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序 

江戸時代の宿場町である七ヶ宿町では、現在、昭和 64 年度完成を目指して大規模な七ヶ宿ダ

ム建設工事が進められている。 

このダムは、建設省東北地方建設局が水源地域対策特別措置法に基づき、七ヶ宿町字渡瀬の

地に白石川の流水を湛え、流水の正常な機能維持と洪水調節を図るとともに、かんがい用水、

水道用水、工業用水の豊かな供給を目的に計画した宮城県内最大の多目的ダムである。 

このダム建設によって、七ヶ宿町渡瀬、原、追見の三集落の家屋158戸と約4.1Ｋｍ２の土地が

水面下に没することになった。 

水没地内における埋蔵文化財の調査は、建設省東北地方建設局七ヶ宿ダム工事事務所長から

の依頼によって昭和56年度から本格的に始まり、大部分の野外調査を終了したのは昭和59年度

である。 

調査当初、広大な調査対象面積を前に調査の長期化が予想され、ダム建設工事への影響が危

惧されたが、東北地方建設局や七ヶ宿町など関係当局の誠意ある御協力と担当職員の努力に支

えられ、項調に野外調査を終了することができた。 

調査の結果発見された遺構や出土遺物は、膨大なものであり、昭和 60 年度からは専ら室内で

の遺物整理を継続し、これまで既に３冊の報告書を刉行してきた。 

本報告書は、第４冊目に当たり､「大梁川遺跡・小梁川遺跡 (石器編)」の内容を取りまとめ

たものである。これをもって、ほぼ７か年経過した七ヶ宿ダム関連遺跡の調査の総てを終了す

る運びとなった。 

ここに、長期にわたる調査に御協力を賜った関係各位に対し、改めて深甚なる感謝の意を表

わすとともに、全４冊の報告書が学術研究並びに社会教育などの資料として広く活用されるよ

う願うものである。 

昭和 63 年３月 

宮城県教育委員会 

教育長 関 本 朝 吉 



 

七ヶ宿ダム関係遺跡調査に至る経過 

七ヶ宿ダムは、阿武隇川水系白石川の宮城県刈田郡七ヶ宿町字渡瀬の地に洪水調節、流水の

正常な機能維持並びにかんがい用水、水道用水及び工業用水の供給を目的として建設される多

目的ダムである。 

昭和 50 年９月、宮城県教育委員会は七ヶ宿ダム建設に伴う水没地の埋蔵文化財の保護をめぐ

り建設省東北地方建設局長に協議した。 

昭和50年12月、七ヶ宿ダム調査事務所長は七ヶ宿ダム建設地域内の埋蔵文化財の所在､規模､

内容等について七ヶ宿町教育委員会経由で協議してきた。これに基づいて、昭和51年５月26日

～５月 27日、七ヶ宿町教育委員会の協力を得て分布調査し、これまで周知の遺跡としてきた小

梁川遺跡、小梁川東遺跡、大梁川遺跡のほか烏川岳遺跡が発見されたことを含め、昭和51年６

月２日付け文第128号で回答した。 

さらに､昭和53年４月､七ヶ宿ダム建設に伴い一部水没する一般国道 113号の付替道路計画に

伴う関係地域の文化財等の調査の依頼があり、昭和53年５月16日から５月18日まで分布調査を

实施した。その結果について､昭和53年６月26日付け文第114号で回答した。この調査で､新た

に、矢立遺跡、大熊单遺跡などを追加することになった。また、このときダム水没地域での再

度の分布調査が必要な旨建設省七ヶ宿ダム工事事務所に連絡した。 

昭和54年10月と昭和55年８月の二回にわたり七ヶ宿ダム工事事務所長は、七ヶ宿ダム建設に

伴う埋蔵文化財の分布及び発掘調査について七ヶ宿町教育委員会、白石市教育委員会と宮城県

教育委員会の三者に協議してきた。 

昭和55年11月18日付け文第639号で宮城県教育委員会は､七ヶ宿ダム建設事業に伴う埋蔵文化

財の予備調査を实施する旨建設省側に通知した。 

昭和55年11月～12月、最終の詳細分布調査を实施し、その結果を七ヶ宿ダム工事事務所長に

通知した。 

この頃になると、用地等の買収の見通しがつき、発掘の支障が徐々にとり払われ始めた。 

昭和56年３月上旪発掘調査の諸準備に着手した。下旪には発掘調査現場の設営を完了した。 

昭和56年４月７日、発掘調査の地区設定に入り４月13日には作業員を正式に雇用し、重機も稼

動し、調査は軌道にのり動きだした。 

昭和56年度から59年度までの調査で養源寺跡と冷清水遺跡を除いて野外調査の大部分を終了

することができた。基礎的遺物整理は昭和56年度から实施しているが、本格的遺物整理は昭和

59年度からで、今回､「大梁川遺跡・小梁川遺跡 (石器編)」をとりまとめ報告することによっ

て、長期にわたった七ヶ宿ダム関係遺跡の調査の総てを終了するものである。 



 

例   言 

1．本書は七ヶ宿ダム関連遺跡発掘調査報告書第４冊目として、大梁川遺跡・小梁川遺跡出土石

器の成果をまとめたものである。 

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

3．調査および整理において下記の方々からご指導・ご教示をいただいた。(敬称略) 

後藤勝彦 (仙台西高校)、林 謙作 (北海道大学)、藤沼邦彦・村山斌夫・小井川和夫・山田

晃弘 (東北歴史資料館)、丹羽 茂・村田晃一 (多賀城跡調査研究所)、田中則和 (仙台市立

博物館)、佐藤 洋・小川淳一・渡部弘美・为浜光朗 (仙台市教育委員会)、森 貢喜 (岩沼

市立单小学校)、山内幹夫 (福島県文化センター)、辻 秀人・田中 敏 (福島県立博物館)､

熊谷常正 (岩手県博物館)、高橋忠彦 (秋田県埋蔵文化財センター)、会田容弘･坂田浩一 (東

北大学考古学研究室)、秦 昭繁、宮崎隆史、古山安弘 

4．土色は「新版標準土色帳」(小山･竹原：1973) を、土性区分は国際土壌学会法の基準を参照

したものである。 

5．石器の石材鑑定は蟹沢聰史（東北大学教養部地学教室）に委託し、出土遺物の写真撮影は友

野 武（写真館ともの）に委託した。(敬称略) 

6．地形図は建設省国土地理院発行の1/25,000「白石单部」･「関」を使用した。 

7．上記遺跡の遺構、出土遺物に関する实測図・写真等に関する資料および出土遺物は宮城県教

育委員会において保管している。 

8．整理・報告書の作成は文化財保護課が担当し、整理・執筆は課員の検討を経て次の通り分担

して行った。 

調査に至る経過                       新庄屋元晴 

大梁川遺跡；Ⅰ～Ⅲ･Ⅳ-2～5の遺構Ⅴ-3           手塚 均 

Ⅳ-1Ａ～Ｃ･Ⅳ-2～6の土器･7、Ⅴ-1             相原 淳一・加藤 明弘 

Ⅳ-1Ｄ・Ⅳ-2～6の石器・Ⅴ-2                佐藤 広史・赤澤 靖章 

Ⅳ                            相原 淳一 

小梁川遺跡；縄文時代遺構編Ⅱ－石器            佐藤 広史 

遺物包含層石器編                伊藤 裕 
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調 査 要 頄 

１. 遺跡の名称：大梁川遺跡 

２. 遺跡所在地：宮城県刈田郡七ヶ宿町字若林山ほか 

３. 遺 跡 記 号：ＪＥ（宮城県遺跡地名表登載番号 04034） 

４. 調 査 期 間：昭和59年４月26日～７月25日 

５. 対 象 面 積：約10000㎡ 

６. 発 掘 面 積：約1000㎡ 

７. 調 査 为 体：宮城県教育委員会・建設省東北地方建設局七ヶ宿ダム工事事務所 

８. 調 査 担 当：宮城県教育庁文化財保護課 

９. 調 査 員：平沢英二郎・真山  悟・後藤 彰信・相原 淳一・村田 晃一 

小山田正男・今野  隆 

10. 調査協力機関：七ヶ宿町教育委員会 
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Ⅰ 遺跡の位置と自然環境 

大梁川遺跡は刈田郡七ヶ宿町字若林山ほか地内に所在し、七ヶ宿町役場の所在する関から東

方へ 3.9ｋｍの地点に位置している。 

本遺跡の所在する七ヶ宿町は宮城県の单西端にあたり、西は山形県・单は福島県に隣接し、

宮城県の西側県境を单北に走る奥羽山地の中の二井宿山地内に属する山懐の町である。町の北

方には標高約 1800ｍの蔵王連峰、西方および单方にはそれぞれ山形県･福島県との境をなす標

高 700～1000ｍの山々が連なり、その中央を阿武隇川の支流である白石川が東西に貫流してい

る。川沿いには沖積地や河岸段丘からなる狭隘な低地がひらけており、そのなかに関・追見・

原・渡瀬等の集落が形成されている。 

大梁川遺跡は白石川の一支流で原頭地区に向かって单流する大梁川左岸の单西向きの丘陵緩

斜面に立地している｡この丘陵緩斜面は標高 300～310ｍで､307～310ｍにかけてはほぼ平坦面

になっており、北側には東西方向に走る狭い沢がはいり、单側も括れているため、全体として

は西の大梁川に向かって舌状に張り出すようになっている。遺跡の広がりは、この舌状に張り

出す部分を中心に下位の斜面を含めた4000㎡ほどになるものと思われる。 

遺跡の現状は大部分が山林で、西側の一部が林道工事などで壊されている。なお、今回の調

査区の下位の部分はダムの常時満水位から最高水位までの部分にあたり、この部分については 
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現状保存をすることになっている。 

＊周辺の遺跡については七ヶ宿ダム関連遺跡発掘報告書Ⅰ～Ⅲの中で何回も述べているの

で本書では省略する。 
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Ⅱ 調査の方法と経過 

１．野外調査 

本遺跡は七ヶ宿ダム建設工事に係わる国道113号線付替えに付随して行われた林道付替え工

事に係わるものである｡発掘調査は昭和59年４月26日に開始した｡調査対象面積は約10000㎡で

ある｡はじめに重機を使用して表土を除去し遺構の確認を行い､遺構が確認された時点で 3ｍ卖

位のグリッドを設定して精査することにした。 

その結果､遺構は調査対象区の最西端で集中して検出され､この地区の道路中心杭Ｎｏ18＋00

とＮｏ19＋10を結ぶ線を東西方向の基準線とし、これに直交する基準線を設けグリッドを設定

した。 

グリッドについては東西方向をアルファベット、单北方向をアラビア数字で表し、その組み

合わせをもって名称（グリッド東单隅の杭）とした。また、道路中心杭Ｎｏ18＋00を境に東側

をＡ区、西側をＢ区と大別し、Ｎｏ18＋00の西北側の区をＢＡ50区と定めた。 

発見された遺構は縄文時代中期後葉～後期初頭のもので、遺物包含層１地点・竪穴住居跡 11

軒・敶石住居跡（？）１軒・炉跡６基・埋設土器遺構９基・土壙４基がある。これらについて

は､遣り方を設定し縮尺１/20 による实測図を作成するとともに写真撮影による記録を行ってい

る。 

なお、調査成果の公開を図るため６月23日に現地説明会を開催している。その後、精査の補

足作業などを行い、７月25日に野外調査の一切を終了した。 

２．報告にあたっての凡例 

ａ．遺構図の凡例 

住居跡・炉跡・埋設土器遺構は１/60、土壙は１/30のスケールで掲載した。住居跡の規模は

対象軸を基準とし、最も長い軸を長軸・長軸に直交する軸を短軸とし、長軸と短軸がほぼ一致

するものは径とした。炉の規模についても住居の場合とほぼ同様であるが、短軸は長軸に直交

する最大幅を表した。また、複式炉の部位名については基本的に土器埋設部・石組部・掘込み

部とし、石囲・敶石・石組を伴うものについては、例えば土器埋設石囲部・敶石石組部・石囲

掘込み部等の名称を用いた。なお、住居跡あるいは炉跡の焼け面はスクリーン・トーンで表し

たが、炉石の焼けについては文章でのみ表した。詳細は第３図を参照されたい。 

ｂ．土器・土製品実測図の凡例 

土器の正面図・拓影図は1/3、展開図は1/6、円盤状土製品は1/3、土偶・土錘・不明土製品 
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は１/２のスケールで掲載した。なお､図中のスクリーン･トーンは朱塗りの範囲を表している。

また、ドットは磨滅の範囲を表し、破線で囲い込んだものは剥落の範囲を表している。 

ｃ．石器の実測図および記述の凡例について 

１．二次加工 

石器については二次加工の形状と刃部の形態を重要と考え、二次加工の形状を以下のように

分類し、記号を使用して説明する (第４図)。 

Ａ  バルブの部分が薄く、器体に沿って奥まで入る剥離。素材のほぼ全面を覆う。 

Ｂ  バルブの部分が薄く、器体に沿ってやや奥まで入る剥離。 

Ｃ  急角度でバルブが発達する剥離。 

Ｄ  縁辺に沿った小剥離。 

Ｅ  階段状（ステップ状）の剥離。 

Ｆ  折断面 (折れ面)。両極の打痕を有する例がある。 

Ｇ  樋状剥離 (ファシット状剥離)。 

ＢＰ  両極剥離。 

二次加工によって作出される刃部の形態については、スクレイパー状、鋸歯状、交互剥離状

を設定する (第５図)。 

① スクレイパー状 ネガティブバルブの目立たない剥離が連続する。刃部は正面観、立面 
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観共に直線となる。 

② 鋸歯状 ネガティブバルブの発達する剥離により正面観が鋸歯状であるが、立面観は直

線に近い刃部形状を呈する。いわゆるデンティキュレイトである。 

③ 交互剥離状１ 正面観は直線であるが、立面観は鋸歯状の刃部形状を呈する。いわゆる

ジグザグの刃部である。 

④ 交互剥離状２ 正面観、立面観共に鋸歯状の刃部形状を呈する。いわゆる鋸歯状で、ジ 
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グザグの刃部である。 

刃部の形状については直刃、凸刃、丸凸刃、凹刃、ノッチ、尖端部を設定する。(第６図)。 

２．使用痕、付着物、二重パティナ（第７図） 

使用痕、付着物、二重パティナはスクリーントーンで位置を示し、観察表または本文中で説

明を加えることにする。スクリーントーンは三種類を使用している。 

① スクリーントーン１で部位を示すもの。 

･剥片石器の刃部の摩滅、ポリッシュなど。 

･磨凹敲石類の磨面の範囲。 

･二重パティナ石器のパティナの新旧関係。 

･剥片接合資料で、その直前に剥離された剥片が接合していたネガ面。 

② スクリーントーン２で部位を示すもの。 

･剥片石器の焼けはじけ。 

･剥片石器の付着物。 

③ スクリーントーン３で位置を示すもの。 

･磨凹敲石類の敲打面の範囲。 

Ⅲ 基 本 層 位 

前章でも述べたように、重機を使用して調査区全体の表土等を除去した後に遺構の確認を

行ったため、遺構確認面までの土層の状況については不明瞭な部分が多く、記録も十分に行わ

れてはいない。したがって、調査区全体を通しての基本層位について述べることができないが、

調査区の西側（ＢＫ～ＢＯ－54～61区）では遺構確認面の直上層が部分的に検出されている。 

これはシルト質の褐色土層で後述する第１号住居跡最上層の堆積土にも類似のものが見られ

る。層中からは量的には尐ないが縄文時代後期前葉の土器が出土している (西側基本層位第Ⅱ

層)。 
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Ⅳ 発見された遺構と遺物 

今回の調査で発見された遺構には遺物包含層１地点・竪穴住居跡 11 軒・敶石住居跡（？）１

軒・炉跡６基・埋設土器遺構９基・土壙４基がある。これらは、縄文時代中期後葉～後期初頭

のもので中期のものが大部分を占めている。出土遺物には縄文土器・土製品・石器があり、遺

物総量は平箱で150個を数える。以下、各遺構毎に遺構･出土遺物について説明し、最後に基本

層位出土の遺物についても触れることにする。 

１．单側遺物包含層 

Ａ．单側遺物包含層層位 

单側遺物包含層はＡＮ～ＢＪ･47～52区の約550㎡に及ぶ広がりをもつ大規模なものである。

層厚はＡＲ～ＢＢ･47～51区では約60ｃｍを測り、最も分層することができたＢＡ50区では７枚

を数えることができた。各層はいずれもシルトで構成され、第Ⅰ～Ⅳ層の４枚に大別された。

第Ⅱ～Ⅳ層はいずれも将棋倒し状の構造をもつ堆積で、巨視的に視た場合、黄色→黒色→黄色

→黒色と互層状に堆積しており、明瞭に分層することができた。遺物は層中及び層理面に沿っ

て検出され、多量の土器・石器・土製品が発見された。 

第Ⅳ層；人頭大の礫を含む黒褐色土層である。遺物を含まない旧表土を覆い、ＡＯ～ＢＪ･48

～52 区の单側遺物包含層の中でも比較的高い地区に分布している。最も厚く堆積していた

ＢＡ50区では約30ｃｍを測る。第１表に示すように、ＢＡ50区･ＢＢ50～51区の３グリッドでは

さらに２～３枚に細別された。ＢＣ～ＢＥ･49～50 区では、黒褐色土層と黄褐色土層の細かな互

層構造を示す３層の最下部に黒褐色の卖層として把握された。 

第Ⅲ層；暗褐色～黒褐色土層である。旧表土･遺物包含層第Ⅳ層を覆い､ＡＯ～ＢＨ･47～52

区に広がる。最も厚く堆積していたＢＡ49 区では約 40ｃｍを測る。第１表に示すように、ＡＳ50

区、ＡＴ49･50区、ＢＡ49･50区･ＢＢ49区の６グリッドではさらに２～４枚に細別された。第

Ⅲ層の西側部分は特に黄褐色土層と黒褐色土層の互層構造が発達しており､黒褐色土層中に遺

物が含まれていた。 

第Ⅱ層；小礫を比較的多く含む暗褐色～黒褐色土層である｡層はほぼＡＯ～ＢＧ･47～52 区に

広がり、遺物包含層の中では比較的低い地区に分布している。最も厚く堆積していたＡＴ48区

では約50ｃｍを測る。第１表に示すように、ＡＲ49区、ＡＳ49区、ＡＴ48･49区、ＢＡ48･49･50

区、ＢＢ48区の８グリッドではさらに２～４枚に細別された。 

また、この時期には廃絶された住居跡にも盛んに遺物が廃棄されている。 
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第Ⅰ層；褐色～暗褐色土層である。層はほぼＡＯ～ＢＧ･47～52区に広がり、いくつかの地区

では２枚に細別された。本層は单側遺物包含層全体を覆う最上層のために、発掘調査時は遺物

包含層と認定しないで掘り下げられており、セクション図もいくつかのグリッドでその一部が

記録されたに過ぎない。このように発掘調査・記録に若干の不備は見られるものの、①本層が

相対的に最上層である点、②一括遺物が見られる点は明確であり、遺物包含層に準じた扱いと

する。ただし、細別は行わずまとめて１層として扱う。 

遺物の接合作業は発掘調査の最小卖位である収納袋ごとに、すなわち各グリッド･各ベルト･

各取り上げ層位・作業日時別に行い、発掘調査の全作業工程を遺漏なく忠实に復元するように

最大限の努力を払った。次に隣接グリッド・層位間の接合作業を行い、遺物の接合関係を明ら

かにした。 

遺物の接合関係は概ね大別・細別層位に即したものであった。一部に見られた複数層にまた

がる接合関係をもつ遺物については、原則として取り上げ層位の最下層扱いとし、観察表に複

数層のすべてを書き出した。 

石器や土偶・土製品等の小物の遺物は、ネーミングのスペースに制約があり、調査データの

すべてを記録できたわけではなく、一部で土器とは必然的に取り扱いに違いが生ぜざるを得な

かった (登録方法のミス)。 
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Ｂ．单側遺物包含層出土土器の分類 

单側遺物包含層出土土器は、前頄で既に明らかなように第Ⅳ層から第Ⅰ層まで層位的に分

離することができた。これらの土器を各層別に比較すると、いずれも漸移的かつ連続的に変化

しており、特に器形については細部の違いはあるものの、巨視的に見た場合、ほぼ同様の形態

が踏襲されている。そこで本稿では以下の器形分類によって各層通して説明を加えて行く。 

深鉢形土器：口径より器高の大きいもので、口縁部の形状には(Ⅰ)２～６卖位の波状縁、(Ⅱ)

４～10卖位ほどの半円形の突起が平縁に付されるもの、(Ⅲ)平縁の３類型に分けることができ

る。まれに把手や注口の付されるものもある。口縁部から胴部の形態には、次の４種類が見ら

れる。 

深鉢Ａ類：頸部でくびれ口縁部の内弯するものである。口縁部の内弯の度合いや傾き加減、

胴部の膨らみの程度には変異が見られる。 

深鉢Ｂ類：胴上部で軽く弯曲し、口縁部が緩やかに外反する器形である。胴上部の弯曲の程

度や口縁部の外反の度合いには変異が見られる。 

深鉢Ｃ類：口縁部が内弯し、頸部にくびれ部を持たないものである。胴部は内弯気味に外傾

するものと、胴中位で緩やかにくびれるものとがある。口縁部の内弯の度合いには変異が見ら

れる。 

深鉢Ｄ類：胴部両側に縦位２個１対の紐掛け状の橋状突起が付されるものである。 

鉢・浅鉢形土器：器高より口径の大きいものである。器高と口径の比がおおむね１対１程度

のものを鉢、１対２程度のものを浅鉢としたが、中間的な比率をもつものも多く数値から一面

的に判断できるものではなく、ここでは朱彩の有無、条線文の有無、炭化物付着の状況など多

面的な見地から総合的に判断した。それぞれ口縁部の形状には、(Ⅰ) ４卖位の波状縁、(Ⅱ) ４

～８卖位の半円形の突起が付されるもの、(Ⅲ) 平縁の３類型がある。浅鉢の多くには円窓状な

いしは円筒状の注口が付されている。口縁部から胴部の形態には、次の４種類が見られる。 

鉢Ａ類：口縁部が短く内弯するものである。いずれも小形品で胴部には条線文が施され、朱

彩が加えられるものが多い。 

鉢Ｂ類：頸部が「く」字状にくびれ、口縁部が短く外傾するものである。いずれも中形品で

炭化物が多く付着したり、二次加熱の痕跡が残っている。注口の付されるものもある。 

浅鉢Ａ類：口縁部が内弯気味にほぼ直立、ないしは外傾するものである。小形品で円窓状の

注口の付されるものが多く、炭化物の付着するものもある。 

浅鉢Ｂ類：口縁部が内弯するものである。中形品で円窓状・円筒状の注口の付されるものが 
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多い。炭化物が厚く膜状に付着し、二次加熱の痕跡が明瞭に残っているものも見られる。 

