

外面 は、タチ ョコに重複する平行
叩き冒（Å）。内面 は、櫛状工具に
よるナデ。

密。紙か

い砂粒 を
含む。

良好 外面淡
灰色
内面灰
色

P o227
725
118

S E〉15 外面 は、格子ふう叩 き目後、カキ
冒状調整を行なう。内面 は、同心
円文。

密。細か
い砂粒 を
極わずか

に含む。

良好 内外面
灰色

P o228
235
118

S D 15 外面 は、格子ふう叩 き冒後、カキ
冒状 ナデ。内面は、同心円文。

密。細か

い砂粒 を
わずかに
含む。

良好 内外面
灰色

㌘0229 S D 25
須恵器塔

②残存高2 ．7 断面逆梯状の貼付高台を有する。 外面は底面 に、回転糸切 り後に高 密。砂粒 不良 申外面

228
118

④ 10．7 （復） 台を貼 り付 ける。内面は、 ヨコナ
デ後、底部 に不整方向のナデ。

を含む。 乳白色

P o230
144
118

S D 25

須恵器片

外面は、タテヨコに重複す る平行
タダキ冒（Å）。内面 は、ていねい
にナデる。

密。細 か
い砂粒 を
含む。

良好 外面灰
色
内面灰
白色

㌘0231
170
118

S I）25 外面は、格子ふ う叩き冒後ナデ。
内面は、同心円文。

密。細 か
い砂粒を
わずかに
含む。

良好 内外面
灰色

㌘0233
193
118

S り25 外面は、格子ふ う叩 き昌後、てい
ねいにナデ消す。内面は、円弧文
をていねいにナデ消す。

密。砂粒
はほ とん
ど含まな
い。

良好 外面淡
灰色
内面灰
白色

P o234
170
118

S り25 外面 は、格子ふう叩き目。内面 は、
同心円文カ。

密。細 か
い砂粒 を
極わずか

に含む。

良好 内外面
灰色

P o235
144
118

S り25 外面は、格子ふ う叩き目後、カキ
冒状のナデ。内面は、円弧文。

密。細か

い砂粒を
極わずか
に含む。

良好 外面暗
灰色
内面灰
色

㌘0236
193
118

Sり25 格子ふう叩 き目後、カキ昌状のナ
デ。内面 は、円弧文カ。

蜜。細か
い砂粒を
極わずか
含 む。

良好 内外面
灰色

P o237
193
118

SI）25 外面 は、格子ふう叩 き昌後、カキ
昌状のナデ。内面 は、円弧文。

密。細か

い砂粒を
わずかに
含 む。

良好 内外面
灰色

P o238
157
118

SD 25
瓦質土器
片

外面に格子状 の叩 き冒 （4 m X 4

mm）。内面は、直線的なパケ状工具
痕 （ヨコパケ）。

密。細か
い砂粒を
含む。

良好 内外面
灰色

Po 239
170
119
34

SD 25

備前婆

①34 。5 （復） 玉緑 を有す る日録。 内外面とも横 ナデ。 蜜。小さ
い砂粒を
含む。

良好 内外面
茶褐色

Po 240 Sり25

備前捨鉢

お 品 浩 口緑部は、端部 に外下りの平坦 外面横ナデ。内面に 7 本を単位 と 密。小 さ 良好 外面茶

170
119
34

面を有 し、上方へ拡張する。 した櫛描条線が見 られる。 い砂粒を
含む。

褐色～
暗灰褐
色
内面暗
灰色

挿表18　出土土器観察表㈱
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法童　 k m ）
① 口径
②器高
③最大胴径
（り底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o241 SD 25

備前嬬鉢

㌫ 品 浩 日経部 は、端部に外下 りの平坦 外面は、横 ナデ。内面に 8 本単位 密。小さ 良好 外面暗

170
119
34

面 を有 し、上方にわずかに肥厚
す る。

とした櫛描条線が見 られる。 い砂粒を
含む。

茶褐色

～暗褐
色
内面暗
褐色

P o242 50 25

備前底部

②残存高7 ．4 平底の底部。 内外面 ともナデ。内面に、櫛状工 密。小さ 良好 外面灰

160
119

④ 10 。5 （復） 異痕がわずかに残る。 い砂粒を
わずかに
含 む。

色～暗
灰色
内面灰
色

㌘0243 Sり25
越前焼大

①52 u4 （復） 張 りのない肩部か ら短か く外反 内外面 ともパ ケ状工具によるヨコ 密。やや 良好 内外面

170 ②残存高ユ1 ．8 し、短か く垂直に立 ち上がるロ ナデ。内面頸部に指頭圧痕が認め 大 き目の 明茶色
119
34

婆 線部に至 る。 られる。 砂粒 も含
む。

Po244 Sか25
土釜

㌫ 品 盈 内湾する日録。［］繚端部は、内 内外面 ヨコナデ。凸帯下部 に、指 密。1mm程 やや良 内外面

170
119

側 に画をもつ。外面 につば状の
凸帯がめぐる。

頭圧痕が残る。 度 の石英
を含む。

好 暗灰色

Po245

197
119
34

Sり25

I
須恵質牽

外面は、深い格子状叩 き目。頸部

はナデる。内面 はナデ。

密。砂粒
はほとん
ど含 まな
い。

良好 内外南
淡灰色

Po246
193
119

Sり25
須恵質鉢

j

外面は、粗いナデ。内面に、 9 条
を単位 とした櫛描条線が見られる。

粗。大 き
な砂粒を
含む。

良好 内外面
灰色

Po247
1舶
119

Sり25
須恵質土器底部

（診残存高7 。0
④ユ3 ，5 （復）

】平担な底部から外傾 して立ち上
がる。

内外面 とも回転 ヨコナデ。 密。砂粒
を含む。

良好 内外面
乳白色

Po248

1舶
119
34

Sり25

瓦質鉢

①鋼 。8　復）
②残存高5 。4

】上端に凹面状の平坦画 をもつ口

緑 を有する。

！

外面ナデ。日録端部 ヨコナデ。内

面 は、ヨコナデ後、櫛描の斜格状
条線。

やや粗。 良好 内外画
灰色～
暗灰色

Po249 Sり16

婆

（9 28 。9 （複） 外傾する短かい日録。 口緑端部 外面タテパケ。内面ヨコパケ後、 密。砂粒 良好 外面褐 スス付着

325
120

②残存高1臣5 は、外側 に画をなす。休部は、
半球形をなす と思われる。

不規則 なパケメ。 を含む。 色へノ灰
褐色
内面明
褐色

Po 250
222
120

Sり16
底部

②残存高5。2 底面がやや平底気味の底部。 外面不規則なハ ケメ。内面左上方
向へラケズ リ。

密。砂粒
を含 む。

良好 内外面
淡褐色

Po 251 Sり16

賓

①22 牒 （復） 「く」の字状の口緑を有する賓。 外面は、 口緑部か ら頸部にかけて 密。細か 良好 内面淡 外面日録

197
120
35

（訃残存高9。0
③封，3　復）

日録端部 は、やや肥厚 し、上端
は内博する平坦面 をもつ。

ナデ。胴部に不整方向の粗いパケ
目が認められる。内面 は、口緑部
ヨコパケ後ナデ。頸部以下は、ヨ
コパケが見 られる。

い砂粒 を
含む。

黄褐色
外面淡
褐色

部か ら胴
部 にかけ
て媒付着

Po 252 Sの16

坪

（》12 。0 （復） 平底から、やや内湾気味に立ち 内外面ヨコナデ。底部内面ナデ。 密。砂粒 良好 内外面

222
120

② 3。5
④ 7，6

上が り、日録部端部はつ まみ出
すようにしておさめる。底部 内
面中央部がわずか に凹む。

底面回転糸切 り。 を含む。 明褐色

Po 253 Sり16 ②残存高2。5 断面逆梯状 を呈 する台か ら大き 底面に回転糸切 り痕。内面は、へ 密。わず 良好 外面淡 底面に赤

522
120

椀
鼎鰯 Å）

④6．9 く開いて立ち上が る。 ラミガキ後に炭素を付着させ る。 かに砂粒
を含む。

褐色
内面黒
色

色塗彩痕

Po 254 Sm 16
坪

（厚魁二器A ）

②残存高3。0
④高台径6。7

「ハ」の字状にひらく断面三角 外面ナデ。内面 はヘラミガキ後、 密。細か 良好 内面黒

197
120

形の貼付高台をもつ底部か ら内
湾気味に立ち上が る。

炭素を付着 させる。 い砂粒 を
含む。

色
外面淡
褐色

Po 255 Sm 16

皿

①7。8 平底か ら一度直立気味に立ち上 内外面ヨコナデ。底面 ナデ。 密。砂粒 良好 啓外面

651
120
35

② 2．く）
④魂。4

がった後、やや内湾気味 に外上
方へのびる。ロ緑端部 は、丸 く
おさめる。

を含む。 淡褐色

P o256 SD 16

皿

①8。2 （複） 平底の底部か ら外傾 して立ち上 底面 に回転糸切 り痕が残 る。 緻密。細 良好 内面淡 風化が著

289 （釦 。9 がる。日録端部は、丸 くおさめ かい砂粒 茶褐色 しい

120 ④ 4．4 （復） る。 を極わず

か含む。

外面淡
赤褐色

P o257
224
120

S り16

須恵器脚

（郭残存高L 8
④ 15逐 （復）

「ハ．．．i の字状に大 きく開く。脚
端部 は、折れ曲がる。

】

外面 は、回転 ロクロナデ。内面 は、
剥離 しているが和が付着。

密。細か
い砂粒 を
含む。

良好 外面療
育灰色
内面暗
灰色

②残存高1。8 底部 は平坦で、緑部 との屈曲部 外面 は、緑部ロクロナデ。底部、 密。細か 良好 内外面㌘0258 S り16

須恵器輝
197
120

① 8，1 （復） に断面長方形の高台 を貼 りつけ

る。

回転糸切 り。内面は、ロタロナデ。 い砂粒 を
桓わずか
含む。

灰色

P o259 S か16

須恵器輝

②残存高3 。9 平坦な底部 に、短かい高台 を貼 内外面 ヨコナデ。底部内面ナデ。 密。砂粒 やや良 外面灰

327
120

④ 9。0 （復） り付ける。 底面回転糸切 り。 を含む。 好 色
内面淡
灰色

㌘0260 S り16

須恵器坤

（診残存高2 ，8 底部 は平坦で、繚部 との屈曲部 外面 は、緑部ロクロナデ。底部回 密。紙 か 良好 外面灰

197 （むm 。． 復） に外方へ肥厚する高台を貼 りつ 転糸切 り。内面は、緑部 ロタロナ い砂粒を 色へノ灰

120 ける。

i

デ。底部直線ナデ。 極わずか
含む。

白色
内面灰
色

P o261

323
120

S り16

須恵器片

「－
i
i

」

外面は、格子ふう叩 き目 （B l ）
後ナデ。内面 は、同心円文。

！

密。細か

い砂粒を
含む。

良好 外面暗
灰色
内面灰
色

挿蔑摘　出まま器観察寮姻
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法量 （cm ）
（9 口径
②器高
③最大胴径

（り底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

Po 262
197
120

SI）16

須恵器片

外面 は、格子ふう叩 き冒 （B l ）
後ナデる。内面は、円弧文をナデ
消す。

密。細か

い砂粒 を
わずかに
含む。

良好 外面灰
色
内面灰
白色

Po 263

257
120

SD 16

瓦質土器片

外面に格子状の叩 き冒 （4 mm X 4

mm）。内面は、直線的なパケ状工具
痕 （ヨコパケ）。

密。細か

い砂粒 を
含む。

良好 外面灰
色～灰
白色
内面灰
色

Po 264 SD 16

瓦質土鍋

㌫ 品 盈 外方へ折れ曲がる頚部から、湾 外面 はロ緑部ヨコナデ頸部以下ナ 密。細か やや不 内外面 外面スス

206e 207 曲して立ち上がる口緑につづ く。 デ。内面は、ヨコナデ。頸部 にヨ い砂粒 を 良 暗灰色 付着
121
35

口緑部上端 は、平坦面をもち、
強いヨコナデにより内側 にわず
かに肥厚する。頸部内面 には稜
をもつ。胴部は、張 らない。

コパケを残す。 含む。

Po 265 SD 16 お 品 浩 外方へ折れ曲がる頸部 から湾曲 外面 は、ロ緑部 ヨコナデ。頚部以 密。細か 良好 外面灰 外面にス

207 して立ち上がる日録につづ く。 下ナデ。内面は、 ヨコナデ。 口緑 い砂粒 を 色～暗 ス付着
121 ③ 9．1 （復） ロ繚部上端 は、平坦面をもち、

強いヨコナデにより内側 にわず
かに肥厚する。頚部内面 に鋭い
稜 をもつ。胴部は張 らない。

部上端直下、及び頸部直下に強い

ヨコナデをする。胴部 にパケ状工
具痕がわずかに認め られる。

含む。 灰色
内面灰
色

Po 266 Sり16 競 豪 禦 外方へ折れ曲がる頸部から内湾 外面 は、口緑部 ヨコナデ。頸部に、 密。砂粒 やや不 外面淡 外面にス
197
121

して立ち上がる口緑につづ く。
口緑部上端 は、平坦面をもつ。
頸部内面に稜をもつ。

指頭圧痕状の凹みが認められる。 わずかに
含む。

艮 灰褐色

～黒色
内面灰
白色～
黒色

ス付着

㌘0 267 SD 16 （9 24，3 （復） 外方へ折れ曲がる頸部から内湾 外面 は、ロ緑部 ヨコナデ。頸部に 密。砂粒 良好 外面灰 外面スス
207 雷 撃 尉 して短か く立ち上がる口縁部 に 指頭圧痕が認められる。頸部以下 を含む。

l

白色～ 付着

121 つづ く、口緑部上端に平坦面を
もつ。胴部 は、わずかに張る。
頸部内面は、強い稜をもつ。

ナデ。 黒色
内面灰
白色～
灰色

Po 268 SI）16 ① 27．2 （復） 外方へ折れ曲がる頸部から、内 外面 は、口綾部ヨコナデ。頸部以 蜜。砂粒 やや良 外面暗 外面にス

206 （診残存高6．2 湾して立ち上がる口緑につづ く、 下ナデ。内面は、 ヨコナデ。 ロ緑 をわずか 好 灰色′～ ス付着

121 口緑部上端 は、平坦面をもち、
内側 にわずかに肥厚する。頸部
内面 には、稜をもつ。

部上端直下 は、強 くナデる。 に含む。 黒色
内面暗
灰色

P o269 S D 16 ㌫ 品 濃 5 外方へ折れ曲がる頸部に内湾し 外面 は、口緑部ヨコナデ。頸部以 密。砂粒 良好 外面暗 外面にス

207 て立 ち上がるロ緑がつづ く。ロ 下ナデ。内面は、 ヨコナデ。 口縁 をわずか 灰色～ ス付着

121 （卦23．2 （復） 緑部上端は、平坦面をもち、わ
ずかに内側 に肥厚する。頸部 内
面に稜をもつ。胴部 は、張 らな

い。

部上端直下強いヨコナデ。 に含む。 異色
内面灰
色～灰
白色

Po 270 S D 16 鎚 〕！十十 外反する頸部から、内湾気味に 外面 は、口縁部 ヨコナデ。二条の 密。極細 やや艮 内外面 外面にス

973 外方へひらくロ緑部につづ く。 沈線が一部にみられる。頸部 に指 かい砂粒 好 暗灰色 ス付着
121 ③ 28．0 （復） 口緑部上端 は、平坦面をもち、

強いヨコナデにより、わずかに
内側 に肥厚する。頸部 内面は、
極鈍い稜 をもつ。

頭圧痕状 の凹みが認められる頚部
以下パケ後ナデ。内面は、口線部

ヨコナデ。頸部以下にパケ目が認
められる。

を含む。

Po 271 SB 16 ②残存高3．4 平底の底部。 外面 は、ナデ。内面は、風化のた 密。砂粒 やや良 外面異 外面にス
197
121

④ 14 ．0 （復） め不明。 わずかに
含む。

好 色
内面淡
灰褐色

ス付着

Po272 SD 16

瓦質鉢

お ？50 片口の鉢。平坦な底部か ら、わ 外面 は、 ロ緑部 ヨコナデ、以下は やや粗。 やや不 内外面

2039 210 ずかに内湾気味に斜め上方にの ナデ。内面は、刺激で不明。 砂粒 を多 、良 淡灰褐
121
35

④ 11．4 （復） びて、口緑部に至 る。 口緑端部
は、内傾す る面 をもつ。

く含 む。 色′、暗
灰色

Po273 SD 19

短頸壷

害圭冒：g （復）

③20 ．8
④ 12 ．1

ほぼ直立す る短 い口緑。やや肩 内外面ヨコナデ。底部内面 ナデ。 密。砂粒 良好 内外面
192
121
35

の張った横方向に長い体部でし

っか りした平底 をもつ。

底面へラ切 り後ナデ。 を含 む。 淡灰色

～灰色

Po274 SD 24

婆

十 ∵ ∴ 外傾する 「く」 の字状 口緑。 口 口繚部内外面ヨコナデ。内面 は、 蜜。砂粒 良好 内外面

829 緑端部は、内側 を肥厚 させ、内 ヨコナデ後、ナナメハケ。体部外 を含 む。 淡褐色
121 傾す る面 をもつ。 面、ナナメパケ後ヨコパケ。内面、

肩部ナデ。以下右方向へラケズ リ。
肩部内面 に指頭圧痕有 り。

Po 275 SD 24

蓋

・お ，：昌 丸味 を帯 びた天井部からなだら 天井部外面、へラ切 り後ナデ。内 密。砂粒 良好 内外面 内面に墨
839
121
35

かにロ緑へ とつながる。ロ繚端
部 は、内側に折 り曲げ平坦面 を
なす。

画ナデ。地内外面 ヨコナデ。 を含 む。 淡灰色 と思われ
るものが
付着

Po276

806
121
35

Sf）24

双耳壷

鎚 品 盈 直立する短かい口緑から、なだ
らかに開 く肩部。肩部 に上方向
にのびる把手を貼 り付 ける。

内外面ヨコナデ。 密。砂粒
を含 む。

やや良
好

内外南
淡灰色

Po277 Sf）24

蓋
（転用硯か）

害去？ら5 （復） 水平気味な頂部 に中央が凹む、 天井部外面、時計回 りのへラケズ 密。砂粒 良好 外面淡

i

806 つまみを貼 り付 ける。ロ緑部 は、 リ後、外面全体 ヨコナデ。内面ヨ を含 む。 灰色～

121 天井部よりゆるやかに屈曲し、

口緑端部 は、丸 くおさめる。

コナデ。天井部内面擦痕有 り。 淡育灰
色
内面淡
灰色～
灰色

挿表20　出土土器観察表（16）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法盈　 k m）
審議

（討最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o278 土器群01

婆

（》28。5 （復） 外傾する複合口緑。口緑端部は 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 粗。粗 い 不良 外面淡 一部スス
293 ・298 丸 くお さめる。屈曲部の稜は、 ヨコ方向へ ラミガキ。休部外面頸 砂粒を含 褐色～ 付着
299 0300
339 。421
122

下垂する。 部 から肩部ナデ。以下不規則なパ
ケメ。内面左方向へラケズ リ後、
肩部付近 ナデ。

む。 淡灰褐
色
内面淡
赤褐色

～淡灰
色

P o279 土器群01

小型壷

鎚 品 盈 やや外傾す るロ縁部。 ロ緑端部 口緑部内外面ヨコナデ。休部外面 密。砂粒 良好 外面淡 スス付着
295 は、つまみ出すようにして丸 く ヨコ、ナナメパ ケ後ナデ。内面左 を含 む。 灰褐色
122 おさめる。体部 は、ほぼ球形 を

なし底部 を欠 く。
方向へラケズ リ。 ′～淡赤

褐色
内面暗
灰色

P o280 土器群01

高 j不

（カ23 。2 （復） 浅 い皿状の坪部。口緑部は外反 口緑部 内外面 ヨコナデ。塔部外面 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り
3820 416 ②残存高5 。8 し、端部 は、外へつまみ出す よ タテパケ。内面屈曲部 ヨコ方向へ を含む。 淡褐色
122 うにおさめ、上面が平坦面をな ラミガキ。以下ナナメ方向へラミ ～淡明
36 す。 ガキ。 褐色

P o 281 土器群01 音義遥融 2 ．1 坤部 と底部 との境界で屈曲し、 簡部外面にタテパケがわずかに残 やや密。 良好 内外面 一部黒斑
364 0 454 外反する口緑部。口緑端部 は、 るが、外面は風化のため調整不明。 1 mm程度 淡赤褐 有 り
122 丸 くおさめる。屈曲部 は、その 輝部内面 ヨコ方向へラミガキ後、 の石英を 色 外面風化

上 を、ナデることにより、わず
かに段 をなし、底部筒部へとつ
ながる。

口緑部 ヨコナデ。底部内面不整方
向 ミガキ。簡部内面へラケズ リ。

含 む。 著 しい

P o282 土器群01 （訃残存高13 ．1 繍長い簡部から低 く 「ハ」の字 坪底部外面ナナメ方向へラミガキ。 密。砂粒 良好 内外面
43 1 ④脚径14，4（復） 状に開 く脚部。脚部 3 方に円形 内面へ ラミガキ。簡脚部外面タテ を含む。 淡明褐
122
36

の達しが入る。 方向へラ ミガキ。筒部内面絞 り後
ナデ。脚部内面ナナメパケ。

色

P o283 土器群01

器台

②残存高6 ．2 口縁端部を欠 くが、 はね上げ口 受部外面、櫛描平行沈線。内面、 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り
430 線状 を呈す受部 と思われる。稜 ヨコ、ナナメ方向へラ ミガキ。簡 を含む。 淡褐色
122 は、下垂する。簡部 は、かな り

縮約している。
部外面 ヨコ方向へラミガキ。内面
左方向へラケズ リ。

P o284 土器群01 ① 22。6 （複） 外反する受部。口縁端部 は、外 外面、 ヨコ方向へラミガキ後、一 やや粗。 良好 内外面 P o285 と
435 ②残存高8 ．4 側に面をなす。屈曲部の稜 は、 部ナデ。屈曲部の上に、上下に4 砂粒を多 淡褐色 同一個体
122 下垂する。 条の擬凹線ではさまれた瓜形文が

め ぐる。内面 ヨコ方向へラミガキ。
く含む。 か

P o285 土器群01 （診残存高7．5 外反する脚部。屈曲部の稜は、 ミガキ後ナデか。屈曲部の下 に、 やや粗。 良好 内外面 P o284 と
436
122

④脚勘 8．5（復） 上方に突出する。 上 3 条、下 4 条の擬凹線ではさま
れた瓜形文がめぐる。内面ヨコパ
ケ。

砂粒を多
く含む。

淡褐色 同一個体

か

P o286 土器群02

・ごまこr宣芝

①17。6 （擾） 直立する短かい複合日録に外反 口緑部外面、櫛措平行沈線。頚部 密。砂粒 良好 内外面
1892 02025 （塾残存高8。7 する頸部。口緑端部は、つまみ 外面タテパケ。 口頸部内画ヨコナ を含む。 淡明褐
123 出すようにして丸 くおさめる。

屈曲部の稜 は、水平方向に突出
し、内面 の屈曲はゆるやかであ
る。

デ。 色

Po 287 土器群02 ① 16 ，9 （復） 直立する短かい複合口緑。口緑 日経部外面、櫛描平行沈線後ナデ 密。砂粒 良好 外面淡
1628 （診残存高7。4 端部は、つ まみ出すようにして 消す。内面ヨコナデ。頸部外面タ を含む。 褐色～
123 おさめる。屈曲部の稜 は、突出

せず、外皮する長日の頸部へと
つながる。

テパケ。内面ナデ。 淡明褐
色
内面淡
褐色

Po288 土器群02 ① 14 ．6 （復） 外傾する短かい複合 口緑。口緑 ロ緑部外面平行沈線後 ヨコナデ。 密。1～2 良好 外面淡
153 ②残存高4 ．6 端部は、丸 くお さめる。屈曲部 内面ヨコ方向へラ ミガキ。頸部外 mm の石英 灰褐色
123 の稜は、ほ とんど突出せず頸部 面 ヨコナデ。内面ヨコ方向へラミ を含む。 内面淡

へ とつながる。 ガキ。 褐色

P o289 土器群02 ②残存高21 。5 外反すると思われる複合口緑。 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。1～3 良好 内外面 スス付着
1059 口縁端部を欠 く。屈 曲部の稜 は、 ヨコナデ。頸部内外面ヨコナデ。 mm の石英 淡褐色
123 突出せず頸部へ とつながる。体 休部外面肩部波状文。下半タテハ を含む。
36 部 は、倒卵形 をなし、底部 を欠 ケ。他ナデ。内面肩部右方向へラ

く。 ケズリ。以下下から上へのヘラケ
ズ リ。

P o290 土器群02 （餌 4．0 （復） やや外皮する複合口縁。口緑端 口縁部外面、櫛措平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面淡
1651 ②残存高7 。1 部は、外側へつまみ出すように ヨコ方向へラミガキ。頸部外面 ヨ を含む。 明褐色
123 して丸 くおさめる。屈曲部の稜 コ方向へラミガキ。内面、右方向 内面灰

は、下垂する。頚部 は、外反す
る。

へラケズ リ後ナデ。 白色～
淡明褐
色

P o291 土器群02 且14。4 （復） やや外反気味に外傾する複合ロ 口綾部外面、波状文後ヨコ方向へ やや密。 良好 内外面
1207 01685

害残存都 。7
緑。口緑端部は、丸 くおさめる。 ラ ミガキ。内面ヨコ方向へラミガ 粗い砂粒 淡明褐

色123 屈曲部の稜 は、水平方向につま
み出される。

キ。葦部内外面ヨコ方向へラミガ
キ。内面頸部下左方向へラケズリ。

を含む。

P o292 土器群02 （餌 2も0 （復） ほぼ直立する複合 日録。 口緑端 口緑部内外面 ヨコナデ。内面屈曲 密。1′、2 良好 内外面 スス付着
1862 ②残存高5。4 部は、つまみ出すようにしてお 部以下頸部上半までヨコ方向へラ mmの石英 淡褐色
123 さめる。屈曲部 の稜は、突出せ

ずやや外皮気味の頸部へ とつな
がる。

ミガキ。頸部以下外面、 ヨコ方向

へラミガキがわずかにみられる。
頸部下半以下内面左方向へラケズ
リ後ナデ。

を含む。

P o293 土器群02 ① 13 。0 （復） 外傾 した後、端部を短か く直立 口緑部内外面ヨコナデ。頸部外面 密。 1 mm 良好 内外面 一部スス
1648
123