底部には台の付されるものが破片資料で認められたが、全体形の明らかなものはなくすべて

｢台付鉢｣ として一括した。台部には円窓･楕円窓などの各種の窓が設けられ、二次加熱の痕跡

が明らかなものも多い。 

有孔土器：形態的には鉢・浅鉢形土器に含まれるものであるが、いずれも破片資料で全体形

は明らかではない。口縁部ないしは口縁部を取り巻く鍔状の隆帯に連続して貫通孔が設けられ

るものを「有孔土器」として一括した。 

器台形土器：円錐台状の台部に円板状の受部を載せるものである。炭化物の付着や二次加熱

の痕跡が認められ、台付鉢の台部が独立して製作されたものと考えられる。いずれも円窓が設

けられている。 

壺形土器：すべて小形品である。破片資料のために全体形は明らかではないが、胴部の形状

には若干の変異が見られるようである。朱彩の施されるものもある。 

蓋形土器：小形で鉢を伏せたような形態である。 

吊手土器：吊手状の橋状部をもつ土器である。いずれも注口部が付く。 

袖珍土器：器高が3～5ｃｍ程のミニチュア品である。 
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Ｃ．单側遺物包含層出土土器 

１．第Ⅳ層出土土器 

ＢＡ50区･ＢＢ50区･ＢＢ51区では２～３層に細別された。ここでは､ｂ～ｃ層の下部資料とａ

層･ａ層上面の上部資料とに分けて提示し、最後に大別層位しか得られなかった地区の資料を一

括して提示する。 

第Ⅳb～c層：図示した土器は 11点(深鉢８点、浅鉢２点、壺１点)である。拓本資料は 52点

(深鉢49点、鉢１点、壺２点) である。 

深鉢形土器：深鉢には３種類(Ａ～Ｃ類)の器形が見られ、各器形はさらに細部の器形的特徴

や文様の施文される位置、あるいは文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ａ 類：口縁部の形状には、（Ⅰ）４卖位の波状縁、（Ⅱ）４～10卖位の半円形の突起が平縁に

付されるもの､（Ⅲ）平縁の３類型がある。 

Ａ（Ⅰ）類：４卖位の波状縁をなすもので第 10図１が該当する。渦巻き文が施されているが、

文様の全体形は明らかではない。 

Ａ（Ⅱ）類：４～10卖位の半円形の突起が平縁に付されるもの（第10図２～第11図１）である｡ 

口縁部の文様は渦巻き文によって構成される。渦巻き文はおおむね右巻き文と左巻き文とが

｢Ｃ｣ 字状に連結（以下､「逆巻き『Ｃ』字状文」と呼称）され、隆線と沈線の組みあわせによっ

て形成されている。渦巻き文には、①縦位の逆巻き｢Ｃ｣字状を呈し、上下ともに太描き沈線文

によって構成されるもの (第10図２)、②縦位、横位、斜位の逆巻き｢Ｃ｣字状文を配し、突起

部の渦巻き文のみ太描きとし他の一方を細描きとしたもの（第10図４、５、12、第11図１）と

がある。また、太描き渦巻き文の渦巻き部はおたまじゃくしの頭を思わせる形状（第10図５）

をとる場合もあり、必ずしも渦を巻くとは限らない。一方、細描き渦巻き文は多重化する傾向

があり、渦巻き文内には、ⓐ縄文、ⓑ条線文、ⓒ刺突文が施されるものがある。また、縦位の

逆巻き「Ｃ」字状文の場合、①･②を問わず、上下の渦巻き文間の隆線部は舌先状に張り出し、

小突起状を呈する(第10図２～７)。第10図12、第11図１のように横位展開する場合には特に張

り出すということはない。 

文様構成としてはこれらを卖位文様として、①卖に横方向に連続して並べるもの(第 10図 12)

②入組み状の構成をとるもの(第10図３､４)､③太い渦巻き～波状文を配し、その間に逆巻き

｢Ｃ｣ 字状文を充塡してゆくもの（第 11図１）がある。文様の隙間には、円形の盲孔が充塡文と

して施されるもの（第10図11）もある。 

胴部文様は、①地文のみのもの (第10図４)、②文様構成をもつもの（第10図７、12）があり､ 
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文様の全体は明らかではないがステッキ状や縦長の「∩」状文が描かれている。 

Ａ（Ⅲ）類：平縁のもの（第11図２～３）である。文様は沈線文によって楕円文が描かれてい

る。 

Ｂ 類：口縁部の形状では波状縁を確認することができず、すべて（Ⅲ) 平縁で、文様とし

ては次の５類型に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位沈線文が施され、口縁部に無文帯が設けられるもの（第 11 図４～６）で

ある。胴部文様はすべて渦巻き文・楕円文によって構成されている。４は渦巻き文が横位に展

開し、その間に楕円文が充塡され、５は楕円文･「∩」状文が施され、さらに刺突文が加えられ

ている。６は縦位に展開する渦巻き文によって構成され、２個１対の渦巻き文間の隆線部分は

舌先状に張り出し、Ａ（Ⅲ）類の渦巻き文と共通している。また、全体的には２本隆線･３本沈

線によって文様が描かれている。 

２ 類：頸部に横位沈線文が施されず、口頸部から胴部にかけて为として渦巻き文で文様が

描かれるもの（第 11図７～11）である。全体の文様構成は明らかではないが、８～10は２本隆

線・３本沈線によって文様が構成されている。 

３ 類：頸部に横位沈線文が施されず、口頸部から胴部にかけて渦巻き文･楕円文･「∩」状

文の複合文様が描かれるもの（第11図12～第12図４）である。12は３本沈線の大波状文間に、

楕円文・逆巻き「Ｃ」字状を呈する渦巻き文を配したものである。 

４ 類：頸部に横位沈線文が施されず、頸部から胴部にかけて地文の施されるもの（第 12 図

５～９）である。地文の種類には①縄文、②条線文・縦位沈線文がある。 

Ｃ 類：口縁部の形状には、（Ⅰ）波状縁、（Ⅲ）平縁がある。器形としては、最大径が口縁

部にあるものと胴中位にあるものとがある。器形と文様の違いから次の３類に分けることがで

きる。 

１ 類：口縁部が波状を呈し、渦巻き文によって文様が構成されるもの（第12図10）である｡

渦巻き文の特徴は、Ａ（Ⅱ）類やＢ１類にほぼ一致している。 

２ 類：口縁部が平縁で、渦巻き文･楕円文によって文様が構成されるもの（第12図11～15、

第13図１）である。11は緩い渦巻き文が描かれ、渦巻き部全体に地文が施されるものである。

13～15、第13図１は卖線による楕円文･｢∩｣状文が配されている。文様間の隙間には、円形の

盲孔が施されるもの（13）もある。 

３ 類：口縁部が平縁で、最大径が胴中位にあるもの（第12図16、17）である。口縁部には

無文帯をもち、胴部には地文の縄文が施されている。 

第 13図２～12はその他の胴部破片である。２、３は文様構成の一部に刺突文を持ち、４～12

は緩い渦巻き文、楕円文、｢∩｣状文の施されるものである。多くは卖線で描かれ、文様間の充 



 

 18 

塡文としておたまじゃくし状の縦位沈線文の描かれるもの（４）も見られる。 

第14図１～３は底部資料である。 

浅鉢・鉢形土器：出土点数が尐ないので個別に説明を加える (第14図４～６)。 

４は８卖位の波状縁をなし、口縁部が緩く内弯するもの（浅鉢Ａ類）である。波頂部の一か

所に円窓状の注口部が設けられている。文様構成は深鉢Ａ(Ⅱ)類とほぼ同じで、口縁部には逆

巻き｢Ｃ｣字状を呈する渦巻き文が入組み状に配され、胴部には縦位の楕円文が連続して描かれ

ている。口縁部にはさらに刺突文が加えられている。 

５は破片のために明らかではないが、口縁部が緩く内弯する鉢と思われる。口縁部には無文

帯が設けられ、胴部には条線文による弧状文が加えられている。 

６は浅鉢の底部資料である。 

壺形土器：いずれも破片資料（第 14 図７～９）のために全体形は明らかではない。すべて小

形品である。７の胴部については釣鐘状を呈している。胴部には、入り組み「Ｓ」字状 (７)、

渦巻き状 (８)、同心円状（９）の文様が施されている。 

第Ⅳa層・a層上面：図示した土器は14点（深鉢13点、浅鉢１点）である。拓本資料は63点

(深鉢61点、浅鉢２点) である。 

深鉢形土器：深鉢には第Ⅳb～c層と同様の３種類(Ａ類～Ｃ類)の器形が見られ、各器形は

さらに細部の器形的特徴や文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ａ 類：口縁部の形状には、（Ⅰ）４卖位の波状縁、（Ⅱ）４～10 卖位の半円形の突起が平縁

に付されるもの､（Ⅲ）平縁の３類型がある。 

Ａ（Ⅰ）類：４卖位の波状縁をなすもの（第 15 図１～３）である。１の波頂部は椀状を呈して

いる。３は渦巻き部が軽く盛り上がる形状をしている。口縁部には逆巻き｢Ｃ｣字状文が入り組

み状に(１)、あるいは横位に連続して配され（２）ている。３は、太い渦巻き～波状文を配し、

その間に楕円文が充塡されている。胴部は縦長の「∩」状文が施されている。 

Ａ（Ⅱ）類：４～10卖位の半円形の突起が平縁に付されるもの(第15図４～第16図４)である｡

口縁部･胴部の文様は第Ⅳb～c層と本質的に異なるものではない。しいてあげれば､第 15図４

の逆巻き「Ｃ」字状文はａ層･ａ層上面の第15図２に類似し、第16図４は同じく第15図３や第16

図５に類似する構成をとり、b～c層には見られないものである。 

Ａ（Ⅲ）類：平縁のもの（第 16図５～第 17図３）である。大きくは口縁部に文様の施される

ものと施されないものに分けることができる。 

１ 類：太い渦巻き～波状文を入組み状に配し、その間に楕円文を充塡しているもの（第 16

図５）である。文様構成としては、第15図３や第16図４に類似している。 
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２ 類：沈線文による楕円文、渦巻き文、波状文の施されるもの（第16図６～15）である。 

b～c層には、９・10のように多状化するものは見られない。 

３ 類：口縁部に文様の施されないもの（第 17 図１～３）である。１は胴部に「∩」状文が

施され、２は口縁部に隆帯が付されている。 

Ｂ 類：口縁部の形状には､（Ⅰ）２卖位の波状縁、（Ⅱ）８卖位の半円形の突起が付されるも

の､（Ⅲ）平縁の３類型がある。文様としては次の４類型に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位沈線文が施され、口縁部に無文帯が設けられるもの（第17図４～７）で

ある｡（Ⅰ）･（Ⅲ？）の２類型がある。胴部文様は、楕円文と「∩」状文あるいは波状文との組

み合わせによるものと、渦巻き文・楕円文によって施されるものがある。 

２ 類：頸部に横位沈線文が施されず、渦巻き文と「∩」状文・ステッキ状文･｢Ｃ｣ 字状文

との組み合わせをもつもの（第18図１）である。口縁部には８卖位の半円形の突起が付され、

この部分のみが隆線によって表現されている。さらに文様と文様の間隙には円形の盲孔が付さ

れている。全体形は不明であるが、第18図２は同様の構成を取るものと思われる。 

３ 類：頸部に横位沈線文が施されず、口縁部から胴部にかけて楕円文･｢∩｣状文の複合文

様によって構成されるもの（第18図３～第19図２）である。口縁部の残存するものはすべて平

縁である。 

４ 類：頸部に横位沈線文が施されず、頸部から胴部にかけて地文の施されるもの(第19図

３～11･第20図１) である。地文の種類には、①縄文、②条線文があり、b～c層と同じである。 

Ｃ 類：口縁部の形状には、(Ⅰ)波状縁、(Ⅲ) 平縁がある。文様構成の違いから次の２類に分

けることができる。 

１ 類：楕円文･｢∩｣ 状文･ステッキ状文が施されるもの（第21図１～５）である。１は文

様の間隙に、円形に盲孔と縦位沈線文が施され、３は波頂部下の楕円文に刺突文が加えられて

いる。 

２ 類：胴部に地文の施されているもの（第21図６）である。 

第21図７～第22図11はその他の胴部破片である。いずれも楕円形･｢∩｣状文の組み合わせに

よって文様が構成されている。第21図７は刺突文が加えられている。 

第22図12～13は底部資料である。胴下部には縄文が施されている。 

浅鉢形土器：Ａ・Ｂ、２類型が発見された。 

Ａ 類：口縁部が緩く内弯するもの（第22図15～16）である。平縁・波状縁があり、内弯部

に文様が配されている。15 は円形の隆線文が施され、太描き渦巻文が周囲を取り巻いている。

16は波頂部に円形の盲孔を配し波状部に太描き渦巻き文が施されている。 

Ｂ 類：器形の全体は明らかではないが、口縁部が強く内弯すると思われるもの(第22図14) 
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である。全体に大きく逆まき「Ｃ」字状文が入組み状に配されている。 

b～c層の浅鉢の点数が尐ないので明確ではないが、これらの類型は明らかに下部資料には欠

落している。 

第Ⅳ層：ここでは、大別層位しか得られなかった地区の資料を扱う。図示した土器は 45点

（深鉢32点、浅鉢８点、鉢２点、台付鉢２点、器台１点）である。拓本資料は76点（深鉢68点､

鉢３点、浅鉢５点）である。 

深鉢形土器：深鉢には３種類（Ａ類～Ｃ類）の器形が見られ、各器形はさらに細部の器形的

特徴や文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ａ 類：口縁部の形状には、（Ⅰ）４～６卖位の波状縁､（Ⅱ）４～12 卖位の半円形の突起が平

縁に付されるもの､（Ⅲ）平縁の３類型がある。 

Ａ（Ⅰ）類：４～６卖位の波状縁をなすもの（第23図１～６）である。波頂部には、いずれも

渦巻き文やおたまじゃくし状渦巻き文が施されている。３、５は波底部資料である。 

Ａ（Ⅱ）類：４～12卖位の半円形の突起が平縁に付されているもの（第23図７～第24図９）で

ある。口縁部の文様は、第24図９を除き、渦巻き文によって構成されている。渦巻き文は逆巻

き｢Ｃ｣字状を基調とするものであるが、第23図15のように２つの渦巻き文を組み合わせてさら

に大きな渦巻き文を構成するものや第24図６のように隣の渦巻き文と連結して項巻き｢Ｓ｣字状

を呈するものも見られる。第24図９は楕円文、大小の「∩」状文を組み合わせている。文様構

成を窺い知ることのできる資料は尐ないが、これらを卖位文様として、①卖に横方向に連続し

て並べるもの－ⓐ第23図15のように同一文様が繰り返されるもの､ⓑ第24図８のように異種文

様が並べられるもの、ⓒ胴部まで文様が連続するもの、②明確ではないが、入組み状の構成を

取るもの（第23図８）がある。 

胴部文様は第23図15、第24図８、９ともに縦長の「∩」状文が連続して施され、間にはおた

まじゃくし状の縦位沈線文が配されるものもある。 

Ａ（Ⅰ）類同様、本類も b～c層とａ層･ａ層上面の違いを明示することができなかったので､

ここでは比較しない。 

Ａ（Ⅲ）類：平縁のもの（第25図１～11）である。大きくは口縁部に文様の施されるものと施

されないものに分けられる。 

１ 類：横位の逆巻き「Ｃ」字状文を連続して横方向に並べたもの（第25図１、２）である｡

太描きの渦巻き部には半円形に突起がつかないが、文様的には b～c層の第10図12に類似して

いる。 

２ 類：口縁部に波状沈線文を配し、その間に楕円文・円形の盲孔を充塡しているもの（第 
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25図３）である。文様的にはａ層・ａ層上面の第16図４・５に近いものが窺われる。 

３ 類：口縁部から胴部にかけて楕円文･｢∩｣ 状文が施されるもの（第16図４～７）である。

ａ層･ａ層上面には比較資料が多いが、b～c 層では明確でなく、大方はａ層･ａ層上面に対比さ

れるものと思われる。 

４ 類：口縁部に文様の施されないもの（第25図８～11）である。８～10は胴部に連続して

｢∩｣ 状文が施され、11は地文のみである。類似するものはａ層･ａ層上面に見られる。 

ここで１～４類について、一応b～c層、ａ層･ａ層上面に類例を求めることができた。ただ

しＡ（Ⅲ）類はもともと出土点数が尐なくセットの欠落に起因することも十分に考えられ、必

ずしも時間差を示すとは限らない点もあわせて指摘しておかなければならない。 

Ｂ 類：口縁部の形状には､（Ⅰ）４卖位の波状縁､（Ⅲ）平縁の２類型がある。文様としては

大きく次の４類型に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位沈線文が施され、口縁部に無文帯が設けられるもの（第26図１、２）で

ある。胴部は渦巻き文や楕円文が施されている。b～c層、ａ層・ａ層上面両方に類例がある。 

２ 類：頸部に横位沈線文が施されず、渦巻き文と「∩」状文の組み合わせをもつもの（第

26図３～８）である。太描き渦巻き文の太描き部に縄文を施す手法は､ａ層･a層上面の第15図

１や第22図14中に見られ､b～c層の資料では確認することができなかった。その限りにおいて

４は､ａ層･ａ層上面の資料の対比しうる可能性がある。また５には多条化した「∩」状文が施

されており、これもａ層･ａ層上面資料に多く見られる手法であり、同様の位置づけが可能なも

のと思われる。一方、３・６～７は２本隆線・３本沈線を基本として描かれており、文様的に

も第11図６等と近い構成になっており、b～c層に対比できよう。 

３ 類：頸部に横位沈線文が施されず、口縁部から胴部にかけて楕円文･｢∩｣ 状文の複合文

様によって構成されるもの（第26図９～第28図４）である。第26図９～第27図３は複線で文様

が描かれ縄文が施されている。b～c 層､ａ層･ａ層上面に類例があるが、b～c 層のものは断片

的で、ａ層･ａ層上面にややまとまる資料（第21図３）がある。第27図４～６は卖線で文様が描

かれ刺突文と縄文が施されるものである。４、５は刺突部と縄文部が左右交互に設けられ、６

は刺突部と縄文部が上下に分けられている。刺突文は b～c 層、ａ層･ａ層上面ともに認められ、

新旧の目安にはならない。第28図１～３は卖線で文様が描かれ縄文が施されている。このよう

な構成も、b～c層､ａ層･ａ層上面ともに認められ、むしろ双方に伴うと考えたほうが妥当かと

思われる。第28図４はb～c層第10図12やａ層･ａ層上面第18図３に類似する文様がある。 

４ 類：頸部に横位沈線文が施されずに、頸部から胴部にかけて地文が施されるもの（第28

図５～第29図２）である。地文には縄文･条線文が施され、b～c層･ａ層･ａ層上面共通した特

徴を具えている。 
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Ｃ 類：口縁部の形状はすべて（Ⅲ）平縁で、（Ⅰ）波状縁は確認できなかった。３は文様が

施され、４～５は地文のみである。Ｃ類は、b～c層･ａ層･ａ層上面ともに尐なく新旧の違いを

明示することができなかったので、ここでは比較しない。 

第29図６～第30図15はその他の胴部破片である。为として、楕円文･｢∩｣状文の組み合わせ

によって文様が構成されている。 

第31図１～15は底部資料である。 

浅鉢・鉢形土器：浅鉢形土器にはＡ・Ｂ2類型、鉢形土器はＡ類型のみが認められる。 

浅鉢Ａ類：口縁部が緩く内弯して立ち上がるもの（第32図１～３・５、第33図１～６）であ

る。第32図１～３は注口部の付くもので、注口部はいずれも口縁部に付された半円形の突起下

に設けられ、渦巻き文の渦中に円窓状に組み込まれている。３の注口部内面には、注口に向か

う隆帯が設けられている。これらは、b～c 層に多く見られる２本隆線･３本沈線を基調とした

文様が描かれており、器形上の特徴も第14図４に一致していることから、b～c層に対比するの

が妥当と考えられる。 

第33図１～２は波状縁で、おそらく注口部の付かないものと思われる。器形・文様上の特徴

は一応ａ層･ａ層上面の第22図16中に求められるが、破片資料でありb～c層に確实に伴わない

という量的保証には欠けている。 

第32図５･第33図３～４は地文のみが施されるものである。第33図５～６は胴部破片である。 

浅鉢Ｂ類：口縁部が強く内弯するもの（第32図10～12）である。10・11には円窓状の注口が

付いている。12にも恐らく円窓状の注口が付くものと思われる。これらはいずれも断片的でよ

く分からないが、ａ層･ａ層上面の第22図14を含め、第Ⅳb～c層の注口の付く浅鉢(第14図４)

から第Ⅲc～d層の注口の付く浅鉢（第45図１・２）へと移行する過渡的な形態･文様の可能性

がある。 

鉢Ａ類：口縁部が緩く内弯して立ち上がるもの（第32図４・６～９）である。ａ層･ａ層上面

で鉢形土器を確認することができなかったので、明確な対比は難しい。ただし、４については

文様の特徴からb～c層に対比しうるものと思われる。 

台付鉢・器台形土器：台付鉢が第33図７～８、器台が第33図９である。共にb～c層、ａ層･

ａ層上面で確認されておらず、詳細は不明である。 

※※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

以上が、单側遺物包含層第Ⅳ層出土土器である。図示した土器は総計70点(深鉢53点、浅鉢

11点、鉢２点、台付鉢２点、器台１点、壺１点)、拓本資料は総計191点(深鉢178点、浅鉢７点、

鉢４点、壺２点)である。ちなみに、パーセンテイジは深鉢 89％、浅鉢７％、鉢２％、台付鉢

0.6％、器台0.4％、壺１％である。
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① 器形としては、深鉢ではＡ・Ｂ・Ｃの３類型、浅鉢ではＡ・Ｂの２類型、鉢ではＡの１類

型、その他台付鉢・器台・壺に分類された。 

② 深鉢形土器はＡ：Ｂ：Ｃ≒４：３：１で深鉢Ａ･Ｂがセットの中枢を占め､若干深鉢ＡがＢ

を上回るものとして把握される｡また､浅鉢形土器はＡ：Ｂ≒３：１で浅鉢Ａが多く製作され

ている。出土点数が尐ないので下層・上層におけるそれぞれの構成比の検討は行えないが、

浅鉢Ｂについては第Ⅳ層のなかでも新しく位置づけられる可能性が考えられた。 

③ これらの土器の文様はほとんどの場合、ある特定の器種・器形と結び付くということはな

く、器種・器形の違いを越えて、基本的には同類型の文様が施されていた。このなかでも特

に文様の基本形と考えられるのが、右巻きと左巻きの渦巻き文を｢Ｃ｣字状に連結した逆巻き

｢Ｃ｣ 字状文である。 

④ 逆巻き｢Ｃ｣字状文は隆線と沈線、あるいは沈線卖独で形成され、多くは太描き部と細描き

部からなるものである。太描きの渦巻き部は半円形の突起と一体化しており、器形と分かち

難い特徴的な文様である。口縁部･胴部の为文様として、ⓐ横位に連続して、ⓑ入組み状に､

ⓒ太い渦巻き～波状文の間に、盛んに用いられている。また、極めて豊富な変異を持ち、ⓐ

縦位、ⓑ横位、ⓒ斜位、あるいはⓓおたまじゃくし状の頭部を持つものや、ⓔ巨大な渦巻き

状に入り組ませたもの、ⓕ項巻き「Ｓ」字状に崩したもの…等が見られた。 

⑤ このような为文様のほかに、楕円文･｢∩｣ 状文も胴部、時には口縁部に盛んに用いられて

いる。逆巻き「Ｃ」字状文が多くは隆線と沈線で施されるのに対して、楕円文･「∩」状文は

多くの場合沈線で描かれ、より簡略化された表現と考えることができる。これらの文様は縦

位に連続して並べられ、ⓐ楕円文と大小「∩」状文、ⓑ縦長の「∩」状文…等の配列が認め

られた。また、ステッキ状、ないしは｢Ｃ｣字状に隣の文様の一部と連結するものも若干見ら

れたが、総じて楕円文･「∩」縄文は変異が尐ないものと言えよう。 

⑥ これらの文様の間隙には、円形の盲孔が多く用いられている。場合によっては、円形の盲

孔に縦位沈線文を加えたおたまじゃくし状の沈線文も多々見られた。 

⑦ 地文としては､縄文･条線文が多く見られた。撚糸文については確認することができなかっ

た。刺突文は楕円文･「∩」状文の内部を埋める文様として散見された。 

⑧ 第Ⅳ層のb～c層とａ層･ａ層上面を比較した場合、深鉢・浅鉢の一部の土器については

若干の違いを指摘できたが、量的保証に欠けるものが多く必ずしも明示できるものではな

かった。一応の傾向性としては、以下のような特徴があげられよう。 

ⓐb～c 層の資料には２本隆線･３本沈線、あるいは卖に３本沈線によって文様が施されるも

のが多く、ａ層･ａ層上面の資料には尐ない。代わって、ａ層･ａ層上面の資料には多条化し

た沈線文がb～c層よりも多く認められる。 

ⓑａ層･ａ層上面には、逆巻き「Ｃ」字状文の太描き部にも縄文を施したものが見られる。 
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２．第Ⅲ層出土土器 

ＡＳ50区、ＡＴ49･50区、ＢＡ49･50区、ＢＢ49区では２～４層に細別された。ここでは､c～d

層の下部資料と a～b層の上部資料に分けて提示し、最後に大別層位しか得られなかった地区

の資料を一括して提示する。 

第Ⅲc～d層：図示した土器は35点(深鉢24点、浅鉢４点、台付鉢３点、壺２点、袖珍土器２

点) である。拓本資料は99点（深鉢90点、浅鉢６点、鉢２点、有孔土器１点）である。 

深鉢形土器：深鉢には４種類（Ａ類～Ｄ類）の器形が見られ、各器形はさらに細部の器形的

特徴や文様の施文される位置、あるいは文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ａ 類：口縁部の形状には､（Ⅰ）２～４卖位の波状縁､（Ⅲ）平縁の２類型がある。 

Ａ（Ⅰ）類：２～４卖位の波状縁をなすもの（第34図１～第35図２）である。文様としては次

の２類に分けることができる。 

１ 類：４卖位の波状縁をなし、多重楕円文･逆巻き「Ｃ」字状文などによって文様が構成さ

れるもの（第34図１～第35図１）である。 

第34図１の口縁部は４卖位の波状縁で、波頂部・波底部には胴部へ続く大きな「∩」状文を

設け、その中に楕円文･逆巻き「Ｃ」字状文を充塡している。逆巻き「Ｃ」字状文の上下両方の

渦巻き部には縄文が施され、波頂部下の逆巻き｢Ｃ｣字状文の渦の接する部分は舌先状に軽く張

り出している。また、隆線剥落下（図中央）には下描き沈線文（写真図版58－１）が観察され

る。｢∩｣状文間の三角形部には刺突文が充塡されている。第34図２～第35図１は文様の全体形

が明らかではないが、ほぼ同様の文様構成と考えることができる。 

胴部文様については第34図１や第35図１によってわずかに窺い知ることができる程度であ

る。ともに連続する「∩」状文ないしは楕円文と考えられる。 

２ 類：２卖位の波状縁の小形品で､「∩」状文・楕円文が施されている (第35図２)。 

Ａ(Ⅲ)類：平縁のもの（第35図３～第38図10）である。文様としては次の５類型に分けるこ

とができる。 

１ 類：口縁部に波状沈線文が配され、その間に楕円文･逆巻き「Ｃ」字状文が施されるもの

(第35図３～第36図３)である。波状沈線文はおおむね１～３本で描かれ、第36図１のように不

規則な構成が取られるものもある。逆巻き「Ｃ」字状文は縦位 (第35図３)、横位（第35図６）

いずれの場合も左巻き部・右巻き部両方に縄文が施されている。胴部は第35図５・第36図１で

は連続する「∩」状文ないしは楕円文が施されている。 

２ 類：口縁部に波状沈線文が配されず、連続して多重楕円文･逆巻き「Ｃ」字状文が施され

るもの（第36図４～第37図３）である。第36図４・５はともに相接して、太描き沈線文によっ 
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て整然とした文様が描かれており、隆線文で構成されるＡ（Ⅰ）類中第 34図１～７に近い文様効

果が得られている。４の逆巻き｢Ｃ｣字状文の渦巻きの接する部分は軽く舌先状に張り出してい

る。また、第37図１の胴部にはほぼ類似の文様が描かれている。 

３ 類：口縁部から胴部へ続く大きな「∩」状文を配し、その間に楕円文を施していくもの

(第37図４～第38図３)である。楕円文内には①縄文の施されるもの、②縄文、刺突文が施され

るものがある。 

４ 類：口縁部に無文帯ないしは地文のみを施し、胴部に「∩」状文･楕円文を施すもの（第

38図４～９）である。 

５ 類：地文のみのもの（第38図10）である。小破片のためＡ（Ⅲ）4類の口縁部破片の可能

性もある。 

Ｂ 類：口縁部の形状では波状縁を確認することができず、いずれも平縁（Ⅲ）で文様は次

の３類に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位沈線文が施され、口縁部に無文帯が設けられるもの（第39図１～第40図

５）である。胴部文様には次の２種類が認められる。 

ａ 種：多重楕円文あるいは連続する「∩」状文が描かれるもの（第39図１～２）である。 

ｂ 種：波状文間に円形に近い楕円文が施されるもの（第40図１）である。 

第40図２～５は破片資料のために文様構成は明らかではない。２・３は無文帯の幅が広く、

４・５は無文帯の幅が狭い。また、４の地文には撚糸文が用いられている。 

２ 類：頸部に横位沈線文が施されず、口縁部から胴部にかけて渦巻き文･楕円文･｢∩｣ 状

文の複合文様の施されるもの（第40図６～11）である。６の口縁部は卖線の楕円文と複線の楕

円文が交互に繰り返し、７は波状文の間に楕円文が配されている。11は卖線の円形に楕円文が

連続して描かれている。 

３ 類：地文のみないしは無文のもの（第41図１～10）である。地文の種類としては、①縄

文、②条線文がある。 

Ｃ 類：口縁部に形状では波状縁を確認することができず、すべて平縁（Ⅲ）で大きくは文

様の有無によって次の２種類に分けることができる。 

１ 類：楕円文・大小の「∩」状文が施されるもの（第41図11～第42図２）である。文様の

間隙にはおたまじゃくし状縦位沈線文(第42図１)、刺突文の充塡される三角形状文(第42図２)

が配されている。 

２ 類：無文ないしは地文のみのもの（第42図３、４）である。 

Ｄ 類：胴部両側に縦位２個１対の紐掛け状の橋状突起が付されるもの（第42図５、６）で

ある。口縁部は平縁で無文帯が設けられ、胴部文様はともに縦長で、５には「∩」状文ないし 
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は楕円文、６には多重化した逆巻き「Ｃ」字状文が施されている。 

第42図７～第44図５はその他の胴部破片である。多くは緩い渦巻き文･楕円文･「∩」状文が

施されている。第43図５～７、16のように沈線文の多条化・多重化の著しいものも見られる。

文様の間隙には、第43図１のように円文を施すものや、第43図18のように刺突文を充塡する手

法が用いられている。第44図５は沈線で文様を描くことなく縄文の一部が磨り消されている。 

第44図６～12は底部資料である。 

浅鉢形土器：浅鉢には２種類の器形（Ａ類・Ｂ類）が見られる。 

Ａ 類：口縁部が内弯気味にほぼ直立するもの（第46図３、４）で、ともに平縁である。３

は注口脇の破片で、外面には「∩」状文、内面には注口から伸びる隆帯の一部が残っている。

４は複線による楕円文が描かれ、注口の有無は不明である。 

Ｂ 類：口縁部が強く内弯するもの（第45図１～第46図２）である。第45図１、２がほぼ同

じ容積で大き目の中型品 (➩pp.453)、第46図２が小さ目の中型品となっている。 

第45図１は胴中位から口縁部におけて６卖位の巨大な多重渦巻き文が配され、渦巻き文中央

部にはさらに逆巻き｢Ｃ｣字状文を基調とする入り組み渦巻き文が施されている。口縁部のこれ

らの文様の間には６個の同心円状文が施され、その一つが円窓状の注口として利用されている。

胴中位には文様帯と画する凹線が設けられ、以下縄文が施されている。注口部上縁はわずかに

高まり、内面には沈線による「儿」字状の文様が描かれている。 

第45図２も文様的には第45図１と同様の形状のものであるが、巨大な楕円文が全面を覆うの

ではなく、注口部の周囲に限っては逆巻き「Ｃ」字状文を基調とする縦位文様が配されている｡

また、注口部の形状も異なり、半円形の突起と渦巻き文を組み合わせたものとなっている。第

46図１もこれらとほぼ同様の胴部破片と思われる。 

第46図２は６卖位の入り組み状沈線文のなかに３個の楕円文を配したものである。炭化物付

着の状況から判断して、注口部を伴うものと考えられる。 

第46図５～８はその他の浅鉢形土器破片資料である。 

鉢形土器：鉢形土器はＡ類のみが認められる(第46図９、10)。ともに条線文が施され、10に

は朱が残存している。 

有孔土器：口縁部を取り巻く鍔状の隆帯に貫通孔が連続して設けられるもの（第46図11）で

ある。器形としては浅鉢Ｂ類に近いものと思われる。 

台付鉢：すべて底部から台部の破片資料（第46図12～14）である。 

壺形土器：ともに小形品（第46図15、16）である。15は波状文、16は渦巻き文が施されてい

る。また16の内面には朱が残存している。 

袖珍土器：るつぼ状のミニチュア品である。無文。 
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第Ⅲa～b層：図示した土器は 15点(深鉢９点、浅鉢５点、袖珍土器１点)である拓本資料は

は61点（深鉢57点、浅鉢３点、鉢１点）である。 

深鉢形土器：深鉢には３種類（Ａ類～Ｃ類）の器形が見られ、各器形はさらに細部の器形的

特徴や文様の施文される位置、あるいは文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ａ 類：口縁部の形状には（Ⅰ）４卖位の波状縁､（Ⅲ）平縁の２類型がある。 

Ａ（Ⅰ）類：４卖位の波状縁をなすもの（第 47 図１）である。口縁部に大きく波状文を施し、

その間に楕円文・緩い渦巻き文を配している。胴部には地文の縄文が施されている。 

Ａ(Ⅲ)類：いずれも断片的で詳しいことはよく分からないが、一応文様的には次の２類型に

分けることができる。 

１ 類：口縁部から胴部に緩い渦巻き文・縄文帯が施されるもの（第47図２～12）である。

c～d層Ａ（Ⅲ）2類のような相接する太描き沈線文によって整然と多重楕円文･逆巻き「Ｃ」字

状文の施されるものや、c～d層Ａ（Ⅲ）3類のような胴部に「∩」状文・楕円文が整然と配列

されるものはあまり明確でなく、代わって第47図12のように縦長の緩い逆巻き「Ｃ」字状文に

よって口縁部･胴部の文様が連結されるものが見られる。また、c～d 層にない特徴として第47

図11のように「Ｕ」字状縄文帯が配されるものもあげられよう。 

２ 類：口縁部に無文帯が設けられるもの（第48図１）である。胴部には「∩」状文が描か

れている。第48図２は口縁部が欠落しており明確ではないが、一応本類に分類しておく。下描

き沈線によって文様を描いてから全体に隆線文を貼り付け、縦位楕円文・波状文・胴下部の縄

文を施しさらに沈線文を引き直している｡「∩」部と「∪」の接する部分は軽く舌先状に張り出

している。 

Ｂ 類：口縁部の形状では波状縁を確認することができず、すべて平縁（Ⅲ）である。細部

の器形の特徴と文様の種類によって次の３類に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位沈線文が施され、口縁部に無文帯が設けられるもの（第48図３）である｡ 

２ 類：頸部に横位沈線文が施されず、口頸部から胴部にかけて文様の施されるもの（第48

図４～第49図１）である。破片資料のために文様の全体形は不明であるが、緩い渦巻き文・楕

円文などが描かれている。文様間の三角形状に部位には刺突文が充塡されている (第48図４、

５)。 

３ 類：地文のみないしは無文のもの（第49図２～11）である。地文の種類は縄文のみで、

条線文は確認できなかった。 

Ｃ 類：口縁部の形状では波状縁を確認することができず、すべて平縁で文様の描かれるも

のはない。第49図12～第50図１が該当する。 

第50図２～第51図14はその他の胴部破片である。文様的には c～d層と大きく異なるもので 
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はない。ただし第50図４・６のような曲線状の縄文帯をもつものや、第51図１のように縄文帯

を縁どるように隆線文の施されるもの、あるいは第50図９は第48図２のように無文部全体が隆

線表現となっており、このようなものはc～d層には見られない。 

第51図15～18は底部資料である。 

浅鉢形土器：浅鉢には２種類（Ａ類・Ｂ類）の器形が見られる。 

Ａ 類：口縁部が内弯気味に外傾するもの（第53図１、３）である。ともに断片的で詳しい

ことはよく分からない。 

Ｂ 類：口縁部が強く内弯するもの（第52図１～５、第53図２）である。 

第52図１は6卖位の大波状文を配し、その上下に逆巻き「Ｃ」字状文を横位「Ｕ」字状に連続

して施したもの（以下、｢逆巻き『Ｕ』字状文｣）である。土器の中位から上部の内弯部分にのみ

隆線表現が用いられ、特に上端部は「∩」状に文様と対応しながら張り出している。上位の逆

巻き「Ｕ」字状文には、おおむね円形文が充塡され、下位の逆巻き「Ｕ」字状文は簡略化されて､

｢Ｕ｣字状縄文帯の表現が取られている箇所や倒位に用いられている箇所がある。注口の有無に

ついては不明である。 

第52図２は４卖位の逆巻き「Ｕ」字状文を設け、その間に「Ｓ」字状縄文帯を配したものであ

る。逆巻き｢Ｕ｣字状文の渦の接する部分には隆線表現が用いられ、その下部には円形文が充塡

されており、文様的には第52図１と全く同じである。注口の有無については不明である。 

第52図３～４は円筒状の注口の付くものである。３は口縁部に横位沈線文を施し、胴部に連

続して「∩」状文が施されている。注口部周縁の文様のみ若干構成を変えて、波状沈線文の上

下に円形文･｢∩｣ 状文が施されている。４は口縁部に横位沈線文を施し、胴部に６卖位の複線

による楕円文･渦巻き「Ｃ」字状文を配し、注口部以下にのみ「Ｕ」字状縄文帯を施している｡

ともに注口部の内面文は描かれていない。 

第52図５は口縁部が欠損しているものの、第52図１のように連続して「∩」状に張り出し、

ちょうど逆巻き｢Ｕ｣字状文の渦の部分のみが描かれたような構成を取っている。図左側は曲線

状の縄文帯となっているが、形状は不明である。胴中位に波状沈線文が描かれ、以下は縄文が

施されている。第53図２は破片資料のために詳細は不明である。 

以上、浅鉢形土器について詳述したが、c～d 層とは以下の各点において異なっている。①c

～d 層の注口はいずれも円窓状ないしは渦巻き文の一部として形成されるのに対して､a～b 層

は円筒状に形成されている。②c～d層の文様は胴中位から口縁部にかけて全体的に隆線表現

が用いられるのに対し、上部資料は口縁付近に張り出す「∩」状をなす文様におおむね限定さ

れている。③c～d層では複雑に入り組む逆巻き「Ｃ」字状文や巨大な多重渦巻き文が用いられ

るのに対して､a～b層では簡略化された逆巻き「Ｕ」字状文、あるいは緩い逆巻き「Ｃ」字状文 
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が用いられている。④a～b 層では「Ｕ」字状縄文帯･｢Ｓ｣ 字状縄文帯が注口部周縁に、あるい

は特定の部位に用いられているが､c～d 層ではこのような手法は認められない｡⑤a～b 層には

内面文の施されるものはない。 

鉢形土器：鉢形土器はＡ類のみが認められる (第53図４)。条線文が施されている。 

袖珍土器：るつぼ状のミニチュア品である (第53図５)。条線文が施されている。 

第Ⅲ層：ここでは、大別層位しか得られなかった地区の資料を扱う。図示した土器は 39点

(深鉢28点、浅鉢６点、器台１点、壺２点、蓋１点、袖珍土器１点) である。拓本資料は101点

(深鉢94点、浅鉢５点、壺２点) である。 

深鉢形土器：深鉢には３種類（Ａ類～Ｃ類）の器形が見られ、各器形はさらに細部の器形的

特徴や文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ａ 類：口縁部の形状には､（Ⅰ）４卖位の波状縁、（Ⅱ）半円形の突起が平縁に付されるもの､

(Ⅲ) 平縁の３類型がある。 

Ａ（Ⅰ）類：波頂部下に入組み状の大きな渦巻き文が描かれるもの（第54図１）である。a～b

層Ａ（Ⅰ）類が１点のみで比較は難しいが、ともに波頂部に緩い渦巻き文が入組み状に展開し

ており類似している。一方、c～d層Ａ（Ⅰ）類はすべて隆線表現が用いられており、c～d層の

資料に類例を求めることは困難である。また、形態的には若干異なるものの､a～b層深鉢Ａ（Ⅲ）

1類・浅鉢Ｂ類第52図４に類似した文様が描かれており、a～b層に対比するのが最も妥当と考

えられる。 

Ａ（Ⅱ）類：半円形の突起が平縁に付されるもの（第 54 図２）である。第Ⅳ層Ａ（Ⅱ）類のも

のはすべて渦巻き文全体が隆線と沈線によって形成されていたのに対し、本類は上縁部の｢∩｣

状部のみが隆線表現で渦巻き文は太描き沈線文によって描かれ、渦の巻き込みも深くなってお

り、明らかに第Ⅳ層のものとは異なっている。本類は第Ⅲc～d 層･a～b 層ともに確認するこ

とができなかったが、逆巻き｢Ｃ｣字状文の特徴が c～d 層の資料と一致していることから､c～d

層に対比し得るものと思われる。 

Ａ（Ⅲ）類：平縁のもの（第54図３～第57図12）である。本類はc～d層では５類に分けられ

たのに対し､a～b 層では資料がいずれも断片的で文様の有無によってわずかに２類に分けられ

たに過ぎず、確度の高い比定は行えない。上部資料・下部資料の文様の傾向性の違いについて

は、a～b層の頄で既に述べたが、分層が充分に行えなかった地区の資料を新旧に分離し得るほ

どの強い傾向性ではなかった。よって、ここでは本類土器が c～d層において相対的に为体を占

めている事实から、多くはc～d層に対比しうるものとだけ捉えておく。 

Ｂ 類：口縁部の形状では波状縁を確認することができず、すべて平縁（Ⅲ）である。細部 
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の器形の特徴と文様の種類によって次の３類に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位沈線文が施され、口縁部に無文帯が設けられるもの（第58図１）である｡

胴部に楕円ないしは渦巻き文の一部が窺われるが、破片資料のために詳細は不明である。 

２ 類：頸部に横位沈線文が施されず、口頸部から胴部にかけて文様の施されるもの（第58

図２～第59図８）である。胴部文様の類型としては、次の２種がある。 

ａ 種：正面中央に緩く長大な逆巻き｢Ｃ｣字状文と渦巻き状縄文帯の複合文様を配し、その

周囲に逆巻き「Ｃ」字状文を９卖位連続して描いたもの（第58図２）である。c～d層･a～b層

ともに全く同じ類型の土器はないが、文様的には a～b層第47図12の逆巻き｢Ｃ｣字状文に類似

しており、文様の一部に縄文帯を取り込む手法も同じく a～b層の深鉢･浅鉢を問わず広く認め

られる手法であり、a～b層に対比するのが妥当なものと思われる。 

ｂ 種：为として楕円文・｢∩｣ 状文の描かれるもの(第58図３～６、第59図１～８) である｡

これらの文様は、c～d層･a～b層両方に含まれており、双方に伴うものと考えて大過ない。た

だし、第58図３における多条楕円文は頸部沈線こそないものの､c～d層第39図１、２に酷似し

ており、c～d層に対比し得るものであろう。 

３ 類：地文のみのもの（第59図９～第60図10）である。地文の種類は①縄文②条線文があ

る。これらはc～d層・a～b層共通した様相として捉えられた。 

Ｃ 類：口縁部の形状では（Ⅰ）４卖位の波状縁、（Ⅲ）平縁がある。文様としては次の３類

型に分けることができる。 

１ 類：縦位の渦巻き文と「∩」状文によって構成されるもの（第61図１）である。このよ

うな特徴はc～d層・a～b層共通している。 

２ 類：胴上部に６卖位の簡略化された逆巻き「Ｕ」字状文を設けたもの(第61図２)である｡

土器の中位から上部の内弯気味に外傾する部分にのみ隆線表現が用いられ、特に上部は連続す

る「∩」状の隆帯となっている。逆巻き｢Ｕ｣字状文は極めて簡略化され、渦巻き部分は省略さ

れて､「Ｕ」字状をなす縄文帯と無文帯の組み合わせからなっている。文様の中央には刺突文を

充塡した円形文が施される箇所も見られる｡このような文様は c～d層では認められず､a～b層

に対比するのが妥当なものと考えられる。 

３ 類：地文のみ（第61図３）及び無文のもの（第61図４）である。 

第61図５～第63図14はその他の胴部破片である。第61図５、６は混入品と思われる。おおむ

ね渦巻き文、楕円文､「∩」状文が施されている。 

第64図１～12は底部資料である。 

浅鉢形土器：浅鉢には２種類（Ａ類・Ｂ類）の器形が見られる。 

Ａ 類：口縁部が内弯気味に外傾するもの（第65図６）である。地文に縄文が施されている｡ 
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Ｂ 類：口縁部が強く内弯するもの（第65図１～３）である。第65図４～５、７もおそらく