（9 残存高3。5 させ る口緑部。 口繚端部 は、つ
まみ出すようにしておさめる。

タテパケ。内面左方向へ ラケズリ。 程度 の石
英、長石
を含 む。

茶褐色 付着

Po 294 土器群02

直日壷

且12 。8 （復） 外傾する口緑。 口繚端部 は、丸 ロ線部外面 ヨコナデ。 ロ緑部か ら 密。砂粒 やや不
良

内外面
174
123 害残存高7 。。

くおさめる。 頸部内面 ヨコ方向へラミガキ。肩
部外面タテ方向へラ ミガキ。内面
左方向へ ラケズリ。

を含む。 淡褐色

薄喪2：i　出土土器観察表（17）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ） l

（去口径
（診器高
③最大胴径
（り底部径

形　 「 二 二 三 ‾完 土

焼　 成 色　 調 備　　 考

㌘0295
1065

土器群02

二法ご

（丑14，3 （復）
②残存高8 ．5

外反後端部が、わずかに内湾気
味に立ち上が るロ緑。口緑端部

外面全体 タテパケ。［コ繚部内画ヨ　 密。砂粒　 良好

コナデ。頸部以下内面右方向へラ　 を含む。

内外画
淡灰褐
色

一部スス
付着

123
36

宣E は、丸 くおさめる。休部 は、頸
部より、なだらかに外へ広がる。

ケズリ。

P o296
1588
123
36

土器群02

直口壷

①14．2
②残存高8 ．5

外博す る目線部。口緑端部は、
丸 くお さめる。

日経部内外面 ヨコナデ後、外面へ　 やや密。

ラ状工具による 5 条の沈線を－の部　 礫を少 し
に入れ る。頸部以下外面ナデ。肩　 含む。
部にナナメパケが一部に見 られる。
内面、左方向へラケズ リ。

良好 内外面
褐色～
暗赤褐
色

異斑有 り

‡）0297

1674
123

土器群02

壷

①17 ．4 （復）
②残存高5 ．0

良好 外面淡
明褐色
内面淡
褐色

㌘0298
1253 の1621

123
36

土器群02

小型壷

（9 9 ．8 （復）
（訪残存高8 ．0

やや内湾気味に外傾する目線部。
ロ緑端部 は、丸 くおさめる。休
部 は、ほぼ球形 をなし、器壁が

痕。内面左方向へラケズ リ後ナデ。

良好 外面茶
褐色
内面褐
色

蕪斑有 り

厚い。

P o299

1911
123
36

土器群02

壷

払 乱 短か く直立する口緑部 に、そろ
ばん玉状の休部がつ く。口縁端
部 をやや欠 くが、ほぼ丸 くおさ
めるものと思われ、休部には脚

外面、ヨコ方向へラミガキ。日録

部内面ナデ。頚部内面左方向へラ
ケズ リ。胴部 内面最大胴径部付近
は、強 くナデる。以下、工具によ

密。 1 ～　 良好　　 内外面
2 m の石　　　　　 淡褐色
英、長石　　　　　 ～淡灰
を含む。　　　　　 褐色

部がつ くと考えられる。 り器壁をケズ リ取 り、その際の工
具痕が残 る。

㌘0300

1994
123

土器群02 （去6．0 （筏）
②残存高5．7

やや内湾気味に直立する短かい

口緑部に、そろばん玉状の体部
がつ く。ロ縁端部 は平坦画をな

口緑部内外面ヨコ方向へラミガキ。「密。砂粒
体部外面上半ヨコ方向へラミガ孝。 を含む。
下半 ヨコパ ケ。休部内面、上半 ヨ

巌好 内外面
淡褐色

へノ明褐
色

黒斑有 り

す。休部には、脚部がつ くもの コパ ケ。下半、、パケ状工具痕。

と思われる。

消す。内面ナデ。体部外画ヨコ、

デ。 攣i
㌘0301

1762
123
37

土器群02 （》8 ．6 （復）
②残存高6 ．2
③10 ．8 （複）

そろばん玉状 をなす休部 に、上
方へわずかにつまみ出され る口
緑部がつ く。脚付無頸壷の胴部
と思われる。

㌘0302
1571
124
37

土器群02 （》14 ．5
②残存高10 ．1

丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、　　　　　　　 l

く0　　　　　　　　 その下に、貝殻腹緑 による押圧文

内外卸
淡褐色

～淡明
褐色

スス付着

・、ケ

がめ ぐる。内面右上方向へラケズ
リ後ナデ。

㌘0 303
1569
124

土器群02 （》16 ．6 （復）
②残存高8．7

外面淡
褐色～
灰褐色
内面淡
褐色

一部 スス
付着
黒斑有 り

リ。

㌘0304

871
124

土器群02 （餌 3．9 （復）
②残存高7．4

外反する複合日録。口緑端部は、
丸 くおさめる。屈曲部の稜は、
水平方向に突出する。

口繚部外画、櫛描平行沈線を後ナ

デ消す。内面、ヨコ方向へラミガ
キ。肩．部外面貝殻放線による施文。
その上下を平行線がめぐる。内面
左方向へラケズ リ。

やや粗。　 良好
石英、長
石を多 く
含む。

内外面
淡褐色

やや内傾する短かい複合 日経。　 口縁部外画、櫛描平行沈線。内面

口縁端部は、丸 くお さめる。屈　 ヨコナデ。外敵 頚部以下ナナメ
曲部 の稜は、下方へわずかに突　 パケ後、ヨコパケ。内面左方向へ
出する。　　　　　　　　　　 ラケズ リ後 ヨコ方向へラミガキ。

密。 ］読1m 「良好
程度の石
英、長石
を含む。

外面褐
色へノ灰
褐色
内面灰
褐色～
暗灰褐
色

スス付着
P o305
1839
124
37

土器群02

璽

鮎 ㌫ 浩

密。 ユ～　 良好

i

外面淡
明褐色

～暗赤
褐色
内面淡
褐色～
茶褐色

一部スス
付着

P o306
1824 0 19ユ0

124

土器群02 ① 13 ．1 （復）
②残存高6 ．8

．307
2017
124

土器群02

壷

①14 ．日 筏） やや外傾する短かい複合U 縁0　 口綾部外敵 櫛描平行沈線後ナデ　 やや蜜。 良好

②残存高3，0　 ロ緑端部 は、丸 くおさめる。屈　 消す。内面ヨコナデ。聾部 内外面 1 mm程度
彗獣 禦 、突出せず卿 へと ヨコ方向へラ ミガキ0　　　 諾 甑

円外面
淡褐色

並

む。

P o308
1725
124

土器群02

賓

鎚 品 浩

㌫ 品 浩

萱藁 軍書遠等肇 警 票 箸 瀾 乙竹浣 1、瀾 ノ、当

部は、つまみ出すようにしてお　 ヨマナデ。頸部以下内面右方向へ　 を含む。
内外面
淡褐色

スス付着

外皮気味に、ほぼ直立する複合　 目線部外軋 波状文後ナデ。内面　 やや粗。 良好

口緑。口緑端部は、丸 くおさめ　 ヨコナデ。肩部外面波状文。頸部 l粗い砂粒
る。屈曲部の稜は、下垂す る。 以下内乱 右方向へラケズ リ0　　 髪多 ぐ含

外面淡
褐色～
淡茶褐
色

㌘0309

1983
124

土器群02

37 相。
内面淡
褐色

P o310

ユ024 9 1973
124

土器群02 鎚 品 濃 やや内湾気味に外傾す る複合ロ　 日録部外軋 櫛描平行洗練。内面　 密。砂粒　 良好

緑。ロ緑端部 は、丸 くおさめる。 ヨコナデ。肩部外面 に波状文。肇　 を含む。
屈曲部 の稜は、突出せず、頭部　 部以下内面、左方向へラケズ リ。

へ とつながる。体部は、肩部が
張 る。

外面淡
褐色～
灰褐色
内面淡
明褐色

′～淡灰

黒斑葡 り

褐色

挿 表 2 2　 出 土 土 器 観 察 表 幽
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

Po 311 土器群02 （餌 9 。0 （復） 外傾する複合口緑。口緑端部 は、 ロ緑部外画、櫛措平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面淡

1858 ②残存高呂。ユ 丸 くおさめる。屈曲部 は、稜が ヨ亀コナデ。肩部外面 に波状文。頸 を含む。 褐色
124 突出せず また屈曲 もゆるやかで

ある。
部以下内面左方向へラケズリ。 内面淡

灰褐色

Po 312 土器群02 （餌 5 。6 （復） 外傾する複合 口緑。日録端部 は、 口緑部外面、櫛措平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面淡 スス付着

1723 ②残存高5 。8 つまみ出すように して丸 くおさ 屈曲部以下ヨコ方向へラ ミガキ。 を含む。 褐色

124 める。屈曲部 の稜は、水平方向

に小さ く突出す る。

頸部以下内面左方向へラケズ リ。 内面淡
明褐色

～灰褐
色

P o313
1611
124

土器群02 ㌣ 外傾する複合日録。口緑端部 は、
丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、
ほとんど突出せず頸部へ とつな
がる。休部は、肩部が張 らず、
底部へつながるものと思われる。

口緑部外面、櫛描平行沈線後ナデ。
内面ヨコ方向へラ ミガキ。休部外
面頚部 ヨコ方向へラミガキ後、肩
部貝殻腹縁による波状文に近い押
し引き沈線。以下タテパケ後、ヨ

コ方向へラ ミガキ。内面左方向へ
ラケズリ。

密。 1 mm
程度の石
英を含む。

良好 外面淡
灰褐色
内面淡
明褐色

一部 スス
付着

P o314

1060

土器群02 鮎 豪 禦 やや外傾する擾合口緑。口緑端
部 は、丸 くおさめる。屈曲部の

口緑部外面、櫛描平行沈線。一部
ナデ消 される。内面 ヨコ方向へラ

密。1～2

mm の石英

良好 外面灰
褐色

124 婆 稜 は、突出せず頸部へ とつなが

る。

ミガキ。頸部以下外面貝殻腹緑 に
よる押 し引き沈線。内面右方向へ
ラケズリ。

を含む。 内面明
灰褐色

Po 314 土器群02 ① 17 。2 （復） やや外博する複合目線。口緑端 口緑部外面、櫛措平行沈線。一部 怒。1～ 2 良好 外面灰

1060 （診残存高6 ．7 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の ナデ消 される。内面 ヨコ方向へラ mm の石英 褐色
124 稜 は、突出せず頚部へ とつなが ミガキ。頸部以下外面、貝殻腹緑 を含む。 四面明

る。 による押 し引き沈線。内面右方向

へラケズリ。

灰褐色

Po 315 土器群02 ① 15 。8 外傾する複合日録。日経端部 は、 口緑部外面、櫛措平行沈線後、ヨ やや密。 やや不 外面淡 スス付着

1880 ②残存高7。7 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 コナデ。内面 ヨコナデ。体部外画 1 ′－2 mm 良 褐色
124 突出せず頸部へ とつなる。 ナナメ方向パケメ後、 ヨコ方向パ

ケメ。内面左右両方向のへラケズ
リ。

の石英を
含む。

内面淡
灰褐色

㌘0 316
1727
124

土器群02 銚 品 恩 外反する複合iコ縁。ロ緑端部 は、
丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、
水平方向につまみ出される。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
淡褐色

スス付着

Po 317 土器群02 ① 15 。0 （復） 外傾する複合口録。［コ緑端部 は、 口緑部外画、櫛描平行沈線後ナデ。 密。砂粒 良好 内外画 スス付着

1645 ②残存高12 。0 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 内面、ヨコ方向へラミガキ。休部 を含む。 淡褐色

124 やや下方へわずかにつ＿まみ出さ 外面ヨコパケ。内面左方向へラケ へノ淡灰
l れる。体部は、局部が張る。 ズリ。 褐色

Po 318 土器群02 鎚 遥高25 84 外皮 しなが ら、直立する複合ロ ロ緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。 1 ～ 良好 外面淡 スス付着

15490 1562 緑。口縁端部は、やや平坦な面 ヨコナデ。屈曲部以下 ヨコ方向へ mmの石 褐色′、
125

i ③23 ぅ1

をなす。屈曲部の稜 は、下垂す ラミガキ。体部外面肩部に波状文 英、長石 暗褐色

37 る。休部 は、倒卵形をな し、底
部 を欠 く。

以下、ヨコ、ナナメ方向パケメ後、
下半ナデ。内面頸部 ヨコ方向へラ

［ミガキ。以下上半左方向へラミガ
悔 髪‡裏芸禦 毀 昔 ズリ0

を含む。 内面淡
褐色～
灰褐色

Po 319
1984
125

土器群02 簑笠蓋嘉警貫薫 革 賢 怪 驚 饗 等 闇 浣

［ヘ ラケズリ。

密。1mm程
度の石英
を含む。

良好 外面灰
褐色
内面黒
褐色

黒斑有 り

Po 320 土器群02 ①20 。7 （復）
②残存高乱 3

やや外反する複合日録。口緑端 目線部外面、 5 条の櫛描平行沈線 やや粗。 やや不 外面淡
151 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の を上下 2 段に分けて入れる。端部 1 ′㌦2 mm 良 褐色

125 稜 は、水平方向に小さく突出す ヨコナデ。屈曲部下、 ：ヨコ方向へ の石英、 内面明

る。 ラミガキ。内面左方向へラケズ リ
後、 ヨコ方向へラ ミガキ。肩部 内
面左方向へラケズ リ。

長石 を含

む。

褐色

㌘0 321
1991e 1992

125

土器群02 ①且6 ．0 （復）
②残存高5．2

婆

やや外反する複合口緑。［］緑端
部 は、丸 くおさめる。屈曲部の
稜 は、水平方向につまみ出され
る。

日録部外画、櫛描平行沈線後ナデ
消す。内面、左方向へラケズリ後、

ヨコ方向へラミガキ。頸部内面左
方向へラケズリ。

密。砂粒
を含む。

良好 外面淡
茶褐色
内面淡
明褐色

～淡灰
褐色

一部スス
付着

Po 322
1589
125

土器群02

ナ

外傾する複合口緑。口緑端部 は、
丸 くおさめる。屈曲部の稜は、
水平方向に突出す る。

は 響 汚露語 蒜去謂 警 官芸冒

後、 ≡ヨコ方向へ ラミガキ。屈曲部
内外薗それぞれ に、ナデ時につい
たと思われる沈線がめぐる。

密。砂粒
を含 む。

良好 外面明
褐色
内面淡
黄褐色

一部スス
付着

㌘0323 土器群02 ①且5 涌　 く復） 外極する複合日録。日録端部 は、 内外面ヨコナデ。 密。1m 程 良好 内外面 スス付着

ユ984 ②残存高3．4 丸 くおさめる。屈曲部 の稜は、 度の石英

、，レ　A

暗褐色

125 つまみ出される。 包∵ヨむ。

㌘0324
1692
125

土器群02 ①互6 。5 （復）
②残存高嶺。5

i

外皮する複合口緑。［］繚端部 は、
丸 くおさめる。屈曲部 の稜は、
わずかにつ まみ出されている。

日録部内外面ヨコナデ。頸部外面、
わずかにナナメパケ。内面左方向

へラケズリ。

密。 1 m
程度の石
英、長石
を含む。

良好 内外面
灰白色

㌘0325

1723
125

土器群02

】

外皮気味 に強 く外傾する複合 日
経。口緑端部 は、丸 くおさめる。
屈浄部の稜 は、水平方向につま
み出される。

口緑部外画、櫛描平行沈線後ナデ。
内面 ヨコ方向へラミガキ。頭部以
下内面左方向へラケズリ。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
淡灰褐
色

スス付着

㌘0326 土器群02 ①且7 。6 （復） やや外反す る複合日録。日録端 口縁部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面灰 スス付着

1588 （診残存高5。4 部は、丸 くおさめる。屈曲部 の ヨコ方向へラ ミガキ。屈曲部以下 を含む。

l

褐色

125

∋

稜 は、下垂する。 は、左方向へラケズ リ後、ヨコ方
向へラ ミガキ。頸部内面、左方向

へラケズリ。

内面褐
色

挿寮鍼　出まま器観察喪鋤

－‥　言ニー遷1－－1一一1…



遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法量 （cm ）
∴ ！

③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

Po 327 土器群02

婆

①18 ．6 （復） やや外反する複合口緑。口緑端 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 ！良好 内外面 スス付着

12510 1847 ②残存高10 ，0 部 は、つまみ出す ようにして丸 ヨコナデ。肩部外面 に波状文。頸 を含む。 淡褐色

1851 くお さめる。屈曲部の稜 は、下 部内面へラケズリ後 ナデ。肩部以
125 方へわずかに突出気味である。

体部は、肩部が張る。
下内面右方向へラケズリ。

P o 328 土器群02 ① 17 ．2 （復） 外傾する複合口緑。ロ緑端部 は、 日録部外面、櫛描平行沈線後ナデ。 やや密。 良好 内外面

1652 ②残存高7．0 丸 くおさめる。屈曲部の稜は、 内面、ナナメ方向へラミガキ。頸 粗 い砂粒 淡褐色
125 突出せず、頸部へ とつながる。 部外面ナデ。内面左上方向へラケ

ズリ。
を含む。 ノ｝淡明

褐色

P o329 土器群02 鮎 品 濃 やや外反する複合口緑。口緑端 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 内外面

1892 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の ナデ。肩部外面 ヨコパケ。内面左 を含む。 淡褐色
125 稜 は、わずかに下垂する。 方向へラズ リ後ナデ。

P o330 土器群02 ① 18 ．5 外反する複合口緑。口緑端部 は、 目線部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面淡 一部スス
1161 。1570 （参残存高9 ．7 つまみ出すようにしておさめる。 ヨコナデ。肩部外面、波状文。頸 を含む。 褐色～ 付着

125 屈曲部 の稜は、下方へわずかに 部以下内面左および、左上方向へ 淡明褐
38 突出する。肩部 は、比較的なだ

らかである。
ラケズリ。 色

内面淡
褐色～
暗灰褐
色

P o331 土器群02 鎚 品 濃 外反する複合口緑。口緑端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線後、端 やや密。 やや不 内外面 スス付着

163 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 部横ナデ。内面 ヨコナデ後、下半 1 へノ3 mm 良 黄灰褐
125 水平方向につまみ出される。 を左方向へラケズリ。肩部内面パ

ケメ状 の調整。
の石英を
含む。

色

P o332 土器群02 編 遥敵 4 外反する複合口緑。ロ緑端部 は、 ロ緑部外面、櫛描平行沈線。内面、 密。1～2 良好 外面淡 黒斑有 り

1853 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 ヨコ方向へラミガキ。頸部以下内 mmの石英 褐色～ スス付着
125 下垂する。 面左方向へラケズリ後ナデ。 を含む。 淡赤褐

色
内面淡
褐色′～
淡灰褐
色

P o333 土器群02 ① 23 ．・6 （復） 外傾する複合口縁。口緑端部 は、 ロ緑部外画、櫛描平行沈線後、端 密。1m 程 良好 内外面
1879 e 1901 ②残存高11 ．9 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 部 ヨコナデ。内面ヨコ方向へラミ 度 の石英 暗灰褐

2018 突出せず、頸部へ とつながる。 ガキ。体部外画ヨコ方向へラ ミガ を含む。 色ノ～黒

125
38

休部は、肩部が張る。 キ。内面左方向へラケズリ後、ヨ

コ方向へラ ミガキ。

色

P o334 土器群02 （9 10 ．6 （復） 内湾気味に直立する複合口緑。 ロ緑部外画、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 内外面 スス付着
1697 ②残存高3 ．2 口緑端部 は、丸 くおさめる。屈 ヨコ方向へラミガキ。肩部外面、 を含む。 暗灰褐

126 曲部の稜 は、下垂する。 貝殻腹緑による押引沈線。内面、
左方向へラケズ リ。

色

P o335 土器群02 （》12 ．7 （復） 外傾する短かい複合 口緑。屈曲 口緑部内外面 ヨコナデ。体部外面 密。砂粒 良好 内外面 スス付着
1909 ②残存高9 ．5 部の稜 は、突出せず、頸部へ と 上半ナデ。下半タテ、ナナメパケ。 を含む。 淡明褐

126 つながる。体部 は、ほぼ球形を 内面上半左方向へラケズリ。下半 色
38 なす。底部を欠 く。 右上方向へラケズリ。

P o336 土器群02 鮎 品 濃 外傾する短かい複合 口緑。口緑 口綾部外面、櫛描平行沈線。内面 密。 1 mm 良好 外面淡 スス付着
1997 端部は、丸 くお さめる。屈曲部 ナデ。頸部内面左方向へラケズリ。 程度の石 褐色

126 の稜は、突出せず、頸部へ とつ
ながる。

一部 にパケメ状圧痕。 英、長石
を含む。

内面淡
明褐色

～灰褐
色

P o337 土器群02

高塔

お 品 浩 ロ綾部が、複合口線状 となる、 口綾部外面 に平行沈線。その他、 密。砂粒 良好 内外面 一部スス
1895
126

浅い椀状の師部。端部は、平坦
気味である。稜は、その上下を
強 くナデることによって突出し
ている。

ヨコ方向へラミガキ。 を含む。 明褐色

～淡赤
褐色

付着

P o338 土器群02 十手守∴∵！ 屈曲後外反す る塔部。端部は、 内外画 ヨコ方向へ ラミガキ。．坪底 密。砂粒 良好 内外面
1063 丸 くおさめる。屈曲部は撥が下 部内面は、表面が剣離しており詞 を含む。 淡褐色

126 方へわずかに突出す る。 整不明。

P o339 土器群02 ① 29．0 （復） 浅い椀状の3不部をもち、 口綾部 ロ緑部内外面ヨコナデ。圭不部内外 密。親か 良好 内外面 一部黒斑

869 の871 ② 21．0 は外反する。 しっか りした筒部 画および筒部外画タテ方向へラミ い砂粒 を 淡灰褐 有 り
126 ④脚径16 ．7 から 「ハ」 の字状 に広が る脚部

へ とつながり、裾部は、わずか
に段 をなすように面をもつ。

ガキ。簡部内面ケズ リ。脚部外面
タテパケ。内面 ヨコ、ナナメパケ。
裾部ナデ。円転充填。

含む。 色

P o340 土器群02 ②残存高20．2 屈曲後外反する塔部をもつ と思 輝底部外面風化 のため調整不明。 やや密。 良好 内外面 風化がす
1021 01813 ④脚径16．0（復） われるが、珂こ部 を欠 く。簡部は、 内面タテ方向へラミガキ。簡脚部 1 へノ2 mm 淡褐色 すむ
126 細長 く　r‾ハ」の字状に開 く脚部 外面タテ方向へラミガキ。簡部内 の石英を ～淡明 一部スス

38 をもつ。脚部 3 方 に円形の透し
が入 る。

面左方向へラズリ。脚部内面ナデ。 含む。 赤褐色 付着

P o341 土器群02 ① 19．1 3不部 と底部 との境界に稜をもつ。 j不部内外面 ヨコ方向へラミガ孝。 密。1～2 良好 内外面 黒斑有 り
1834 ③残存高6 ．3 坪部 は、直線的に外上方へのび、 底部外面ナナメ方向へラミガキ。 mmの石英 明褐色

126
38

端部 は、内側にやや平坦な画を
もつ。

内面、剥離のため調整不明。 を含む。 へノ淡明
褐色

P o342 土器群02 ① 19．8 屈曲後外反す る塔部。端部は、 輝部外薗 ヨコナデ。屈曲部下 にヨ 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り
1560 ② 14．2 丸 くおさめる。簡部は、やや太 コ方向へラミガキ。以下脚部 まで を含む。 淡明褐 表面風化

126 ④脚径12 ．6 目で 「ハ」 の字状 に開 く脚部が タテ方向へラ ミガ孝。輝部 内面屈 色～明 がすすむ
38 つ く。 曲部 までヨコ方向へラミガキ。以

下タテ方向へラミガキ。簡部内面
左方向へラズ リ。脚部内面ナデ。

褐色

P o343 土器群02 お 7占0 （復） 浅い椀状の珂部 に、太目で短か 輝部外面、 ヨコ方向へラミガキ。 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り

1585 い簡脚部がつ く。塔、脚部 とも 内面左方向へラケズ リ後、ヨコ、 を含 む。 淡灰褐
126
39

④脚径8．1 （復） 端部 は、丸 くおさめる。 ナナメ方向へラガキ。脚部外面タ
テ方向へラミガキ。内面へラケズ
リ後ナデ。脚部 内外薗 ヨコ方向へ
ラ ミガキ。

色

】

P o344 土器群02 舘 宕曹 憲 細長い簡部か らゆるやかに開 く 外面タテ方向へラミガキ。内面、 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り
1587 01896
126
39

脚部。脚部 3 方に円形の透しが
入る。

簡部絞 り後ナデ。脚部ナナメパケ。 を含む。 淡灰褐
色

P o345
1890
127

土器群02 （診残存高7．7 細約の筒部。 外面タテ方向へラミガ孝。内面左
方向へラケズ リ。

密。1′～2

mmの石英
を含 む。

良好 内外面
淡褐色

挿表24　出土土器観察表（20）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ）
（丑口径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o346 土器群02

高輝

②残存高16．5 細長い簡部から、なだらかに「ハ」 簡脚部外面タテ方向へラミガキ。 密。砂粒 良好 内外面
1562 。1563 ④脚径17．5 （復） の字状に開く脚部。脚部 3 方に 簡部内面絞 り。脚部内面ナナメハ を含む。 灰白色