は同形と思われる。第65図１～３は逆巻き「Ｕ」字状文の施されるもので、a～b層第52図１、

２に類似している。第65図４､５も a～b層に類似する器形や文様があり､a～b層に対比されよ

う。第65図７の全体形は不明であるが､多重化した渦巻き文･同心円状文が描かれており､c～d

層に対比するのが妥当と考えられる。 

第65図８～11は浅鉢の破片資料である。８は円筒状の注口が付く。注口部の内面には注口部

に向かう隆線文が施されている。 

器台形土器：円錐台状の台部に円板状の受部を載せるもの（第65図12）である。台部には円

窓が設けられている。 

壺形土器：すべて小形品である (第65図13～16)。14の内外面には朱彩が施され、13は「∩」

状文、15・16は渦巻き文が描かれ刺突が加えられている。 

蓋形土器：小形で鉢を伏せたような形態である (第65図17)。 

袖珍土器：るつぼ状のミニチュア品である。楕円文、｢∩｣状文が施され刺突が加えられてい

る。 

※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

以上が、单側遺物包含層第Ⅲ層出土土器である。図示した土器は総計89点(深鉢61点、浅鉢

15点、台付鉢３点、器台１点、壺４点、蓋１点、袖珍土器４点)、拓本資料には総計261点 (深

鉢241点、浅鉢14点、鉢３点、有孔土器１点、壺２点)である。ちなみに、パーセンテイジは深

鉢86％、浅鉢8.1％、鉢１％、台付鉢１％、有孔土器0.3％、器台0.3％、壺２％、蓋0.3％、袖

珍土器１％である。 

① 器形としては、深鉢ではＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄの４類型、浅鉢ではＡ･Ｂの２類型、鉢ではＡの１

類型、その他台付鉢・有孔土器・器台・壺・蓋・袖珍土器に分類された。 

② 深鉢形土器はc～d層では、Ａ:Ｂ:Ｃ≒７：４：１に対して､a～b層ではＡ：Ｂ：Ｃ≒４：

８：１で、c～d 層では深鉢Ａがセットの中枢を占めたのに対し、a～b 層では深鉢Ｂがセッ

トの中枢を占めている。また、浅鉢形土器は c～d層ではＡ:Ｂ≒１：２に対して､a～b層で

はＡ：Ｂ≒１：３と第Ⅳ層におけるＡ･Ｂ比率が逆転し、さらに浅鉢ＢがＡに対し増加の

傾向性を示している。また､浅鉢形土器の注口部はc～d層では円窓状ないしは渦巻き文の一

部に組み込まれたものであったが、a～b層では円窓状をなすものは確認されず、すべて円筒

状の注口部を持つものであった。その他の土器は出土点数が尐なく、構成比の検討には適し

ていない。 

③ これらの土器の文様は第Ⅳ層と同様にほとんどの場合、ある特定の器種･器形と結び付く 



 

 56 

ということはなく、器種・器形の違いを越えて、基本的には同類型の文様が施されていた。

このなかでも特に文様の基本形と考えられるのが、やはり逆巻き「Ｃ」字状文である。 

④ 逆巻き「Ｃ」字状文は第Ⅳ層では多くが、太描き部と細描き部からなり細描き部に縄文､

刺突文、条線文の施されるものであったが､第Ⅲ層では多くは上下あるいは左右均衡のとれ

た渦巻き文として表現され､渦巻き部双方に縄文が施文されるものである。c～d 層､a～b 層

では若干の形態変遷を遂げている。 

ⓐc～d層では隆線を多用し最も装飾性の高いのは深鉢Ａ（Ⅰ）類と浅鉢Ｂ類であるが、深鉢

と浅鉢とでは逆巻き「Ｃ」字状文のあり方が若干異なっている。 

(1) 深鉢Ａ（Ⅰ）類では波頂部下に巨大な多重楕円文を設け、その内部に逆巻き「Ｃ」字状文

が施される。逆巻き「Ｃ」字状文は縦位あるいは横位に整然と配され、右巻き部･左巻き部と

もに巻き込みが深く、縄文が施文されている。 

(2) 浅鉢Ｂ類は胴中位から口縁部にかけて極めて巨大な多重渦巻き文が設けられ、その内部

に入組み状に逆巻き「Ｃ」字状文が描かれている。 

(3) その他の器形の逆巻き｢Ｃ｣字状文はほとんどの場合太目の沈線文で描かれ、文様的には

深鉢Ａ（Ⅰ）類のものに共通し、複線･多重楕円文内部にあるいは卖独で描かれている。第Ⅳ

層で顕著に認められた渦巻き文の接する部分の舌先状突起は省略されるものが多い。また、

弛緩した逆巻き「Ｃ」字状文も若干認められた。 

ⓑa～b 層で隆線を用い最も装飾性が高いのはやはり浅鉢Ｂ類である。深鉢については明確

ではなかったが､浅鉢Ｂ類とほぼ共通する文様が第Ⅲ層深鉢Ｃ2 類にあり､ほぼ同時期のも

のと判断された。 

(1) これらに施される逆巻き「Ｕ」字状文は明らかに横位逆巻き「Ｃ」字状文から分化独立し

たものであり、文様の上縁から渦巻きの接する部分にかけて隆線表現が用いられ、左右均衡

のとれた渦巻き文が形成されている。渦巻きの連結部は概して懐が深く、円形文が充塡され

ることが多い。逆巻き「Ｕ」字状文は卖独で描かれ、多重の楕円文を伴うものはない。 

(2) その他の器形の逆巻き｢Ｃ｣字状文はほとんどの場合沈線文は描かれ、多くは弛緩した逆

巻き「Ｃ」字状を呈するものであった。このような逆巻き「Ｃ」字状文の弛緩化･簡略化の傾

向は、｢Ｕ｣・｢Ｃ｣・｢Ｓ｣ 字状をなす渦巻き状縄文帯の生成に端的に表わされている。 

ⓒ総じて､a～b層では文様の隆線表現は c～d層と比べさらに限定された深鉢･浅鉢形土器と

なっており、相対的に文様の沈線文化が顕著である。 

⑤このような为文様のほかに、楕円文･「∩」状文も胴部、時には口縁部に盛んに用いられてい

る。楕円文･「∩」状文は多くの場合沈線で描かれ、逆巻き「Ｃ」字状文に比べより簡略化さ

れた表現と考えることができる。これらの文様は縦位に連続して並べられ第Ⅳ層と大き 
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く変わるものではなかったが、一方では若干の変化も認められた。 

ⓐ c～d層では、(1)第Ⅳ層以上に多条化・多重化したものが多い点と、(2)多条化・多重化

に伴い、第Ⅳ層でしばしば認められたステッキ状などに隣の文様の一部と連結するものが

見られない点があげられる。 

ⓑ a～b層では c～d層に比較して、断片的なものが多く明確な差異を把握するのは難しい

が、前頄で扱った長大な逆巻き「Ｃ」字状文の構成はc～d層の楕円文･｢∩｣ 状文の構成に類

似しており、一部は逆巻き「Ｃ」字状文風に崩して描かれたものと思われる。また、c～d層

において顕著な多条化した文様も量的には尐なくなっている。代わって、胴部文様において

も縄文帯の一部を連結された｢Ｕ｣字状縄文帯などが見られ、多条部を次第に取り払い隣の文

様の一部と再び連結していく傾向性が窺われた。 

⑤ これらの文様の間隙には、円形の盲孔・おたまじゃくし状沈線文・円形文・三角形状文が

多く施されている。c～d層ではこの４種が認められたが、a～b層では円形文･三角形状文の

２種が認められた。 

⑥ 地文としては、縄文が多く見られた。条線文・撚糸文については散見される程度である。

刺突文はⓐ楕円文、円形文・三角形状文の充塡、ⓑ文様の外側全体、ⓒ壺・袖珍土器に用い

られている。 
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３．第Ⅱ層出土土器 

ＡＲ49区、ＡＳ49区、ＡＴ48･49区、ＢＡ48～50区、ＢＢ48区では２～４層に細別された。ここ

では、c～d層の下部資料と a～b層の上部資料に分けて提示し、最後に大別層位しか得られな

かった地区の資料を一括して提示する。 

第Ⅱc～d層：図示した土器は 44点(深鉢21点、浅鉢12点、台付鉢７点、器台１点、蓋１点、

袖珍土器２点) である。拓本資料は97点（深鉢79点、浅鉢16点、有孔土器１点、器台１点）で

ある。 

深鉢形土器：深鉢には３種類（Ａ類～Ｃ類）の器形が見られ、各器形はさらに細部の器形的

特徴や文様の施文される位置、あるいは文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ａ 類：口縁部の形状では波状縁を確認することができず、いずれも平縁（Ⅲ）で文様の有

無によって次の２種類に分けることができる。 

１ 類：口縁部に文様の施されるもの（第66図１～７）である。渦巻き状縄文帯(１)、楕円

文 (２･４)、波状文（３）などが施されている。４の楕円文は外側を縄文帯とし、内側を刺突

部とするものである。 

２ 類：口縁部が無文のもの（第66図８）である。 

Ｂ 類：口縁部の形状では波状縁を確認することができず、すべて平縁（Ⅲ）で文様は大き

く次の２類に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位沈線文が施されず、縦長の縄文帯の一部を連結したものである。文様的

には次の２種がある。 

ａ 種：「Ｕ」字状文をもつもの(第67図２～４)である。３は下位の全周する沈線文と入組

み状の構成を取っている。第67図１・５は破片資料のために明確ではないが、ほぼ同様のもの

と思われる。 

ｂ 種：文様の全体形は不明であるが、他遺跡の例から判断すると、長大なステッキ状ない

しは「Ｃ」字状になるもの（第68図１～３）と思われる。 

これらの文様はすべて沈線で描かれ、地文には縄文が施されている。 

２ 類：頸部に横位沈線文が施されず、渦巻き状の縄文帯をもつものである。文様的には次

の３種がある。 

ａ 種：波状縄文帯の間に、｢Ｕ｣字状縄文帯の施されるもの(第68図４)で、胴下位には｢∩｣

状文の施される箇所も見られる。 

ｂ 種：波状縄文帯が配されず、各種の渦巻き状縄文帯の施されるもの（第69図１～６）で

ある。渦巻き状縄文帯の種類には、「ｅ」字状･｢Ｕ｣ 字状などの各種が見られる。これらの文様 
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を卖位文様とし、文様構成としては①胴中位に波状区画文を配し、上部を文様帯とし、下部を

地文としたもの、②胴中位区画文を設けず、胴上部・胴下部ともに文様帯としたものがある。 

Ｃ 種：文様が横方向に連結し、渦巻き状波濤文の施されるもの（第70図１～３）である。

１は渦巻き波濤文が２段にわたって配されている。 

第70図４～第73図16は破片資料で文様の全体形は明確ではないが、渦巻き状縄文帯の施され

る土器である。一部に第Ⅲ層土器に類似する楕円文や逆巻き「Ｃ」字状文が残存している。 

これらの文様はすべて沈線で描かれ、地文には縄文が施されている。 

３ 類：口縁部に無文帯を持ち、胴部に地文の縄文が施されるもの（第74図１～第75図２）

である。いずれも平縁（Ⅲ）である。 

Ｃ 類：口縁部の形状には（Ⅰ）波状縁、（Ⅲ）平縁がある。波状縁には文様が施され、平縁

には文様が施されていない。 

Ｃ（Ⅰ）類：波頂部下に円窓の設けられるもの（第75図３）で、楕円状の隆線文内部には刺突

文が充塡されている。 

Ｃ(Ⅲ)類：口縁部に無文帯が設けられ胴部は地文のみのもの(第75図４～第76図２)である。 

無文帯の幅の著しく狭いものや、頸部に無文帯と画する隆線の設けられるものがある。地文の

種類には①縄文、②撚糸文がある。 

第76図３～６はその他の胴部破片である。４は縄文帯の脇に刺突帯が設けられている。 

第76図７～12は底部資料である。 

浅鉢形土器：浅鉢には２種類の器形（Ａ類・Ｂ類）が見られる。 

Ａ 類：口縁部が内弯気味にほぼ外傾するもの（第77図１～３）である。すべて平縁（Ⅲ）

で文様には次の２種類が見られる。 

１ 類：横位楕円文の施されるもの（第77図１）である。 

２ 類：｢Ｕ｣・｢Ｓ｣・｢ｅ｣字状の渦巻き状縄文帯が施されるもの（第77図２～３）である。２

は「Ｕ」･「Ｓ」字状文が交互に、３は｢ｅ｣字状文が連続して施されている。 

Ｂ 類：口縁部が内弯するもの（第77図４～第79図14）である。内弯の度合には若干の変異

が見られる。口縁部の形状には（Ⅰ）波状縁、（Ⅲ）平縁がある。 

Ｂ（Ⅰ）類：上面観が楕円形を呈し、波頂部に円窓状の把手が設けられるもの（第77図４、５）

である。細部の器形の特徴と文様によって次の２類に分けることができる。 

１ 類：胴上部に外反部をもち、６つの円窓状の把手が設けられるもの(第77図４)である。

把手部には刺突文が加えられ、胴上部には６卖位の｢Ｓ｣字状を呈する渦巻き状縄文帯が配され

ている。文様の間隙には｢Ｕ｣字状沈線文が充塡されている。胴中位の区画沈線文以下は縄文が

施されている。 
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２ 類：胴部が内弯気味に立ち上がり、４卖位の波状縁を呈するもの（第77図５）である。

長軸方向の２箇所には円筒状の注口部が設けられ、短軸方向の２箇所には円窓状の把手が設け

られている。胴部には渦巻き状波濤文が隆線と沈線によって構成されている。波濤文の一部は

渦巻き状に巻き込まれない横位波濤文となっている。 

Ｂ(Ⅲ)類：平縁のもの（第78図１～第79図14）である。上面観はすべて円形である。文様と

しては次の５類に分けられる。 

１ 類：渦巻き状縄文帯をもつもの（第78図１、３～第79図５）である。注口部を持つもの

と持たないものとがあり、注口部にも①円筒状をなすものと②円窓状をなすものとがある。文

様としてはおおむね「Ｃ」～｢ｅ｣字状文が施され、文様の間隙には円形の盲孔（第78図６）･刺

突文の充塡される三角形状文（第78図１、４、８）が配されている。第78図１の注口部下には

連続して２段の「Ｕ」字状文が描かれている。 

２ 類：波状縄文帯を持つもの（第78図２）である。 

３ 類：楕円文や渦巻き文が施されるもの（第79図６～９）である。６～８は縦位、９は横

位文様である。 

４ 類：波濤文の施されるもの（第79図10～13）である。破片資料のために明確ではないが、

波濤文は渦巻き状をなすものと横位に展開するものとがある。 

５ 類：地文のみのもの（第79図14）である。 

有孔土器：口縁部に貫通孔が漣続して設けられるもの（第79図15）である。器形としては浅

鉢Ｂ類に近いものとである。 

台付鉢：すべて底部から台部の破片資料（第79図16～22）である。円窓・楕円窓の設けられ

るものがある。 

器台形土器：円錐台状の台部に円板状の受部を載せるもの（第79図23～24）である。円窓・

長楕円窓の設けられるもので、24には文様が施されている。 

蓋形土器：小形で鉢を伏せたような形態である (第79図25)。全面に刺突文が施されている。 

袖珍土器：るつぼ状のミニチュア品である (第79図26)。「∩」状文が描かれている。 

第Ⅱa～b層：図示した土器は13点（深鉢７点、浅鉢５点、有孔土器１点）である。拓本資料

は47点（深鉢38点、浅鉢９点）である。 

深鉢形土器：深鉢には３種類（Ａ類～Ｃ類）の器形が見られ、各器形はさらに細部の器形的

特徴や文様の施文される位置、あるいは文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ａ 類：口縁部の形状は（Ⅰ）２卖位の波状縁である。 

Ａ（Ⅰ）類：波頂部下には円窓が設けられ、頸部には押し引き風の横位沈線文が施されている 

(第80図１)。 
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Ｂ 類：口縁部の形状では波状縁を確認することができず、すべて平縁（Ⅲ）である。細部

の器形の特徴と文様の種類によって次の３類に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位沈線文が施されず、渦巻き状の縄文帯が施されるもの（第80図２～19）

である。文様の全体形は明らかではないが、11は渦巻き状波濤文の一部と思われる。文様は隆

線文と沈線文によって形成されるものと、沈線文卖独で描かれるものがある。 

２ 類：頸部に横位沈線文が施されず、横位波濤文が施されるもの（第81図１～第82図１）

である。横位波濤文とは波濤部が渦巻き状に巻き込まれず、横方向に展開する文様である。隆

線文と沈線文によって形成されるものや、沈線文卖独で描かれるものがある。文様的には全体

に第82図１のように雁股状の文様をベースにした入組み状の構成が取られている。無文部が入

組み状に展開するものはない。断片的ではあるが、第81図６、９、10、12のように胴中位に区

画隆線、沈線文が設けられ以下縄文の施されるものと、第82図１のように胴中位区画文を持た

ず、全体が一筆描き状に描かれているものとがある。 

３ 類：口縁部に無文帯が設けられ、胴部が地文のみのもの（第82図２～７）である。頸部

には無文帯と画する隆線の設けられるものと設けられないものとがある。４、６、７は若干肥

厚する口唇部のみが無文となっている。 

Ｃ 類：口縁部の形状には、（Ⅰ）波状縁と（Ⅲ）平縁がある。文様構成の違いによって、次

の３類に分けることができる。 

Ｃ（Ⅰ）類：波頂部に横位波濤文が展開するもの（第83図１）である。 

Ｃ(Ⅲ)類：平縁のもの（第83図２～４）である。文様の有無によって次の２類に分けること

ができる。 

１ 類：楕円文が施されるもの（第83図２）である。 

２ 類：口縁部に無文帯をもち、胴部に縄文の施されるもの（第83図３、４）である。 

第83図５、６はその他の胴底部資料である。 

浅鉢形土器：浅鉢にはＢ類のみが認められる。口縁部の形状には、(Ⅰ)波状縁、（Ⅲ）平縁の

２類型がある。 

Ｂ（Ⅰ）類：波状縁をなすもの（第84図１、２）である。文様は次の２類に分けられる。 

１ 類：縦位渦巻き文の施されるもの（第84図１）である。文様は稜の明確な隆帯文によっ

て構成されている。 

２ 類：縄文帯の施されるもの（第84図２）である。破片資料のために文様の全体形は明確

ではない。波濤文の一部かと思われる。 

Ｂ(Ⅲ)類：平縁のもの（第84図３～第85図６）である。３～５には、円筒状の注口が付され

ている。文様的には次の３類に分けることができる。 
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１ 類：横位波濤文の施されるもの（第84図４～８）である。横位波濤文は隆線と沈線とに

よって形成されるものと、沈線文卖独で描かれるものとがある。 

２ 類：渦巻き状波濤文が施されるもの（第85図１～３）である。すべて沈線によって文様

が描かれている。 

３ 類：横位楕円文が施されるもの（第85図４～６）である。すべて隆線と沈線によって文

様が形成されている。５は底部を欠いており明確ではないが、鉢に近い器高：口径比を持って

いる。 

有孔土器：口縁部に貫通孔が連続して設けられるもの（第85図７）である。器形的には浅鉢

Ｂ類の範疇に含められる。 

第Ⅱ層：ここでは、大別層位しか得られなかった地区の資料を扱う。図示した土器24点（深

鉢21点、台付鉢２点、吊手土器１点）である。拓本資料は61点（深鉢54点、浅鉢７点）である｡ 

深鉢形土器：深鉢には３種類（Ｂ類～Ｄ類）の器形が見られ、各器形はさらに細部の器形的

特徴や文様の施文される位置、あるいは文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ｂ 類：口縁部の形状では波状縁を確認することができず、すべて平縁（Ⅲ）である。細部

の器形の特徴と文様の種類によって次の３類に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位沈線文が施され、口縁部に無文帯が設けられるもの（第86図１）である｡

胴部に楕円文（？）が施され、横位沈線文下の楕円文（？）の外側には刺突文が連続して施さ

れている。本類はc～d層・a～b層で検出されておらず、詳細は不明である。 

２ 類：頸部に横位沈線文が施されず、縦長の文様の一部を連結したもの（第86図２）であ

る。文様としては縦位文の左右を連結し、横「Ｓ」字状をなす入り組み構成となっている。 

第87図１～２、４～６も縦位の文様帯を持つ土器である。破片資料のために全体の文様構成

は明らかではない。 

このような縦長の縄文帯の一部を連結した文様は c～d層の下部資料に見られ、a～b層には

見られなかった。 

３ 類：頸部に横位沈線文が施されず、渦巻き状の縄文帯が施されるもの（第87図７～第91

図７）である。渦巻き状縄文帯の種類には､｢ｅ｣ 字状・｢Ｃ｣ 字状・｢Ｕ｣ 字状などの各種が見ら

れ、文様構成には、①１段構成で胴中位に区画文が設けられ、以下縄文の施されるもの (第89

図１、２ほか)、②１段構成で胴中位の区画文が設けられず、以下縄文の施されるもの(第88図

１)、③区画文を持たず全体に文様が散りばめられるもの（第87図７）がある。 

第90図１～第91図７は破片資料で文様の全体形は明らかではないが、渦巻き状縄文帯をもつ

土器である。第90図４には「χ」字状をなす小橋状部が設けられている。一部に第Ⅲ層に類似 
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する楕円文や渦巻き文が残存している。これらの文様はいずれも隆線文、沈線文によって構成

されている。 

このような渦巻き状縄文帯の施される土器はc～d層･a～b層両方に類例があり、その違いに

ついては明示することができなかった。量的に見た場合､c～d 層のほうが明らかに多いので大

方は c～d層に対比できるものと思われるが、詳細については不明である。 

４ 類：横位波濤文の施されるもの（第91図８～第93図３）である。横位波濤文には、①第

92図５のような連結波濤文と②無文部を挟む分節波濤文とがあり、後者は文様的にはⓐ雁股状

(第91図８)、ⓑ「⊂」状（第92図３）…等に分けることができる。これらの文様は隆線・沈線

あるいは沈線卖独で形成されている。 

このような横位波濤文の施される土器はc～d層･a～b層両方に類例があり、その違いについ

ては明示することができなかった。量的に見た場合、a～b層のほうが明らかに多いので大方は

a～b層に対比できるものと思われるが、詳細については不明である。 

第93図４は文様が稜の明確な隆帯文によって構成されている。破片資料のために文様の全体

形は明らかではない。僅尐な例ではあるが、a～b 層の浅鉢Ｂ（Ⅰ）1類が同様の隆帯文によって

構成されている。 

５ 類：口縁部に無文帯が設けられ、胴部が地文のみのもの（第93図５～８）である。５、

６の頸部には無文帯と画する沈線文が配されている。第93図９～10のように無文帯がないもの

も見られる。これらはc～d層・a～b層に共通した特徴を具えている。 

Ｃ 類：口縁部の形状では（Ⅰ）波状縁、（Ⅲ）平縁がある。 

Ｃ（Ⅰ）類：波頂部下に渦巻き状波濤文が施されるもの（第94図１）である。第94図２は口縁

部を欠いているが、ほぼ同様の形態のものと思われ、渦巻き状縄文帯が施されている。 

Ｃ(Ⅲ)類：平縁のもの（第94図３～７）である。文様としては２類型に分けることができる｡ 

１ 類：縦長の縄文帯の配されるもの（第94図３～５）である。３の文様間には円形文が施

され、刺突文が充塡されている｡c～d 層に類似する文様があり、下部資料に対比されるものと

思われる。 

２ 類：横位文が施されるもの（第94図６～７）である。ともに破片資料で文様の全体形は

明らかではない。 

Ｄ 類：胴部両側に縦位２個１対の紐掛け状の橋状突起が付されるもの（第94図８）である｡

ただし、突起部は欠失している。円筒状の胴部には縦長の「Ｕ」字状縄文帯が施されており、c

～d層に対比されるものである。 

第95図１～９は胴底部資料である。７には底部穿孔が施されている。 

浅鉢形土器：浅鉢にはＢ類のみが見られる。口縁部の形状はすべて（Ⅲ）平縁で、（Ⅰ）波状 
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縁を確認することができなかった。文様としては次の３類型がある。 

１ 類：縦長の縄文帯が施されるもの（第96図１～２）である。１、２ともにc～d層に類似

する文様がある。 

２ 類：渦巻き状の縄文帯が施されるもの（第96図３～４）である。 

３ 類：横位波濤文の施されるもの（第96図５～７）である。 

２･３類については、既述のように量的多寡はあるものの、a～b 層･c～d 層ともに出土して

おり、新旧についての詳細は不明である。 

台付鉢：底部に台の付される鉢（第96図８、９）である。９については袖珍土器の範疇にお

いても捉えられるものである。 

吊手土器：吊手状の橋状部が付く土器である。注口部の付されていた痕跡がある。 

※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

以上が、单側遺物包含層第Ⅱ層出土土器である。図示した土器は総計81点(深鉢49点、浅鉢

17 点、台付鉢９点、有孔土器１点、器台１点、蓋１点、吊手土器１点、袖珍土器２点)、拓本資

料は総計205点（深鉢171点、浅鉢32点、有孔土器１点、器台１点）である。ちなみに、パーセ

ンテイジは深鉢77％、浅鉢17.1％、台付鉢３％、有孔土器0.7％、器台0.7％、蓋0.4％、吊手土

器0.4％、袖珍土器0.7％である。 

① 器形としては、深鉢ではＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄの４類型、浅鉢ではＡ･Ｂの２類型、鉢ではＡの１

類型、その他台付鉢・有孔土器・器台・壺・蓋・袖珍土器に分類された。 

② 深鉢形土器は c～d層ではＡ:Ｂ:Ｃ≒２：20：１に対して、a～b層ではＡ：Ｂ：Ｃ≒0.：

10：１で、c～d層･a～b層ともに深鉢Ｂがセットの中枢を占め深鉢Ａは激減し、相対的に

深鉢Ｃの比重が高まっている。浅鉢形土器は c～d層ではＡ:Ｂ≒１：８に対して､a～b層で

は浅鉢Ａが確認されず、すべて浅鉢Ｂであった。また、浅鉢形土器の注口部では、円窓状を

なすものが c～d 層で１点確認されたほかはすべて円筒状をなすものであった。その他の土

器は出土点数が尐なく構成比の検討には適していない。 

以上の特徴のほかに、深鉢・浅鉢共通して円窓の設けられる波頂部や把手が散見された点

は第Ⅳ～Ⅲ層にはなかった特徴の一つとして注意されよう。 

③ これらの土器の文様は第Ⅳ～Ⅲ層と同様にほとんどの場合、ある特定の器種･器形と結

び付くということはなく、器種・器形の違いを越えて、基本的には同類型の文様が施されて

いた。このなかでも特に文様の基本形と考えられるのが、種々の曲線状の文様に展開する縄

文帯である。 

④ 曲線状の縄文帯はいずれも沈線によって描かれた文様内部に縄文が充塡され、さらに沈線 



 

 97 

部分に再調整が加えられたものである。量的には尐ないが、隆線文による縁取りを施したも

のも見られる。純粋な意味での「磨り消し縄文」は見られなかった。曲線状の縄文帯は無文

部と縄文帯が対称的に展開し、当然これらの面積比にも精妙な均衡関係が認められた。文様

的にはc～d層・a～b層で若干の形態変遷が見られた。 

ⓐ c～d 層では曲線状の縄文帯のほとんどが沈線のみで形成され､隆線と沈線によって形成

されるものは尐ない｡a～b 層では隆線と沈線あるいは稜の明確な隆帯文によって文様の形成

されるものが比較的多い。 

ⓑ 縦長の縄文帯の一部を連結した「Ｕ」字状文･長大なステッキ状ないしは「Ｃ」字状文な

どは、c～d層に見られa～b層ではほとんど確認できなかった｡「Ｕ」字状文･横「Ｓ」字状文

には縦位入組み状に文様が展開するものも見られた。 

ⓒ 渦巻き状の縄文帯は c～d層・a～b層ともに認められたが、a～b層では断片的であり c

～d層において为体をなしている。c～d層では(1)波状縄文帯の間に渦巻き状縄文帯が施され

るもの、(2)波状縄文帯が配されず渦巻き状縄文帯が施されるもの、(3)渦巻き状波濤文が施さ

れるものが認められた。(1)･(2)の渦巻き状縄文帯は文様帯の幅によって渦の巻き込みの深さ

に変異が見られ、｢ｅ｣・｢Ｃ｣・｢Ｕ｣・｢Ｓ｣字などのいわゆるアルファベット状を呈するもので

ある。これらのうち、(2)・(3)については断片的ながらa～b層においても検出されている。 

ⓓ 波濤文の波濤部が渦巻き状に巻き込まれない横位波濤文は、为として a～b 層において

発見された。横位波状文は(1)すべて連結して描かれる連結波濤文と、(2)無文部を挟んで展開

する分節波濤文とに大きく分けられる。連結波濤文は文様的には、１段構成のものと雁股状

などに組み合わせた多段構成のものが見られた。分節波濤文には、(1)雁股状 (｢ ｣ 状)、(2)

｢⊂｣ 状などがあり、横位入組み状を呈するものが比較的多い。 

⑤ これらの文様のほかに、第Ⅲ層に類似する楕円文や逆巻き「Ｃ」字状文が断片的ではある

が、若干認められた。文様の間隙にはc～d層では刺突文の充塡される円形文・三角形状文､

｢Ｕ｣字状沈線文、円形の盲孔が施されていた。a～b層ではこのような文様間の充塡文は確認

できなかった。 

⑥ 地文としては縄文が多く見られた。撚糸文は２点確認されたに過ぎず、条線文は確認され

なかった。刺突文は、ⓐ楕円文内部、ⓑ文様間の円形文・三角形状文などの充塡文内部、ⓒ

文様の外部全体にわたって、ⓓ把手、ⓔ蓋などに散見された。 

⑦ 本時期には廃絶された住居跡にも盛んに遺物が廃棄されており、あわせて第Ⅳ－２章も

参照されたい。 
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４．第Ⅰ層出土土器 

堆積状況の良好な地区では、a～b層の２層に細別された。しかしながら、a層資料と b層資

料の違いを指摘できるほどの量的保証には欠けており、しかも、本層は遺物包含層最上層のた

めに表土除去の際、一部削平する等発掘調査の不備もあり、ここではすべて一括して提示する｡ 

図示した土器は42点（深鉢34点、浅鉢４点、鉢２点、台付鉢１点、袖珍土器１点）である。

拓本資料は115点（深鉢101点、浅鉢12点、器台２点）である。 

深鉢形土器：深鉢には３種類（Ｂ類～Ｄ類）の器形が見られ、各器形はさらに細部の器形的

特徴や文様の施文される位置、あるいは文様の種類によっていくつかに細分される。 

Ｂ 類：口縁部の形状では波状縁（Ⅰ）・平縁（Ⅲ）がある。尐数ではあるが、突起の付され

るものもある。文様は次の４類に分けることができる。 

１ 類：頸部に横位隆線文が施され、口縁部に無文帯・胴部に楕円文が施されるもの（第97

図１）である。 

２ 類：頸部に横位隆線文が施されず、口縁部から胴上部にかけて横位波濤文の施されるも

の（第97図２～第98図４）である。文様は①稜の明確な隆帯文、②隆線文と沈線文、あるいは

③沈線文卖独で描かれている。横位波濤文はⓐすべて連結して描かれる連結波濤文(第97図３、

第98図１)、ⓑ無文部を挟んで展開する分節波濤文（第98図３、４）とに分けられる。分節波濤

文は文様的には「 」状を呈し、隆構文が｢Ｓ｣字状に入り組む構成を取るものである。第98図

１には結節文が施されている。 

３ 類：頸部に横位隆線文が施されず、口縁部～胴上部にかけて方形区画文が施されるもの

(第99図１～４、第106図１) である。文様はすべて①稜の明確な隆帯文、あるいは②隆線文と

沈線文で描かれている。方形区画文はⓐ小判形状 (第99図１)、ⓑ隅丸正方形状 (第106図１)､

ⓒ隅丸長方形状（第99図４）を呈するものである。これらの文様はいずれも文様帯の幅の違い

によって生み出される変異形に過ぎず、基本的には同一の文様である。胴下部には懸垂隆帯文

の施されるもの（第99図２、４）もある。いずれも無文部の隆帯文、隆線文が入組み状の構成

となっている。 

第99図２の口縁部には「 」状の突起が付されている。 

第99図５～第101図８はその他の口縁部破片である。第100図５は波状縁でそのほかはすべて

平縁である。第 101図１はいわゆる｢双輪状｣の突起で口縁部内面と外面の無文部が突起上で連

結している。文様的にはすべて上記の１～３類の一部と思われ、口縁部の無文帯と胴部の無文

帯を連結する「ノ」字状隆線文が多く見られ、ほとんどが無文帯の入り組み構成になっている｡

また、口縁部の「ノ」字状部は誇張されて、いわゆる「ヒレ」状突起に近い構成をとるものも

ある。 
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第101図９～第102図16は胴部から底部資料である。第102図１・２はいわゆる「ヒレ状突起」

が付されている。第101図10、第102図13の胴下部には懸垂隆帯文が配されている。 

４ 類：胴部に地文の施されるものである。口縁部の無文帯のあり方によって次の４種に分

類される。a 種･口縁部無文帯と胴部地文とを分かつ頸部隆線･沈線文の施されるもの (第 103

図１～12)､ｂ種･口縁部無文帯と胴部地文との間に区画文の施されないもの(第103図13～第104

図２)､ｃ種・口縁部に横転縄文、胴部に縦転縄文の施されるもの（第104図３・４）ｄ種･口縁

部から胴部にかけて縦転縄文の施されるもの（第104図５～８）がある。ａ種･ｂ種には撚糸文

が比較的多く施文されている。第104図３には結節文が見られる。 

Ｃ 類：口縁部の形状には（Ⅰ）波状縁、（Ⅲ）平縁がある。 

Ｃ（Ⅰ）類：波状縁のもの（第105図１～７）である。器形の細部の特徴や文様の種類によって

次の３類型に細分される。 

１ 類：波頂部下に楕円形区画文の施されるもの（第105図１～３）である。地文には縄文､

撚糸文が施されている。第105図４は波頂部下に円窓が設けられている。 

２ 類：波頂部斜方向に楕円窓が設けられるもの（第105図 ）である。口縁部外面の無文帯

と内面の無文帯とが立体的な入り組み構成で連結され、いわゆる「双輪状」の突起と同様の構

造を持っている。胴部には、相対する「Ｕ」字状文が沈線文によって描かれている。 

３ 類：波頂部両側縁に無文帯が設けられるもの（第105図７）である。以下、地文の縄文が

施されている。 

Ｃ(Ⅲ)類：平縁のもの（第106図２～第107図10）である。文様の種類によって次の３類型に

細分される。 

１ 類：方形区画文の施されるもの（第106図２～５）である。方形区画文には①小判形状､

②隅丸正方形状のものがある。 

２ 類：横位波濤文の施されるもの（第106図６）である。 

第106図７～第107図１はその他の破片資料である。文様の全体形は明らかではない。 

３ 類：口縁部に無文帯が設けられ、以下地文の施されるもの(第106図２～10)である。６･

９のように上端に隆帯が貼付され口縁部が短く外傾するものも含まれる。頸部には隆線や沈線

が施されるものもある。７は頸部に区画文が設けられず、胴部には条線文が施されている。 

Ｄ 類：胴部両側に縦位２個１対の紐掛け状の橋状突起が付されるもの（第107図11～12）で

ある。ともに破片資料で文様の全体形は明らかではない。12 の外面には朱彩が施されている。

第107図13～第108図12は底部資料である。 

浅鉢形土器：浅鉢には２種類の器形（Ａ類・Ｂ類）が見られる。すべて平縁（Ⅲ）である。 

Ａ 類：口縁部が内弯気味にほぼ外傾するもの（第110図６、７）である。文様については明 
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らかではない。 

Ｂ 類：口縁部が内弯するもの（第109図１～４、第109図６～第110図５）である。内弯の度

合には若干の変異が見られる。第109図１、２はともに横位波濤文が描かれている。第109図３

は注口部と口縁部をつなぐ橋状部が設けられている。橋状部には‶ ひねり″が加えられ、双輪

状突起の‶ ねじれ″に近い表現がなされている。第109図６～第110図５は破片資料で文様の全

体形は明らかではない。 

鉢形土器：鉢にはＢ類型が見られた。平縁（Ⅲ）である。 

Ｂ 類：頸部が「く」字状にくびれ、口縁部が短く外傾するもの（第110図８）である。胴部

に小判形状の文様が施されている｡また､第109図５は破損の状況から判断して鉢Ｂ類の注口部

と考えられる。 

台付鉢：台付鉢の台部破片（第110図13）である。無文。 

器台形土器：円錘台状の台部に円板状の受部を載せるもの（第110図９～12）である。円窓･

楕円窓の設けられるものがある。 

袖珍土器：器高が約3ｃｍのミニチュア品である(第110図14)。２卖位の波状縁で縄文が施さ

れている。 

※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

以上が、单側遺物包含層第Ⅰ層出土土器である。図示した土器は42点(深鉢34点、浅鉢４点､

鉢２点、台付鉢１点、袖珍土器１点)、拓本資料は総計115点(深鉢101点、浅鉢12点、器台２点)

である。ちなみに、パーセンテイジは深鉢86％、浅鉢11％、鉢１％、台付鉢0.5％、器台１％､

袖珍土器0.5％である。 

➀ 器形としては、深鉢ではＢ・Ｃ・Ｄの３類型、浅鉢ではＡ・Ｂの２類型、鉢ではＢの１

類型、その他台付鉢・器台・袖珍土器に分類された。 

➁ 鉢形土器では、Ｂ：Ｃ≒４：１で深鉢Ｂがセットの中枢を占め深鉢Ａについては確認す

ることができなかった。代わって、深鉢Ｃの比重が一層顕著に高まっている。浅鉢形土器

ではＡ：Ｂ≒１：７であり、浅鉢Ｂが为体を占める状況はほとんど変わらない。また、浅

鉢形土器の注口部の形状では、円窓状をなすものが確認されず、すべて円筒状をなすもの

であった。その他の土器は出土点数が尐なく構成比の検討には適していない。 

また、全般的な特徴としては次の２点があげられる。ⓐ頸部が「く」字状にくびれ口縁

部が短く外傾する器形が鉢Ｂ類や一部深鉢に共通して見られた｡鉢Ｂ類については明らか

に浅鉢Ｂ類から分化したものであり、新たな器形の一つと考えることができる。ⓑ深鉢･

浅鉢の一部に共通して、立体的な把手や突起が付されていた。これらはすべて‶ ひねり" 
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や‶ ねじれ"部を持つもので、口縁部外面の無文帯と口縁部内面の無文帯が立体的な入り

組み構成で連結されるものであった。このような把手や突起の立体化も第Ⅱ層には見られ

ない新しい特徴の一つである。 

➂ これらの土器の文様は第Ⅳ～Ⅱ層とは若干様相が異なり､ある特定の器形と結び付く傾

向性が顕在化していた。すなわち、本層土器のセットの一角をⓐ方形区画文、ⓑ楕円形区

画文といった「区画文」の施される土器が占めており､「区画文」という性格上、方形区画

文は平縁、楕円形区画文は波状縁に結び付く傾向が認められた。また、本層土器のもう一

つの基本形と考えられるⓒ横位波濤文についても「横位文」という性格上、平縁と結び付

く傾向性が高い。ただし、これらの文様は口縁部の形状とは比較的高い相関を持つものの、

ある特定の器種に結び付くということはない。 

➃ これらの文様はⓐ稜の明確な隆帯、ⓑ隆線と沈線、あるいはⓒ沈線卖独で描かれ、多く

は無文部が入組み状に展開するという共通の属性を持っている。また、入り組み部交点や

口縁部起点の「ノ」字状部にはいわゆる「ヒレ状突起」が付されるものもある。 

ⓐ 横位波濤文は(1)すべて連結して描かれる連結波濤文、(2)無文部を挟んで展開する分節

波濤文とがあり、後者は文様的には｢ ｣状を呈し、第Ⅱ層で特徴的な雁股状(｢ ｣状)

のような幅広な構成のものは確認されなかった。これらは第Ⅱ層に引き続き、無文部と

縄文部の対称性を保持するものである。 

ⓑ 方形･楕円形区画文は③頄に記したように､「区画文」という性格上、比較的器形と結

び付きやすい文様である。方形区画文は(1)小判形状、(2)隅丸正方形状、(3)隅丸長方形状

をなすものがある。これらの文様はいずれも文様帯の幅の違いによって生み出される変

異形に過ぎず、基本的には同一の文様である。 

楕円形区画文は文字通り楕円形状をなす文様である。 

横位波濤文が点対称的な対称性を持つのに対し、これらの区画文は線対称的な対称性

を持っている。横位波濤文に見られる無文部と縄文部の面積比の均衡関係は、区画文の

場合、あまり明確なものでなくなっている。 

➄ これらの文様のほかに、胴下部にはしばしば２ないし４卖位の懸垂隆帯文の施されるも

のが認められた。文様間の充塡文については確認することができなかった。 

➅ 地文としては縄文､撚糸文が多く見られた。撚糸文の出現率としては7.5％で､第Ⅳ～Ⅱ

層を通じてわずかに３点認められたに過ぎない点を考えると、飛躍的に増加している。ま

た､結節文の施されるものも若干ではあるが確認され、第Ⅳ～Ⅱ層にはない特徴の一つに

あげられよう。条線文は１点認められた。刺突文については確認することができなかった。 

➆ 本時期には廃絶された住居跡にも盛んに遺物が廃棄されており、あわせて第Ⅳ－２章も

参照されたい。



 

 133 



 

 134 



 

 135 



 

 136 



 

 137 



 

 138 



 

 139 

 



 

 140 



 

 141 

 



 

 142 



 

 143 

 



 

 144 



 

 145 



 

 146 



 

 147 

 

Ｄ．单側遺物包含層出土石器 

１．第Ⅳ層出土の石器 

石 鏃（第111図１～15）１、２は凹基で、２の脚部は長い。３、４、５は平基の石鏃であ

る。６～11は菱形を呈し、極めて薄いものが多い(８、９、11)。12～14はいわゆる有茎石鏃で､

茎部の作出は余り明瞭ではない。５の基部には黒褐色の付着物があり、着柄に関係すると考え

られる。 

尖頭器（第111図16～18）３点とも小形の尖頭器である。16は規則正しい交互剥離状の加工

で尖端部が作出される。17の基部には折断面がある。18は鋸歯状の加工で尖頭部が作出される｡ 

石 錐（第111図19～22、112図１）19は厚みがあり、尖端部は鋭さに欠ける。20は素材の打

面側と末端部とを折断しノッチ状の加工で尖端部を作出する。21棒状で、均整のとれた形であ

る。22は錐部とつまみ部とからなり、19と１はそれらが不明確である。21、22、１は素材剥片

の末端に尖端部が作出され、19は打面側に、20は側辺に作出される。 

石 匙（第112図２～４）２、３、４ともに縦長の剥片を使用している。２、３は縦長の形態

だか、４は横長の形態である。２、３は打面側につまみ部が作出されるのに対し、４は側辺に

作出される。４のつまみ部を作出する段階で、ノッチを入れ易くするため、打面部が折断され

る。このような例は素材剥片の側辺または末端につまみ部が作出される石匙に類例があり、折

断でつまみ部の幅をきめ、ノッチ状の加工を省略するためと考えられる。２の打面部も折断さ

れているが、この例と関係があると考えられる。これらの石匙の身部はすべてスクレイパー状

の加工で整形される。 

両極剥離痕のある石器(第112図５～13、第113図１～４) ５～11、１は一対の両極剥離痕を

持ち、12、２、３、４は二対の両極剥離痕を持つ。このうち、９、11、13、４は、両極剥離以

前の平坦面を有する。９はスクレイパーが破損後、砕片を利用して両極剥離が行われている。

10は両極剥離以前の折断面や剥離痕がある。13は厚手で打面側は平坦となり、石核の可能性も

ある。４は二対の両極剥離の後、連続した小剥離でスクレイパー状の二次加工が施されている｡

このように破損した石器をピエスエスキーユに転用する例や、ピエスエスキーユが他の石器に

転用される例は比較的多い。 

磨製石斧（第113図５～８）３点ともにやや偏平の種類である。６は全体形が判るが、剥落

が著しい。７は刃部、基部ともに破損しているが、その後に敲き石として利用され、破損面を

切る敲打痕が見られる。 

石 核(第113図９、第114図１、２) ３点ともに剥片素材である。９は剥片素材で、腹面を

打面とし、１打面と作業面とを固定的に使用し、やや縦長の剥片を連続的に剥離している。四 
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角錐状を呈する。１は求心的に剥離が行われ、不整な円盤状を呈する。腹面の剥離痕は背面の