127
39

円形の透しが入るものと思われ
る。

ケ。 ～淡明
褐色

P o347 土器群02 （参残存高8．4 太目で短かい簡部 に 「ハ」の字 簡部外面 タテ方向へラミガキ。内 密。砂粒 良好 外面淡 黒斑有り

1022
127

④勝径15，0 （復） 状に開 く脚部。 面右上方向へラケズリ後下半ナデ。
脚部内外面 ヨコ方向へ ラミガキ。

を含 む。 灰褐色
内面淡
褐色

P o348 土器群02

脚部

②残存高4．0 低 く「ハ」の字状 に広が る脚部。 外面 ヨコ、ナナメ方向へラ ミガキ。 やや密。 良好 内外面 風化がす
1850
127

（勤脚径18，0 内面、右方向へラケズリ。外面風
化のため調整不明瞭。

1 ′・一一2 mm
の石英を
多　 く　含
む。

淡明褐
色

すむ

P o349 土器群02

高ゴ不

（診残存高4．9 大 きく 「ハ」の字状に広がる脚 内外面ヨコ方向へラ ミガキ。 密。 1 ′～ 良好 内外面 一部スス
1650
127

④脚径24．8（復） 部。 3 mmの石
英、長石
を含む。

淡褐色

～明褐
色

付着

P o350 土器群02

器台

i

i

㌫ ㌫ 漑 外上方へやや外皮気味 に低 く開 端部外面、櫛措平行沈線。内面ヨ 密。砂粒 良好 内外面 風化がす

1896 く受部。端部は、上方へつまみ コ方向へラ ミガキ。受部内面タテ を含む。 淡褐色 すむ
127 出す ようにしておさめる。下垂

する稜を、貼 り付けていたと思
われるが、刺落 している。

方向へラミガキ。受部外面、風化
のため調整不明。

Po 351 土器群02 音量雲：雲 （複） 受部、脚部 ともやや外反 しなが 受部外面、櫛描平行沈線。内面ヨ 密。 1 ～ 良好 外面淡 黒斑有 り

1835 ら外へ開き、端部は丸 くおさめ コ方向へラ ミガキ。筒部外面、タ 2 mmの石 灰色へノ

127 ④脚径15。9 る。受部側の稜 は、鋭 く下垂す テパケ後、タテ方向へラ ミガキ。 英、長石 明褐色
39 るが、脚部側は突出しない。簡

部 は、やや長日である。
内面、へラケズリ後 ナデ。脚部外
面、櫛描平行沈線。内面ヨコ、ナ
ナメパ ケ。端部にヨコ方向へラ ミ
ガキ。

を含む。 内面淡
灰色～
淡明褐
色

P o352 土器群02 鶴 遥譜 1 外反する受部。端部 は、外側へ 受部、簡部とも内外面 ヨコ方向へ 密。1～2 良好 外面淡
1991。1992

127
つまみ出すようにしておさめる。
稜 は、下垂する。簡部 は、細 く
短かい。

ラミガキ。 mm　の　 石
英、長石
を含む。

褐色′～
淡灰色
内面明
褐色

P o353 土器群02 ②残存高ユ0 ．5 太 目でやや長 い筒部 に 「ハ」の 簡部外面、ヨコ方向へラ ミガキ。 やや粗。 良好 外面淡 黒斑有 り
1585 ④脚径15．0（復） 字状に開 く脚部。稜 は、上方へ 内面左方向へラケズリ。脚部外面 2 へノ3 mm 褐色～
127
39

突出する。 櫛描平行沈線。内面上部、右方向

へラケズ リ。以下右方向へ ラケズ
リ。

の石英、
長石を多
く含む。

淡灰色
内面淡
明褐色

P o354 土器群02 （9 22 。7 受部、脚部 とも外反 し、端部 は 受部外面、櫛描平行沈線。内面ヨ 密。砂粒 良好 内外面

1606 6 1駈8 （診16 。0 外側に平坦面 をなす。稜は、受 コ方向へラ ミガキ。簡部外面タテ を含む。 淡褐色
1671 0 1776 ④脚径ユ6 〃5 部、脚部 ともわずかに突出する。 パケ後 ヨコ方向へラミガキ。内面

1779
127
39

簡部は、短かい。 ナデ。脚部外面 ヨコ方向へ ラミガ

キ。内面右方向へラケズリ後、ヨ
コ方向へラミガキ。受部、脚部 と
も屈曲部にスタンプ文（入組渦文）
の上下 を、 1 ～ 2 条の平行沈線が
め ぐる。

P o355 土器群02 （餌 5 。9 （復） 外皮する受部。端部 は、やや平 受部外画、ヨコ方向へラミガキ。 やや密。 良好 内外面 黒斑有 り

1903 ②残存高9 。3 坦な面 をなす。屈曲部は稜が突 屈曲部に 3 重の同心円スタンプ文 砂粒を多 淡褐色
127 出せず、短かい簡部 につなが る。 をめぐらし、その上 を平行沈線で

区画す る。内面、左方向へラケズ
リ後、 ヨコ方向へラミガキ。簡部
外面 ヨコ方向へラミガキ。内面左
方向へラケズリ後、 ヨコ方向へラ
ミガキ。

く含む。 ～淡明
褐色

P o356

1837 e 1906
127
40

土器群02 ②残存高ま2。5
（り脚径15．6 （復）

受部は、端部 を欠 くが、受部、
脚部とも外反するもの と思われ
る。受部の稜 は、下方へわずか
に突出し、脚部の稜 は突出しな

受部外面、櫛描平行沈線。内面 ヨ

コ、ナナメ方向へラミガキ。筒部
外面、タテ、ヨコ方向へラミガキ。
内面絞 り後ナナメ方向へラミガキ。

密。 1 mm
程度の石
英、長石
を含む。

良好 外面淡
褐色～
赤褐色
内面淡

い。筒部は短かい。 脚部外面ヨコ方向へラ ミガキ。内 褐色
面ナナメパケ。受部、脚部 とも屈
曲部 に、上下を 2 条の沈線がめぐ
る、スタンプ文 （入組渦文）を施
す。

P o357

1021 elO22
1552 01660

1762
128
40

土器群02 （》25．4
②残存高9。8

外皮す る受部。口緑端部 は、外
側に平坦画 をもち、上下 にやや
肥厚す る。稜 は、やや下方へ突
出 し、簡部 は細 く短かい。

口緑部外面、櫛描平行沈線。内面

ヨコ方向へラミガキ。簡部外面 ヨ
コ方向へラミガキ。内面へラケズ
リ後ナデ。

密。砂粒
を含む。

良好 外面淡
褐色～
淡明褐
色
内面淡
赤褐色

～暗灰
褐色

黒斑有 り

P o358

1640
土器群02 鎚 品 浩 直線的に外上方へのびる受部。

端部 は、上面がやや平坦な面を
外面、櫛描平行沈線。内面 ヨコ方
向へラミガキ。簡部外面 タテ方向

密。砂粒
を含む。

良好 外面淡
褐色～

黒斑有 り

128 なす。稜はやや下方へ突出する。 ヘラミガキ。 淡灰褐
色
内面灰
褐色～
暗灰褐
色

P o359
1589
128

土器群02 （診残存高呂。2 強 く外反する簡部。脚部 は、撥
が上方へ突出 し、裾部を欠 く。

簡部外画タテ方向へラ ミガキ。内
面へ ラケズリ後ナデ。脚部外面、
櫛措平行沈線。内面左方向へラケ
ズ リ。

やや密。
粗い砂粒
を含む。

良好 外面淡
明褐色
内面淡
褐色

P o360
1884
128

土器群02 書芸紆 66 「ハ」の字状に直線的に広が り、
裾部 を折 り曲げるように外反さ
せる脚部。屈曲部の稜は上方へ
突出する。

外面、タテ方向へ ラミガキ。裾部

ヨコ方向へラミキ。内面右方向へ
ラケズ リ後、 ヨコ、ナナメ方向へ
ラケズ リ。

密。1～2

mmの石英
を含む。

良好 内外画
淡明褐
色

輝表25　出土土器観察表（21）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法量 （cm ）
（丑口径
（診器高
③最大胴径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法　　　　 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

4 底部径
良好 内外南

淡明褐
色

異斑有 りP o361
1881
128

土器群02

器台

（診残存高6 ．5
④脚径16．6（復）

「ハ」の字状 に開 く脚部。稜は、
上方向にわずかに突出する。

外面、 ヨコ方向へラミガキ。稜の　 蜜。 1 mm
下部 に、上 3 条、下 4 条の平行沈　 程度の石
線ではさまれた 3 重の同心円スタ 「英、長石
ンプ文がめぐる。内面、右方向へ　 を含む。
ラケズリ後パケ。

P o362

1855

土器群02 （卦残存高6 ．2
④脚径19．0 （復）

やや内湾気味 に広がり、端部が
外反する脚部。稜は、上方へ突

外面ヨコ方向へラミガキ。内面、　 やや粗。
左方向へラケズ リ後ナデ。端部 ヨ　 砂粒を多

良好 外面淡
明褐争

128 出する。 コ方向へラ ミガキ。　　　　　　　 く含む。 内面淡
灰褐色

㌘0363 土器群02

蓋

①11 ．5 「ハ」の字状 に開 く休部に、外 つ まみ内外画ナデ。外面一部にナ　 やや密。 良好 外面淡

1559 （診5 ．5 上方へのびるしっかりしたつ ま ナメ方向へラミガキ。休部外面 夕　 粗 い砂粒 欒色～
128
40

⑤つまみ径6．0 みがつ く。 テパケ後、ヨコ方向へラ ミガキ。　 を含む。
内面ヨコ、ナナメ方向へラミガキ
がわずかにみられる。他ナデ。

淡赤褐
色
内面淡
褐色

P o364 土器群02 1 13 ．5 逆椀状 の体部に、中央が凹むし 体部外面 ヨコ方向へラミガキ。内　 密。 1 mm 良好 外面明 黒斑有 り

1789 0 1836 2 6 ．1 っか りしたつまみがつく。 画、端部付近ヨコ方向へラ ミガキ。 程度の石 褐色～
128
40

（9 つまみ径4．9 他ナデ。つまみ部分内外画 ヨコナ　 英、長石

デ。　　　　　　　　　　　　　　 を含む。

赤褐色
内面淡
褐色～
明褐色

P o365 土器群02 1 11。9 （復） やや内湾気味に開 く体部に中央 つまみ上面ナデ。側面、休部に貼　 蜜。砂粒 良好 外面淡 黒斑有 り

1727 2 4．3 が凹むつまみを貼 り付 ける。 り付けた後、ヨコ方向へラ ミガキ。 を含 む。 明欒色
128 ⑤つまみ径3．5 休部外面、上半 タテ方向へラミガ

キ。下半 ヨコ方向へラミガキ。内
面上半ナデ。下半 ヨコパケ。

～淡灰
褐色
内面淡
灰褐色

Po 366
1790
128

土器群02 ②残存高3。2
⑤つまみ径2．0

中央が凹むしっかりしたつまみ。 外面、タテパケ。つまみ と体部 と　 やや密。

の接合部 に指頭圧痕。内面右方向　 1 ～ 2 mm
へラケズ リ後ナデ。つまみ上面ナ　 の石英 を
デ。　　　　　　　　　　　　　　 含む。

良好 内外面
淡明褐
色

黒斑有 り

P o367
1661
128

土器群02

底部

②残存高2 ．3
④4 ．9

安定 した平底。 外面 タテパ ケ。内面下か ら上への　 蜜。砂粒

へラケズ リ後パケ。底面ナデ。　　 を含む。

良好 外面黒
褐色
内面淡
黄灰褐
色

黒斑有り

良好 外面淡
褐色～
灰褐色
内面淡
褐色

蕪斑有 りP o368
1675
128
40

土器群02 ②残存高4 ．4
④4 ．3

安定した平底。

P o369
1824
128
40

土器群02 （9 残存高L 9
④ 4 ．0 （復）

底面に穿孔がある底部。 野 内画下から上へのへラ 樫 良好 内外面
暗褐色

スス付着

皆 欝

128

土器群02 ②残存高4 ．7
④4 ．4 （復）

わずかに直立 した後、内湾しな

が らのびる底部。平底。

良好 外面淡
褐色～
明褐色
内面淡
褐色

良好 外面明 一部ススP o371 土器群02 ②残存高4 ．0 「ハ」の字状 に広 く台 を貼り付 底部外面へラパケ。内面、下から　 やや密。

650
°128

④ 11 ．0 （復） けた底部。 上へのへ ラケズリ。台部外面ナデ。 1 m持1程度

底面右方向へラケズリ。　　　　　 の石英を
含む。

褐色
内面淡
褐色

付着

㌘0372 土器群02 ②残存高4 ．2 一度直立 した後外上方へのびる 外面タテパケ後、ヨコ、ナナメ方　 やや密。 良好 外面淡

1587
128

④5 ．0 しっか りした底部。 向へラミガキ。内面、下から上へ　 ヱ～2mmの

のヘラケズ リ。底部外面ナデ。底　 石英 を多
面内から外へ右回 りのナデ。　　　 く含む。

i

赤褐色

へノ灰褐
色
内面淡
灰褐色

～暗灰
褐色

Po 373
1596
128

土器群02 （訪残存高3．0
④4．0 （復）

平底。 竿票‡‡悪 競 顆 郎 漕

】

良好 内外面
淡明褐
色

一部 スス
付着

P o374
1572
128

土器群02 ②残存高2．6
（め3．6

安定 した平底。 禦 芸競 忌警官完結 墜 慧讐 良好 内外面
灰褐色

黒斑有 り

㌘0375 土器群02 （訃残存高2。1 やや上 げ底気味の安定 した平底。 外面 タテパ ケ。　　　　　　　　 密。砂粒 展好 内壁率

1654
128

（り4 ．1 内面へラ ミガキ。底面ナデ。 を含む。 淡灰褐

一色
㌘0376
1803
128

土器群02 ②残存高2 ．2
④3 ．0 （復）

l上げ底状の平底0 外面 タテ方向へラ　 ガキ。内面左　 密。玩Im程
方向セラケズリ後 ナデ。底面ナデ。 度の石英
底部穿孔していたものを、後で壇　 を含む。
めたと思われ る。

外面、 タテパケ。内面左上方向へ　 密。1 ～

摩 外面淡
赤褐色
内面淡
褐色

スス付着

良好 内外面 スス付着㌘0377 土器群02 ②残存高5 ．3
1991 の1992

128

④ 3 ．2 ラケズリ。底面ナデ。　　　　　　 2間 の石
英、長石
を含む。

暗灰褐
色

㌘0378
1490 の1594

128

土器群02 訝 敵 0 上げ底状の小 さな底部から内湾
しながらのびる休部。

体部外画タテパケ後ナデ。その後　 密。1～2
下部 にスタンプ文 （J 字状渦文 ゆ　 mmの石英
丸）を無作為 に施文する。内面左　 を含む。

良好 外面淡
明褐色

～赤褐
40 ロへラケズリ。底面に指頭圧 艮

状の押圧がある。底部は、は とん 内面淡
ど丸底の ものに粘土 を環状に貼 り 褐色～
付けることにより、上げ底状の平 淡明褐
底 としている。 色

挿表26　出土土器観察表（22う
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遺物番号
鮎 霊等 出土位置

図版番号

器 種 討 つ　 形　　 態　　 手　　 法

胎　　 土　 焼　 成 色　 調 備　　 考

③最大胴径
④底部径

上げ底状の平底0　　　 空曹‡芸競 、孟誌撃撃二左上方向Po379
1648
128

土器群02 やや密。　 良好
1 ′・～2 mm
の石英、
長石を含
む。

外面黒
褐色
内面淡
明褐色

外面暗
褐色
内面褐
色

スス付着

スス付着

底部

Po380　 土器群02
1844
128

欝 禦 針 斗 欄 。全体に器壁が博い0　 軍 崇 誉 監 転 ㌘ゝら禁 ゐ 」0
指摘1の石英
を含む。

☆ 密。1 ～　 良好　　 外面淡
2mm の石　　　　　 褐色～
驚喜慧㌘　 群

雲慧あ憲 良好　 宏語

を含む。　　　　 ～灰褐
色
一部赤
褐色

一、火

Po381　 土器群02
1868
ユ．28
40

②残存高て牒＋「低く開く台に大きく外反する体　 外画、ヨコ方向へフミガキ。台部

④台径 ． 部0　　　　　　　 志 豊 艶 詑 監 詣 露語
帥 鉢　　　　　　　　　　　 慧豊 艶 豊 海欝 讐 票ま

底面、中央部にヘラミガキがみら
れるが他はナデ。

Po382　 土器群03
138 1
129
41

㌫ 品 漂 3 品冨竺鷺で羞警富慧讐誌詣 讐 摺 露讐員震漂蒜雷警警姦孟昌

婆

スス付着

黒斑有り

Po383　 土器群03
1166や1200
129

①8。8 億 ）　 外庶気味に直立する目線部0 ロ　 ロ緑端部付近内外面ヨコナデ0 以

直日壷

密。1mm　良好　　 外面淡
懸　 莞妻垂

淡灰褐
色

Po384　 土器群03
1166
129

婆

①16 9．前 面 「 やや内傾する短い複合H 緑。目　 口縁部外乱 櫛描平行沈線0 内面
②残存融 。8　 線端部は、つまみ出すようにし　 ナデ。体部外商ナデ。内面左方向

ておさめる。屈曲部の稜は、梁　 へラケズリ。

やや密。　 良好　　 内外面
砂粒を含　　　　 明褐色
む。

密。1～2　良好　　 外面淡

mmの石英　　　　　 褐色
を含む0　　 震 明

Po385
1375
129

土器群03

密。1m 程
度の石英
を含む。

密。呈．～
2m の石
英、長石
を含む。

良好

良好

外面淡
明褐色
内面明
褐色～
淡灰褐
色

外面淡
灰褐色

～暗褐色
内面淡
灰褐色

′｝淡灰色

スス付着

ー＋卓

Po386
1375
129
41

土器群03

出せず頸部へとつながる。休部
は、肩部が張らず底部へとつな
がるものと思われる。

誓 土器群3　 音義遥豪㌘腰 董警薫 讐婆鞘 芋芸蓋孟寧憲 嘉芸蔓票 スス何者

スス付着

一部スス付着

く1

リ後 ナデ 。

i
良好 外面淡

灰褐色
内面淡
褐色～
淡明褐
色

外面淡
黄褐色

ノ㌦明褐色
内面淡
褐色

、メく

㌘0388
116
129

土器約 3　　 抜 錨 畑 欝 認 ㌍ 儲 鬱 鑑 弔 問 向へラ警ガ‡ 丁 散 乱　 都 農

賓　　　　 下方へわずかに突出す0　　 岩 禦 ㌍ ミガキ。内面左方向－を含む0

土器群03　　　　 ①15。0 機） やや外反する複合臓 ［］緑端　 口緑部外軋 櫛描平行沈線0 内面　 密0 1 ～

ケズリ。　　　　　　　　　　　 を含む。

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l

土器群03

石英、長

」 ．＿ L 二 」 二 ： ： 農

Po389
1169
129

艮好

Po390
1165
129
41

良好 外面淡
褐色～
褐色
内面淡
褐色
淡明褐
色

風化がす
すむ

く・㌘03鋸．　土器群03
1168　　　　　　　　 器台

良好 内外南
淡灰褐
色

内外面
灰褐色

風化がす
すむ

雷 票孟 土器翻　 離 訂 詳 高 e　 上げ底状の底乳　　　 禦 翳 需 ‾0 内酢 から上への 弘 豊 良 子 スス付着

警 土翻 釦壷 醗 昏 I麗 猿 轡 笹 襟 懐 良好 内外面　一部スス
淡褐色　付着
～明褐色

挿喪鐸　出藍羞器観察泰郎
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法量 （cm ）
（丑口径
②器高
③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o394 土器群04

士宣E

（か15．0 （復） 外反する口緑部。 口緑端部は 3 口緑部内外面ナデ。体部外万 ナデ。 密。1～加m 良好

t

内外面
1186 ②残存高6．9 外側 に平坦面をなす。休部は、 頸部にわずかにパケメが られる。 の石英 を 淡灰褐
130 肩部が張る。 内面左方向へラケズ リ後ナデ。緑

部か ら頸部にかけて、ヘラ工具に
よる刻みを4 本入れる。

含む。 色

Po 395 土器群04 ① 14 ．6 （復） やや外反す る複合口緑。口緑端 ロ縁部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面淡
1405 （診残存高10 ．4 部 は、丸 くおさめる。屈曲部 の ヨコ方向へラ ミガキ。体部外画、 を含 む。 褐色～
130 稜 は、やや下方向へ突出する。 肩部に貝殻腹緑 による施文。中央 暗灰褐
41 頸部から肩部へなだらかに続き、

ほぼ球形 の体部 をなす。底部 を
欠 く。

部 に、スタンプ文 （ブ字状渦文、
丸）を施 し、それを区画するよう

に3 条の平行線が 3 段にたわたっ
てめ ぐる。体部内面、ケズリ後ヨ

コ方向へ ラミガキ。

色
内面淡
灰色～
黒褐色

P o396 土器群04 ① 13 ．9 （復） 外傾する複合口縁。ロ嫁端部 は、 口繚部外面、櫛擬描平行沈線。頸 密。砂粒 良好 外面淡 一部スス
1391 0 1178 ②残存高8 ．5 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 部外面 ヨコ方向へラミガキ。以下 を含む。 褐色～ 付着

130 突出せず、頸部へ とつながる。
体部は、肩部が張る。

外面は、肩部 に平行沈線が上下を
めぐる。貝殻靡緑による連続皿形
文を施すめ。口縁部以下内面左方
向へラケズ リ後、ヨコ方向へラミ
ガキ。

灰褐色
内面淡
褐色

P o397 土器群04

婆

外傾する複合 口縁。ロ縁端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 外面淡 スス付着
1404 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 ナデ。体部外面、肩部に貝殻腹緑 を含む。 灰色～ 黒斑有 り
130 突出せず頸部へ とつながる。体 による押圧文。以下 ヨコパケ。内 暗褐色
41 部は、横方向に長い偏球形 をな

す。底部 を欠 く。
面、左方向へラケズリ後 ナデ。 内面淡

灰色′、
灰褐色

P o398 土器群04 （9 18 ．7 （復） 外反する複合 口緑。口緑端部 は、 ロ縁部外面、櫛描平行沈線。内面 蜜。砂粒 良好 外面淡 スス付着
1178 ②残存高6 ．9 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 ヨコ方向へラミガキ。頸部以下外 を含む。 褐色～
130 ほ とんど突出しないが、鋭 く屈

曲する。
面、ナデ後肩部に、櫛状工具によ
る施文。内面、左方向へラケズリ
後、ヨコ方向へラケズ リ。

暗灰褐
色
内面淡
褐色～
灰褐色

P o399 土器群04 お 品 盈 外傾 する複合口緑。口緑端部は、 日録部外画、櫛描平行沈線後、一 密。砂粒 良好 内外面 一部スス
1178 つまみ出すようにしておさめる。 部ナデ消す。内面へラケズ リ後ナ を含む。 淡褐色 付着
130 屈曲部の稜 は、突出せず、内面

の屈面 もゆるやかである。
デ。

P o400 土器群04 ① 19．0 （復） 外反す る複合口緑。ロ緑端部は、 外面波状文。内面へラケズ リ後、 密。砂粒 良好 外面暗 スス付着
1182 ・1248

30
（塾残存高3 ．7 つまみ出すようにして丸 くおさ

める。屈曲部の稜 は、やや下方
へつまみ出されている。

ヨコ方向へラミガキ。 を含む。 褐色
内面淡
灰褐色

P o401 土器群04 （9 14．7 （復） やや内湾気味に外傾する複合ロ 口綾部外面、櫛揺平行沈線後 ナデ やや粗。 良好 外面褐 スス付着
1179 ②残存高5．4 緑。口緑端部 は、丸 くおさめる。 消す。内面へラケズ リ後、ヨコ方 1～3mmの 色
130 屈曲部の稜 は、水平方向へつま 向へラ ミガキ。頸部外面、貝殻腹 石英を多 内面淡

み出される。

l

緑 による刻みがめぐる。内面左方
向へラケズリ後 3 一部 ヨコ方向へ
ラミガキ。

く含む。 褐色

P o 402 土器群04 ㌫ 品 浩 外反する複合口縁。口緑端部 は、 外面 ヨコナデ。 ロ緑部内面上半左 密。砂粒 良好 内外面
1186 外へつまみ出すようにしておき 方向へラケズ リ後 ヨコナデ。一部 を含む。 淡褐色
130 める。屈曲部の稜は、水平方向

に突出する。

ヨコ方向へラ ミガキ。下半ヨコナ
デ。頸部以下内面、左方向へラケ
ズリ後ナデ。一部ヨコ方向へラ ミ
ガキ。

P o403 土器群04

高j不

②残存高15 ．3 細長い簡部 と 「ハ」の字状 に開 坤底部内外画 ヨコ方向へラミガキ。 密。砂粒 良好 内外面
1186 e 1256 ④脚径12 ．4 く小さな脚部。端部 は、外側に 外面わずかにタテパ ケが残 る。内 を含む。 淡褐色

130 平坦な面 をなす。杯部 は、屈曲
後外反す るものと思われる。

面左方向へラケズ リ。坪部 は、底
部に貼 り付けて形成 されたと思わ
れる。

P o404 土器群04 ②残存高5 ．0 複合口線状に低 く開く脚部。端 外面、裾部、櫛措平行沈線。他は、 密。砂粒 良好 外面淡 風化がす
1183 ④脚径14，0 （復） 部は、丸 くおさめ、稜 は上方へ タテ方向のヘ ラミガキと思われる を含む。 明褐色 すむ
130 わずかにつまみ出される。 が、風化の為、調整不明。内面裾

部ヨコ方向。他右方向へラケズリ。
～赤褐
色
内面淡
褐色
明褐色

P o405 土器群04

器台

（9 21．0 外反す る受部。端部 は、つまみ 内外面 ヨコ方向へラミガキ。 密。砂粒 良好 外面淡
1183
130

（塾残存高6 ．0 出すようにしておさめる。屈曲
部の稜 は、突出しない。

を含む。 褐色へノ
灰褐色
内面灰
褐色

P o406 土器群04

脚付椀

（診残存高5．6 「ハ」の字状に開 く脚部 に、内 休部外面、ナナメパケ。内面 タテ やや密。 良好 外面淡 風化著し
1183 （勤脚径5 ．7 湾気味に外上方へのびる休部。 方向へラ ミガキが、それぞれわず 砂粒を含 褐色′～ い
130 ロ緑部を欠 く。 かにみ られるが、全体に風化 の為

調整不明。
む。 淡明褐

色
内面淡
褐色

P o407 土器群04

底部

②残存高2．2 平底か ら、内湾しながら低 く開 外面、底面 ともヨコ方向へラミガ やや密。1 良好 外面黒 スス付着
1182
130

（動3．2 く底部。 キ。内面左方向へラケズリ後ナデ。 ～ 2 mmの
石英、長石
を含む。

褐色
内面淡
明褐色

Po 408 土器群05

－＝ヒ宣E

1 14 ．0 （復） 外反する複合口緑。目線端部は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。砂粒 良好 内外面
1265 2 残存高6．7 つまみ出す ようにしておさめる。 ヨコ方向へラ ミガキ。頸部外面 ヨ を含む。 淡褐色
131 屈曲部の稜 は、ほぼ水平方向へ

突出する。頸部 は、外反 し、短
かい。

コナデ。内面 ヨコ方向へラ ミガキ。
外面頸部下部に平行沈線。その下
肩部に貝殻腹縁 による施文。肩部
内面右方向へラケズ リ。

P o409 土器群05 ① 15 ．5 （復） 外反する口縁部。口緑端部は、 ロ緑部内外面ヨコナデ。頸部外面 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り
1264
131

②残存高6．3 外側に平坦面をなす。 タテ方向へラ ミガキがわずかにみ
られる。内面右方向へラケズリ。

を含 む。 淡褐色

挿表28　出土土器観察表（24）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm）
鎚 富

悪霊講 径
形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o410 土器群05

賓

！

害鎧 譜 。 やや外反する短い複合口緑。口 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密 2 mm程 良好 内外面