ものより大きく新しいので、背面の剥離は打面作出の可能性もある。２も求心的な剥離が行わ

れるが、四角形に整形する意図があるようで、不定形石器Ⅰ類とすべきか。 

不定形石器ⅠＡ層(第 114 図３、４、５、６) ３はバルブの発達しない加工で、楕円形に整

形されている。４はステップ状の加工で三角形に整形されているが、小形の石核とすべきか。

５は両面加工の棒状を呈する。６はややバルブの発達する交互剥離状の加工で楕円形に整形さ

れる。 

不定形石器ⅠＢ類（第114図７）いわゆる両尖匕首である。 

不定形石器ⅡＡ類(第114図８～11、第115図４) 縦長の形態を呈し、スクレイパーエッジを

有する種類である。８は凸刃と凹刃とがセットで尖端部が作出される。９、10は厚手の素材を

使用し、エンドスクレイパー状の強い丸凸刃を作出する種類で、大梁川遺跡では極めて定形性

が高い型式である。11は二側辺に刃部が作出され、一部は両面加工となる。４はスクレイパー

エッジで比較的鋭い尖端部が作出される。 

不定形石器ⅡＢ類(第114図12、第115図１～３、５～12、第116図１、２) 第115図１、２は

凸刃と凹刃との交点に鈍い尖端部を有する。１の打面部はステップ状の加工で除去され基部加

工または着柄と関係がある。第114図12は尖端部が作出されるスクレイパーで尖端部に摩滅が認

められる。６、７は素材の末端にスクレイパーエッジが作出される。７は打面側の折断面を切

る二次加工がある。８は性格不明で、腹面を覆う加工にはバルブが無く、背面にスクレイパー

状の加工がある。全体を四角形に整形しているようでもある。９は連続した小剥離で刃部を作

出する。11は打面側に凸刃が作出される。12のノッチの性格は不明である｡第116図１は側辺に

スクレイパー状、末端に交互剥離状の刃部を有する。 

不定形石器ⅡＣ類(第116図３～11) ４、６は加工が全面におよび、全体形を整形しているよ

うで、不定形石器Ⅰ類に分類すべきか。４は打面側に交互剥離状の加工で尖端部が作出される｡

３はクレステドフレイクの末端に尖端部が作出される。５は素材剥片の末端部のヒンヂフラク

チャーを利用して、二尖端部を作出している。７～11は折断面が関与する種類である。７はス

クレイパー状の刃部を持つ石器が破損した後、破損面と側辺との角度を利用して、尖端部を作

出している。尖端部に摩滅が見られる。８は両極打法で折断されている。９は打面部と末端部

とが折断され、縁辺部との角度を利用して、尖端部が作出される。摩減が認められる。10は打

面側と末端側の二つの折断面が成す角度を利用して、尖端部が作出される。微細剥離痕がある｡

11は折断面が関与する尖端部と、小剥離による尖端部とを有する。 

不定形石器ⅡＨ類（第117図１～３） １は刃部の正面観・側面観ともに鋸歯状で、楕円形に

整形されている｡不定形石器Ⅰ類に分類すべきか。２、３はやや奥まで入る加工で、交互剥離状 
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の凸刃と鈍い尖端部を作出している。 

不定形石器ⅡＩ類(第117図４、５) ４の素材剥片の末端側はバルブの発達した交互剥離状の

加工があり、その対辺に微細剥離痕がある。５は打面から一側辺にかけて、急角度の剥離で鋸

歯状を呈し、鋭い縁辺に微細剥離痕とポリッシュとが認められる。これらの石器は为要な二次

加工部位と使用痕がある部位とが異なる点が共通する。 

不定形石器ⅡＫ類(第116図12) 折断面を打面とした連続した剥離と､それらを切るファシッ

ト状の加工がある。これらの加工は素材を薄くする基部加工であり末端部を刃部とする折断調

整石器であろう。 

二次加工のある剥片（第 117 図６、７、８）７は黒褐色の炭化物が一側辺にのみ付着する。

機能する刃部と関係があると考えられる。 

磨 石（第 118 図１～４、７）１、４、７は二磨面を有する。２は二磨面以外に側辺も摩滅

し線条痕が見られる。 

磨凹石（第118図８、９、第119図１～４、６、第120図１～10、第121図１～３、第122図３）

第118図８は二磨面､二凹部を有するが、片面の凹部は浅い。９は軟質の砂質凝灰岩素材で不定

形である｡第119図１は線条痕が見られ、暗褐色の物質が付着している。３にも暗赤褐色の物質

が凹部に付着している。６の磨面はかなり摩滅して、素材の形も大きく変化しているようだ。

側辺からの剥離痕があり､凹部には炭化物が付着している。第120図１は節理面に沿って凹部が

作出されている。２は凹部の内部まで磨痕が及ぶ。３、４は凹部が浅いものである。磨凹石で

は、磨面の摩滅の程度が著しいほど凹部の形成も顕著であり、磨面と凹部との形成の程度は使

用頻度（使用期間）に関係があるようだ。６は凸面と平面とがセットとなる磨面を有し、凸磨

面の中央部は平坦となる。第 121 図３の磨面の中央部は｢ツルツル｣になり線条痕が顕著である｡

第122図３は四磨面を有する断面四角形の磨凹石である。 

磨凹敲石Ⅰ類(第123図１、４) 平坦面を形成しない敲打痕を有する種類である。１は両端に

敲打痕１があり、下端にはそれにともなう剥離痕がある。４は一端に敲打痕がある。 

磨凹敲石Ⅱ類（第121図４～７、第122図１、２、４～６、第123図２） 平面を形成する敲打

痕を有する種類である。第121図４は三面の磨面と一敲打面とを有する。５、６は一側辺に敲打

面を有する。第122図１は二敲打面を有し、付着物がある。２は一敲打面を有しそれに伴う剥離

痕がある。磨面の中央部は平坦となり、線条痕が顕著である。４は二敲打面を有する。５は二

磨面と二敲打面とを有し､長軸の両端に敲打痕１がある。６は一敲打面を有する。第123図２は

二磨面一敲打面を有し両端に敲打痕１がある。凹部は縦に連続する。 

磨敲石Ⅰ類(第118図６、第119図５、第123図１) ６、５、１は二磨面と敲打痕の集中した浅

い凹部とを持つ。 
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磨敲石Ⅱ類（第118図５） 一側辺に敲打面を有する。 

石皿Ⅰ類(第123図５) 両面が使用されている｡図の左面は凹面で中央部に暗赤褐色の付着物

がある。右面はパラボラ状で浅い凹部が散在する。 

石 棒（第123図６） 基部は破損する。八角の柱状に整形され、縦の線条痕がある。 

２．第Ⅲ層出土の石器 

石 鏃（第124図１～20） １～４は凹基である。１は打面側に尖頭部を作り、側辺が基部付

近で大きく内側に入り、基部の「えぐり」が半円形を呈する。２～４は側辺が直線的になる。

２は素材の末端に、３は側辺に尖頭部が作られる。４は側辺と末端部の交点に周辺部加工で尖

頭部が作出される。５～９は平基で、５、６は側辺が外湾する。側辺と末端の交点に尖頭部が

作られ、厚みがある。８は小形で厚みがある。９は打面側に尖頭部を作出し、また基部に摩滅

がみられ着柄に関係するものと思われる。10～16は菱形を呈し側辺は直線的となる。10は素材

の打面側に、11、12、16は末端に尖頭部を作出する。15は側辺と末端の交点に作出され、周辺

部加工で成形される。17、18の基部は凸基で丸味を持ち、それぞれ側辺、末端に尖頭部を作る｡

17は周辺部加工で成形、18は小形で厚みがある。19は打面側に尖端部が作出され、右側辺のみ

が両面加工となる。20は素材の一側辺を折断し加工を施して石鏃の側辺とし、打面部に基部を

作出している。 

尖頭器（第124図21～23、第125図１～４）全てが交互剥離状の両面加工で成形されている。

21は破損しているが柳葉形になると思われる。 

22、４は素材の末端と側辺との交点を尖頭部にしている。23は厚みがあり、加工が全面におよ

ぶ。 

石 錐（第 125 図５～14）５～７は棒状になる。５は小形で長軸の両端が尖る。７は基部が

幅広となり５、６とやや形態が異なる。８、10、11は錐部とつまみ部の境が明瞭なものである｡

10は素材の末端部を折断し側辺との交点に二次加工を入れて錐部を作出している。11は細長い

錐部を持つ。９、12～14は錐部とつまみ部の境が不明瞭なものである。９は加工が粗雑で、12

は全面加工されている。14は縦長剥片を素材とし打面側に尖端部を作出している。末端の折断

面は二次加工より古い。 

石 匙(第125図15～17、第126図１～８、第127図１～２) 第125図15～17、第126図１～４､

７、８は形態が縦長である。125図16、17、126図４の身部は二縁辺、125図15、126図１、２、

７、８は三縁辺からなる。これらは全て縦長剥片を素材としている。15は素材の打点側につま

み部を作り、背面右側辺にスクレイパー状の二次加工がなされている。16、17は全体形に対し

て大きなつまみ部が打点部側に作られている。またその打点を除去するような調整剥離もみら 
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れる｡第126図１は打面側に小さなつまみ部が作られ、身部は外湾する左側辺の腹面に浅い加工

を施し、その剥離を打面として背面側にややバルブの発達する平坦で奥深く入る剥離が両端か

ら中央に向かってなされる。直刃の右側辺は背面にやや角度のあるスクレイパー状の加工が行

なわれている。また両側辺の刃部は摩滅している。このような石匙の特徴は縄文時代早期末か

ら前期初頭頃の遺跡から多く出土している (手塚・相原他；1987)。前期初頭の土器が出土

しているので、これに伴う石器であろう。同様の石匙は第167図２がある。３は素材の末端につ

まみ部を作っている。４は打点側を折断し大きなつまみ部が作出されている。また折断面に二

次加工がみられる。７はつまみ部を作出する際のノッチ状の加工が一か所だけしか行なわれて

いない。８は横幅のあるもので両側辺にスクレイパー状の二次加工がみられる｡第126図５、６

は形態が横長である。５はつまみ部に対して刃部が水平になる。素材の腹面右末端に折断面が

みられる。これはつまみ部の幅を狭くしノッチの加工を入れやすくするためのものと思われる。

６はつまみ部にたいして刃部が斜行する。縦長剥片を素材とし打面側を折断し側辺との交点に

つまみ部を作出している。第127図１は打面側につまみ部を作出している。第127図２は破損し

ているが、横長の剥片を用いて側辺につまみ部を作出し、縦長の形態を呈する。素材の末端と

打面部を側辺にして作る。腹面に打点部の厚みを除去する加工が施されている。 

箆状石器（第127図３、４） ２点とも交互剥離状の両面加工が施されている。３は小形で細

身だが厚みがあり、４は大形で厚く、縁辺はステップ状を呈する。 

両極剥離痕のある石器(第127図５～14、第128図１～９) 第127図５～14、第128図１は一対

の両極剥離痕があり、刃部が線状になる｡第127図５、12は両極剥離後、粗雑なスクレイパー状

の二次加工が施されている。14にも両極剥離後の二次加工や微細剥離痕がみられる。１は両極

剥離後、両面加工による鋸歯状の刃部を作出している。13には両極剥離以前の二次加工がみら

れる。このように他の機能を持つ石器を転用して利用したり、逆に両極剥離後に二次加工を施

し､別の用途に用いられた例がある。第127図９の左側面の下半にも両極剥離の可能性がある剥

離がみられる｡第128図４は一対の両極剥離痕があり、上端の刃部が両極剥離の際に破損によっ

て点状になっている。両極剥離後の二次加工がみられる｡第128図２、５、９は一対の両極剥離

痕があり一端に平坦面を有する。２はスクレイパーエッジを持つ石器が破損した後、破損面と

基部から両極剥離が行なわれている。第128図５は二次加工を有する石器に両極剥離を行なう。

下端の平坦面は背面構成である｡第128図９は素材の両側辺を折断しその面を用いて両極剥離が

行なわれている。第128図３は両端とも平坦面である。上端は剥片の打面で､下端は折断して平

坦面を作っている｡第128図６、７、８は二対の両極剥離痕を持つ。６、７は刃部が線状となり､

６は不整円形を呈する。８は上端と左側辺の打面が平坦面となる。 

磨製石斧(第128図10～12、第129図１、２) ５点出土している。全て大形で断面は偏平のも 
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のである。10は基部、刃部付近が破損している。11の刃部は右側が片減りし、｢歯こぼれ｣した

後も研磨して使用されている。また基部側の破損面の縁辺に敲打痕がみられ敲き石として使用

されたと考えられる。１は刃部が破損しているが破損面にも線条痕がみられ、破損後も使用さ

れていたようである。 

石 核(第129図３～５、第130図１～４、第131図１) 第131図１の作業面は一面である。断

面は三角形を呈する。剥片素材で腹面を打面にして剥離している。第129図４、５、第130図２､

４は作業面が二面のものである｡第129図４は剥離が全周しているが、特に左側面はチョッピン

グツール状になる｡第129図５は小形で剥片素材と思われる。腹面に求心的な剥離が入り四角形

となる｡不定形石器の可能性もある。第130図４は求心的に剥離され円盤状を呈している。第129

図３、第130図１、３は作業面が三面以上のものである。第129図３は剥片素材で三面の作業面

を持つ。第130図１の形態は多面体で、剥離のしかたに規則性はみられない。第130図３は作業

面が四面あり、焼けはじけがある。 

不定形石器ⅠＡ類(第131図２、３) 交互剥離状の両面加工により２は四辺形、３は小形の楕

円形に成形される。 

不定形石器ⅡＡ類(第131図４～12、第132図１～３) 縦長の形態を呈し、スクレイパーエッ

ジを持つ。４～７は両側辺加工で尖端部が作出されるスクレイパーである。剥片の側辺から末

端にかけて刃部加工が施され､二側辺が鋭角で交わる｡第131図10～12はエンドスクレイパーで

ある｡第131図10は打面部が両面加工によって丁寧に調整されており､着柄のための基部加工の

可能性がある。両側辺には微細剥離痕がみられる。11、12は素材の打点側に刃部を作出してい

る。また11は背面構成の稜だけに摩滅がみられ､刃部の再加工が行なわれたことが考えられる。

第131図８は外湾する左側辺と直線的な右側辺の交点に尖端部が作り出されている。第131図９、

第132図１～３はサイドスクレイパーである。９は打点側に折断面があり､それを切る二次加工

が左側辺に施されている。１は背面に大きく自然面を残し、側辺に浅い二次加工が施されてい

る。２の断面は三角形を呈する。また背面構成の稜を打点とする横方向の剥離は、石核作業面

の稜調整を示唆している。３は両側辺に加工がみられるが、左側辺は浅く、右側辺は角度のあ

る刃部が作出されている。 

不定形石器ⅡＢ類(第132図４～８、第133図１～９、12、13) 不定形石器ⅡＡ類以外でスク

レイパーエッジを持つ種類である。４～８は尖端部を有する。４は素材の末端と側辺の交点に

尖端部が作出されている。右側面に折断面がある。５、６は素材の末端に、７は末端と側辺の

交点に尖端部を作っている｡また打面側を折断し側辺との交点をも尖端部として使用しており、

微細剥離痕がみられる。第133図１～６、９はエンドスクレイパーである。１、３、４は加工が

ほぼ全周し、２、５、６は加工が刃部付近に集中し素材の形状を留めている。９は左側辺を折 
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断し末端の幅を狭くしてから丸凸刃を作り出す｡第133図12は剥片の端末に弱い凸刃を持つ。第

133図７は素材の側辺にスクレイパー状の加工がある。また腹面側打面部にバルブの発達する加

工がある。８は背面右側面の加工を切る折断面がある。またその面を打面とする剥離が背面に､

腹面には折断面を切る剥離が側辺からなされる。13は両側辺に連続した剥離がみられる。 

不定形石器ⅡＣ類(第134図１～10) 尖端部を有する。１は右側辺に尖端部を作り、左側辺に

スクレイパー状の加工が施されている。３は末端部を折断し打面側に尖端部を作出している。

尖頭器様に整形されており、石鏃の未製品であろうか。２は側辺の一端に小剥離を入れ尖端部

を作る。４～10は折断面が直接的に尖端部作出に関与する。６は両側辺加工のスクレイパーと

思われる破損品を転用して、破損面と側辺との交点に尖端部を作っている。７は背面の左側辺

に折断面がみられる。８は素材の打面部を折断し両面加工で尖端部を作出している。10は縦長

の剥片の末端と打点側を折断し、側辺との交点に鋭い尖端部を作っている。 

不定形石器ⅡＦ類(第134図11) 素材の打面から側辺にかけてノッチが作出されている｡縁辺

に広く微細剥離痕が見られる。 

不定形石器ⅡＨ類(第134図12、第135図１) いわゆる交互剥離状石器である。12は側辺から

末端にかけてバルブの発達する両面加工で剥離されている。１は両側辺に加工が施される。 

不定形石器ⅡＩ類(第134図13、第135図２、３) 13は素材の打面から側辺にかけて腹面側か

ら除去している。刃部は対辺の調整の入らない部分になる。２は素材剥片の打点付近を背面側

から除去し末端に調整を入れている。３は両面からやや奥まで入る大きな剥離で打面部が除去

されている。 

不定形石器ⅡＪ類(第135図４、５) ４は打面側の折断面を打面として樋状剥離がなされてい

る。また側辺に交互剥離状の両面加工がほどこされている。５は素材の末端と打面側を折断し､

打面側から樋状剥離がなされている。側辺には連続した二次加工が入っている。 

不定形石器ⅡＫ類(第133図10､11) 10は素材の打面側を折断し三角形状に整形し、側辺部に

スクレイパー状の二次加工で刃部を作出している。11は素材の側辺を折断し、スクレイパー状

の周辺部加工を施している。 

二次加工ある剥片（第135図６～９） 素材の側辺と末端に小剥離が連続する。 

磨 石(第136図１～３、５～７) 二磨面を持ち偏平である。６の磨面に線条痕がみられる｡ 

磨凹石（第136図８､９、第137図１～６、第138図１～８、第139図１～３、第140図２） 磨面と

凹部を持つ。第137図３は深く凹んでいる。第137図４は複数の凹部が１列に並んでいる。第138

図４は磨面に粗い線条痕がみられる。第138図６の磨面中央に線条痕が著しく、平坦面が形成さ

れている。第138図７は破損した磨石の再利用で、为面は二面とも破損面である。側面の磨面

は破損以前の磨石の为面が輪切り状に残存しているものである｡第138図８は側面にも磨面があり 
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为面との間に稜を形成している｡第139図１は深く整った凹部を持つ｡中央から破損しているが、

この凹部が直接的原因であろう。第139図３の右図凹部の右側に黒褐色の付着物がある。第140

図２は凸磨面の右側の「片減り」が著しく、稜ができている。 

磨凹敲石Ⅰ（第140図５、第141図１、３、５）１は長軸の両端を中心に敲打痕１があり、磨

面部には線条痕がみられる。３の凹部はきわめて深い。敲打痕は長軸の両端と右図为面にみら

れる。５の右図为面に１列に並んだ敲打痕１がみられる。 

磨凹敲石Ⅱ(第139図４～６、第140図１、３、４、６、第141図２、４) 第139図４は凹部が

浅い。５は磨面に線条痕がみられる。第140図４は凹部が長軸に沿って１列に並ぶ。第141図２

は長軸両端と一側面に敲打痕１をもち､他の一側面が敲打面となる。第141図４は全面に褐色の

付着物がみられる。 

磨敲石Ⅰ（第136図４） 二磨面と敲打痕１をもち、厚みがある。 

石製品(第141図６、７) ６は礫を偏平の円盤状に整形し、３方向から剥離がなされている｡

右図左の剥離は整形時のものである。石錘の可能性がある。７は上端が破損しているが棒状に

整形し長軸に沿って深い溝をいれている。下端面で短い溝と交差する。 

３．第Ⅱ層出土の石器 

石 鏃（第142図１～15） １～３凹基の種類である。１は基部が不整形で、破損後の再加工

の可能性がある。４～９は平基の種類である。４は尖頭部を打面側に作出し、尖頭と基部とに

二次加工が集中し､側辺の加工は省略される。６は素材の末端部に尖頭部が作出される｡10～13

は菱形を呈する種類である。概して小形で薄いものが多いが13はやや異質である。14は丸凸の

基部を有する。15の尖頭部は不整形だか、この部分の加工は周辺より新しく、再加工によるも

のと考えられる。形態的に異形石器に分類すべきか。 

尖頭器（第142図16、17） いずれも小形の種類である。16、17共に明瞭な二次加工を有する

が、16は平基に、17は凸基になる。 

石 錐(第142図18～23、第143図１、２) 18、19は棒状の種類で、18はクレステドフレイク

の末端に尖端部が作出される。19の尖端は破損している。20、22は錐部とつまみ部とからなる｡

20 の腹面左側辺に折断面がある。22 は素材の側辺にダブルノッチにより尖端部が作出される。

22、23、１、２は錐部とつまみ部との区別が不明瞭な種類である。21、23 は尖頭器状で、１、

２は剥片の一部に錐部を作出し、素材の形状を多く残すものである。 

石 匙（第143図３～７） ３、４は縦長の形態である。３は二縁辺構成・４は三縁辺構成で

縦長スクレイパー状の身部を有する。５、７は横長の形態である。５は素材の側辺を折断し、 
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打面側の幅を調節してから、つまみ部を作出している。このような例は、つまみ部を打面側以

外の位置に作出する例が多い。７は尖端部が作出されるスクレイパー状の身部を持ち、つまみ

部を打面と側辺との交点に作出している。６はスクレイパー状の身部であったと考えられるが、

その後、両極剥離が行われている。両極剥離の意味が良くわからないが、ピエスエスキーユへ

の転用ではなく、刃部再生を兹ねていた可能性もある。このようにスクレイパーエッジの腹面

側に両極剥離痕がある例は比較的多い。 

箆状石器(第143図８、９、10、第144図１) ８は側辺の二次加工が規則正しく連続する種類

である。これに対し、10、１はステップ状の不整な加工がある。８、１は素材の末端に10は素

材の側辺に刃部を作出する。１の側辺は部分的に摩滅した部分があり、先端のパティナは新し

い。刃部再生が行われた結果であろう。刃部再生が行われたと推定される資料はスクレイパー

に多く認められる。 

両極剥離痕のある石器（第144図２～17、第145図１～７、第146図１～３） 第144図２～４､

７～９、12、13、17、第145図１は一対の線状の刃部を有する種類である。４は交互剥離状の刃

部を持った石器の転用である。７はスクレイパーエッジを有する石器が破損後に転用されたと

考えられる。８は両極剥離の後に、二次加工が施される。第144図５、10、第145図２は刃部が

潰れて点状になる種類である。２は両極剥離の後に、側辺の折断が行われ、他の側辺に二次加

工が施される。第144図14、16、146図１は両極剥離以前の平坦面を一端に有する。14は素材の

打面が残存している。16、１は折断面である。第145図５、７は両極剥離以前の平坦面が両端に

ある。５は背面構成と素材剥離時の折断面である。７は背面構成と、素材剥離以前の折断面と

考えられるものである。第145図４、６、第146図２、３は複数対の両極剥離痕を有する種類で

ある。４の背面左側辺の規則性の無い剥離はすべて二対の両極剥離に切られるので、それ以前

の二次加工、または背面構成であろう。２は二対の剥離痕を有するが、一対の両端は折断面と

なる。３は接近しているが、二対の両極剥離痕がある。 

磨製石斧（第 146図８、９）８は基部のみが残るが、やや厚手の種類であろう。９は破損す

るが、刃部の近くまで残り、やや偏平で幅が広い種類である。 

石 核(第146図４～８) ４、７は、一打面を固定的に使用している。４は四作業面を持ち､

作業面には潰れた小剥離が目立つ。７は約三作業面を有する。残存する剥離面からは、厚手で､

ヒンジフラクチャーの剥片が取られたと推定できる｡固定的な打面を使用する石核が比較的多い

点が注目される。５、６、８は、表裏に二作業面を有し、交互剥離状に剥離を行っている。６

は剥片素材で、背面の剥離は古く、打面作出とも考えられる。８は剥片素材で、チョッピング

ツール状を呈する。 
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不定形石器ⅠＡ類(第147図１～３) １はやや奥まで入るスクレイパーエッジで、全体形を楕