1257 縁端部 は、丸 くおさめるが、わ ヨコナデ。体部外面荒いナナメハ 度の石英、 淡灰褐
131 ずかに平坦な面をなす。屈曲部 ケ後肩部に貝殻腹縁による押し引 長石を含 色

の稜は、水平方向に、わずかに
突出する。休部 は、肩部が張 る。

き沈線。内面左方向へラケズリ後
ナデ。

む。

P o411 土器群05 ① 16 ．2 （復） 外反する複合 日録。口緑端部 は、 外面 ヨコナデ。口緑部内面、ヨコ 密。砂粒 良好 内外面

1264 ②残存高6 ，6 つ まみ出すようにして丸 くおさ 方向へラ ミガキ。頸部内面右方向 を含む。 淡褐色

131 める。屈曲部の稜は、突出せず
頸部へとつながる。

ヘラケズ リ。以下内面左方向へラ
ケズリ。

Po412

1264
131

地器群05

高輝

②残存高13 ，5 太 目で短かい簡部。輝部、脚裾
部を欠く。脚部 3 方 に円形の達
しが入 る。

外面タテ方向へラ ミガキ。塔底部
内面タテ、ヨコ方向へラミガキ。
筒部 内面上方の一部右方向以下左
方向へ ラケズリ後、 タテ方向へラ

密。2mm程
度の石英
を含む。

良好 内外南
淡明褐
色

ミガキ。脚部内面ナナメパケ。円

板充填。

Po413 土器群05

脚部

（訃残存高5 。2 「ハ」の字状 に開 く脚部。 外面、休部との接合部にヨコ方向 密。砂粒 良好 内外面

1264
131

④脚径9，5 （復） ヘラ ミガキ。以下タテ方向へラミ
ガキ後、ナナメ方向へラ ミガキが

一部入 る。内面、都部ナデ。下部
ヨコパ ケ。体部底面へラ ミガキ。

を含む。 淡灰褐
色

Po414 土器群06

・＝史ご

① 12 ．0 （復） 外反する口線部。ロ緑端部 は、 外面、 タテパ ケ後、 ヨコ方向へラ 密。砂粒 良好 内外面 黒斑有 り

1924
132

②残存高3 ．9 丸 くおさめる。 ミガキ。内面ヨコ方向へラミガキ。 を含む。 淡褐色

P o415 土器群06 鎚 融 。8 外傾する複合口緑。口繚端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。休部 やや密。 良好 内外面 スス付着

1929 丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、 外面、貝殻腹緑による施文 と、ス 1 ～ 2 mm 淡褐色

132 竺芝 ③ 17 ．8 突出せず頸部へ とつながる。体 タンプ文 （風車文） を、 2 ～ 3 条 の石英、

42 部 は、球形 をなし、底部を欠 く。 の平行沈線で区画する。内面は、

口緑部 にヨコ方向へラミガキ。体
部に左、左上方向へラケズリがわ
ずかにみ られるが、全体に風化が
著 しい。

長石 を多
く含む。

Po416 土器群06

婆

① 15 ．1 （復） 内儀する短かい複合 日録。口緑 口緑部外面、櫛措平行沈線。内面 粗。 1 ～ 良好 内外面 スス付着

1932 ②残存高7 。7 端部は、つまみ出すようにして ヨコナデ。体部外面肩部ナデ。以 2 mmの石 淡褐色
132 おさめる。屈曲部の稜 は、下垂 下タテパケ。内面左方向へラケズ 英、長石

42 する。 リ。 を多 く含
む。

Po 417 土器群06 （》15 ．7 やや外傾する複合日録。ロ緑端 白線部外面に、櫛措平行沈線を入 やや粗。 良好 外面淡 スス付着

1924や1928 ② 15 ．8 部 は、丸 くおさめる。屈曲部の れた後、内外面 ヨコナデ。体部外 1 ～ 2 mm 褐色～
1932 ③ 14 ．9 稜 は、下垂する。体部 は、倒卵 面タテ、ナナメパケ。内面上半、 の石英、 暗茶褐

132
42

（り4 。4 形 をなし、平底 となる。 左方向へラケズリ。下半、下から
上へのへラケズリ後、全体 ナデ。
底面ナデ。

長石 を多
く含む。

色
内面淡
褐色

Po 418 土器群06 ① 15 ，0 （復） 外皮する複合口緑。口緑端部 は、 ロ綾部外面、櫛描平行沈線。内面 やや密。 良好 外面褐 スス付着

1927 ②残存高8 ．8 丸 くおさめる。屈曲部の稜は、 ヨコナデ。体部外面、 ヨコ方向へ 1 ′・－2 mm 色～暗
133 （討13 ．0 （復） 水平方向に突出する。休部は、 ラミガキ。肩部 に刻み目がめぐる。 の石英を 褐色

42 口縁部と比較して、小 さく小型

の磐 と思われる。

内面左方向へラケズリ。 含む。 内面灰
褐色

Po 419 土器群06 ① 15 ．0 （復） 外皮する複合口緑。口緑端部 は、 ロ緑部外面、櫛描平行沈線後、ヨ 密。砂粒 良好 内外面 一部スス

17 17 ②残存高490 つまみ出されるようにしておさ コ方向へ ラミガキ。頸部以下内面 を含 む。 淡褐色 付着
133 める。屈曲部の稜は、やや下方

へつ まみ出 される。

右方向へ ラケズリ。 ′～淡灰
褐色

Po 420 土器群06 ① 17 。2 外反する複合口緑。日経端部は、 ロ緑部外面、櫛措平行沈線。内面 密。 1 ～ 良好 内外面 一部スス

1714 ②残存高13 。8 つまみ出す ようにしておさめる。 ヨコナデ。体部外面、肩部 に波状 2 nlm の石 淡褐色 付着

133 ③ 2L 5 （復） 屈 曲部の稜 は、水平方向へつま 文。その上下を原体 の異なる櫛描 英、長石

42 み出されている。体部 は、肩部
が張 り、下半を欠 く。

平行沈線がめ ぐる。以下荒いナナ

メパケ。内面、左方向へラケズ リ。

を含 む。

Po 421 土器群06

器台

①1臥5 （復） 受部は、外方へ開 き端部が複合 受部外面、端部 は、 2 条以上の擬 やや粗。 良好 内外面

1573 （診残存高9．0 口線状に拡張する。稜 は、下方 四線後ナデ。他簡部までタテ方向 1 ～ 3 mm 灰褐色

133 へ鋭 く突出する。筒部 は、細長 へラミガキ。一部わずかにタテハ の石英、

42 い。 ケ。受部内面ヨコ方向へラ ミガキ。
簡部内面左方向へラケズ リ後、受
部側タテ方向へラミガキ。受部の
稜 は、貼 り付けることによ り形成
されている。

長石を含
む。

Po 422 土器群06

脚部

②残存高2。8 「ハ」の字状に開 く脚部。 底面にわずかにヨコ方向へラミガ 密。砂粒 良好 外面明 黒斑有 り

1929
133

④脚径8 ．0 キが残る。他ナデ。 を含む。 褐色～
灰褐色
内面明
褐色

P o423 土器群06

底部

②残存高2。6 安定 した大 き目の平底。 外面工具によるナデ。内面、下か やや密。 不良 内外面 スス付着

1928
133

④ 9〃2 （復） ら上へのへラケズリ。底面ナデ。 1 mm程度

の石英 を
含む。

暗灰褐
色

P o424 土器群07

小型壷

（9 8．0 （複） 内傾する短い複合口緑。日録端 口綾部内外面ヨコナデ。休部外面、 密。砂粒 良好 外面淡

1100 の1101 ②残存高8。0 部は、内傾する面 をもつ。屈曲 肩部へラ状工具による刻み目の上 を含む。 褐色～

134 ③ 12。0 （復） 部の稜は、水平方向にわずかに 下を平行沈線がめぐる。以下ヨコ、 淡明褐
43 突出する。休部は、横方向に長

い偏球形をなすと思われる。
タテパケ。内面右方向へラケズリ。 色

内面淡
褐色

P o425
2058

土器群07 鎚 ㌫ 浩 やや内湾気味に短 く立ち上がる
複合 日録。 口緑端部は、内外両

日録部内外面 ヨコナデ。頸部外面
ナデ。内面右方向へラケズ リ後ナ

密。砂粒
を含む。

良好 外面黄
欒色～

134 側にやや肥厚する。屈曲部の稜
は、下方へつ まみ出す。

デ。 淡灰褐
色
内面灰
色

挿表29　出土土器観察表（25）

一一11－　ユ59　－1－



遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ）
（》口径
②器高
③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

Po 426 土器群07

無頸小型壷

お ：昌 内傾する短い口緑。ロ緑端部 は、 目線部内外面および肩部外面ナデ。 密。砂粒 良好 内外面 風化がす
1098 つまみ出す ようにしておさめる。 他、体部外面ヨコ、ナナメパケ、 を含む。 淡褐色 すむ
134
43

（診9．4 体部 は、横方向に長い偏球形 を
なす。口緑部から肩部への くび
れ部分に 2 ヶ所 の相対す る位置
に計 4 ヶ所小孔を穿つ。

休部内面ナデ。

Po 427 土器群07

賓

①35 ．7 （復） 外傾する複合口緑。口緑端部 は 体部外面 に、ヨコパケがわずかに 密。砂粒 良好 内外面 風化が著

1101 ②残存高18 ．4 平坦画をなす。屈曲部 の稜は、 残 るが、全体 に風化のため調整不 を含む。 淡褐色 しい

134
43

水平方向に突出す る。大型の婆。 明。

Po 428 土器群07 鮎 霜 禦 外傾する複合口緑。ロ縁端部 は、 口緑部内外面ヨコナデ。頸部内面 密。砂粒 良好 内外面

1102
135

平坦面をなす。屈曲部 の稜は、
水平方向に突出し、端部がやや
鈍 い。

右方向へ ラケズリ。 を含 む。 淡褐色

Po 429 土器群07 ① 13 。5 （復） 外反する複合口緑。口緑端部 は、 頸部内面、右方向へラケズリ。そ 密。砂粒 良好 内外面 風化著 し

1092
135

（塾残存高5．2 つまみ出す ようにしておさめる。
屈 曲部の稜 は、水平方向に突出
する。屈曲部内面 は、強 くナデ
られ ることにより、凹んでいる。
口緑部の器壁は、かなり薄手で
ある。

の他風化のため調整不明。 を含む。

蜜。砂粒

淡褐色 い

P o430 土器群07 （》15 ．4 （復） 外傾する複合口緑。日録端部は、 口緑部内外面ヨコナデ。休部外面 良好 外面淡 赤色塗彩

1103の1104 （塾残存高11．7 外側へつまみ出し、平坦画をな ヨコパケ後、ナナメパケ。内面右 を含 む。 褐色～ 痕有 り
135
43

す。屈曲部の稜 は、水平方向に
突出する。体部 は、横方向に長

い偏球形 をなすと思われ る。

方向へラケズ リ。 赤褐色
内面淡
褐色～
淡灰褐
色

黒斑有 り

P o43 1 土器群07 塞孟？云8 （復） 外傾する複合口緑。ロ緑端部は、 ロ緑部内外面ヨコナデ。肩部内面 密。砂粒 艮好 外面淡 一部 スス

12348 1275
135

丸 くおさめる。屈曲部の突出は、
水平方向に突出す る。ロ線端部
と屈曲部 の内面が強 くナデられ
ていることで、内面の一部が一
段高 くなっているようになる。

右方向へラケズリ。 を含 む。 褐色～
灰茶褐
色
内面淡
褐色～
淡赤褐
色

付着

P o432 土器群07 ㌫ 品 盈 外傾する複合口緑。ロ緑端部は、 口緑部内外面ヨコナデ。頭部内面 密。砂粒 良好 外面赤 赤色塗彩

1103
135

外側がわずかに肥厚 し、平坦面
をなす。屈曲部の稜は、水平方
向に鋭 く突出する。

右方向へラケズリ。 を含む。 褐色
内面淡
褐色～
明赤褐
色

黒斑有 り

P o433 土器群07 ㌫ 品 盈 外傾する複合口緑。ロ緑端部は、 口緑部内外面ヨコナデ。肩部外面 密。砂粒 良好 外面淡 口緑部外

1224 外側 にややつまみ出す。屈曲部 タテパケ後ナデ消 し、ヨコパケを を含む。 褐色～ 面、櫛描

135 の稜 は、下方へ突出する。 入れ る。内面、左方向へラケズ リ。 橙褐色
内面淡
黄色

平行沈線
後ヨコナ
デの可能
性有 り

P o434 土器群07 ① 15 ．2 （復） 外傾する複合口緑。口緑端部は、 口緑部内外面ヨコナデ。肩部内面 密。砂粒 良好 外面淡

1222
135

②残存高4．4 外側 を折 り曲げて肥厚 させてい
る。屈曲部の突出は水平方向に
鋭 く突出す る。

右方向へラケズリ誉 細 雪

を含 む。 褐色～
淡赤褐
色
内面淡
褐色′～
淡灰褐
色

㌘0 435 土器群07 ① 16 ．2 （復） 外傾する複合口緑。口緑端部 は、 口緑部内外面ヨコナデ。肩部以下 密。砂粒 良好 内外画

1101
135

②残存高6．5 外側がやや肥厚す る平坦面をな
す。屈曲部の稜 は、ほぼ水平方
向へ突出する。

内面右方向へラケズリ。 を含む。 淡褐色

P o 436 土器群07 ① 14 ．8 （復） 外傾する複合口緑。日録端部 は、 ロ縁部内外面ヨコナデ。肩部外面 やや粗。 良好 内外面 ロ緑部外

1226 ②残存高6．7 外側にややつまみ出す。屈曲部 タテパケ後 ヨコパケ。内面右方向 粗い砂粒 淡褐色 面、櫛描

135 の稜 は、水平方向に鈍 く突出す
る。

ヘラケズリ。 を含む。 平行沈線
後、ヨコ
ナデの可
能 性 有
り。

Po 437 土器群07

高坪

①10 ．6 （復） 皿状の浅 い師部。 口綾部内外面ヨコナデ。師部外面 蜜。砂粒 良好 外面淡 赤色塗彩

1095
135
43

（塾残存高2．9 タテパケ。内面わずかにへラミガ
キがみえるが、全体に風化 のため
調整不明。

を含む。 褐色～
赤褐色
内面淡
褐色～
淡明褐
色

痕有 り
風化がす
すむ

㌘0 438 土器群07 （塾残存高8．0 やや太目の筒部と、低 く 「ハ」 筒部外面、タテ方向へラミガキ。 密。砂粒 良好 内外面
1092
135
43

④脚径11．6 の字状に関がる脚部。 内画、左方向へラケズリ。脚部外
面ナデ。内面ナナメパケ、裾部付
近 ナデ。

を含 む。 淡褐色

P o439 土器群07

器台

①20．6 （復） 直線的に外上方へ広がる受部。 外面 ヨコナデ。内面ヨコ方向へラ 密。砂粒 良好 外面灰

1094
135

（卦残存高7．6 端部 は、外 に折 り曲げ平坦面 を
なす。稜は、やや下方へ突出す
る。

ミガキ。 を含む。 白色～
淡褐色
内面淡
明褐色

P o舶0 SBO3・05

脚

②残存高4。6 「ハ，．」の字状に開く脚部。端部 外面 は、波状文 の上下に竹管文 と 密。砂粒 良好 内外面

1506 e2054 ④脚径22．7（復） は内側に平坦面をなす。屈曲部 沈線がめ ぐる。稜の上部には貝殻 を含む。 赤褐色

136
43

の稜 は、上方向に突出する。 腹緑 による刻み目を施す。内面ナ
デ後 ヨコパケ。

P o441 S B O7
須恵器杯

②残存高1．1 平底の底部に高台を貼りつける。 外面 は、緑部回転 ロタロナデ。底 密。細か 良好 内外面

516 ④ 8．8 （復） 高台下端は、外方へわずかに張 部回転糸切 り。内面は、繚部回転 い砂粒 を 暗膏灰
136 り出す。 ロクロナデ。底部直線ナデ。 含む。 色

挿表30　出土土器観察表（26）

ー160　－－



遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法螢 （cm ）
鎚 慧

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o442 S B O6

寮

Ⅲ 。2　 復） 張 りのない肩部から頸部で外反 外面 は、口緑上端 はタテパケ後ナ 密。砂粒 良好 内生面

740
音残存駈 5

し、そのまま外傾 してロ緑端部 デ、以外はタテパケ。内面は、口
．．．・．．一や

を含む。 明茶褐
色136 に至る。ロ緑端部 は、わずかに

上方へひ き上げる。頸部内画に
は稜をもつ。

緑部 ヨコパ ケ、端部 は強くナアる。
頸部以下ナデ。

P o443
860
136

SB O6
須恵器ま不

②残存高ま。1
④9 。4 （複）

平坦な底部 と緑部 との屈曲部に
高台を貼 りつける。

外面 は、緑部回転 ヨコナデ。底部

は、へラ起 し後ナデる。内面は、
回転 ロクロナデか。

密。極わ
ずか砂粒
を含む。

やや不
良

内外面
灰白色

P o444
860
136

SB O6
須恵器椀

①且2 。0 （復）
（診残存高3 。4

内湾しながら、口縁端部に至 る。 内外面 とも回転ロクロナデ。 密。砂粒
をわずか
に含む。

良好 内外面
暗灰色

Po 445
467
136
43

SE O2

杯

（診残存高1 ．7
④6 。8

しっかりした厚手の平底。 内外面ナデ。底面回転糸切 り。 密。砂粒
を含む。

良好 内外面
明褐色

Po 446 通構外

☆

鎚 品 浩 外反する頸部 に、やや外傾す る 口緑部外面櫛措平行沈線。内面 ヨ やや密。 良好 外面淡

2022 複合口縁がつ く。口緑端部 は、 コ方向へラ ミガキ。頸部外面、夕 1 mm程度 褐色～

137 別へつまみ　 すようにしてお テパケを、ヨコ方 ロへラ ミガキ。 の石英、 明
さめる。屈曲部の稜 は、下垂す
る。

内面、右方向へラケズ リ後ナデ。 長石を含
む。

内面淡
灰褐色

Po 447 適構外 ①12 ．6 （復） 外反する複合口緑。口緑端部 は、 口縁部外面波状文。頸部外面タテ 密。 1mm 良好 啓外面

1231 ②残存高5 ．3 丸 くおさめ、外側がわずかに肥 方向へラミガキ。内面全体 ヨコ方 程度の石 淡明褐
137 厚気味である。屈曲部の稜は、

ほぼ水平方向につ まみ出されて
いる。頸部 は、外皮する。

向へラミガキ。 英をわず
か　 に 含
む。

色～灰
褐色

P o朗8 退構外 鎚 品 浩 外皮する頸部に外傾する短い複 日録部外面 4 条の擬凹線。内面頸 密。砂粒 良好 外面淡

1430 合口線がつ く。 口緑端部 は、丸 部 までヨコ方向へラ ミガキ。頸部 を含む。 褐色
137 くおさめる。屈 曲部の稜 は、鈍 外面 ヨコナデ。肩部 内面左方向へ 内面淡

褐色～
淡灰褐
色

竺K くやや下垂気味である。 ラケズ リ。

P o舶 9 過構外 鮎 品 浩 はね上げロ線状 のロ縁部。ロ緑 口緑部外面櫛描平行沈線。内面ナ 密。砂粒 良好 輿外面

985 端部 は、つまみ出すようにして デ。頸部外面タテノユケ。内面左方 を含む。 淡明褐
色137 おさめる。屈曲部の稜は、わず

かに下垂し、外反する頸部につ
ながる。

向へラケズリ後 ナデ。

P o450
344
137

退構外 鎚 品 浩 はね上げロ線状をなす。 ロ緑端

部は、上方へつまみ出すように
しておさめる。屈曲部の稜 は、
下方へ鈍 く突出する。

内外面ヨコナデ。 密。砂粒
を含む。

良好 内外面
淡褐色

黒斑有 り

P o451 過構外 害欝i9（残） 「く」の字状に開 くロ緑。日録 外面 は、口緑部ヨコナデ後、不規 粗。細か やや不 淡褐色

1119
137

端部は、やや外側へ肥厚する。 則な竹管文 を施す。頸部～肩部 に

かけてタテパケが認められる。内
面は、ロ緑部 ヨコナデ。頸部以下
左上方向のへ ラケズ リ。

い砂粒 を
たくさん
含む。

良

P o452 遺構外 ①15 。4 （復） やや外反するロ緑部。口緑端部 外面、ナナメ、タテパケ。内面 ナ 密。砂粒 良好 外面明 スス付着

1743
137

（診残存高6 ，2 は、丸 くおさめる。 ナメパケ。端部、内外面ヨコナデ。
頸部 内画左方向へラケズリ。

を含む。 褐色
内面淡
褐色～
淡明褐
色

P o453 遺構竿 直口壷
論 敵 7 長 く外皮する口緑部。ロ緑端部 ロ緑部外面、上半ヨコ方向へラミ 密。1′～2 良好 外面淡

1874
137

は、丸 くおさめる。 ガキ。下半頸部 までタテ方向へラ

ミガキ。内面ヨコ方向へラミガキ。
頸部内面左方向へラケズ リ。

mm の石英
を含む。

褐色～
淡明褐
色
内面淡
明褐色

～淡灰
褐色

Po 454 遼構外

恵、官腎

②残存高6 ．0 外反する肇部。 ロ縁部 を欠 く。 頸部外面、タテパケ後、ヨコ方向 密。1～2 良好 再外面

939 頸部下半 に端画 に刻みのある突 へ ラミガキ。内面 ヨコ方向へラ ミ mm の石英 淡明褐
137
44

帯がめ ぐる。 ガキ。屈曲部以下内面左方向へラ
ケズ リ後 ヨコ方向へラミガキ。突
帯 は、頸部形成後に貼 り付け刻み
を施す。

を含 む。 色

㌘0455 過構外 ①8。5 （復） やや外反気味に直立する口緑部。 内外面全体をヨコ のナナメ方向に 密。砂粒 良好 外面淡

1982
137

（診残存高7．3 ロ縁端部 は丸 くおさめる。ロ緑
部のほぼ中央に円形の小孔が入

へラミガキしたのち、口緑部 に穿
孔。体部外面は貝殻腹縁による施

を含む。 褐色
内面淡

舶 る。休部は肩部が張 り、底部を
欠 くが脚がうくものと思われる。

文と、 3 重の同心円スタンプ文を

3 条の平行沈線で区画す る。

明褐色

P o456
1558
137
舶

遺構外

脚付短頸壷

乳

③13。5
④脚径6 。5

やや内湾しながらも直立するロ
線は、対の円形 2 方穿孔 を有す
る。口線端部は、丸 くおさめる。
頸部 よりナデ肩の肩部 につづき、
胴部 は大き く張る。底部 には、
「ハ」の字状 にひらく脚がつ く。

外面 は、口緑部ヨコナデ。頸部～肩

部及び胴部 に貝殻腹縁による刺突
文が施されたあと、頸部 に2 条、
肩部 に3 条、胴部上半に 3 条、下
半に 3 条の平行線が施される。 さ

らに肩部 と胴部上半部の平行線の

やや粗。
細かい砂
粒 を多 く
含む。

良好 淡褐色 外面 に赤
色塗彩痕
有 り

間の区画には、爪形状の刺突文が
施さるれ。胴部下半部～脚にかけ
てヨコ方向のヘラミガキが認めら
れる。内面 は、口緑部にヨコ方向
のヘラミガキが認められる。頸部
以下胴部までへラケズ リのあ とナ
デ。以下ナデカ。

P o457
341
137

過構外

壷

①且2 。2 （擾）
②残存高8 ．2

外傾する擾合 口緑。口縁端部 は、
丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、
下方へわずかに突出気味である。
休部は、肩部が張 り、 ヨコ方向

に長めである。

口緑部外面、櫛描平行沈線。内面

ヨコ方向へラミガキ。体部外面、
貝殻腹緑による施文 と。 2 重の同
心円スタンプ文を、平行沈線で区
画する。内面左方向へラケズ リ後

ヨコ方向へラミガキ。

密。1′～2

mm の石英
を含む。

やや良
好

外面明
褐色～
褐色
内面淡
灰褐色

揮索告ノ　出土土器観察表（27）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ）
（》口径
②器高
（診最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

Po 458 退構外

注口土器

（診残存高17．1 ヨコ方向に長い偏球形 の胴部。 体部外面、 2 段 にわたって、 4 重 密。 1 mm 良好 外面淡 スス付着
4990 681 ③ 20．0 （復） ほぼ直立する把手 と、外上方へ の同心円スタンプ文 と平行沈線を 程度 の石 褐色～
1254 向 く注口が肩部 の相対す る位置 中央部までめ ぐらす。下半、ヨコ、 英、長石 黄茶褐

138
44

に付 く。口緑部、底部 を欠 く。 ナナメパケ。底部ナデ。内面、上
半左方向へラケズ リ後、全体ナデ。

一部 ヨコ、ナナメ方向へラ ミガキ。
把手 は正面 2 本の沈線で囲まれた
瓜形文。側面も同 じように内側に
沈線を入れて、瓜形文を施す。注

ロは外面ナデ。休部 との接合部に、
3 重の同心円スタンプ文がめぐる。

J内面左方向へラケズ リ。把手は、
体部に貼 り付け、注目は体部に差
し込んだ後、接合部 をナデる。

を含 む。 色
内面淡
灰褐色

Po459 退構外

小型壷

①11．8 （復） 外傾する複合口緑。ロ緑端部 は、 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 やや密。 良好 外面淡
522 ②残存高5 ．8 丸 くおさめる。屈曲部の稜は、 ナデ。休部外面、頚部以下 タテハ 1 mm程度 褐色～
138 突出せず、なだらかに頸部へ と

つながる。
ケ。内面左方向へラケズ リ。 の石英を

含む。
赤褐色
内面淡
褐色

P o460 通構外

☆二弓貰

＋∵〕諾 ∴ やや外反気味に短か く直立す る 日経部外面、ユ4条の櫛描平行沈線。 粗。 1 ～ 展 内外面
1176 複合口緑。口緑端部は、丸 くお 内面ヨコ方向へ ラミガキ後ナデ。 2 mmの石 淡褐色
138 さめる。屈曲部の稜は、やや下 他外面ナデ。内面、右方向へラケ 英、長石

方 にわずかにつまみ出されるが、
ほとんど突出せず、頸部へとつ
ながる。

ズリ。 を多 く含
む。

P o461 遺構外 鎚 品 盈 外傾する短かい複合口緑。口．縁 口緑部外画ヨコナデ。頸部外画、 密。砂粒 良好 内外面
1125 端部は、丸 くおさめる。屈曲部 タテ方向へラミガキ。目撃部内面 を含む。 淡褐色
138 の稜は、 ほとんど突出せず、頸

部へ とつながる。
ヨコ方向へラミガキ。

P o462 退構外

婆

①15 ．7 （復） 外傾する短かいロ緑。 ロ緑端部 ロ緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。 1～ やや良 内外面
238 駄 ：呂 は、丸 くおさめる。屈曲部の稜 ヨコナデ。屈 曲部ヨコ方向へラミ 2 mmの石 好 褐色～
138 は、突出せず頚部へ とつながる。 ガキ。体部外面肩部 に貝殻腹緑に 英、長石 暗褐色
44 体部は、倒卵形 をなす。底部平

底。
よる刻み。以下ナナメ方向へラミ
ガキ。内面、肩部まで左方向へラ
ケズ リ。以下下か ら上へのへラケ
ズリ。

を含む。

P o463 遺構外 お 品 鼎 外傾する複合口緑。ロ緑端部 は、 ロ緑部外面、貝殻沈線による平行 密。砂粒 良好 外面淡 スス付着
1173 内傾をやや肥厚 させ丸 くおさめ 沈線。内面ナデ。休部外面ナデ。 を含む。 灰褐色
138 る。屈曲部の稜 は、水平方向に

わずかにつ まみ出す。
肩部に貝殻腹線による押引 き洗練。
肩部まで右方向へラケズ リ。以下
左方向へラケズリ。

内面淡
褐色

P o464 通構外 ㌫ 品 濃 。 やや内湾気味に外傾す る複合ロ 口綾部外面櫛描平行沈線。内面ヨ やや粗。 やや不 外面淡 一部 スス
344 0 389 緑。ロ緑端部 は、丸 くおさめる。 コ方向へラ ミガキ。体部外面肩部 l 一＼二川m 良 灰褐色 付着
39い 450 ③ 24 ．8 屈曲部 の稜は、下垂す る。休部 ナデ。以下、ヨコ、ナナメパケ後、 の石英、 ～灰褐

138 は、貴大胴径が中央 より上にあ ヨコ方向へラミガキ。肩部下にへ 長石を多 色
る倒卵形 をなす と思われる。 ラ状工具による刺突。休部内面上

半は、左方向へラケズ リ。以下左
上方向へのへ ラケズリ。

く含む。 内面淡
橙褐色

～灰褐
色

P o465 遺構外 鎚 譜 4 ほぼ直立 し、端部をわずかに外 口緑部外面、櫛描平行沈線後、端 やや粗。 良好 外面淡 黒斑有 り
1321 e 1324 反かせる複合 口緑。ロ緑端部 は、 部ヨコナデ。内面ヨコ方向へラミ 1 へノ2 mm 褐色～

138 外側へつ まみ出すようにしてお ガキ。休部外面ヨコパケ後、ナナ の石英、 淡赤褐

44 さめる。屈曲部の稜 は、やや下
方へ突出する。

メパケ。内面左方向へラケズリ。 長石を多
く含む。

色
内面淡
灰褐色

㌘0466 退構外 お 品 盈 外傾 する短 かい複合口緑。口緑 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。 1 m 良好 外面淡
2047
139

端部 は、丸 くおさめる。屈曲部
の稜 は、下方へやや突出す る。

ナデ。頸部 内面右方向へラケズリ。 程度の石
英、長石
を含む。

桃色
内面淡
灰褐色

P o467 通構外 お 品 浩 やや外反する複合 口緑。口線端 口緑部外面、櫛描平行沈線後ナデ。 租。粗い やや不 外面淡 風化がす

1401 部は、丸 くお さめる。屈曲部の 内面剥離しているが、わずかにヨ 砂粒を多 良 赤褐色 すむ
139 稜は、水平方向にややつまみ出

される。
コ方向へラミガキがみられる。頸
部外画、ヨコ方向へラミガキ。内
面右方向へラケズリ後、 ヨコ方向

へラミガキ。

く含む。 内面淡
褐色

P o468 適構外

士宣互

∴ ∴ ∴ 外反して立 ち上がる複合 口緑。 外面 は、口繚部に10条の櫛描平行 粗。ま～3 良好 明褐色 スス付着

1120 口緑端部は、丸 くお さめる。頸 沈線 を施す。頸部 にタテパケ後 ヨ 冊程度の
139 部は湾曲 しながら肩部へとむか コナデを施す。内面は、ロ縁端部 砂粒を多

う。 付近 にヨコナデが認められるが、
他は調整不明。

く含む。

P o469 遺構外

婆

㌫ 競 漕 。 やや外反気味の複合口緑。口緑 口緑部外面、櫛描平行沈線。内面 やや密。 良好 内外画

1321 端部 は、丸 くおさめる。屈曲部 ヨコ方向へラミガキ。休部外面、 砂粒を含 淡赤褐
139 （診21．8 （復） の稜 は、やや下方向に突出する。

体部 は、肩部が張 る。
肩部、波状文。以下、ヨコ方向へ
ラ ミガキ。内面、頸部 ヨコ方向へ
ラ ミガキ。以下左方向へラケズリ。

む。 色′～淡
褐色

P o470 通構外 鮎 諾高6．4 外反す る複合口緑。口縁端部は、 口線部外面19条の櫛描平行沈線を 密。砂粒 不良 外面赤 スス付着
1118 外側 に面をもつ。屈曲部 の稜は、 め ぐらし、一部 ナデ消す。内面 ヨ を含む。 褐色

139 やや下垂する。 コ方向へラミガこ。頸部外面ヨコ
ナデ。内面 ケズ リ後ナデ。肩部、
外面 ヨコ方向へラミガキ。内面、
左方向へラケズ リ。

内面淡
赤褐色

P o471 退構外 鎚 品 盈 外反す る複合口緑。ロ緑端部は、 口縁部外画、櫛描平行沈線を入れ 密。石英 良好 内外面

746 つまみ出すようにしておさめる。 た後、ヨコナデによってナデ消す。 を含む。 淡茶灰
139 屈曲部の稜 は、水平方向に突出

する。
内面 ヨコ方向へラミガキ。頸部外
面ヨコ方向へラ ミガキ。内面、左
方向へラケズ リ。

色

挿表32　出土土器観察表（2釦
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm）
① 口径
②器高
③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o472 過構外

聾

競 義郎 5 ，7 やや外反気味 に外傾す る複合口 ロ緑部外面、櫛描平行沈線。内面 密。1～2 良好 再生画

12910 1489 緑。口縁端部 は、丸 くおさめる。 ヨコ、ナナメ方向へ ラミガキ。体 mm の石英 淡余褐

1494e 1508 屈曲部 の稜は、やや下方へわず 部外面、肩部 に上下 2 段にわた螢 を含む。 色
139 かに突出する。体部 は、肩部が 波状文。その上部をヨコ方向へフ
44 張 る。 ミガキ。下部 にヨコ、ナナメパケ

がわずかにみられる。内面、左、
左上方向へラケズ リ。一部かな り
細かい単位でへラケズ リが行われ

ている。

P o473 逮構外 ①16 ．0 （復） 外反する目線部。口縁端部は、 口緑部 内外面ナデ。休部外面右上 やや密。 良好 外面明

1438
139
44

（塾残存高5 。3 丸 くおさめる。 が りの叩 き後ナナメパケ。内面パ
ケ状工具による調整後左方向へラ
ケズ リ。

1 mm程度
の石英、
長石 を含
む。

褐色
内面明
褐色～
淡灰褐
色

P o474 遺構外 ①17 週 （復） 「く」の字状に外反する口緑部。 口緑部 内外面ヨコナデ。休部外面 やや密。 良好 外面淡

200 ②残存高6 。8 ロ縁端部 は、丸 くおさめる。体 ナナメパ ケ。内面左方向へラケズ 1 ′・）4 mm 明褐色
139 部 は、肩部があまり張らない。 リ。 の石英、

長石 を含
む。

内面淡
褐色～
淡桃色

P o475 過構外

高塔

①2ユ。0 （復） 端部が複合口線状 をなす、浅 い 端部外面平行沈線。他内面ヨコ方 密。砂粒 良好 外面淡

2034
139

②残存高嶺。6 椀状の輝部。 向へラ ミガキ。 を含 む。 灰褐色

～明褐
色
内面明
褐色

P o476
1733
139

適構外 （》24．4 （復）
②残存高3．8

複合 口線状 に開 く輝部。内外面。 ヨコ方向へラ ミガキ。 密。 1 ～
2 mm の石
英、長石
を含む。

良好 内外面
淡褐色

P o477 過構外 ①23，2 （復） 一度屈曲してから外反する輝部。 外面、ヨコ方向へラ ミガキ。屈曲 密。1mm程 良好 外面淡 黒斑有 り

1434
139

（訃残存高6。2 ロ緑端部は、丸 くおさめる。 部以下タテ方向へラ ミガキ。内面、

ヨコ方向へ ラミガキ。

度の石英
を含む。

褐色
内面灰
褐色

P o478 退構外 ㌫ 品 盈 一度屈曲した後、外反する坪部。 内外面口緑端部 ヨコナデ後、外面 密。砂粒 良好 再外面 黒斑有 り

1409 日録端部は、外側にやや肥厚 し、 ヨコ、ナナメ方向へラミガキ。内 を含む。 淡褐色
139 画をもつ。 面ヨコ方向へラ ミガキ。 ～灰褐

色

P o479
1402
139

通構外 （9 20。6 （復）
②残存高4 ．8

屈曲後外反す る師部。ロ緑端部
は、外へつまみ出す ようにして
おさめる。

端部内外画 ヨコナデ。以下外面夕

テ、 ヨコ方向へラミガキ。内面屈
曲部付近にヨコ方向へラミガキ。
他は、調整不明。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
淡褐色

スス付着
風化すす
む

P o480
1216
139

遺構外 ①16。2 （復）
②残存高4 。0

内湾しながら開 き、口緑部 を外

反させ る塔部。ロ緑端部は、丸
くおさめる。

内外面 ヨコ方向へラミガキ。 やや密。 良好 外面灰
褐色
内面淡
黄褐色

一部スス
付着

P o481 適構外 （餌 壇。9 鉢状の輝部。 ロ緑部 は、内傾気 輝部内外面ヨコ方向へラミガキ。 1密。砂粒 良好 再外面 黒斑有 り

1738 e 1741 ② 18 。2 味に外反 し、端部 は、つまみ出 筒部外面タテ方向へラ ミガキ。脚 を含む。 淡明褐

2034 ④脚径13 ．4 す ようにしておさめる。筒部 は、 部外画タテパケ。内面ヨコナデ。
ノ

色
139 細長 く低 く 「ハ」の字状に開 く 簡部 内面は、筒脚部製作後に、粘
45 脚部がつ く。脚部 3 方に円形の

透 しが入 る。
土を充壊し、穴をふ さいでいる。

P o482
231
140

適構外 （診残存高10 。5
④脚径14 ．8

2 段にわたって外反する筒脚部。 外面タテ方向へラ ミガキ。内面筒
部へラケズリ後ナデ。脚部右方向

へラケズ リ。

密。1～2

mm の石英
ノを含む。

良好 内外面
淡褐色

一部 スス
付着

P o483 過構外 （訃残存高7 。5 「ハ」の字状 に開 く脚部。端部 外面、タテ方向へラ ミガキ。内面、 やや密。 良好 外面淡 黒斑有 り

231
140

④脚径12 。2 は、平坦面をなす。 簡部左方向へラケズリ。脚部右方
向へラケズリ。

1 ～ 3 mm
の石英を
含む。

褐色～
明褐色
内面褐
色

P o484 退構外
脚

②残存高6 。1 やや内湾気味に 「ハ」の字状 に 胴部外面 ヨコ、ナナメ方向へラ ミ 密。 1 ～ 良好 再外面

2032
140

④脚径8，0 開く脚部。 ガキ。内面ナデ。脚部外面ナナメ
方向へラミガキ。内面 ヨコパケ。

3 mmの石
英を含鴎

淡明褐
色

P o485
7綿e 701
140
45

適構外

器台

①ユ9 。2 （復）
②17 ，7
（り脚勘58∠日夜）

受部、脚部 とも複合口線状をな
す。受部の端部 は、丸 くおさめ
肥厚気味である。脚裾部 は、端
部がやや平坦 となるが、ほぼ丸
くおさめる。屈曲部の稜 は、受
部側 は下垂 し、脚部側 は上方へ
わずかに突出する。簡部 は、長
呂である。

受部、脚部外面 とも櫛描平行沈線。
簡部内面へラケズ リが観察で きる
が、全体に風化のため調整不明。

やや粗。
1 ～ 3 mm
の石英を
多　 く　含
む。

良好 内外面
淡明褐
色

風化著 し

い
赤色塗彩
痕有 り

㌘0486 遼構外 ②残存高8。5 やや長 日の簡部と、直線的に「ハ」 簡部外画、 8 条以上の凹線。内面 粗。 1 ～ 良好 再外面

1354 佳）脚径8，5 （復） の字状に開く脚部。脚端部は、 右方向へラケズリ後、上半はナチ。 2 mm の石 淡灰褐
140 丸 くおさめる。稜 は、上方向へ 脚部外面、櫛描平行沈線。内面右 英を多 く 色
45 わずかに突出する。 上方向へラケズリ後、裾部以下 ヨ

コナデ。

含む。

P o487 適構外 （参残存高8。5 簡部、脚部 とも外皮する。脚端 簡部外面、貝殻腹緑による斜格子 密。砂粒 良好 内外面

1253
140

④脚酎 6．3 （復）

②残存高臥逓

部は、ややつ まみ出すように丸

くおき塗る。稜は、外上方へ、

状 の押圧文の上下に 3 ～ 4 条の平
行沈線をめぐらす。内面 ヨコ方向

一・・一　　ヽ＿　　　　ヽト

を含む。 灰褐色

突出し長めである。 へフミカキ。
直線的に 「ハ」の字状に広がる 筒、脚部 とも内外面 ヨコ方向へラ 密。砂粒 良好 啓外面 黒斑有 り

P o488 過構外
127°3
140

④脚径15，0 （復） 脚部。端部は、外側へ折 り曲げ、
接地面が平坦面をなす。簡部は、
短かい。

ミガキ。 を含む。 淡褐色

P o489 遺構外 書芸欝 ア云2 ほぼ直線的に 「ハ」の字状に開 簡部外面、 タテ、ヨコ方向へラミ 密。1～2 良好 啓外面 黒斑有 り

1861 く脚部。端部は、丸 くおさめる。 ガキ。内面ナデ。脚部外面、櫛描 mmの石英 淡灰褐
140 稜は、上方へ突出す る。簡部は

短かい。
平行沈線。内面左方向へラケズリ。

l

を含む。 色

輝表33　出土土器観察表脚
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法量 （cm）

－ ∴

（釘貴大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o490 遺構外

器台

①21 ．0 （復） 外反する受部。端部 は、丸 くお 受部、簡部とも内外画 ヨコ方向へ やや粗。 良好 内外面

1176 ②残存高13 ．8 さめる。稜は、下垂する。脚部 ラミガキ。外面一部 タテ方向へラ 粗 い砂粒 淡褐色

140 は、端部 を欠 く。稜 は、上方向 ミガキ。脚部外面ヨコ方向へラミ を含む。 へノ淡灰
45 に突出する。簡部は短かい。 ガキ。内面、右上方向へラケズリ

後 ヨコパケ。受部、脚部 それぞれ

の屈曲部の上と下に 4 条の平行沈
線。

褐色

P o491 退構外 お 品 8 ．8 外反する受部。端部は、丸 くお 受部外面、端部に平行沈線、以下 密。 1～ 良好 外面淡
1990 さめる。稜は、やや下方にわず ヨコ方向へラミキ。屈曲部以下タ 2 mmの石 褐色～
140 か に突出する。 テ方向へラ ミガキ後、 ヨコ方向へ

ラミガキ。内面 ヨコ、ナナメ方向

へラ ミガキ。

英、長石
を含む。

明褐色
内面淡
褐色～
暗褐色

P o492 避構外 （9 15 ．6 （復） 外反する受部。 ロ緑端部は、肥 受部外画、櫛描平行洗練。他、ヨ やや密。 良好 内外面 一部 スス
1433 e 1434

140

（む残存高6 ．0 厚 し、丸 くおさめる。稜は、下
垂する。

コ方向へラ ミガキ。 1 ～ 2 mm
の石英、
長石 を含
む。

淡灰褐
色

付着

P o493 退構外 ①13 ．4 （復） やや外反する受部。口緑端部 は、 受部外面、櫛措平行洗練。内面タ 密。1～2 良好 内外面
133 e 231
140

②残存高4 ．8 丸 くおさめる。稜 は、下垂する。 テ方向へラ ミガキ後 ナデ。屈曲部
以下外面タテ方向へラミガキ。

mm の石英
を含む。

淡褐色

P o494 退構外 （9 15 ．5 （復） 外傾する複合口緑。ロ緑端部 は、 外面、スタンプ文（連続入組渦文） 密。砂粒 良好 内外面 赤色塗彩

1434 ②残存高4 ．1 丸 くおさめる。屈曲部の稜は、 の上下を貝殻腹縁による押圧文が を含む。 淡明褐 痕有り

140 下垂する。 めぐり、それらを2 ～ 3 条の平行
沈線で区画する。内面、左方向へ
ラケズリ後、ヨコ方向へラ ミガキ。

色

P o495 過構外

蓋

塞禁58

（むつまみ径4．3

中央が凹むつまみ と、低 く「ハ」 つまみ内外面ヨコナデ。休部外面 密。1～2 良好 内外面
717
140

の字状に開 く休部。 タテパケ。内面左方向へラケズ リ。 mm の石英
を含む。

淡明褐
色

P o496 遺構外 駄 6 （復） 中央が凹むつまみ と、低 く「ハ」 つまみ内外面ナデ。体部外面ナデ。 密。1～2 良好 外面淡 スス付着

231 の字状に開 く休部。つまみの中 端部 ヨコナデ。内面、左方向へラ mm の石英 褐色

140 ⑤つまみ径5．1 央部 は、穿孔 してある。 ケズ リ後、 ヨコ方向へラ ミガキ。 を含む。 内面淡
褐色～
暗褐色

Po 497 遣構外

台付鉢

暮雪孟：芸 （復） ロ緑部が外反する深い塊状の体 外面および、ロ緑部内面風化のた 密。砂粒 良好 外面淡 風化著 し

11190 1120 部 に短 く 「ハ」の字状 に開 く台 め調整不明。休部内面、ナナメ方 を含 む。 褐色′～ い
141
45

④ 5．6 を貼 り付 ける。口緑端部 は、つ
まみ出すようにしておさめる。

向へラ ミガキ。 淡桃色
内面淡
明褐色

Po 498 遼構外

椀

（訂13 ．0 （復） しっか りした底部か ら、内湾 し ヘラミガミしていると思われるが、 密。砂粒 良好 外面、 異斑有 り

239 ② 6．1 なが らのびる体部。口緑端部 は、 風化のため調整不明。 を含 む。 淡明褐 風化著 し

141

l

④ 5．4 丸 くおさめる。 色′～淡
灰褐色
内面淡
灰褐色

い

Po 499 逮構外

台付椀

①17 ．0 ゆるやかに湾曲して立 ち上がる 口縁端部 より約 2 cm程下る辺 りま 密。砂粒 良好 内面褐

2029 ② 8．3 椀部。口緑端部 は、丸 くおさめ で内外面 ともヨコナデ。以下椀部 を含む。 色～異

141 ④ 5．4 る。台部 は、やや外方へ張 り出 は、外面 ヨコ方向のへ ラミガキ、 褐色
45 す。 内面タテ方向のへラ ミガキ。台部

は、椀部成形後 に結合 し、結合部
をヨコナデ後、ヘラ ミガキ。台部
底面に網代痕が認められる。

外面褐
色～暗
褐色

Po500 遼構外

底部

しっか りした平底か ら、外上方 外面、タテパケ。内面左上方向へ 密。 良好 外面灰 風化がす
1213
141

へ向けて立ち上が る底部。 のヘラケズ リ。底面は、風化によ
り調整 は、はっきりしない。

褐色
内面淡
褐色

すむ

Po501 遺構外 （診残存高2．6 安定 した平底。 外面タテ方向へ ラミガキ。内面下 やや粗。 良好 内外面 黒斑有 り

1871
141

④ 6．3 から上へのヘラケズ リ。底面ナデ。 ユ・＼3 川m
の石英、
長石 を多
く含む。

淡褐色

㌘0502 適構外 ②残存高3．8 上 げ底塊 の底部。 外面タテパケ。内面下から上への やや粗。1 良好 外面褐

1240
141

④ 3．4 ヘ ラケズリ。底面ナデ。 ′～2 mmの
石英 を多
ぐ含む。

色
内面淡
黄褐色

Po 503 遺構外
脚台部

②残存高5．9 蓋 を上下逆に したような形。体 休部内外画、ヨ＝、ナナメ方向へ 密。砂粒 良好 内外面

1170 ④脚径4．2 （復） 部 は、やや内湾 しながら外上方 ラミガキ。脚部外面タテパケがわ を含む。 明褐色
141 へのびる。 ずかにみられる。底面ナデ。

㌘0 504 遼構外
コップ形

塞昌：ヨ （復） 平底からやや内湾気味に立ち上 外面タテ方向へラミガキ。内面、 密。 良好 内外面

1135e l176 が り、口緑端部 は、外側に面 を 口緑部ヨコ方向、以下 タテ、ナナ 明褐色
141 土器 （り3．1 なす。 メ方向へラミガキ。底面ケズリ後

ナデ。

Po 505 遺構外
製塩土器
カ

②残存高4．9 押圧によってくびれた脚部から、 体部内外面ナデ。脚部外面押圧。 やや密。 良好 内外面

1551
141

④ 4．8 （復） 外上方にのびる休部。 底面ナデ。 砂粒 を含
む。

暗灰褐
色

P o506 退構外

・ここ亘こご笈E

一
強 く外反する口緑部に、ほぼ直 口縁部頸部内外面 ヨコナデ。肩部 密。砂粒 良好 内外面

496 立する頸部 をもつ。口縁端部は、 外面、櫛状工具による刺架の上下 を含む。 淡褐色

141 外側 に面をもつ。頚部下位に突
帯がつ く。休部は、横方向に長
い偏球形をなすものと思われる。

を平行沈線がめぐる。以下、 ≡ヨコ

パケ後下半にナナメパケ。体部内
面、右方向へラケズ リ。

P o507 遼構外

婆

お 品 浩 外傾する複合口緑。口縁端部は、 口緑部内外面ヨコナデ。肩部外面、 密。砂粒 やや不 内外面

547 丸 くおさめる。屈曲部 の稜は、 櫛状工具による平行線文と波状文。 を含む。 良 淡褐色

141 やや下方へ小さ く突出する。肩
部 は、比較的なだらかである。

内面左方向へラケズ リ。

P o508 遺構外 ①14．5 （復） 外反気味に外傾する複合 口緑。 口緑部内外面ヨコナデ。体部外面 密。1～2 良好 内外面

569 ②残存高9．0 ロ緑端部は、丸 くおさめる。屈 肩部 までナデ。以下ヨコパケ。内 mmの石英 淡褐色
141 曲部の稜は、ほぼ水平方向に突

出する。体部 は、肩部が張る。
面右方向へラケズリ。 を含む。

挿表34　出土土器観察表（38）
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法畳 （cm ）
（》口径
②器高
③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法

口緑部内外面ヨコナデ。頸部以下

胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

P o509 通構外

蜜

且ま壇。6 （復） やや外反する複合 日録。 口縁端 密。砂粒 良好 再外面 風化がす

492
141

審残存高級 ユ

ユ11。0 （復）

部は、丸 くおさめる。屈曲部の
稜は、水平方向につ まみ出 され
る。体部は、肩部が張る。

内傾す る短 い複合 口緑。日録端

内面右方向へラケズ リと思われる
が、風化のため全体に調整不明瞭。

を含む。 淡褐色 すむ

密。砂粒 良好 啓外面
P o510 退構外 日録部内外面ヨコナデ。体部外面、

1143
音残存高8 ．6

部は、内側 を肥厚 させ丸 くおさ 肩部 タテパ ケ後、櫛状工具による を含む。 淡褐色
142 める。屈曲部の稜 は、やや上へ

突出す る。休部は、かなりふぺ
らむ。

平行沈線。以下 ヨコ、ナナメパケ。
内面右方向へラケズ リ。

P o511
96

遺構外
ふ

外反する複合日録。日録端部 は、
外側に面をもつ。屈曲部の稜 は、

口繚部内外面 ヨコナデ。体部外面
肩部櫛状工具による平行沈線の下

や

密。砂粒
を含む。

良好 外面淡
褐色～
灰褐色
内面淡
褐色

一部スス
付着

142 ほぼ水平方向に突出する。休部

は、横方向に長い偏球形をなし、
底部を欠 く。

に貝殻腹緑による押圧文がめぐる。
以下 ヨコパケ後ナナメパ ケ。内面
右方向へラケズ リ。

P o512 過構外 （餌 4 ，5 （複） やや外反する複合日録。口緑端 ロ繚部内外面 ヨコナデ。体部外面 密。砂粒 良好 整外面 スス付着

350 e 440
朗1

②残存高13 ．2 部 は平坦気味である。屈曲部の
稜 は、水平方向に小 さく突出す

肩部 にヨコパケ。ヘラ状工具によ

る刻みを、パケメの後施す。内面

を含む。 淡褐色

142 る。休部 は、肩部が張 る。 右方向へラケズ リ。

Po513 遺構外 鎚 品 浩

】

外反する複合 口緑。口線端部 は、 口線部内外面 ヨコナデ。頸部以下 密。砂粒 良好 望外画

808
142

丸 くおさめる。屈曲部の稜 は、

水平方向に突出する。

内面左方向へラケズリ。 を含む。 淡褐色

Po5 14
4980 518
142

退構外

賓

i

鎚 霜 禦 。

③22 。2

内湾しなが ら開 く 「く」の字状

ロ縁。口線端部 は、内側を肥厚
させ、内博する面をもつ。体部

口緑部内外面 ヨコナデ。体部外面、
上半は、 ヨコパケ。下半は、右上
が りのナナメパケ。一部不整方向

や

粗。 1～
5 mmの石
英、長石

y

良好 外面淡
橙褐色

～茶褐

一部黒斑
有 り

は、毅大胴径が中央にくるほぼ
球形をなす。

のパケメ。体部内面、屑部 ケスリ
後ナデ。指頭圧痕有 り。中央部右
方向へラケズリ。以下左傾する上
方向へラケズリ。

を己む。 色
内面淡
黄褐色

P o515 通構外 （餌 5 ，1 （復） 内湾 しなが ら開 く 「く」の字状 日録部 内外面ヨコナデ。肩部外面 やや密。 良好 外面灰 黒斑有り

519 （診残存高6 。7 口緑。口緑端部 は、内側を肥厚 ヨコ、ナナメパ ケ。内面右方向へ 1 へノ2 mm 褐色
ノヽ142 させ、内傾する面をもつ。 ラケズ リ。 の石英、