円形に整形している。２、３は交互剥離状の加工で、不整な楕円形を呈する。 

不定形石器ⅡＡ類(第147図４～12、第148図１～５、８、９) 縦長の形態を呈しスクレイパー

エッジが作出される種類である。第147図４～11は､尖端部が作出される種類である。８､10の

ように加工がほぼ全周におよぶのは尐なく、他は加工が尖端部のみに集中する。４は打面側に

尖端部が作られる。第147図12、第148図２、３はいわゆるエンドスクレイパーである。12は加

工が全周におよび、一端に端整なスクレイパーエッジが作出される。２、３はやや粗雑な丸凸

刃が作出される。第148図１、４は凸刃と直刃とを有し、交点に尖端部が作出される。第148図

８、９はいわゆるサイドスクレイパーである。９は連続した小剥離によって刃部が作出されて

いる。５は破損しているが、刃部の剥離面が見えないほど摩滅している。また腹面側に両極剥

離による剥離が有り、これは一種の刃部再生の可能性もある。このような例は石匙(第143図６)

にも見られる。 

不定形石器ⅡＢ類(第147図11、第148図６、10、11、第149図１～９) スクレイパーエッジが

作出される種類である。第147図11、第148図６は尖端部が作出される種類で、加工がほぼ全周

におよぶ種類である。第148図６、10、11は同じく尖端部が作出される種類だが、加工が尖端部

に集中し、尖端部に摩滅があるものが多い。石錐のように使用された可能性がある。６の背面

には炭化物が付着する。11の打面はステップ状の加工で除去されている。第149図１～４はいわ

ゆるエンドスクレイパーである。３の打面部は除去され着柄に関係したものか。４は端整なス

クレイパーエッジを有する。第149図６、７は弱い凸刃を有する。第149図５、６、８、９は粗

雑なスクレイパーエッジを有するものを一括する。９は凸刃を有するが、全体形を整形してい

るようでもあり不定形石器Ⅰ類に分類すべきか。 

不定形石器ⅡＣ類(第149図10～14、第150図１～７) 第149図10、11、12は加工がほぼ全周に

およぶ。10、11は石鏃または小形の尖頭器の未製品の可能性もある。12は両極剥離を使用し、

折断面が関与する尖端部を作出している。第149図13、第150図１は加工が尖端部のみに集中す

る。１は石匙の末製品の可能性もある。第149図14、第150図２～７は折断面が関与する尖端部

作出石器であり、比較的多い。14は側辺を折断し、打面側に尖端部を作出している。折断面を

切る小剥離が連続する。２、３は打面側を折断している。4は側辺を折断し､三稜から加工が入

る。５、７は側辺を折断している。６は打面部を折断し、尖端部・ノッチ状の加工・基部加工

があり、石鏃の未製品の可能性がある。 

不定形石器ⅡＤ類(第150図９、第151図１) 折断面を打面として、連続的な剥離が行われる

種類である。これらの連続した二次加工が機能刃部とは考えられない。９、１は両極剥離の可

能性がある種類である。９は素材の打面部に四折断面と背面構成とを打面とする剥離が背面と 
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腹面とにはいる。１は折断面と対辺からの剥離が行われるが、小形の石核とすべきか。 

不定形石器ⅡＥ類(第151図３、４) 節理面などを打面として、連続した二次加工が行われる

種類である。小形の石核とも考えられる。また、前述の不定形石器ⅡＤ類との関係も考えられ

る。３は素材の打面部から腹面に加工が入る。４は剥片素材で節理面を打面として、腹面に三

～四回の剥離がある。 

不定形石器ⅡＦ類（第151図５） 腹面右側辺にノッチ状の加工がある。 

不定形石器ⅡＧ類(第 151 図６、７、10、11) いわゆるデンティキュレイトで、急角度のバル

ブの発達する二次加工で鋸歯状の刃部を作出する種類である｡６は腹面右側辺に鋸歯状の刃部が

ある。７はスクレイパー状の刃部と急角度の鋸歯状の刃部とがある。スクレイパー状の刃部は

剥離面がわからないほど著しく摩滅している。11は厚手の素材の末端に急角度の凸刃を作出し

ている。｢エンドデンティキュレイト｣と称すべきか。10は厚手の素材を使用し、背面側下端に

鋸歯状の加工があるが小形の石核の可能性もある。 

不定形石器ⅡＨ類（第151図８） 厚手の素材を使用し、やや奥まではいる両面加工で交互剥

離状の刃部を作出するが、剥片素材の石核の可能性もある。 

不定形石器ⅡＩ類(第151図９) 交互剥離状の加工で打面部を除去し、素材の末端に微細剥離

痕がある。 

不定形石器ⅡＫ類(第150図８、10～13、第151図２) いわゆる折断調整石器である。８、10､

11、12、13は小形で三角形を呈し、折断面を打面とする基部加工が連続する点で共通する。８

は打面側が折断され、末端側から連続した基部加工がはいる。側辺にノッチ状の刃部が作出さ

れる。10 は素材の打面側の折断面を打面として背面に基部がはいる。側辺に刃部が作出される。

11は打面側の折断面からの基部加工がある。また腹面にバルブが発達する加工で、ジグザグの

刃部が作出される。12は側辺と打面部とが折断されて、ステップ状の基部加工が連続する。節

理面と側辺との角度による尖端部が作出される。13は側辺の折断面からの基部加工がある。縁

辺との交点と対辺には尖端部が作られる。切り出し形になると考える。２は打面側に折断面を

打面とする連続した基部加工がある。側辺から末端にかけて鋸歯状の刃部が作出される。 

二次加工ある剥片（第152図１～４） １の二次加工パティナはすべて新しい。 

磨 石（第153図１～５） １は焼けによる缺がある。５はやや不明瞭だが三磨面を有する。 

磨凹石(第153図８、９、第154図１～７、第155図１～３) 第153図８は風化が著しい。第154

図２は受熱の破損がある。３の磨面はかなり摩滅し､線条痕が見られる。凹部は縦に連続する。

4の磨面は摩滅し稜が形成される｡５の凹部は節理面に沿った不明瞭なものである。６の凹部は

不定形のものが散在する。第155図４の磨面には平坦面が形成され、線条痕が見られる。 
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磨凹敲石Ⅰ(第156図７) ７は平面と凸面とがセットになる磨面があり､凹部の周辺に敲打痕

１がある。 

磨凹敲石Ⅱ(第155図５、６、第156図２、３) 第155図5は二磨面、二敲打面を有し、三面に

凹部を有する。６は平面と凸面とがセットとなる磨面と二敲打面とがあり、凸磨面の中央部が

平坦になる｡第156図２は二磨面と二敲打面とがある。３は二磨面と一敲打面とがあり凹部が三

面にわたり連続してある。 

磨敲石Ⅰ(第153図６、７、第156図６、８) 第153図６、７、第156図６は磨面の中央部に敲

打痕１が集中する。第156図８は三磨面と長軸の一端および稜線上に敲打痕１を有する。稜線上

の敲打痕１は敲打面形成の初期の段階の可能性もある。 

磨敲石Ⅱ（第155図７、第156図１、５） 第155図７は三磨面と一敲打面とを有する。また磨

面の中央部に敲打痕１が集中し、浅い凹部状になっている。第156図１は二磨面と一敲打面とが

ある。５は二磨面と二敲打面とがあり、磨面の中央に敲打痕１が集中する。 

石 皿（第157図１） やや大形で無脚の種類である。極めて粗粒の石質を使用している。 

石製品（第157図１、２） １、２共に垂飾品と考えられる。１は大形のもので、研磨により

整形されるが側辺および为面に敲打痕を残す｡回転により､両面から穿孔されている。２は楕円

形を呈し、頭部が尐しくぼむ。研磨により整形される。両面から穿孔される。 
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４．第Ⅰ層出土の石器 

石 鏃(第158図１～６) １の基部はやや浅い凹基となる。２～４、６は平基の種類である。

２は折断面が二面あり、素材の末端側の折断面を打面とする基部加工がある。打面側に尖頭部

が作出される。石鏃などの初期の整形に折断が用いられたことが推定できる｡4は素材の側辺部

に尖頭部を作出している。５は菱形の種類で、薄手の素材を用いている。 

尖頭器（第158図７、８） ７、８共に小形の種類で、厚手の素材を使用し鈍い尖頭部を作出

している。７は打面側に折断面があり、基部加工の打面となっている。 
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両極剥離痕のある石器(第158図９～17、第159図１) 10、11は一対の線状の刃部を持つ。９

は背面構成、15は折断面による両極剥離以前の平坦面を有する。15の両極剥離痕は顕著ではな

い。17は両端に平坦面を有する。おそらくチョッピングツール状の二作業面を有する石核Ⅱ類

で、ある時期に両極剥離が行われたと考えるのが妥当であろう。12、13、14、16、１は二対の

刃部を有する種類である。12は各々の刃部の片側が平坦面となる。13、14は二対の直交する刃

部があり、四角形になる。16は二対の剥離痕のうち、縦は平坦な節理面を打面とする。横の剥

離痕も一端は平坦面となり、石核の可能性もある。13は縦の剥離痕の下端は背面構成で平坦面

となる。両極剥離痕のある石器のなかで、平坦面がある大形の種類（16、17）は石核の可能性

があるが両極剥離による剥片が石器の素材として使用された例は極めて尐ない。 

石 核（第 159図２、３）２は素材剥片の腹面を打面として、剥離が行われる。炭化物が付

着している。３は節理面を固定的な打面として、二作業面から剥離が行われる。不定形石器Ⅱ

Ｅ類と区別し難いがやや大形である。 

磨製石斧(第 159 図４、５) ４は刃部、基部ともに破損するが、断面形が偏平な種類である。

５はやや小形だか、やや偏平な種類である。 

不定形石器ⅠＡ類（第159図６、７）６はやや薄く奥まではいる剥離で楕円形に整形される。

７は交互剥離状で半円形に整形される。 

不定形石器ⅡＡ類(第159図８～10、第160図１～６) 縦長の形態を呈し、スクレイパーエッ

ジが作出される種類である。８、９は両側辺加工のスクレイパーで、尖端部が作出される。10､

１はエンドスクレイパーである。10の基部は焼けはじけている。１の基部は両面加工で尖端部

が作出され、基部加工と考えられる。２、３、４は凸刃と凹刃との交差により、尖端部が側辺

に作出される種類である。４は破損しているが、背面左側辺にステップ状の小剥離が連続し、

これらはスクレイパーエッジより古い。５、６はサイドスクレイパーで、６は小剥離で尖端部

を作出している。 

不定形石器ⅡＢ類(第160図７～10) いわゆるスクレイパーである。８は鈍い尖端部が作出さ

れる。９はやや開いた丸凸刃が作出される。打面が一部除去され基部を薄くしている。全体形

を整形しているようであり箆状石器とすべきか。７は加工が全周におよび凸刃が作出される。

凸刃は著しく摩滅し、平面ができている。 

不定形石器ⅡＣ類（第161図１～４） １は左図が腹面であり、素材の側辺に尖端部を作出す

る。石鏃の未製品であろうか。２～４は折断面が関与して尖端部が作出される種類である。２

は素材の側辺を折断し、末端との交点に鈍い尖端部を作出している。３は側辺の折断面とノッ

チ状の加工で、短い尖端部を作出する。腹面の打面部に基部加工が入り、折断面に微細剥離痕

がある。４は剥片を縦に折断し打面側に尖端部を作出している。尖端部は摩滅する。 
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不定形石器ⅡＤ類（第161図５、７～９） 折断面から連続的な剥離がはいる種類である。５

は三角形を呈する。二側辺の二折断面と素材の打面とから剥離がはいり、末端に尖端部が形成

される。７～９は両極剥離が関与している可能性がある種類である。７は素材の末端の折断面

を打面とする縦の両極剥離の後に、横の両極剥離が行われ破損し、縦の一端の剥離痕が残った

と推定される｡不定形石器ⅡＤ類に分類したが､両極剥離痕のある石器ⅡＣ類の破損品と考え

られる。９は打面側と側辺との二折断面および背面構成から剥離が入る。縦の剥離は両極剥離

的であるが、横はフリーフレイキングであろう。８は両極によって剥離された剥片の側辺の折

断面から腹面に連続的な剥離が入るが、剥離自体は両極剥離ではなく性格不明である。 

不定形石器ⅡＥ類(第161図10) 節理面を打面とする剥離があり、二打面･一作業面の石核と

すべきか。縦方向の剥離は横方向の剥離よりも新しい。左図の大きな剥離はネガ面で腹面では

ない。 

不定形石器ⅡＧ類(第162図２) 腹面右側辺に、ややバルブの発達する急角度の剥離で、鋸歯

状の刃部を作出する。素材は剥片素材の石核を転用したものか。 

不定形石器ⅡＨ類（第161図11） 粗雑な両面加工で交互剥離状の刃部を持つ。 

不定形石器ⅡＩ類(第161図12) 素材の打面部を両面加工で除去し、縁辺部に小剥離が連続す

る。 

不定形石器ⅡＫ類(第161図６) いわゆる折断調整石器である。打面部が折断され、背面に折

断面を打面とする剥離がはいり、末端に交互剥離状の刃部が作出される。打面側の折断面から

入る剥離は基部加工であろう。 

二次加工ある剥片（第161図13、14、15、第162図１） 13の下端には黒褐色の付着物がある｡

14は収斂するに側辺に小剥離がある。 
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磨 石（第163図１～７） １～４、６、７は二磨面を持つが、５は三磨面を持つ。 

磨凹石(第163図８、第164図１、３、４、６、７、第165図１) 第163図８は二磨面と二凹部

とを持つ。第164図１は二磨面と不整形で浅い凹部とを持つ。３は二磨面と浅い凹部とを持ち､

炭化物が付着している。４は二磨面と広く浅い凹部とを持つ。６は平面と凸面とがセットとな

る磨面を持ち凸磨面の中央部が平坦となる。７は破損しているが、おそらく四磨面を有してい

たと考えられる。为面には深い凹部(10ｍｍ)が、側面にも不明瞭な凹部がある。第 165図１は

四磨面を持ち、为面に深い凹部が二面、側面に不明瞭な凹部が一面ある。大粒の礫を含む。 

磨凹敲石Ⅰ(第164図２) 二磨面の中央部は平坦となり､線条痕が顕著である。凹部は深く(12

ｍｍ)、敲打痕１は磨面の一端にある。 

磨凹敲石Ⅱ(第163図９、第164図５) ９は平面と凸面とがセットになる磨面と二敲打面とを

持つ。凹部は一面に深いもの（６ｍｍ）がある。５は二磨面一敲打面を持つ。凹部は極めて浅

い。 

磨敲石Ⅰ(第165図２) やや球形に近い形状で、ほぼ全面が磨面である。一箇所に敲打痕１を

有する。 

石製品（第165図３）円盤状石製品の破損品であろう。粗雑な研磨で整形されるが、为面は

凸凹している。 
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５．出土層位不明の石器 

基本層位に対応できないグリット層位から出土した石器類を出土層位不明の石器として一括

する。これらは大半が单側遺物包含層から出土したものであり、縄文時代中期の石器であるこ

とはほぼ間違いない。磨石類についてはほとんど図化していないのでここに載るのはごく一部

のものである。 

石 鏃（第166図１～９） １、２は凹基の種類である。２は二側辺が内湾する。３、６は平

基の種類である。６は極めて厚手の素材を用いている。４は菱形鏃で打面側に尖頭部を作出す

る。７、８、９は凸基の種類で、７は素材剥片の側辺に尖頭部を作出している。８は丸凹の基

部を持ち、打面側に尖頭部を作出している。９は不整形で、末端に尖頭部を作出している。５

は五角形を呈し、打面側に尖頭部を作出する。 

石 錐（第166図11～13） 10、12は錐部とつまみ部とからなる種類である。10は尖端部作出

には直接関与しないが、折断面がある。尖端部の剥離のパティナは新しい。12は側辺に尖端部

を作出している。11は素材の末端に尖端部が作られ、全周に二次加工がある。13は縦長剥片の

末端に尖端部を作出するものである。 

石 匙(第166図14～16、第166図１、２) 14、２は縦長の種類である。14は縦長剥片を用い､

打面側につまみ部を作出する。２は素材の腹面に打面調整の加工を施し、腹面に奥まで達する

二次加工(梶原；1986a) で整形している。この特徴的な加工法から前期初頭の時期の石器と推

定される (手塚･相原他；1987 pp.547)。15、16は横長の形態を呈する種類である。15は刃部

とノッチ部の二次加工のパティナは新しい。二次加工でも古いパティナの部分もあるので、お

そらく二次加工のある石器を転用してつまみ部と刃部とを作出し石匙としたと考える。16は破

損しているが、側辺につまみ部を作出している。１は剥片の末端部につまみ部を作出し、スク

レイパー状の刃部を持つ。素材の右側辺を折断し、ノッチの入る幅を狭くしてつまみ部の作出

を容易にしている。 

箆状石器（第 167図３～６）３は厚みがあり、ステップ状の加工で全体が整形される。４、

５は規則正しい交互剥離状で全体が整形される種類である。４の側辺の一部分に著しい摩滅箇

所がある。５の側辺も著しく摩滅しているが、先端の刃部の加工は側辺より新しくそれ程摩滅

していない。これらは刃部再生が頻繁に行われたことを示している。６は粗雑な加工で刃部が

素材の側辺に作出される。 

両極剥離痕のある石器(第167図７～11、第168図１～３) ７～11、１、２は一対の線状の剥

離痕を持つ種類である。８、９は側辺に両極剥離以後の不連続な二次加工がある。10はやや大

形の種類で、縁辺部だけの両極剥離痕を持つ。11は両極剥離の砕片（ピエスエスキーユスポー

ル）を使用してスクレイパー状の凸刃が作出されている。１は三角形で、広い刃部と狭い刃部 
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とがセットとなる。２は平坦面を打面としている。３は不明瞭だか二対の刃部を持つ。 

石 核（第168図４） 剥片素材の石核である。打面側で表裏二作業面を使用したチョッピン

グツール状の剥離が行われた後、背面の平坦面を固定的な打面として剥片剥離が行われた。剥

片はやや縦長を呈するようである。 

磨製石斧（第168図５～８） ５は厚手で、断面形が楕円形を呈し、刃部付近に炭化物が付着

している。８は厚手ではあるが、为面と側面との間に稜が通り、断面形が長方形となる。暗褐

色の付着物がある。６、７はやや偏平で断面形が長方形を呈する種類である。６は破損面を打

面とする剥離がある。７には整形時の剥離痕が残存している。 

不定形石器ⅠＡ類（第169図１～３） ３はバルブの発達しない奥まで入る両面加工で全体形

を楕円形に整形している。１、２は交互剥離状の両面加工で、１は不整な楕円形に、２は半円

形に整形されている。２の背面には炭化物が付着する。 

不定形石器ⅡＡ類(第169図４～７、９～11) ４～７は両側辺加工で尖端部が作出されるスク

レイパーである。４はほぼ全面が二次加工で覆われる。５は打面側に尖端部が作出され、腹面

に基部加工がある。６の基部にも両面の基部加工がある。７は薄手の素材を使用し、粗雑な剥

離で尖端部を作出している。４～６までとはやや異質である。９、11は末端に丸凸刃が作出さ

れる種類である。９の縦長素材はいわゆる石刃とは異なり、偶発的なもののようである。11は

打面側に折断面があるが、周辺の二次加工より古い。10は凸刃と凹刃とが交差する種類である

が、尖端部は作出されてない。 

不定形石器ⅡＢ類(第169図８、12、第170図１～３、５、６) ８、12、１、２、５は尖端部

が形成されるスクレイパーである。８、12、１、５は全周に二次加工が及ぶ。８、12は直刃と

凸刃とがセットとなるが、１は二側辺が直刃となる。５は素材の末端部に折断面があり、側辺

部に尖端部が作出される。かなり奥まで入る薄い剥離で刃部が作出される。２は二次加工が尖

端部のみに集中する。基部加工があり、尖端部も一部交互剥離状となるので尖端部作石器とす

べきか。３は打面部に両面加工の丸凸刃のスクレイパーエッジが作出される。また交互剥離状

の基部加工が末端側にある。６は粗雑な直刃を持つ。 

不定形石器ⅡＣ類(第170図４、７～12、第171図１) ８、９はほぼ全周に渡って加工が入る｡

８は上下二尖端部を有する。９は尖端部と基部加工とがあり、全体を三角形に整形しているよ

うである。４、７、10、11、12、１は尖端部に二次加工が集中する種類である。４は素材の側

辺に尖端部を作出している。７、11、１は素材の末端に尖端部を作出する。11は石鏃の未製品

の可能性がある。１は縦長剥片素材の末端にノッチ状の加工で、尖端部を作出する。12は厚手

の剥片を使用し側辺に短い尖端部を作出する。10は不定形石器ⅡＡ類などの破損品を利用し

て、破損面と側辺との角度を利用して尖端部を作出している。 
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不定形石器ⅡＤ類（第171図２） 素材の打面部が折断され、折断面を打面として、腹面側に