長石 を含
む。

内面淡
褐色

P o516
519
142

適構外

高ま不

．鮎 霜 禦 ほぼ直線的 に外上方へのびる輝
部。口緑端部は、わずかに外反
し、丸 くおさめる。

「ハ」の字状に開く脚部。端部

内外面ナデ。 やや粗。
石英、長
石を多 く
含む。

良好 内外面
赤褐色

赤色塗彩

密。砂粒 良好 外面淡
P o517 遺構外 ②残存高3。7 外面および端部 内面ヨコナデ。内

645
142

④脚酎 9，1（復） は、丸 くおさめる。 面、右方向へラケズ リ。その後、

へラ状工具による刻み目。
を含む。 明褐色

～淡灰
褐色
内面淡
褐色～
淡灰褐
色

密。砂粒
を含む。

良好 外面赤
褐色
内面褐
色

赤色塗彩
P o518
636
142

過構外 ②残存高7 。7　 短い簡部から低 く 「ハ」の字状
④齢 （後半 誓㌫ 雷撃撃…脚 は、内傾

P o519
359
142

通構外

器台

（り20タ8 （復）
（診残存高10 。2

直線的 に外上方のび、端部 を外

反させ る受部。簡部 は短い。脚
部 は、裾部を欠 く。稜 は、受部、
脚部とも小さく突出する。

外面全体ヨコナデ。筒部 内面へ ラ
ケズリ後ナデ。脚部内面簡部の下
部右方向へラケズリ。以下左方向

へラケズ リ。

密。1へ′2

mmの石英
を含む。

良好 内外南
淡褐色

P o520
634
142

通構外 l

脚部

②残存高4 ，2　 低 く 「ハ」の字状に開 く脚部。
④脚径9．9

外面ヨコナデ。内面ナデ。 密。 1 mm
程度の石
英、長石
を含む。

良好 内外南
淡褐色

黒斑有 り

P o521
218
142

遺構外

婆

①24 ．4 （復）　 外傾するロ緑部。ロ緑端部 は、
②残存高9 ．2　 丸 くおさめる。全体 に器壁 は厚

い。

口緑部内外面 ヨコナデ。体部外面
ナデ。内面左方向へラケズリ。体
部外面 にヘラ状工具痕が残 る。

［i
i】

密。砂粒
を含む。

やや不
良

外面褐
色～暗
灰褐色
内面褐
色

スス付着

Po 522
2068
142

退構外

坪

配 箋 （復） 譜 雷空曹蒜晶叢賢 覧賢悪書

④6 。5　　　　 める。

口緑部 内外面 ともナデ。底面に回
転糸切 り痕残す。底部内面はナデ。

緻密。砂
粒をほと
んど含 ま
ない。

良好 内外面
淡茶褐
色

P o523
2055
143

過構外

須恵器蓋

①掴。8　 復）　 日録端部 は、丸 く、内側に内傾
②残存高2。0　 するかえ りを有する。

内外面 とも回転 ログロナデ。 密。細か
な砂粒 を
極わずか
含む。

良好 内外面
灰色

内外面 とも回転 ロクロナデ。 密。砂粒
を極わず
かこ含鴎

良好 外面灰
色～暗
青灰色
内面灰
色

㌘0524
2055
143

遺構外 ①15。0 （復）　 口繚部は短 く、外方へ下 り、端

②残存高1。6　 部は、丸 くおさめる。天井部は
低い。

P o525
267
143

㌘0526
112
143

遺構外　　　 書票禦 義デ　 禦若蒜芸蒜蒜あ鷺警 孟宗撃彗苦

る

外面内面ナデ。 密。細 か
い砂粒を
含む。

良好 内外面
灰色

外面は、底部回転糸切 り。内面は、
底部直線ナデ。

密。細か
い砂粒わ
ずかに含
む。

良好 外面灰
白色
内面灰
色

㌘0527
348
143
47

適構外 巨 麿 ㌍ 外傾する輝部。口緑部 は、わず

かに外反 し、ロ緑端部 は、丸 く
おさめる。底部 は、平坦で短い
高台を貼 り付 ける。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
灰色

輝 泰 誉　 出 土 土 器 観 察 泰 紗
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遺物番号
取上番号
挿図番号
図版番号

出土位置 器　　 種

法量 （cm ）
（彰口径
②器高
③最大胴径
④底部径

形　　　　　　　　 態 手　　　　　　　 法 胎　　 土 焼　 成 色　 調 備　　 考

Po528 遺構外

珂こ

（》15 ．0 （復） 平坦な底部から外傾して口緑部 外面は、底部回転糸切 り、口緑部 密。細か 良好 内外面
535 ②5 ．2 に至る。 口緑端部は、先細り気 にかけて はロタロナデ。内面は、 い粒を極 淡灰色
143 ④ 10 ．1 （復） 味。底部 と緑部の屈曲部に下端 底部ナデ、口緑部にかけてはロク わずか含 ～灰色

がわずかに外方へ肥厚する高台
を貼 りつける。

ロナデ。 む。

P o529 通構外

須恵器塔

（参残存高2 ．0 平底の底部から内湾気味に立ち 内外面 ともナデ。 密。細か 良好 外面灰
267
143

④ 10 ．7 （復） 上がる。 い砂粒を
わずかに
含 む。

色
内面灰
白色

P o530 通構外

須恵器坪

① 12 ．5 平坦な底部から内湾 しながら立 内外面 ヨコナデ。底部内面ナデ。 密。砂粒 良好 外面灰
268
143
47

② 4 ．2
④ 9 ．0

ち上がる。口繚端部 は、内傾す
る面をなす。

底面回転糸切 り。 を含む。 色～暗
灰色
内面緑
灰色

P o531 遣構外
須恵器壷

②残存高7 ．4 肩部が張 る体部に、安定した平 外面、器高の2 ／3 をカキ昌調整以 やや粗。 良好 内外画
804
143

④ 5 ．3 底がつ く。口緑部を欠 く。 下 1 ／3 左回りのヘラケズリ。内面
ヨコナデ。底面へラ切 り後ナデ。

馳 淡灰色

P o532 退構外

横瓶

書芸呂：宇（復） 丸みのある底部。大 きく張 る胴 外面 は、格子ふ う叩 き冒後カキ昌。 密。砂粒 良好 外面暗
2065 部。口緑部は外反し、端部 はほ 内面 は、同心円文後ス リナデ。中 をわずか 膏灰色
143
47

③ 46 ．0 （復） ぼ直立す る面 をもつ。 臭につなぎ目が見える。胴部を円
板状 の粘土でふさぐ。

に含む。 内面灰
色

P o533
136
143

遺構外

須恵器片

外面 は、細かい格子状叩 き目 （2

mm x l mm）。内面はナデ。

密。細か

い砂粒 を
わずかに
含む。

良好 外面灰
色へノ淡
灰色
内面灰
色

P o534
112
143

通構外 外面平行叩き冒後 カキ冒。内面 は、
円弧文。

密。砂粒
を極わず
か含む。

良好 内外面
灰色

P o535
2055
143

遼構外 外面 は、格子ふう叩 き目後ナデ。
内面 は、円弧文。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
灰色

P o536
749
144

通構外 外面 は、格子ふう叩 き昌後カキ目。
内面 は円弧文。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
灰色

P o537
2062
1舶

退構外 外面 は、格子ふう叩 き昌後、一部
ナデ消す。内面は、同心円文、＋－山
部ナデ消す。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
暗青灰
色

P o538
112
144

遼構外 外面 は、格子ふう叩 き冒後カキ臼
状 のナデ。内面は、同心円文。

密。砂粒
を含む。

良好 外面灰
色
内面灰
白色

P o539 遺構外

瓦質土鍋

①29．5 （復） 強いヨコナデにより、外方へ折 外面 は、口緑部 ヨコナデ。頸部に 密。極細 やや不 外面淡 外面にス
2066 ②残存高4．5 れ曲がる頸部から、内湾 して立 指頭圧痕が認められる。内面 は、 かい砂粒 良 灰褐色 ス付着
144 ち上がる口緑につづ く。 口縁部

上端 は、平坦面をもち、強いヨ
コナデにより、わずかに内側 に
肥厚する。頸部内面に稜 をもつ。

ヨコナデ。 を含 む。

l

～黒色
内面黒
色

P o540 遺構外 お 品 浩 外方へ折れ曲がる頸部か ら内湾 外面は、ロ緑部 ヨコナデ。頸部以 密。細か やや不 内外面 外面にス
112 して立ち上がる口緑につづ く。 下ナナメパケ後ナデ。内面 は口縁 い砂粒を 良 淡灰褐 ス付着
144 口緑部上端 は、平坦面 をもちわ 部 ヨコナデ。上端部、直下強いヨ 多く触 色～黒

ずかに内側に肥厚する。頸部内
面 に稜をもつ。胴部は、張らな

い。

コナデ。 ヨコパケが認められ る。 色

Po 541
1210
144

逮構外

須恵質土
器　　 片

外面は、格子状叩 き目。内面は、
ナデ。

密。砂粒
を含む。

良好 内外面
淡灰色

P o 542
2066
144

遺構外 外面 に格子状叩 き目 （3 ．5mm X 3

mm）。内面にタチョコのパケ状工具
痕。

密。細か

い砂粒を
含 む。

良好 外面暗
青灰色
内面灰
色

P o543
2066
144

通構外 外面に格子状叩 き冒（射m X 4 mm）
内面はナデ。

密。2mm程
度の砂粒
を少 し含
む。細砂
を含む。

良好 内外面
灰黄色

P o544 通構外

須恵質鉢

①27 ．5 （復） 内湾気味に外傾して立ち上が り、 外面、内面とも回転 ヨコナデ。 密。砂粒 良好 外面灰
2066
144

②残存高5 ．6 口緑は、上端部 に平坦面をもち、
外方へ引 き出される。

を含む。 白色
内面灰
白色～
灰色

P o545
267
144

逮構外

瀬戸焼片
カ

外面に緑色の粕が施 されている。 密。砂粒
を含む。

良好 外面淡
緑色
内面灰
色

P o546 適構外 （9 7 ．7 （復） わずかに外傾 して立 ち上がる口 内外面 に緑色の粕が施される。 密。砂粒 良好 内外面
267
144

（訃残存高3 ．7 緑。 を含む。 淡緑色

P o547
112
144
47

通構外

丸瓦

密。細 か
い砂粒 を
極わずか
含む。

良好 表灰白
色
裏灰白
色～黒
色

P o555
1208
153
44

遼構外

特殊壷

胴部片。胴部最大径部に断面三
角形の 2 条の凸帯を貼 りつける。
凸帯 の間は、刻み目文が施 され
る。凸帯の上下には沈線、沈線
上下 にスタンプ文 （連続入組渦
文）を施す。

内面 は、ヘラケズリ後 ミガキ。 密。細か
い砂粒 を
含む。

良好 内外面
淡褐色

外面に赤
色塗彩痕
剥離面に
も有 り

挿表36　出土土器観察表㈲

－166　－



遺物

番号

取上番号
挿図番号

図版番号

出土位置 種　 革 法畳（cm ） 形　　　 態 手　　　 法 胎　　 土 焼成 色　 調 備　　　 考

P o548
（1）

1774 S K 42

① 2 ．5
④ 0 ．6

ややいびつな球形。 手捏ね成形後ナデ。 密。砂粒を含 良好 淡灰褐色 黒斑有 り

P o548
（2）

土玉

i

①2 。7
⑥0 。7

P o548
（3）

①2 ．6

④0 ．6

P o548
（4）

①2 ．5

⑥0 ．7

P o548
（5）

（9 2 ．7

④0 。6

P o548 （9 2 。9

（6） 145

48

④0 ，7 ほぼ中心に穿孔してあ

る。

む。 ～灰褐色

P o548
（7）

①2 ．7

④0 。6

P o548
（8）

①2 ．5

④0 ．5

P o548
（9）

庸 呂：写

P o548
（1巾

（り2．8
④0．5

P o548
（1カ

①2．5
①0。6

S K 42に伴 うも

の と思われる。
P o548
（12）

1677
145
48

9 E ① 2．7
④私牒

P o549 1343
145

48

S K 27 （り2．0 ほぼ球形をなし、一部

に刻みが入る。

手捏ね成形後ナデ。 密。砂粒を含

む。

良好 淡褐色

P o550 572 6 E 紡錘車 ①6。4 断面が台形状 をなし、 外面タテパケ。他丁寧 密。砂粒 を含 良好 淡褐色

145
48

（参2．4
（む0。3

相対する2 ヶ所に三角

形の刻みが入 る。

なナデ。 む。

P o551 560

145
48

7C 有孔円板 （9 2，8

③ま。5
④0．4

ややいびつな円柱状 を

なす。土製晶。

手捏ね成形後ナデ。側

面 に貝殻腹緑 による施
文。

密。細かい石

英 を含む。

良好 異色 はずみ車か

P o552 1824 土器群02 不明土製晶 （り3、9 蓋状をなし、ベルに似 つまみ部分ナデ。体部 密。砂粒 を含 良好 内外面明

145

48

②魂。0 た形。つ まみ上部に穿

孔があり、そこから上
面に刻みがある。

外面に指頭圧痕。内面

ナデ。

む。 褐色

挿寮那　羞製品観察嚢　　　　　　　　　　　　（①直径②器高③厚さ　④穴径）

番

にコ号

取上番号
挿図番号
図版番号

！ 計測値 毎）
l欝 材　　　　 質 備　　　　 考

出　 土　位　 凰
長さ

幅 究径

S l
1584
且46
49

串を　　　　 2ヰ7¢ 。掴 5．1 ジャスパー

S 2
1528
且46
49

欄　 唇
鼠の錮 7す9 ジャスパー

S 3
1794
且46
49

§監媚　　　 。測 且。29 魂。鼠 ジャスパー

S 4
骨　 転沿　 唇

温か且2 294 ジャスパー

S 5
且豊；日 掛　 0関

。掴 ？ヤ6 ジャスパー

S 6
封 蝋 馴 恒

の。93 針牒 ジャスパー

S 7
1445
146
鯛

読　 唇 回
望。6 ジャスパー

S 8
且舶5
146
49

紺　 恒 車
射瀾 緑色化した凝灰岩

S 9
2061
且46
49

胴 年 中 車
4。の 緑色化した凝灰岩 穿孔痕有り

挿表粥　 管玉東成晶他観察表（封

一　畳齢　－



1 番

】 号

取上番号

挿図番号
図版番号

出　 地　 位　 置

計測値　 k m） 庵

材　　　　 質 備　　　　 考

長 さ 幅 穴径

S lO
2061

146
49

5 D ⑫E 2。65 1。31 2。5 緑色化 した凝灰岩

】

S ll
2036

146
49

6 D 土壌群 2。56 且。3且 逢。且 緑色化 した凝灰岩

S 12

206 1

146

49

5 D ◎E 3。27 且。75 摘。9 緑色化 した凝灰岩

S 13
2062
146

49

廃土 3．18 鼠。24 5。3 緑色化 した凝灰岩
】

S 14
2062
146

49

廃土 3。72 1．20 伝。8 石英安 山岩

S 15
2062

146
49

廃土 3。0畠 1。08

1

4。4 石英安 山岩

S 16

2062

146
49

廃土 2。44 上36 嶺を且 石英安 山岩

S 17

2062

146
49

廃土 2。08 且。且8 4め嶺 石英安 山岩

S 18
2062
146

49

廃土 2。78 且。42 3。5 石英安 山岩

S 19
1415
147

49

6 D L 58 0．61 且。且 ジャスパー

S 20
2037
147

49

6 D 。E 0．90 0．63 0，．ヰ ジャスパー

S 2 1
2036
147

49

6 D e E 土壌群 工80 0．8 1 2。4 緑色化 した凝灰岩

S 22
2036

147
49

6 D 傘E 土壌群 L 53 0。92 且。8 緑色化 した凝灰岩

S 23

2062 I

147
49

廃土 1。15 0．62 私通 緑色化 した凝灰岩

S 24
2037
147

49

6 D 。E 2．17 0．91 の。且2 2。7 緑色化 した凝灰岩 穿孔準備痕有 り

S 25
2062
147

49

廃土 2。36 L 30 2，7 石英安山岩

S 26
2062
147

49

廃土 1．27 0．53 私牒 石英安山岩

S 27

2062

147
49

廃土 L 17 0．60 臥遽 緑色化 した凝灰岩

S 28
2061
147

49

5 D 。E 2．33 0．85 0．36 3。1 緑色化 した凝灰岩 l穿孔準備痕有 り

S 29
1445
147

49．50

6 D 工49 0．82 0．30 臥8 緑色化 した凝灰岩 両側穿孔

S 30
1445
147

49

6 D 1．84 上02 。鋼 3。温 石英安山岩 穿孔準備の為の刺突痕

挿表39　管玉未成晶他観察表（2）
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番

号

取上番号

挿図番号

図版番号

出　 地　 位　 置

計測値　 k m） i重畳

（g ）

材　　　　 質 備　　　　 考

長 さ 幅 穴径

S 31
2036

且47
49

6 訂 キE 土壌群 鼠。35 0．98 の。24 且。8 石英安山岩

S 32

1412

1巷7
49

丁手 ヱや22 。醐 1．6 ジャスパー

S 33
163（1
1阜7

50

丁手 嶺。鼠4 。掴 0．55 12．6 角閃石安山岩転石 勾玉末成 品カ

S 34
2061
1呈7

50

5 氾 命E ヱせ69 。摘 0．28 且。2 緑色化 した凝灰岩 垂飾未成 品カ

S 35
2036
147

50

6 D 斗E 土壌群 3。摘 1。79 0．19 且且。4 緑色化 した凝灰岩 穿孔痕有 り

挿表40　管玉未成品他観察表（3）

遺 物

番 号

取 上 番 号

挿 図 番 号

図 版 番 号

出 土 位 置 種　 嚢
最 大 長

くcm ）

最 大 幅

（C汀呈）

最 大 厚

（cm ）

重 さ

（g ）
備　　　　　　 考

F l

1 7 6 9

1 4 9

5 2

S 箆 姐 刀 子 11 。4 ※ 2 。1 0 。7 3 4 ．7
刃 部 長 は 8 。2 cm 以 上 。斜 角 両 関 で 刃 身 は 反 り、土

器 が 付 着 す る。

F 2

9 5 7

1 4 9

5 2

土 器 辞 職 藤 2 。且 1 。8 0 ，7 L 8 基 部 に、 浅 い 挟 人 を もつ 無 頸 の もの 。

F 3

1 7 5

1 4 9

5 2

S D 2 5

】

斡 ロ 逢。7 2 ゎ3 0 。9 7 。4 銅 製 品 で あ る。

S 3 8

9 9 1

1 4 8

5 1

7 m

褐 灰 色 砂 質 土 中
有 溝 石 錘 鼠3 。6 5 。9 5 ．5 5 5 4

黒 雲 母 角 閃 石 安 山 岩 製 。 中 央 部 お よび そ れ に直

交 す る一 方 に だ け に溝 が 切 っ て あ る。 溝 の な い

一 方 の 端 部 は 叩 き石 と し て転 用 さ れ て い る 。

S 3 9

1 3 0 6

1 4 8

5鼠

7 C 敲 石 鼠5 。7 5 ．4 壇。3 5 5 6 閃 緑 玲 岩 製 。 両 端 に 敲 打 痕 が み られ る。

S 4 0
1 3 9 5

1 4 8
S K 2 6 ノノ 8 。9 3 ．8 2 ．5 1 5 7

花 崗 岩 質 ア プ ラ イ ト製 。 一 端 に敲 打 痕 が み ら れ

る 。

S 4 1

1 3 9 5

1 4 8

5 1

S K 2 6 砥 石 且0 。8 ※ 4 。9 3 ．8 2 0 9 。5
流 紋 岩 製 。 断 面 は 7 角 形 を な し、 そ れ ぞ れ の 画

を 使 用 し て お り、 中 央 が 浅 く凹 む 。

S 4 2

1 8 4 1

1 4 9

5 1

8 C

巨

且3 。2 1 0 ゥ3 7 。7 1 1 9 9

角 閃 石 安 山 岩 製 。 一 面 の み使 用 し て い る 。 表 面

は 、 か な り粗 く、 荒 砥 と思 わ れ る もの で あ る。

使 用 面 は 、 浅 く凹 ん で い る。

5 4 3

6 5 9

1 4 9

5 1

S K 1 9 〃 8 ．7 5 。3 3 。6 2 2 0
流 紋 岩 製 。 断 面 は 5 角 形 を な し、 そ れ ぞ れ の 面

を 使 用 し て お り、 中 央 が 浅 く凹 む 。

挿表現　錬薮銅製品、および石製品観察表　　　　　　　　　　（猿残存値）

出　 土　 位　 置

種 別 唇 番 号 ！

樹　　 種
法　　　　　 量

l　 備　　 考
残 存 長　 k m ） 残 存 径 （幅 ） （cm）

S B O I P l 桂 根　　 1 78且 末 鑑 定 2且。5 且4。0

S B （）1 P 2 桂 根　　 且54 9 酵 66 。の 1 5．5 W 3

S B O I P ヰ 礎 板　　 鋼 錮 末 鑑 定 43 も4 5．6

S B O I P 4 礎 飯　　 綱 錮 末 鑑 定 42 ，の 7。7

S B 腔　 P l 礎 板　　 1 52 9 栗 3の。3 7。2

S B O 2　P l 単 板　　 且53の 穆 2鼠。の 7。8

S B O 2　P l 礎 板　　 且53且 未 鑑 定 且5 。7 6．5

S B O 2 ］P 2 礎 板　　 蟻 姐 鯵 43 。5 9。8

S B O 2　P 2 礎 板　　 1 54 2 杉 45 。の Ⅲ 。0 W 8

S B O 2　P 3 礎 板　　 蟻 描 未 鑑 定 且伝。7 4。8

S B 腔　 P 3 礎 板　　 蟻 摘 山桑 32 。の 8。2

S f汗だ ．P 4 礎 板　　 蟻 Ⅲ 杉 22 。8 5。2

S B O 2　P こ呈 礎 板　　 且5l．2 杉 3且。5 且6。3

S B 把　 P 4 礎 板　　 蟻 蟻 未 鑑 定 29 。5 6。2

挿貴報・経飛盈緋ぼ撃紅内地羞米製品飽…覧泰㈲
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出　 土　位　 置 種　 別 取上番号 樹　　 種
法　　　　　 畳 i　 備　　 考

残存長 （cm） 残存径 （幅）（cm）

S B O3　P l 桂根 且538 杉 38。5 ユ0．0

S B O3　P 2 桂根 1539 杉 32．0 9．5

S B O3　P 3 桂根 1540 杉 3工0 摘。5

S B O3　P 4 桂根 1537 杉 35．5 且0。0

S B O3　P 5 桂根 1536 杉 37．5 且0。の

S B O4　P l 桂根 1532 杉 14．5 Ⅲ。5

S B O4　P 2 桂根 1534 杉 58．0 互生7

S B O4　P 3 桂根 試掘
1988年

※桧 － －

S B O4　P 4 桂根 1521 杉 46。0 摘。5

S B O4　P 5 桂根 1525 杉 － －

S B O4　P 5 礎板 1526 杉 39、4 13．5

S B O4　P 5 礎板 1527 杉 27．4 8。5

S B O4　P 6 桂根 1535 杉 45．0 且2。0

S B O5　P l 礎板 2052 未鑑定 28。4 7．5

S B O5　P l 礎板 2053 未鑑定 30。0 7。5

S B O5　P 2 桂根 2051 未鑑定 且2。5 且2。0

P l 礎板 1533 桧 43．0 8．7

P l 礎板 1544 椎 20。2 7滴

P l 礎板 1545 未鑑定 40．5 7。8

P 2 木片 1543 未鑑定 － －
P 3 礎板 1513 杉 37。7 5．9

P 3 礎板 1514 杉 45．6 8。7

P 3 礎板 15ユ6 釆鑑定 4上5 魂。5 W 6

P 4 礎板 1522 末鑑定 49．5 寸．5 甘 ㌻

P 4 礎板 1523 杉 朋。9 4 80

P 4 礎板 1524 未鑑定 5工0 伝。3

P 5 礎板 1519① 末鑑定 22。3 6．0

P 5 礎板 1519（塾 未鑑定 12．7 6．0

P 6 礎板 1520 未鑑定 30．6 Ⅲ。5

P 7 木片 1521 末鑑定 － －

P 8 礎板 1525 未鑑定 20．5 13．5

P 9 木片 ユ526 未鑑定 － －

P lO 礎板 1082 未鑑定 40．6 24。0

P 13 礎板 1078 未鑑定 37．0 5．9

P 13 礎板 1079 未鑑定 44．6 伝。4

P 13 礎板 1080 未鑑定 34．5 7．5

P 13 礎板 108ユ 未鑑定 32．0 9．3

P 14 礎板 1913 未鑑定 42．2 7。5

P 14 礎板 1914 未鑑定 40．5 9．0

P 14 礎板 1915 未鑑定 45．5 8．8

P 14 礎板 1916 未鑑定 40．0 8。0

P 16 桂根 1998 末鑑定 30．0 11．0

滞衷4－　ヰ丁差．1＼ま′ノ　　　　　　・き　　　　ざこ、

※樹種鑑定は奈良国立文化財研究所光谷拓実氏による。但し、SB掴　㌘　のみは、試揖段階で出土したもので、鳥取県工

業試験場研究員佐藤公彦氏の鑑定による。
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窮磯睾　澄　歴

第　節　遺構臆肇齢竃

弥生時代後期～室町時代に至る遺構が確認できた。そ

の内訳については、第：：Z章第ユ節で述べた通りである。

ここでは、遺構数の多い弥生時代のものについて概観す

る。弥生時代の遺構は後期のものに限られる。遺構はそ

の検出面から新旧の2時期に分けられる。新時期のもの

は、青灰褐色砂質土で、言日時期のものは青灰色粘質土上

面で検出した。新時期の遺構の数は少なく、Sり08～12、

SK49である。ただし、新時期の遺構の検出が、や青灰褐色

砂質土中で出来ず、．下層の青灰色粘質土上面で検出でき

た場合も考えられるので、，、新時期の遺構が若干増える可

能性もあるが、総じてその数の変動は少ないものと思わ

れる。まず、旧時期の遺構に、・ついて概観する。土壌は平

面形・断面形。主軸と　様ノ午であ、規則性は兄い出せ

ない。埋土に着目すると∴　炭片を多量に含むものと、炭

片をパラパラと混入するも奇がある。前者の土壌は、炭

片の集積する層がレンズ藩受）し一つま帯状に堆積しており、

白っぽい灰◎炭化した種子1拉骨片状のものを含んでいる

場合もある（以下この層をil－炭層行と呼ぶ）。炭層の上層、

め

・、一二　一∵’∴㍉

⑳
13⑳

転1窺

轡Pl：

腰義 悪筆K

ももも、㌔㌔㌘15◎Pl轍藍

J　且も∵訂U’且・－h A

＼　の ’－　　し11ゝ∵1

鷲迩霊拶彿〆

⑳炭層をもつ土域

の炭層をもたない土壌
⑳　ピット

S＝1：400

0　　　　　　5　　　　　10m

挿図151弥生時代（旧）遺構配置図

下層には炭片をノラプラと溌ゑずる埋まが堆横転竃齢た。炭層をもつ土壌の場合、土器は炭層内も

しくはそれより上層で出土する点数が、も炭層より下層で出土する点数より圧倒的に多い。土器は内

面を上に向けて出土した打てが多く、∴敵片の状態のものが多かった。復元の結果、異なる土壌の土

器片の接合が見られた組のまた海食等を復元できる個体はなかった。以上の観察より炭層をもつ土壌

は、土壌の中に何らかのものを嵐れた擾淘虎を燃やしたものであると思われる。土器は既に破砕さ

れたものが淘塊を燃やす前か淘東を燃や』た後に流れ込まれたと考える。炭層をもつ土壌の中で特

異なものはS軋鍼であ意言蔚計芋鯨操の木が出土し言木棺墓の可能性をも了コ。炭層をもたない土壌は、

炭層をもつものに比べてそ幕数は少ない。土器が上層で出土しているもの、底面近くで出土してい

るものがある。弥生時ノ酪二増時期若遺構は溝によって区画された4つのグループに分けることがで

きる（挿図15日。＿貪∴グ十・一′∴プ工属す守守雄封お　土壌、b　溝、ピットである。亙∋1、P2からは礎板状

の木が出土したこ上か主客軌跡があ∵た可能性があ′る。土壌はほとんどが炭層をもつものである。

Bグループは土壌、溝一言最三年薄物跡は蕃鉦十、、ゎノ根上．ピットが属する。土壌はAグループのものと

一一　三‘7°‘：も　ー－



同様に炭層をもつものが多い。¢グループは、土壌と据立桂建物跡によっ貰構成される。土壌は炭

＿　　　二、一　ノノ　′．∴　　－　・　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　‾　一し　・

温　⑳臓◎摘からは礎板状の木、㌘臓では炭と火を受けた痕跡を残す石鞠　肝臓では掬か孔が数ヶ所に

穿たれた緑色の凝灰岩　玉樹　が出土した。㌘射鵬は淘巌と径　mm程の砂利がびっしりとつまって

いた。土壌は全て炭層を　たない　のである。　取消魯揃の内側には何らかの建物があった可能性

がある（2）。新時期の遺構は調査区の南側のみで検出された。芸の内海＄恥の9融は調査区の南端で環

状にのびてゆく。調査区内では環状の清の内側にピット等は検出できなかったが海溝で区画される

部分消）の中心が調査区域外にあることを考えると淘旧時期の＄馳鵬⑳腕と同様の溝であると考

えられる。　り脚埋土中よ　内行花文鏡片が出土し貰締る。弥生時代の遺構から出土した遺物のう

ち注目されるのは、スタンプ文施文土器、玉東成晶淘鏡片である。濃ダンプ文施文土器を出土した

遺構は、SD鵬⑳瞞⑳腕SKm⑳且　⑳摘⑳鋼⑳乳土器群鵬⑳錮⑳腕漉器滞鯛である。いず

れも遺構のグループを区画する溝やグループの境界付近での出丑である。玉東成品は、SB鵬の上

層、SK鵬～脚辺、SK摘～蟻、＄監媚で第　工程　後述一第3漸う以後のものが出土している0

∴＿て、《：、、′、が　　∴′・∴・一一十　　　　　　　　　　　　　　　‾号‾7′、二言湖

〈凝灰岩質砂岩）が出土している。これらの土壌は全て炭層をもつ　のである。鏡馴上記のように

SⅢ瞞からの出土である。玉来成品や玉樹の出土から義輝工房が調達地内にあったことは充分に考

えられる（第3節で詳述。検出された遺構の内、工房としての可憎性をもつ　のは海藻立柱建物跡

か何らかの建物の存在が考えられるSD鵬⑳礪略取脚◎紺の関の内側である。さらに炭層をも

っ土壌も何らかの形で玉作りに関係していたのではないかと思われる。これは堂　推測の域を出な

師のであるが、SK摘内で火を受けた玉樹淘　＄監鵬～蟻の辺　で荒割　時の則片が出土しているこ

とを考えれば、土壌内で玉樹を加熱→急冷することで馬玉樹に亀裂を生じさせ荒割りをやりやすく

したものではないかと思われる（3）。土器は玉樹がこげつきや変色を必要以上におこさせないための

下敷きであったと考えることもできる。スタンプ文施文土器が鞠遺構群の境界紺近及び区画の溝で

出土したことは、スタンプ文という「祭紋」（4）で玉と締　呪術的な　のを生産する場所を守るという

意識が当時の丸々にあったことを物語っていると思われる。軸かえれば鞠濃ダンプ文施文土器に

斎串的な役割りを担わせたのであろ　○このことは、S諏脚から鏡賭璃出土したことに　通じるも

のではないかと思われる。

註（1）SK24とSK25。SK31e土器群04、SK25とSK26岱SK31、．，SIu6とうK31。その他SBO3柱穴内出土

土器とSBO5柱穴内出土土器が接合（Po440）した。

（2）Cグループは南・東弓ヒに、Bグループは西に、Aグループは東～北東にさらに、調査区域外へひろがるも

のであると思われる。

（3）加藤晋平。鶴丸俊明共著ア図録石器の基礎知識II』柏書房19餌年で・「ンディアンの石鉢作り例が紹介され

ているが、国内の遺跡で確認された例は知らない。

（4）第2節註（2）
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ブ文の形式淘旛濃刃甥－ンにつ師で概観してお。スタンプ文が施される土器は、壷形土器鞠聾形

土器、器台形土器淘注m土器等あるの土壌◎土器溜り⑳滞状遺構◎土器群で出土した。

1．スタンプ文の形式

スタンプ文の形式分額については、1．．、名越勉⑳

甲斐忠彦両氏によって1針悠年におこなわれてい

る（1）。その中で両氏は、渦文藁同心円文の幸をÅ∴

単体の渦文で渦の外周がまナすぐに延びるもの、

迅　連続渦文淘　監　同心開業を斜線で連結』等

・二′つ　二こ、

状渦文、E；同心円文に大別整理している。そ

してスタンプ文施文土器串卓薄は二時期を概観し

た後、D類スタンプ文再寺務壷予分布の重なり

から、弥生時代末ないし揺古墳時代初頭におけ

、－′′．、　′　　　一

類似性を説き、発生期古墳の様相の究明への見

通しをたてている。以後ミノ〕研究は言両氏の分顆

を基礎として、資料追放つ軋弓車、ノ．・、一一三守〕出自及

び弥生終末期の祭祀に、千五十論じたもので凍る。

ここで淘今回の調査晋確認できた累ダンプ文に

恩　㊨8　薗13

◎噛18

癖。亀19

挿四五52スタンプ文の形式
ついて、まずその形式祭額を試みる。スタンプ

文の番号は淘挿図蟻中の番骨であるの図は陰刻部分を黒で表した。①同心閏分類拍～摘淘②渦

J、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　ノ．、　－　、‾　し

監事は出土して齢な齢。双海浮濃による施文はな　鴇全て型押しによるものである。以下の記述は

①③に顎締竃は鞠陰刻部分　園の黒部分淘②は陽の部分　園の由部分茅の文様をもって表現する。

①閣嶽闘寛瀬

重の関文から　重野を豊する　のまであるの名遜◎甲斐分類の監事に当たる。今回の調査で確

認できたスタンプ文『中日㍉　…・・－．・－∴番多く二言みられるものである。最も内側の円の中心部が凸円状になる
汐

′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一一　　　　一　1

一　二：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

器台形土器受部◎脚台部淘寮形激暑胴部馬壷形土器肩部、注m土器肩部⑳注m部に且列から3列で

横方向に連続して施され・三㍉

一　緒3　－



②渦文類

a　く陰刻渦文〉　1本の線が渦状に巻くものである。渦の中心部は円文

となり、渦の外周は延びて行かない（11）。横方向に連続して施される。

b　く」字状渦文〉　名越・甲斐分類のD類に属すると思われるが、∴渦が

1つしかなく、S（Z）字状にならないものである　は3′、・17）。13以外は

単純な渦ではなく、2～4本の線が入り組んで同じ方向に出ていく。渦

野村や－’とS＝1：4　Po555

0　　　　　　　　　　　　　10cm

1－再議j
挿図153出土特殊壷実測図

からはなれて直線的に出てゆくもの（18⑳19）と渦に沿って出て輝くもの（13～17）がある。18と

19は渦の巻き方が逆である。18は縦位で連続して、19は横位で連続して横方向に施される。14～16

はほぼ同じ形であるが、酎ま　本の線の外側を回る　本の渦が中心部まで至らない。摘⑳蟻は2本

の線が渦の中心部で入り組む。膵は、　本の線が入　組む。臓は線が　本である。

Cく入組渦文〉　2本の線が渦状に中心部で入り組み、それぞれの線が逆方向に出てゆくもの（20・

飢　である。鋼と　銅渦の方向が逆であ　大きさが異なる。誹は器台形土器の受部と郵台部に横位

に連続して施されるものと、縦位に連続して施されるものがある。21は、婆形土器と思われるもの

の胴部に、横方向に連続して施される。

d　く連続入組渦文〉　名越。甲斐分類のB類に当たる。Cが単体のものであるのに対し、Cが2つ

連続した状態のものである（22）。

e　く連続（入組渦文＋陰刻渦文）〉　名越。甲斐分類のB類に当たると思われる。Cとaが連結した

状態で且単位になっているものである。ただし陰刻渦文部の動転には海　関文をもたない。

③風車文

2重圏の同心円文の外円と内円との問に、棒状の線が7本風車状に巻いているものである（12）。

2。スタンプ文の施文パターン

聾形土器繹0錆⑳且は⑳鋼　⑳鋼　⑳渕　⑳諏　⑳姐　◎繭鋼　の場合濃ダンプ濃が施されるのは胴部で

ある岬の欝のみ底部に施文される）。且～3条の放線で上下を区画し竃施濃帯を設け、そこに且列

から2列で横方向に連続して型押しされる　ただし振乱はは海業ダンプ文の下に沈線が施されない）。

施文帯は、ひとつの土器に且つから3つに施けちれる。スタンプ施文革の上下は淘　ほぼ例外なく、

貝殻濃緑を用いた連続した刻み目文が向か折合うよ　に施されるの　濃タ㌢ず濃の施文方向は、胴部

最大径より上位に施文される場合は、正面からみ貰淘原体がおから左腕と動く。胴部最大径より下

位に施される場合は、原体の動きは左から右である。

器台形土器（Po354～35　◎粥　⑳舶　⑳鯛釦　の場合は海蛍部か脚台部の複合m線状を呈している部

分の外面に施文される。器台形土器の場合も、1条から数条の沈線を上下もしくは上のみに施すこ

とによって、施文帯を設け、そこに且列で横方向に連続して施渡される。旛文革は且つである。訊賭郷

の場合は、円文の間を波状文で飾る。原体の動きは淘受部は産から右淘脚台部は右から左である。

スタンプ文が施される器台形土器は、簡部がかなり短縮したもの漂あ鶴弥生最終末期の様欄を示

－17竜　一



す土器である。

壷形土器の場合、特殊壷と言われるPo555は、胴部に2状の断面三角形を呈する突帯を張り付けそ

の上下に連続入組渦文を施す。張り付け突帯の間は上下対称の2列の刻み目文が施される内面はへ

ラケズリのあと磨く（挿図153）。直口蓋（Po455）には肩部に3重圏の同心円文を横方向に連続し

て施す。上下にはそれぞれ望条の沈線が施される。沈線の上下は、貝殻腹縁による刻み冒文が施さ

れる。

注口土器澤の舶鋸の場合には淘注甜部の紺扮根に　重圏の同心円文が　列、胴部上半～頸部にか

けて　重圏の同心関濃が　刑等横方向に連続して施文される。後者の場合、沈線によって施文帯が

2つ設けられる。

3。小結

以上出土したスタンプ濃の形式淘施文パターンについて概観した。連続入組渦文、連続（入り組

み渦文＋陰刻渦文机ままさし　銅鐸の渦巻文と同じ　のである。連続入組渦文の分割されたものが、

単体のÅ組渦文であり淘横位等連結させるように施文され、連続入組渦文の様に連続させる意識が

あるものと、連続させる意識な　擬位に施渡されて締るものがある。連続　入　組み滴文＋陰刻渦

文）の右半分だ相が分割されたものが陰刻渦文である。　字状渦文は、線対称か点対称に並べれば淘

2個且単位で連結するのであるが鞠連結させる意識無しに、同方向に型押しして連続施文している。

銅鐸の文様にみられる連続鬼線渦渡海連続伐り組み渦文＋陰刻渦文）が渦文革のスタンプ文の本

来的な文様であるとすれば鞠陰刻渦文句単体の風組渦文はその分割されたものであり、さらにその

両者の文様が淘省略されると同心関文とし等表現されるのではないかと思われる。　字状渦文につ

いては、Å組滴文を連続させる意識が堂　な　なった　のなのか淘それと　別の意匠をもつものな

のかは分からない。

スタンプ文施文土器の県内組患例は言報告書ぞ調成る芸とが出来た範囲であるが、蟻遺跡◎渕個

体を確認することが出来た溌挿衷媚。同心関文革の　のが一番多齢。出土した遺構を見ると、土壌

3例、貯蔵究濫例鞠竪穴住居転倒馬滞状遺構且例、土器溜り鼠例淘四隅突出型墳丘墓鼠例であるの

今回の調査では馬渕個体以上出漉』等お　鞠県内例をはるかに越える数字である。「祭紋」控である

スタンプ文施文土器が数多駕出土』た芸と特殊壷が出漉したことは淘秋巌遺跡の性格を強く物語る

ものであると思われる。，

試射　名感触⑳甲斐忠彦「スタンプ施文土器の新例」繹考古学雑誌』第57巷　第4号　且972年∋

（2）今里幾次「播磨弥生式土器樟動態昌」げ考古学研究』第16巻　第1号1972年）

・lV－l一一一　コ，＿75　－－－



遺　 構　 名 器 種 、 施 文　 場 所 ス　 タ　 ン　 プ　 文　　　 スタンプ文径 挿図 土器番号

S K lO 葉形土器　 胴部 同心円文　 拍 重）　　　　　　　　　　 9 mm 4 P o26

〃 ガ　　　　　 ガ 同心 円文 （3 重）　　　　　　　　　 雄mH 4 －
S K ll ガ　　　　　 〃 同心 円文　 拍 重） T Hm 2 －
S K 19 〃　　 ？〃 J 芋状渦文　 純白　 「郵 凱Ⅷ 13 －
S K 23 〃　　　　　 〃 同心円文 （3 重）　　　　　　　　　 「雄m 3 －
S K 38 〃　　　　　 〃 同心円文 （j 重 ＋⑳）　　　　　　　 昌出川 10 P ol12

S K 45 〃　　　　　 〃 J 字状 渦文 （丸、 2 本）　　　　　　 有用 ユ4 －
土器溜 り02 〃　　　　　 〃 J 字状 渦文 （丸、 y 郵 9 mm 16 －

S D O5 器台形土器　 受部　　　 同心内文　 拍 重） 9 mm　　　　　 嶺 －
〃 寮形土器　 胴部 J 芋状渦文 （丸、　 卑　　　　　　　 生　 州紺 ユ6 －

S D O6 ガ　　　　　 〃 同心円文　 拍 重）　　　　　　　　　　 mm つJ P o208

〃 〃　　　　　 〃 同心 円文　 摘 重） 摘 。mm 拍 P o209

S D O7 壷形土器 ？肩部 円文　　　　　　　　　　　　　　　　 8 mm 且　 ト

土器群02 葉形土器　 胴部 同心 円文 拍 重）　　　 i　 mm　 恒
－

〃 ガ　　　　　 〃 同心円文 （3 重）　　　　　　　　　　 ジmm 4 －
〃 〃　　　　　 〃 同心円文　 は 重）　　　　　　　　　　 やmm 4 P o302

〃 〃　　　　　 〃 同心円文 拍 重）　　　 ！　 狛Ⅷ 5 －
〃 〃　　　　　 〃 J 享状渦文 （丸、 2 本） 鋸Ⅷ 14 －
〃 〃　　　　　 〃 同心円文　 拍 重＋⑳） ユ三川m 9 －
〃 器台形土器　 受部　 脚台部 入組渦文 7 mm 20 P o 354

〃 〃　　　　　　　 〃 入組渦文 7 mm 20 P o 356
ガ　 i　 〃　　 受部 同心円文 （3 重） 凱Ⅷ 4 P o 355

ガ 〃　　　 脚台部 同心円文 （3重） 7 mm 3 P o361

〃 賓形土器　 胴部 同心円文 拍 重）　　　 i　 mm 2 －
〃 器台形土器　 脚台部 同心 円文　 は 重）　　　　　　　　　　 信淵 2 －
〃　 i　 〃　　 受部 同心 円文　 雄 重） m mm 7 －
〃 ガ　　　　　　 〃 同心円文 （3 重） 9 mm　 I 4 －
〃 底部 J 芋状渦文 （丸、 2 本） 転。5誼m 15 P o378

土器群04 賓形土器　 胴部 J 字渦文 （丸、 2 本） 凱Ⅷ 16 P o 395

土器群06 〃　　　　　 〃 風車文 9ヵ5mm 12 P o 415

土器群07 〃　　　　　 〃 同心円文　 は 重） 7 mm 2 －
遠構外 壷形土器　 肩部 同心円文 （3重）　　　　　　　　　　 ∵mm 3 P o455

〃 〃 ？ 口緑部 連続 （入組渦文 十滴文）
mm　車　　用m 23 1 －

〃 特殊 壷　 胴部 連続入組渦文 m mm 22 P o555 i

ガ 葉形土器　 胴部 同心 円文　 は 重） T H川 2 P o457

〃 〃　　 ？　 〃 同心 円文 （3 重）　　　　　　　　　 生5mm 4 －
〃 〃　 ？　 〃 J 字状渦文 （丸、 2本） 8 mm 16 －
〃 〃　　 ？　 〃 J 字状渦文 （3 本） m mm 且9 －
〃 〃　 ？　 〃 同心円文 （3 重） T mm 3 －
〃 〃　　　　　 〃 同心円文 （3 重） 7 p5mm 3 －
ガ 〃　　　　　 〃 同心円文 （3 重） 9。5mm 4 －
〃 〃　　　　　 〃 同必円文 （3 重） m mm　 恒

－
〃 〃　　　　　 〃 同心円文 摘 重）　　　 ！　 7 mm 3 －
〃 〃　　　　　 〃 同心円文 （2 重）　　　　　　　　　　 告引川 2 －
ガ 〃　　　　　 〃 同心円文 （3重）　　　　　　　　　 m mm 4 －
〃 〃　　　　　 〃 同心円文 （3重）　　　　　　　　　　 T mm 3　 ト

〃 〃　　　　　 〃 同心円文 （2重 ＋●） m mm 9

挿 表44　 秋 里遺 跡 ス タ ンプ文 施文土 器 …覧 表枠
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遺　 構　 名 器 種 、 ：施∴文　 二場　 所 ス　 タ　 ン　 プ　 文 スタンプ文径 挿図 土器番号

〃 葉形土器　 胴部 同心円文 （3重） 6 mm 3 －
〃 ガ　　　　　 〃 同心円文 （3重） 10mm 4 －

〃 〃　　　　　　 〃 入組渦文 （丸） 10mm 2 1 －

〃 ガ　　　 響〃 J 芋状渦文 （丸、 5本） 8 mm 17

〃 注口土器肩部～頚部注口部
肩部 、・頸部 同心円文 （4 重） 8．5mm 5 P o458
注口部　　 同心円文 （3 重） 7 mm 3

〃 器台形土器　 受部 連続入組渦文 8 mm 22 P o494

〃 ガ　　　　　　 ガ 同心 円文 （4 重） 11mm 6 －

〃 ガ　　　　　　 ガ 渦文 11mm Ⅲ －

〃 ガ　　　　　　 ガ 同心円文 （3 重） 7 mm 3 －
〃 ガ　　　　　 〃 入組渦文 （タテ） 7 mm 19 －

〃 ガ　　　　　　 ガ 連続 （入組渦文十滴文） 9 mm

9 mm
22

〃 不明 J 芋状渦文 （3本） 9 mm 且8 「　「

挿表聴　秋里遺跡スタンプ文施文土器一覧表（2）

遺　　　 跡　　　 名 所在地 器　　　 種 出土遺構 備　　　　 考 報　　　 告　　　 雷　　　 名

大　　 柄　　 遺　　 跡 鳥取市 賓形 （胴部） S 互忘15 同心円文 （4重力） 『大柄遺跡01』鳥取市教育委員会1978．3

西　 桂　 見　 遺　 跡 鳥取市 壷形 （口繚部） 四隅突出型墳丘墓 同心円文 （2重） 『西桂見通跡』鳥取市教育委員会1981

岩　　 吉　　 遺　　 跡 鳥取市 器台形 （卿台部） S K 08 同心円文 （3重）

『岩吉遺跡王亘』1983鳥取市教育委員会

鳥取市遺跡調査団
】

賓形 （胴部） 遼構外 同心円文 （3重）

器台形 （受部） ！ 溝状遺構 同心円文 （3重）

古　　 海　　 遺　　 跡 鳥取市 婆形 （胴部） 遼構外 同心円文 （3重） 『古海遺跡発掘調査概報』鳥取市教育委
員会1981

帆城遺跡 e天神山遺跡 鳥取市 壷形 （口繚部） 通構外 同心円文 （3重） 『帆城遺跡 も天神山遺跡調査報告』鳥取
市教育委員会1982

栗　　 谷　　 遺　　 跡 福部村 童形 （胴部） S X Ⅲ （土器溜） 同心円文 （2重） 『栗谷遺跡発掘調査報告書』福部村教育
委員会1989。 3

中　　 峯　　 遺　　 跡 倉吉市 不明 24号住居跡 同心円文 （3重）、S 字状渦文

『中峯遺跡発掘調査概報』

倉吉市教育委員会昭和49年度

不明 通構外 鋸歯文、鳥形文

不明 退構外 同心円文 （3重）、S 字状渦文

不明 通構外 同心円文 （3重）、 S 字状渦文

不明 退構外 同心円文 （3重）、 S 字状渦文

不明 ！　 遺構外 同心円文 （3 重）

大　 沢　 前　 遺　 跡 倉吉市 器台形 （受部） 堅穴住居址 4 号 鋸歯文 『大沢前遺跡発掘調査報告書』倉吉市教
育委員会1986

水溜り駕寵据場遺跡 東伯町 壷形 （胴部） 堅穴住居跡 6 号 円文、連続入組渦文カ ！鷺票雷雲瓢 教育委紬 。『水滑。の駕寵据場遺跡、森藤第 3遺跡

器台形 （受部、台部） 堅穴住居跡11号 同心円文 （2 重）

上　程　第　 5　遺　跡 大栄町 壷形　く肩部） 土壌 8号 円文

『上種 5遺跡発掘調査報告』

鳥取県東伯郡大栄町教育委員会1985．2

壷形 （口綾部） 貯蔵穴10号 同心円文 （2 重）

童形 （胴部） 貯蔵穴摘号 同心円文 （2重）

由　　 良　　 遺　　 跡 大栄町 壷形 （胴部） トレンチ 同心円文 （2重） 『由良遺跡発掘調査報告』鳥取県東伯郡
大栄田丁教育委員会1978．3

長　瀬　高　 浜　通　跡 羽合町 菱形 （口緑 や頸部） 遼構外 門文

『長瀬高浜遺跡発掘調査報告書Ⅵ。8

財団法人鳥取県教育文化財団1983

壷形　く日録部） 遺構外 S 字文

不明 適構外 同心円文 （2重）

壷形 （男　 肩部～胴部） 遼構外 門文

高塔形 （塔部） 適構外 同心円文 （2重）

八　重　第　 3　遺　 跡 中山町 賓形 （胴部） S　「→∽ 同心円文 （3重） 『八重第 3遺跡発掘調査報告数』鳥取県
西伯郡中山町教育委員会1987．3

蔵岡第一
原 e蔵岡第二　　 遺跡

大山町上野地区第2

大山町 壷形 逮構外 入組渦文 『鳥取県原の蔵岡第一の蔵岡第二遺跡大
山町上野地区第 2遺跡』

大山町教育委員会198L 3壷形 過構外 連続入組渦文

青　　 木　　 遺　　 跡 米子市 賓形 H S　亙呈．63 陰刻渦文 『青木遺跡発掘調査報告書m 』鳥取県教
育委員会1983．3

※表作成後、岩美郡岩美町新井32号墳の調査で2重圏の同
心円文スタンプ文施文土器が出土していることを知った。

挿褒載　鼎内謁夕頴深窓施文恵器出藍遺跡…覧衷

…　温帯　－



第　節　管玉東成晶臆等齢竃

苗代玉作生産遺跡は、日本海グリーンタフ地帯と納　豆樹産地の存在を背景に淘　日本海側を中心

に分布している。鳥取県内において　現在までに玉梓生産に関すると思われる遺跡が数多　見つか

ってお娠誹湘輝度には鳥取市布勢第　遺跡は淘東伯郡羽合町長瀬高浜遺跡ほ淘同大栄町西高江遺跡（3）

の3遺跡で玉作工房が県内で初めて確認された。これらは締ずれも弥生時代のものであり、この他

の玉作関連遺跡もほとんどが弥生時代の　のである抱。県内で確認された義輝関連遺跡の中で、特に

長瀬高浜遺跡では弥生時代前期の玉作工房跡が確認されており淘現在の藍還る弥生時代最古のもの

である。鳥取県東部地方においては、前述の布勢第　遺跡のはか湖山第　遺跡纏淘帆城遺跡（6）など湖

山池周辺地域において東成品が出土してお　淘義輝集団の存在が推定され管締る。秋運遺跡では今

回の本調査に先行して行われた試掘調査（7）でジャ又パーが出達して締るが淘明らかに玉作に関係する

といえるものではなかった。しかし今回の調査で、弥生時代後期復業の土器に伴って管玉未成品の

ほか多数の剥片が出土し、玉作工房の存在する可能憶がでできた。よっ等今回出土した資料をもと

に、管玉製作工程と玉作工房の存在について考えてみたい。

1　石材

今回出土した管玉未成品はその材質から、ジャスパー　碧玉鞠蹄傲化した凝灰岩　以下緑色凝灰

岩と略す）、石英安山岩の3種類に類別できる。ジャスパーについては∴深iA緑色をしたものと淡い

緑色をしたものの2種類あるが、材質の点では1種類として扱うことにす′る。また未成品は出土し

ていないものの明らかに管玉製作に用いようとしたと考えられる凝灰質砂岩がある。これらの中で

産出地から持ち込まれた状態に近いものとして、緑色凝灰岩と凝灰質砂岩の2種類の石材（挿図154）

がそれぞれ1点ずつ出土している。この2点には自然画が2画しか残っておらず、原石というより

荒割工程の段階にあるものである。その大きさは緑色凝灰岩が長さ：15．5C軋　幅10．3cm、厚さ5．9cm、

重さ且。2鹿。凝灰質砂岩は長さは。紋m、幅摘。激跳、厚さ。鮎m、重さ。輸あ　鞠実際に持ち込まれた

時点での大きさは不明であるが、おそらくこの数値に近いものが原石として持ち込まれたのではな

いだろうか。ジャスパー、石英安山岩についても同様に考えたいが、ぅ　この2種類の石材については

全てが形割工程以後の段階または剥片の状態で出土しており、現段階では明らかにできない。
／

これら石材の産出地として、淡い緑色をしたジャスパー・については‥鳥取砂丘に近接する多能ヶ

池東側の露頭で産出されることが知られている。緑色凝灰岩、、石英安山岩についても、近辺の産地

から原石を持ち込んだものであろうと思われる。しかし、深い緑色をしたジャスパーについては、

近辺の産出地から持ち込まれたと考えるより、島根県など他地方から搬入された可能性が高く、日

本海側に広く分布する弥生時代の他の玉作遺跡との関連が考えられる。

2　製作工程

管玉の製作工程については、形割工程以後の調整の違いから、、い十つかの技法が提唱されてい

る。
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鳥取県内についてみてみると、清水真一氏が前述の布勢

第2、長瀬高浜、西高江のそれぞれの遺跡から出土した

末製品をもとに「布勢技法＿ト、「長瀬高浜技法」、「西高江

技法」の3技法を設定されている潮。これら既に述べられ

ている管玉の製作技法を参考にしながら、今回秋里遺跡

で出土した未製品につい㌶∴　その技法をみていくことに

する。今回の調査では管玉の完成品は出土しておらず、

また緑色凝灰岩製のものは∴角柱管玉を製作しようとし

ている違いはあるが、その工程は管玉の製作と同じであ

左：緑色化した凝灰岩　　　右：凝灰質砂岩

挿図154穿孔痕のある荒割工程晶

り、完成品も含めるとその製作工程を6段階に分けることができる。以下に順を追ってみていく。

（1）第1工程

原石を打撃によって分割する荒割段階である。この段階を示す資料としては、石材でもふれたよ

うに、緑色凝灰岩、凝灰質砂岩の2点がある。この段階では原石を打撃によって分割し平担面を作

出している。ここで得られノた平担画を利用して、次の段階からの形割工程を行ったものであると考

えられる。またこの段階で得られた剥片の中で、形割をしなくても管玉製作に使用できるものは、

そのまま後の段階で利用されたと思われ、、第3工程の未製品に、断面が不整形となるものがある点

からも考えられる。

（2）第2工程

前工程で得られたものを細かく分割していく形割段階である。この段階を示す資料は図化してい

ないが数点出土している。それらの大きさは長さ9（一10C恥　幅5へノ7cnl、厚さ3～4cmのもので、

第1工程によって得られたも苺を大体半分にした大きさである。ここからさらに分割していくので

あるが、この段階では練か十千繋げるために擦り切りによる施溝分割の技法を取る例がある。しか

し秋里遺跡においては、施溝分害頼）技法を用いた痕跡を残したものがなく、出土しなかったと考え

るよりも、むし・ろ施溝分害持せ、ず．．．∴打撃のみにより細かく分割したものと思われる。この工程にお

いて筆者の知る限！．フ’で揺1．∴　池差玉摩遺跡に見られない例として、も第1工程によって得られた玉材の

平担面に、深さhll雨宮療王立主札を穿っているものがある（挿図154◎図版50、S舶）。この段階で穴

を開柑る理由とし竃以下の芝藍が考えられるの

①採取した原石が鞠管玉製作に使用等きるかど　かを確認するためのテ深　ピッ針鋸の

②台石。

③細か　分割する際の割　紺相を意図する　のの

①に閲覧等淘　テ濃恥ピッ鮭等あるならば、平坦画の岡隠様な場所に複数個も必要なく淘　また繚傲

凝灰岩については言宜圧‾＿11淳二戎品が出土していることから、小孔を穿たなくとも管玉製作に使用でき

ることは明かであっ圭喜∴苦衷豆「また漆工　テストピットである可能性は少ない。

F－1：と7’9　－－1



②に関しては、管玉に穿孔する際の台石であるのである　が鞠か孔のある面は平担画であって、

その画は人工的に作られたものであ、また台石として安定する　のではな齢の

③に関しては、島根県西川津遺跡において淘形割工程の薄綿板に割　柑柑線をÅれ、それに従っ

て擦り切り溝を入れる例が紹介されているHの。秋運遺跡にお締竃は施滞分割はして縞ない　のの、

第　工程の東成品の中で、その端部平担面の角に淘同じ様なか乳があるものがあ鋸Sの、これら

の小孔を割り付けの目安として、打撃分割を行った可能性が考えられるの

（3）第3工程（挿図146Sl～18、図版49）

前工程で細かく分割されたものを、四角柱掛こ加工する段階である。この段階では石財によ軋

調整の方法に若干の相違がみられる。ジャスパーにつ締竃は淘用締られた技法が押圧剥離および間

接打撃であるのに対し、緑色凝灰岩、石英安山岩につ綿貫は淘押圧剥離による明かな調整痕がな、

ほとんど間接打撃による　のか、ある刷鞠第　工程による形割段階からすやに第　工程の研磨に

段階が移行したものと思われる。この際問題となるのは鞠線色凝灰岩鞠石英安山岩の中に板状東成

品がみられる点である。前述の清水既によると「藍弥生時代∋後期に見ると掬……旛溝技法は原則と

して板状東成晶にのみ用いられるよ　に変化する団」とされてお　鞠第　工程と同様に、この段階

において　擦　切　施溝の痕跡は認められない　のの鞠板状東成晶の存在から鞠第　工程以後に、

擦り切り施溝による分割が行われていた可能性　ある。ここ雷管蓋東成品の漉き削こついてみてみ

る。管玉東成晶の大きさは、角柱管玉を含め第　工程以前のものを挿図蟻馴這示した。出土点数が少

ないとい　問題点もあるが淘図に示したように藻さと幅の関係は鞠濃さ：隔＝2：且でほぼ一定し

ており、この数値を一つの目安として、形割を行腕さらには第　工程からの調整を行ったと考え

ることができる。また、図に示した　のの中でS鋼、霊は第　工程に潜まれる　ので淘それぞれ角

柱管玉と管玉の完成品に近い　のであると判断される　ので海藻終的には芸の程度まで研磨された

□　　⑳　○

□⑳

0　　　0

口　　も　　　□
⑳

0．5　　　　　　LO l。5 2。0　　　　　　2。5

口　　　　癖

3。0　　　　　3。5

長さ　　　○ジャスパー
○緑色化した凝灰岩

⑳　石英安山岩

持田155管玉未成晶長幅相関図
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可能性　あるが淘完成品が出土して齢な齢現時点においては明確な　のではない。

拍）第　工程　挿図摘7S摘～野戦図版鯛∋

四角柱状の東成品を研磨によっ竃鞠多角柱から間柱化して齢　段階である。研磨の段階には淘　4

角→　角→蟻角と齢㌢た規則性はみられず淘単に稜を落として円柱に近　していったよ　である。

研磨の丸向につ締竃はヨコ方向がほとんどで淘タテ方向および右上が　の斜め方向が少数例ある。

このことは淘緑色凝灰岩製のものが角柱管玉であること。また、玉砥石に用締られたと思われるも

ので、筋砥石は出悲し等おらず、も平砥石のみが出土して締ることからも　かが　ことができるの　こ

の段階では両端画も研磨によって平担画を作出し竃お、濃さ調節　行ったことがわかる。また淘

この段階にお齢で既に穿孔準備拍窯をしたと思われる　のが　点ある摘航この　点は端画の中心

に穿孔しようとし竃お　淘第　工程でふれたもの摘鋸　とは淘明らかに区別される　のである。

さらに、研磨の状態が第　工程にある　のと胱鴎不十分であるため、第　工程に太る　のと判断し

た。

㈲第5エ魔つ挿図摘冒盟邦～凱淘図版鯛ラ

穿孔を行　段階である。穿孔臆面餞穿孔されたと考えられるが鞠穿孔に先立って淘錘の振れを防

止するための穿孔準備が行われ等締る田河相好光既は、石川県二子塚遺跡且3）出土の管玉東成品をも

とに、「穿孔直前にあらかじめか痕を紺』等鍵プレを防守……技法」と紹介され竃おり（「二子塚技

法（14）」、置田雅昭既はこの穿孔準備と穿孔藍を別の工程とされて締るは5）。秋里遺跡においても淘穿

′二一了二　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌦　　　　　　　＿．

はある程度の深さまで穿孔Lであるものの淘　もう一方には淘穿孔準備の前段階とでも言える小さな

刺奨痕のあるもの膵湖　があ　淘穿孔準備と穿孔とは鞠はぼ同一段階にあると判断した。今回の

調査にお締竃は淘穿孔に用縞た玉錘は出渡し等おらず、また穿孔技法も不明ではあるが淘穿孔途中

のものをみると淘その衆の径が湖～。誹¢m。錘の先端の太さを推定できる穿孔準備の　ので。臓～。

挽mであ　淘ほぼ関柱となって締るS3の直径が。駈mであることを考えると鞠かなり高等な技術を

要したことが　かがえるの　この第　工程にお齢等馬以上のよ　に穿孔準備および穿孔が行われるの

であるが鞠　ジャ累パ一に等締竃は鞠穿孔準備淘穿孔と　行われて締るものが出土して齢な齢。£芸

でも第　工程と同じよ飢芸石離こよる帽遠がみられ馬角柱管玉を製作しようと』た緑色凝灰岩は別

としても鞠同じ管玉を製作しようと』た石英安山岩は淘画がかなり残された状態で穿孔が行われて

いるのに対し鞠がヤ謁調一等は淘ほぼ閤綻化された状態で穿孔を行った　のと考えられるの

（6）第6工程

一、

工程でほぼ形が整えられ竃締るため淘東面に光沢を出ずための磨きが行われたものと思われるが淘

石英安山岩製の管玉につ齢竃は鞠穿孔の段階で面がかな　残され等お　淘この藻終工程にお師竃　淘

かなり研磨する必要があるの　芸の石英安山岩梨のものにつ齢竃は鞠第　工程と濠終工程である第6
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工程の間に、あらためて研磨する工程を設定してもよいかもしれない。

（7）工具

管玉等の製作に明らかに用いられたと思われる工具は残念ながら出土して齢ないが、その可能性

のあるものとして、各工程ごとにみていくと、以下のものが未成品とほぼ同じ場所で出土している。

①敲石（挿図147　S39．40、図版51）

閃緑扮岩製（S39）と花崗岩質アプライト製（S40）の2点があI主　荒割の際の打撃に用いられ

たと考えられる。

②不明石製晶（挿図147S36、図版50）

ジャスパー製で側面はかなり鋭利となっており、上端部には明らかに擦った痕跡を残す溝がある。

施工分割を行っていたのであれば、その溝を切る際に用いられたとも考えられるが、緩やかに湾曲

していることから、砥石的な要素もあると思われる。

（討剥片石器（挿図147S37、図版50）

透明度の高い石英製で自然剥離ではな、Åエ的に割られたと考えられるものである。押圧剥離

に用いられたと考えられるが、長瀬高浜遺跡においては黒曜石の剥片を＿、こ　石鋸代わりに使用したと

考えられている（16）。

④砥石（挿図147S41。43、図版51）

3点出土しているが、玉砥石として考えられるのは、流紋岩製の2点である。いずれも土壌内よ

り出土しているが、その近辺で未成品、剥片が出土していることから、∴玉砥石の可能性もあるもの

としておきたい。

⑤土製有孔円板（挿図147　Po551、図版48）

穿孔する際の「はずみ車」として用いられた可能性がある。

以上の他に玉作に関連すると思われる工具は出土しておらず、特に玉錘が出土していない点に問

題を残している。

（8）その他の玉類（挿図147S33～35、図版48）

S33は角閃石安山岩の転石製で玉村として用いられるようなもの、‘ではないが、その形状および穿

孔の位置から勾玉未成晶と思われるものである。S3射ま緑色凝灰岩製でその形状から垂飾であると

思われる。形割工程後に穿孔されており、研磨はされていない。535は緑色凝灰岩製で一部研磨さ

れており、形状的には縄文時代の大珠に似たものであるが、穿孔痕が数カ所にみられ、何を製作し

ようとしたかは不明である。

3　玉作工房について

今回の調査では竪穴住居跡等明確に玉作を行っていたと考えられる工房跡は検出されていない。

しかし管玉（未成品）が作られた時期と同時期の掘立柱建物跡を5棟検出しており、SB02の検出

面よりやや上層では、未成晶（S32）、　敲石（S39主　土製有孔円板げ0551）がほぼ同レベルで出
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土している。掘立柱建物跡は、桂根の上部が出土した段階で検出したもので、床面そのもののレベ

ルはわかっておらず、未成晶等が出土したレベルが床面とも考えられ、掘立柱建物内で管玉製作が

行われていた可能性もある。また福井県下屋敷遺跡（且7）では、浅い皿状の大型土坑が連なる二重の用

溝が巡る中に、柱穴が円形に並ぶ住居跡が検出されており、住居内から玉作関係の遺物が出土して

いることから、玉作工房と推定されるものである。秋里遺跡においても、調査区の南側で環状に巡

るSD鵬⑳礪内に淘底面に本願の残るピッ　があ　淘　それぞれの関連性は兄いだせないものの、建

物跡があった可能性がある。また下屋敷遺跡の周溝の規模と、秋里遺跡のSDO　⑳鵬との規模を比

較すると、前者が直径的蟻。～摘。m鞠後者が直径的臓mと、両者はほぼ似たような規模である。

秋里遺跡では据立枝建物跡に慧齢竃もS迅飢～射淘　その周囲を溝（SD鵬◎鵬◎酢　が巡ってお

り、弥生時代中期中葉に位置づ繹られる下屋敷遺跡と淘後期後葉に位置づけられる秋盛遺跡との玉

作についての関係が注目される。

4　　まとめ

以上、秋里遺跡で出土した未成品をもとに、管玉等の製作工程について考察を試みてみた。今回

復元した製作工程は石材によ堅〕若干の相違があるが、「荒割→形割→押圧剥離・間接打撃→研磨→穿

孔準備◎穿孔→仕上軌　と締う　工程を考えた。この工程は、前述の「二子塚技法」と似かよって

いる。二子塚遺跡にお齢等　鞠観恩遺跡と同様に施工痕を持つ東成品や剥片が出土しておらず淘　ま

た筋砥石も出土して齢な縞の還れらの這藍から淘弥生時代後期後薬の飲屋遺跡で用いられた玉作の

技法が北陸へと伝わ　璃音域時代前期の二子塚遺跡での玉作に　用締られた可能性があると判断す

るのは、早計のそ』を受粉かぬる　のかもしれな齢が淘長瀬高浜遺跡で行れた、齢わゆる「長瀬

高浜技法」とは別の「擦切り→分割→押圧剥離→研磨→穿孔」の工程をとる技法が、新潟県佐渡ケ

島の桂林遺跡を中心藍』た「新穂技法㈱＼藍同一であ　淘山陰で用締られた技法が北陸に伝播され

たという考え獅蝮一致するの芝の技法の画た義輝工房の形態では、秋恩遺跡において先に述べたよ

な可能性があるとすれば淘技法藍は逆に淘北陸から山陰へと工房形態が伝播されたとも推測でき

∴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l∴′　一′　　　一、・‾二、l、　－1′‾

齢ては「Å」の交流をも物語る　のである藍思われ頂今後淘資料の更なる増加が待たれる。最後に淘

この考察を書初這あた　鞠先行研究を参考にさせ等齢ただ拍たが淘何分に　筆者は玉作関係だ相で

なく淘考古学一般に閑話貰　未熟等あるため鞠その解釈等に不十分な感が多齢と思われる。今後、

この考察に対する御批判ならびに御指導を齢ただきた齢。

試射　布勢遺跡発掘調査報告書　鳥取県教育文化財団　摘飢年

は）　長瀬高浜遺跡発掘調査率臣告熟V⑳常澄　本文編　鳥取県教育文化財団　且983年

は）『東高江◎西高江遺跡発掘調査報告』東栄町教育委盛会　且98輝

聞「玉作　関係遺跡」鳥取県生産遺跡分布調査報告書　鳥取県教育委員会　摘鋼年

制　湖山第　遺跡発掘調査報告書　鳥取県教育文化財団　摘鵬年
t　　　－　、l

浮）　放題遺跡発掘調査報告書　酋常竹地区賎　鳥取県埋蔵文化財センター　五m年
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（8）清水真一　「鳥取県下の玉作遺跡について」『考古学研究』28巻　第4号　ユ粥年

（9）表現方法としては不適切であるかもしれないが、玉村の質を確かめるための小孔に、、この言葉を用いること

にした。

（10）置田雅昭　「石製玉作り」『弥生文化の研究』8　雄山閣1988年

（川（8）に同じ

（12）（10）中で、氏が「穿孔準備としたのは錘の振れを防止するために、端画に凹痕を付ける作業を言う」として、

この言葉を用いておられる。

（13）『加賀市二子塚遺跡群調査概報』　石川県教育委員会　ユ9、74年

（14　河村好光　「古墳社会成立期における玉生産の展開」『考古学研究』霊巻　第3号19．76年

（15）（10）に同じ

（16）（8）に同じ

（17）『下屋敷遺跡・堀江十楽遺跡』　福井県教育庁埋蔵文化財センタ・－1988年

（18）寺村光晴　「北陸地方玉作の出現と展開」『古代玉作形成史の研究』”吉川弘文館1980年

（19）藤田富士夫　「各時代の玉文化の特色」『玉』　ニュー◎サイエンス社　‾1989年

第磯節　申健の蓋器

ここでは、中健を鎌倉時代以降に限定し竃、出土土器を概観ずる田中健土器はS孤独　Sり25を

中心に出土した。陶器類、土師器、瓦質の土器が出土して締る。

盈⑳　陶器欝　備前焼⑳越前焼⑳産地不明の陶器に分陣られる。

く備前煉「二号5蝉二じ・ニー17つ雪濠ト′∴烹一一㍉こ∴　　　　＿－　　　′　　　　　　　一′つ？′7両皇二し

た。措鉢は2点とも打線部から休部にかけての破片であるの締ずれの鉢　描線端部が、拡張され上

意に立ち上が　気味である。体部内面には櫛揃の条線が施される。色調は茶褐色を呈している。賓

は描線部のみで所謂義経を呈する。色調は茶褐色を豊し貰締る。底部は平底等あ、色調は暗灰色

～灰色である。据鉢は描線端部の形態より間壁編年の備前膵期離職健妃前半譲のものであると思

われる。賓も玉緑の形態から同様の時期のものであると思われる。底部につ齢での時期は不明であ

る。

鰹越前焼　　り翫埋土中で出土した。婆のロ繚部の破片　盛のみ等ある膵の別封。押印等は確認で

きない。

（3）産地不明の陶器

一項恵蛮勇もJ－〕空目Po霊3、一三年う．靖：、ン圭．　′　ノ　　　　　　　　　　　　二lご：上一一（、T」‖・ミ古ら

る。聾は小さな破片がほ。とんどで諸の別のみ頚部～肩部の破片等ある。齢ずれも外面に　辺　nn～5

mの格子状の叩き昌を有するものである。内面は、野の鋼淘別海掘削刷毛打が魔られるが、他はナ

デ調整である。色調は、Pの錮のみ暗青灰色を呈するが淘他は灰傲～汲妖魔を豊する。焼成について

も炉の別を除けば、やや柔らかい焼き上が　である。外商に格予状の叩き指を衛する須恵質土器につ

締ては、久保穣二朗既が臓腑年に『郷土と博物館招鳥取県立博物館　の第邦号第　巻において、鳥

取県内出土例を紹介している（2）。最近の調査例では鳥取市天神山遺跡時鞠気高郡気高町会下の郡家遺

跡拍）等で出土例を見る。いずれの調査において　淘遺構に伴　出土例ではな齢。会下車郡家遺跡例で

は、鎌倉時代の製品（5）として記述が行われている。天神山遺跡例では鞠閣壁編年のⅤ期に比定される
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備前焼据鉢、「蟻健紀前葉の　のた思われる」越前焼の賓淘「且5世紀前半のものと思われる」青磁、

「15世紀～16世紀の伊万里と思われる」白磁が出土している（6）。今回の調査においては、Po245、238

が、上記の備前焼擦鉢と開通横間層内で出漉して締る。久保戌の上記の紹介において、格子状の叩

き目をもつ須恵質土器について、．7問題捏起としながらも、「やきものの生産年代は他地域の研究成果

を考えあわせるならば鞠平安時代～鎌倉時代初頭頃と考えられる（7）。」と年代観を述べてい藩。氏紹介

以降の調査例から考えると下限を15世紀ぐらいまで下げていいのではないかと思われる。格子状の

叩き目をもつ須恵器系の寮の産地は淘備中亀山窯鞠美作勝間田窯淘讃岐十瓶窯などが知られている纏）

が、今回の調査で出土した　のにつ締竃は馬筆者の見識不足から産地を同定することはできなかった。

鉢（Po246、5舶）のうち、一　㌘0246は胎土が粗いもので、内面に櫛描の交差する条線が施される。

Po544は非常に緻密な胎土で、白っぽい焼き上がりである。

音た：挙　れ－　　＿　　　　　　　　　　　　　　′　　　∵′′　二了．・言下　′‾∵∠「．∵、＿二　ノー∴・l

はPo248は片口のもので、∴柔らかい感じの焼き上がりである。Po248は、内面に櫛描きの条線が一部

斜格子状に施される。外商は粗齢不整方向のナデである。土鍋はSD蟻を中心に出土した岬の錆～欝淘

539、540）。Po270を除いて、て頚部で屈曲したあと内等しながら口緑端部に至るものである。全てに

外面にススが付着する。口線の上端には平坦面をもつ。焼成はPo265が須恵器に近い堅い焼き上がり

であるが、他は柔らかい焼き上がりである。外面は、Po270にタテ方向の刷毛目が施こされている他

は全て粗いナデが施さ計上粘土紐の凹凸も消されていない。内面は、丁寧に調整されており、ヨコ

ナデされるものと刷毛巨が認められるものがある。前者は、Po265～267、Po539、後者は、Po264、

268～270、540である。土鍋の大半げ02糾～271）が出土したSD16は、上記の備前焼措鉢（Po240、

241）が出土したSD25によって切られていることから、土鍋は15世紀初頭以前のものであると考え

られ、13世紀～摘世龍宮亘豆y㌣あると思われる（8）。羽釜はPo244の1点のみSD25で出土した。ロ緑

部から休部にかけての破片、である＿廼酎お　ほぼ水平方向に薄く貼りつけられる。口緑部は平坦面を

もち、休部にかけて内湾して時日言　柔らかい感じの焼き上がりである。

⑳施確陶器　2庶出丑』たの線色の灰轍陶器習鞠始まは極緻密であるの瀬戸燐の可能性がある纏の

2．土師質土器

主にSか16で出土した皿類が垂心である（Po：Z52、。255、256、522）。小型の浅いものPo255、256、522

とやや径が大きくなる炉心黒豆がある言ト型のものは、平担な底部から外傾して立ち上がるPo255、256と、

ほぼ垂直気味に立ち上が宣言与黒土がある。〕全て底面に糸切り痕を残す。胎土は全て撤密で、柔らかい

焼き上がりである。㌘0黒三封ま底面に辣撥り痕を残している。胎土は緻密で、柔らかい焼き上がりであ

る。欝の誠は淘　＄肪蟻の底面習出土』たの㌘の錆馴鎌倉時代の　のぞあると考える組の。

註（1）問壁忠彦、間壁落手！「裾前療軒先ノー一、mへノ胤j『倉敷考古館研究集報第1号、第2号、第5号』1966年、

1968年　及び久保穣二姓氏御教示による。

（2）久保穣二朗「堰瀬漣膏主点辛守中世覇頭の陶器について＿j『郷土と博物館』第26巻　第1号　鳥取県立博物館

1980年
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（3）『天神山遺跡発掘調査報告書』鳥取県教育委員会1989年及び中村徹氏漸教示による。

（4）『会下。郡家遺跡』鳥取県気高郡気高町教育委員会1982年

（5）久保穣二朗「中世の土器」（文献（4））

（6）文献（3）

（7）文献（2）

（8）間壁忠彦「備前」『世界陶磁全集3日本中世』小学館1977年

（9）久保穣二朗氏御教示による。尚、氏には本稿を書くにあたって、、多、・亡の御教示を得たが、本稿の文責は全て

筆者に帰するものとする。

車；蔀　∴－h・∴．

以上、今回の調査によって出土した遺構遺物について概観したのであるが、、第1節から第4節の

間で触れられなかった部分を補足しながら、今回の調査のまとめをしておく。

調査によって分かった弥生時代の秋里遺跡は、断言は出来ないのであるが、玉作りを行っていた

場所である可能性が高い。工房としては、掘立柱建物跡、、SDO5⑳腕に囲まれる場所が考えられる。

数多く検出された土壌のうち炭層をもつものも第1節で述べたように、玉作りの際に使用されたも

のであると考える。今回の調査によって多量の弥生土器が出土し＿、その中で注目されるのは、賓形

土器・器台形土器を中心に施されているスタンプ文である。その種類⑰点数とも県内の遺構の中で

最も多いものである。いわゆる特殊壷も出土しておりスタンプ文との関係で興味の湧くところであ

る。又、その他の弥生土器も弥生終末期の土器を考える上で大変重要なものである。さらに、内行

花文鏡の出土も破片ながら注目されるところである。

古墳時代以降については淘今回の調査では多　の遺構を確認する芸とはできなかった。古墳時代

の遺構は土壌、滞状遺構である。この中で注目されるものは酋墳時代後期から末期に掘られたと考

えられるSD15である。流路を変えながらも室町時代（Sf）25）まで主軸方向をほぼ変えずに存在

していたものである。1987年に鳥取県埋蔵文化財センターによって行われた試掘調査で検出された

溝と直行する可能性を　ち、条里との関係が注目されるたごろである。締ままで行われてきた古地

図や字名等で条里を復元していく作業に、発掘調査による検討を加えていく必要があると思われ、

そのためにも、沖積平野の発掘に於て古代中世の遺構を確実に捉えていく発掘調査がより重要にな

ってくるものとおもわれる。

最後になったが、今回の発掘調査及び報告書作成にお締貰多　の方々の御援助⑳御協力を頂いた

ことに深くお礼を申し上げます。

－186　－