連続した剥離が入る。他に顕著な二次加工はない。 

不定形石器ⅡＧ類(第171図３、４) ３はノッチ状の加工で、三尖端部と急角度の鋸歯状の二

次加工を有する。４は腹面の左側辺に鋸歯状の二次加工がある。 

不定形石器ⅡＨ類（第171図５） 両面加工の凸刃と鈍い尖端部とを有する。 

不定形石器ⅡＩ類(第171図６) 打面部が除去される。また腹面の右側辺と末端部とにやや奥

まで入る加工がある。石核とも考えられるが、腹面右側辺上部に微細剥離痕がありナイフ状石

器の一種と考えられる。 

不定形石器ⅡＪ類(第171図７、８) 樋状剥離がある種類である。７は素材の二側辺にスクレ

イパー状の二次加工を施した後に打面側を折断し、ファシット状の剥離および背面に折断面を

打面とする剥離がある。折断面からの剥離を重視すれば不定形石器ⅡＤ類に分類することもで

きる。８はスクレイパー状の石器の上下二辺を折断し、それらを打面として腹面側に剥離が入

る。上端の折断面からはいるファシット状の剥離は上下の剥離と同一とも考えられ、性格は不

明である。 

二次加工ある剥片（第171図９～11） ９は二側辺に連続した加工がある。 

磨凹石（第173図１～３） １は極めて摩滅した二磨面と凹部、剥離痕を持つ。磨面には横方

向の粗い線条痕があり、洗濯板状になる。３、４は二磨面と凹部とを有する。 

磨凹敲石Ⅱ（第173図２） 二磨面と二敲打面と凹部とを有する。 

石 皿(第173図５、第174図１) ５は大形の石皿で全体の形を整形した痕跡はなく、偏平な

素材に一機能面を作出している。また、石質が細粒であり、住居跡床面出土の石皿とは形態的

にも石質的にも異なるようである。５の出土グリット・層位ともに不明である。９は小形の種

類である。偏平な素材を使用し全体の形を整えているようだが、無脚である。一機能面を有す

る。 

石製品（第174図２、３） 2はＡＱ-52､3はＡＰ-52から出土している｡石質から見て別固体で

ある。両者とも粘板岩で、敲打の後に研磨で整形される。石刀の破損品であろうか。 

剥片接合資料（第172図） ＡＲ-50 グリットの１～２層は基本層位に対応できない層である

が、同一母岩の石器がビニール袋に入っていた。遺構があった可能性もあるが、記述はない。

袋に入っていた７点のうち５点は同一母岩で、それらを図化した。これら同一母岩の内訳は剥

片素材の石核が１点（第172図１）と微細剥離痕ある剥片が４点で、そのうち２点（１と２）が

接合した。接合資料について説明する。１のウートラパッセに残る腹面をもった剥片が剥離さ

れた後に２が剥離される。１は２と接合していた剥片を石核として剥離されたウートラパッセ

状の剥片であるが求心的な剥離が行われた剥片に良く見られるツインバルブとも考えられる。 
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１は腹面側右側辺に剥離が入り、石核として使用される。 

また剥片には以下のような特徴がある。 

(1) 剥片の背面構成はかなり様々な方向がある。 

(2) ３、４がウートラパッセ状を呈し、そこに見られる背面構成から、裏面には剥離作業面

が無かったことが推定できる。 

(3) ３は背面にポジティブな面を残す。 

これらの接合資料と剥片から、一面のみの作業面を有するあまり奥行がない剥片素材の石核

から求心的に剥離された剥片であると考えられる。 
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２．竪穴住居跡と出土遺物 

第１号住居跡（第175図） 

〔位置・確認面〕 ＢＬ・ＢＭ57・58区の地山面で確認された。 

〔重 複〕 第２号住居跡と重複し、これを切っている。 

〔規模・平面形〕 直径5ｍのほぼ円形である。 

〔堆積土〕 ６枚の層が認められ、第Ⅰ～Ⅳ層に大別される。第Ⅰ～Ⅲ層（層Ｎｏ1～3）は住

居中央部にレンズ状に堆積し、第Ⅲ層が床面を覆っている。第Ⅳ層（層Ｎｏ4～6）は壁沿い

に分布し､いわゆる三角堆積を呈している。第Ⅰ層には小礫や炭化物がブロック状に混入してお

り、人為的な堆積土と考えられる。第Ⅱ～Ⅳ層は自然流入土である。 

〔壁〕 第２号住居跡と重複する部分ではその堆積土と地山を、他の部分では地山を壁にして

いる。全体に保存良く、最も高く残っている北壁で約50ｃｍをはかり、ほぼ垂直に立ち上がる｡ 

〔床〕 地山を床とし、ほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕 住居内から11個のピットが検出された。このうちＰ１・Ｐ４は炉の長軸線上の対

応する壁沿いにあり、Ｐ２・Ｐ３は炉の長軸線上に位置する埋設土器を中心にほぼ対称に位置

している。この４個のピットは配置の規則性、規模や深さがほぼ一定であることから为柱穴と

考えられる。また、Ｐ５～Ｐ８は周溝内に位置し、先の４個のピットに比して規模、深さ共に

小さいものであるが、Ｐ７・Ｐ８のようにそれぞれをＰ２・Ｐ３と結んだ線が炉の長軸線と平

行の位置関係を示すなど配置には規則性を見ることができ、また、Ｐ５もＰ３・Ｐ８を結ぶ線

上に位置するなどの規則性が見られる。Ｐ１～Ｐ４に対しての補助的な柱としての機能を持つ

ものと考えられる。 

〔周 溝〕 炉の石囲掘込み部(開口部)を除いて巡っている。下幅は７～18ｃｍで15ｃｍほど

の部分が多い｡深さはＰ11～Ｐ２にかけての西壁部分が約 25ｃｍと最も深く､対応するＰ５～Ｐ

９にかけての東壁沿いは６～10ｃｍと浅い。他の部分では15ｃｍほどの深さがある。 

〔炉〕 土器埋設石囲部（以下、石囲部）敶石石組部（以下、石組部）石囲掘込み部（開口）

からなる複式炉である。全長は約 2.4ｍで円形の石囲部に長方形の石組部さらに石囲掘込み部

が取りつく形状を呈し、構築された炉より一回り大きい二等辺三角形状の掘り方が見られる。

炉の長軸方向はＮ－54°－Ｅである。 

石囲部：口径36ｃｍ、高さ40ｃｍほどの底部を欠く深鉢形土器（埋設土器Ａ）を中心に据え､

その周辺に 10ｃｍほどの偏平な河原石を並べ、さらにその外側を径 20ｃｍほどの河原石の側面

を下にして60ｃｍほどの環状に囲んでいる。土器埋設部の掘り方はピット状に深くなっている。 

なお、埋設土器Ａの下位からもやや大きい同様の深鉢形土器（埋設土器Ｂ）が検出されてい 
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る｡２個の埋設土器の出土状況は第175図のＡ－Ａ’断面図に示すようにＡの下半がＢの中にほ

ぼ納まる状態を示すものであり、Ｂ→Ａの切り合い、すなわちこの部分だけが改修されたもの

と考えられた。いずれも土器内には炭化物を含むボサボサした土が充満していた。埋設土器・

石ともに火熱をうけて赤変している。 

石組部：平面形は長辺が炉の長軸方向に直交する長方形を呈し、その規模は1.2ｍ×0.8ｍで

深さは床面から30ｃｍほどである。底面には円形の偏平な河原石を敶き、四方の壁面には長辺

30～35ｃｍほどの方形の偏平な河原石を最下段に配し、さらに 15～20ｃｍほどの円形の河原石

を積みあげている。前後の壁面に比べて左右壁面が急角度で立ち上がっている。壁面・底面の

石ともに火熱を受けたハジケも見られる。 

石囲掘り込み部：石組部同様の平面形を呈し、規模は 1.2ｍ×1ｍで深さは石組部底面に比

して10～15ｃｍ高くなっている。掘り込み部の両側壁には石組部から連続して30ｃｍほどの方

形で偏平な河原石が側面を下にしてほぼ垂直に並べられ、開口部は幅30ｃｍ･深さ10ｃｍほどの

溝状になっている。側壁の石・底面に火を受けた痕跡は見られない。 

〔その他の施設〕 床面の北東部で埋設土器遺構が検出された。一辺40～50ｃｍの不整方形で

深さ50ｃｍ、断面形が砲弾形の掘り方の中に口径40ｃｍ･器高45ｃｍほどの底部を欠く深鉢形土

器を埋設したものである。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土、床面、炉などから遺物が出土している。住居に伴う資料としては

床面土器３点、炉埋設土器２点、埋設土器２点、石皿１点がある。 

図示した土器は16点(深鉢13点、浅鉢２点、袖珍土器１点)、拓本資料は22点（深鉢21点、浅

鉢１点）である。そのほか円盤状土製品４点、土偶１点、土錘１点（➩pp.382・第 294図）が

出土している。石器は301点が発見された。 

ａ．土器・土製品 

住居跡・炉埋土出土土器（第176図１～第178図６） 

第 176 図１～９は円窓状の把手に弧状の沈線文の描かれるもの、円形の盲孔の設けられるも

の、円形竹管文の施されるもの、網目状沈線文の描かれるものであり、縄文時代後期初頭のも

のである。 

第176図10～12・第177図１～３は埋土１層から出土したものである。文様構成は明らかでは

ないが、①無文帯が入り組み構成をとるもの (第176図11)、②懸垂隆帯文の施されるもの (第

177図３)、③撚糸文の施されるもの(第177図１)があることから、单側遺物包含層第Ⅰ層にお

おむね対比されるものである。 

第177図４～８は埋土２層から出土したものである｡６は小判形状を呈する方形区画文が施さ

れており、本層も单側遺物包含層第Ⅰ層に対比される。 
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第177図10～13は埋土３～６層の出土土器である。すべて破片資料のために詳細は不明である。 

第177図14･15は床面直上の出土土器である。14は单側遺物包含層第Ⅱa～b層浅鉢Ｂ（Ⅰ）類

に比較的類似する文様が見られる。 

第178図１～６は炉埋土出土土器である｡いずれも破片資料のために明確ではないが、２は单

側遺物包含層第Ⅱc～d層深鉢Ｂ1類かと思われる。他もおおむね第Ⅱ層土器の範疇で把握され

よう。 
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第178図７～９は床面出土土器である。７･８は二次加熱の痕跡が著しく文様の詳細は不明で

あるが、８は单側遺物包含層第Ⅱ層土器に対比されるものである。 

第176図13･14､第177図9は住居跡埋土から､第178図10は土壙から出土した円盤状土製品である。 

炉埋設土器Ｂ（第179図１） 

１は平縁の深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴上部には波状縄文帯の間に縦位楕円文･｢Ｓ｣ 字

状文などが配され､胴中位の区画文以下は地文の縄文が施されている。第４号住炉埋設土器にも

類似する文様の土器が見られる。单側遺物包含層第Ⅱc～d層深鉢Ｂ2a類に対比されるもので

ある。 

炉埋設土器Ａ（第180図１） 

１は平縁の深鉢形土器（Ｂ類形）である。胴上部には横位波濤文が施されている。炉埋設土 
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器Ａは切り合い関係により炉埋設土器Ｂより明らかに古いものである。单側遺物包含層第Ⅱc

～d層には尐数ではあるが、横位波濤文が含まれており本土器はこのような第Ⅱc～d層の尐数

例に該当するものと思われる。 

埋設土器（第181図１） 

１は平縁の深鉢形土器（Ｂ類形）である。地文のみが施されている。他の床面・炉埋設土器

の年代から单側遺物包含層第Ⅱc～d層土器に比定される。 
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ｂ．石 器 

石 鏃（第182図１～20） １～13は凹基である。１、２は側辺が外湾し、３～13は直線的に

なる。３、４には基部に付着物が見られ着柄に関係したものと思われる。５は基部の｢えぐり｣

が深い。９は縦長で薄く、基部の「えぐり」が深い。10、12は素材の打面部に、11は側辺に尖

頭部を作出している。13は縦に著しく長い。14～18、20は平基である。14～18は側辺が直線的

になる。14は素材の末端に尖端部が作られる。15は素材の打面部を二箇所折断し周辺部加工を

施して側辺に尖頭部を作出している。16は素材の打面部に尖頭部を作っている。末端に折断面

がある。17は素材の打面と思われる平坦面が残っている。18は末端に尖頭部を作っている。20

は側辺が外湾し、末端に尖頭部を作出している。基部の折断面は背面の加工より新しく、腹面

の加工より古い。19は棒状を呈し、バルブの発達する二次加工で刃部がジグザグになる。 

尖頭器（第182図21、22） 21は歪んだ菱形で厚みがあり、基部に折断面がある。22はスクレ

イパー状の小剥離で成形している。 

石 錐(第192図23、24) 23はヒンジフラクチャー状の剥片の打面側に錐部を作出している｡

つまみ部の縁辺に浅い加工がみられる。24は交互剥離状の二次加工により素材の末端に錐部が

作出されている。 

箆状石器(第182図25、第183図３～５) 25は交互剥離状の二次加工によって刃部はジグザグ

になる。４、５は小形のものでバルブの発達する交互剥離状の二次加工が全周し、丁寧に整形

されている。３は大形で粗雑な作りである。素材の打面側を大きく折断し、側辺側に刃部を作

出している。 

石 匙（第183図１、２） １は形態が横長で素材の末端につまみ部を設けている。刃部は両

面加工によって打面側に作られている。２は形態が縦長で、縦長剥片を素材とし、打面側につ

まみ部を作っている。身部はエンドスクレイパー状を呈する。 

両極剥離痕のある石器(第183図６～10、第184図１～４) ６～10、２～４は一対の両極剥離

痕をもつ。６、７、９、３、４は刃部が線状になる。７は素材の両側辺から両極剥離が行なわ

れている。８、10は一端が平坦面をなす。８は剥片の末端と打面側の折断面とから両極剥離が

行なわれている。10 は背面側の加工にバルブがなく、既存の石器を転用したものと思われる。

２は両端が平坦面をなす。素材の打面と末端側の折断面を利用している。１は二対の両極剥離

痕をもち、一端に平坦面を有する。横方向の剥離は縦方向の剥離より古く、腹面側右側辺の打

面が失われている。 

石 核（第184図５、６） ５は二つの作業面を持つ。６は一つの作業面を持つ剥片素材の石

核で、腹面を打面とし剥離を行なっている。 

磨製石斧(第184図７、８)どちらも大形で、側面と为面の間に稜線の通る偏平なものである｡ 
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７は刃部右に「歯こぼれ」がみられる。８は製作時の剥離痕や敲打痕がみられる。 

不定形石器ⅠＡ類（第184図９）交互剥離状の両面加工により小形の楕円形に成形している｡ 

不定形石器ⅡＡ類(第184図10、11、第185図１～９) 縦長の形態を呈し、スクレイパーエッ

ジを有する種類である。10、１は両側辺加工で、末端に尖端部を作出している。10は打点部付

近にノッチ状の加工がみられ、石匙を意図したものであろうか。第184図11、第185図３はエン

ドスクレイパーで素材の末端に刃部を作出している｡二次加工は刃部付近に集中する｡第 185図

２、４は背面左側辺が凸刃、右側辺が直刃でその交点に尖端部が作出されている。 

２は刃部のほか基部にも摩滅がみられる｡第185図６、７はサイドスクレイパーである。６の

素材は石核の作業面の稜調整の痕跡を示す剥片（クレステドフレイク）で、背面の稜を打点と

する左右方向の剥離がある。左側辺に刃部加工がみられる。７は素材の左側辺を折断し細長く

成形している。また素材の打面部を除去する加工もみられる。第185図５、８、９は破損により

刃部の形状が不明である。 

不定形石器ⅡＢ類(第185図10、11、第186図１) １は素材の末端に尖端部が作出されている｡

11はエンドスクレイパーである。素材の末端を折断し、二次加工で刃部を作出する。打面側に

破損面がある。第185図10は素材の末端と打面側を折断し、周辺部加工を施している。 

不定形石器ⅡＣ類(第186図２、３、５～９) 素材の一端に尖端部を作出している。２は素材

の打面側に両面加工を施し尖端部を作る。３は破損しているが素材の末端に尖端部が作出され

ている。両側辺加工のスクレイパーの基部であろうか。５は素材の末端に尖端部を作出してい

る。素材の打面側にノッチ状の加工があり､石鏃の未製品または破損品の可能性がある｡６～９

は尖端部作出のために折断が行なわれている。６は打面側を折断し側辺との交点に尖端部を

作っている。７は背面右側辺に折断面がある。９は素材の打面と側辺を折断し、打面側の折断

面と側辺の交点に尖端部を作出している。 

不定形石器ⅡＧ類(第186図13､14) 13は背面にバルブの発達する急角度の剥離が施されてい

る。また基部に微細剥離痕がある。14の素材は厚みがあり背面は自然面である。バルブの発達

した急角度の剥離によって楕円形に成形されている。 

不定形石器ⅡＩ類(第186図12、第187図１、２) 12は素材の打面側を交互剥離状の両面加工

によって除去している。１は背面にポジティブな面を持つ素材で、背面側の打面部を除去して

いる。側辺から末端に粗雑な二次加工と微細剥離痕がある。２は素材の打面から側辺にかけて

交互剥離状の両面加工で除去され、末端には微細剥離痕がみられる。 

不定形石器ⅡＫ類(第186図４、10、11) 10は素材の打面側の折断面を打面とする二次加工が

ある。また末端部に両面加工が施される。刃部は側辺部にあり小剥離痕がみられる。４は背面

右側辺を折断し、交互剥離状の二次加工で三角形に成形して、素材の末端部にスクレイパー状 
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の刃部を作出している。11は素材の打面と右側辺を折断し、二次加工で台形状に成形する。左

側辺に交互剥離状の加工で刃部を作出している。 

二次加工ある剥片（第187図３） 縦長剥片で非常に薄い。 

石製品（第187図４） 全体が研磨され丁寧な作りで、上端に穿孔がある。両为面に付着物が

みられる。破損しているが垂飾品であろう。 

磨凹石(第188図４、第189図１、２、４、第190図１) 第189図１は凹部が非常に深い。また

全体的に摩滅が著しい。２の凹部は一面だけである。第９図１は大形のものである。右図为面

が熱を受けており、炉の石組みに利用された可能性がある。 

磨凹敲石Ⅰ(第189図５、６) ５は二磨面に凹部、側辺に敲打痕１がある。６は長軸の両端に

敲打痕１がある。 

磨凹敲石Ⅱ（第189図３） 側面に敲打面を持つ。 

磨敲石Ⅰ(第188図３、６) ３は为面中央部と側面に敲打痕１がみられる。６は両面に不明瞭

な敲打痕１がある。 

磨敲石Ⅱ（第188図１、２、５） １の磨面は著しく平滑である。５では明瞭な敲打面を形成

している。 

石 皿（第190図２、３） ２は床面に残されていたもので大形の種類である。裏面にもかす

かな磨面が形成されているが为要な機能面は一面である。破損しているが全体形が成形された

可能性がある。石材は粗粒凝灰質礫質砂岩で第６号住居跡床面から出土した石皿と共通してい

る。３も破損しているが全体形が成形された小形の種類である。表面は浅く凹む。裏面は中央

に凹部が数箇所みられ、石皿としての機能のほかに凹石としての使用も考えられる。 
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第２号住居跡（第191図） 

〔位置・確認面〕 ＢＬ・ＢＭ56・57区の地山面で確認された。 

〔重 複〕 第１号、第９号住居跡と重複し、これらに切られている。 

〔規模・平面形〕 遺構確認時において壁の大半は削平されており、炉の一部と住居北部分を

検出したにすぎない。周溝の残存状況から推して直径5ｍほどの円形になるものと思われる。 

〔堆積土〕 ２枚の層が認められた｡ともに検出部分のほぼ全域に分布し､第２層が床面を覆っ

ている。自然流入土である。 

〔壁〕 住居北東部分の周溝の立ち上がりから一部を確認したに過ぎない。地山を壁とし、10

ｃｍほど残存している。 

〔床〕 地山を床とし、北端部にわずかな凹凸が認められる。 

〔柱 穴〕 住居内から10個のピットが検出された。このうちＰ１は炉の長軸線上にあり、Ｐ

２・Ｐ３は炉の長軸線からほぼ対称に位置し、これらを結ぶ線は正三角形を呈している。配置

の規則性、規模や深さがほぼ一定であることから为柱穴と考えられる。また、Ｐ４～Ｐ10は先

の３個のピットに比して浅く、Ｐ７・Ｐ８以外のものについては補助的な柱としての機能を持

つ可能性が考えられる。 

〔周 溝〕 住居北東部に部分的に認められ、一部二重になっている所もある。下幅は10～30

ｃｍ、深さは７～16ｃｍと一様ではない。 

〔炉〕 ２ヵ所の土器埋設石囲部（Ａ・Ｂ）と敶石石組部の西半部分が認められただけで、他

は第９号住居跡構築時に壊されている｡残存長は 1.3ｍで平面形はダルマ形を呈し､構築された

炉とほぼ同じ大きさの掘り方が見られる。炉の長軸方向はＮ－23°－Ｅである。 

石囲部：Ａは径32ｃｍ、高さ20ｃｍほどの底部を欠く深鉢形土器（埋設土器Ａ）を据えたもの

で、まわりに10ｃｍ大の河原石が数個認められるに過ぎない。Ｂは径29ｃｍ、高さ23ｃｍほど

の口縁部～胴上部を欠く深鉢形土器(埋設土器Ｂ)を中心に据え、それを囲むように径 50ｃｍほ

どの範囲に径 10ｃｍほどの偏平な河原石を並べたものである｡土器内にはボサボサした土が充満

していた。埋設土器Ａ・Ｂ、石とも火熱をうけて赤変し、埋設土器Ｂは器面の剥落が著しい。

なお、埋設土器Ｂの右脇にも口縁部を欠く径20ｃｍ、高さ14ｃｍほどの深鉢形の埋設土器（？）

が検出されている(埋設土器Ｃ)。これは石囲部の外に位置しているが、土器の表面には火を受

けた痕跡が見られ、炉の伴う埋設土器として理解しておく。 

石組部：残存部をみるかぎり、平坦な底面はなく、前後の壁面がＶ字状に連続する形になっ

ている｡最深部で床から40ｃｍを測る。奥壁･左側壁では30ｃｍ大の偏平な河原石を最下段に据

え、その上に一回り小さい河原石を３段積み上げている。なお、最上段の石は長辺を炉の長軸

と平行するように並べられており、北側では石囲部Ｂをも採り込む形になっている。また、前 
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壁には長さ50ｃｍ、幅・厚さ15ｃｍの大きな石を長辺が炉の長軸と直交するように据えている｡

奥壁側の石に火熱を受けた痕跡が見られる。 

〔その他の施設〕 炉の長軸線上で埋設土器Ａの北側約60ｃｍのところで埋設土器遺構が検出

された。長軸50ｃｍ・短軸25ｃｍほどの楕円形の掘り方の中に径37ｃｍ、高さ20ｃｍの深鉢形土

器の胴部が埋設されているものである (埋設土器Ｄ)。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土、炉などから遺物が出土している。住居に伴う資料としては、炉埋

設土器４点、炉掘り方出土土器２点、ピット出土土器１点がある。 

図示した土器は８点 (深鉢)、拓本資料は４点（深鉢）である。そのほか円盤状土製品１点が

出土している。石器は130点が発見された。 
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ａ．土 器 

住居跡・炉埋土出土土器（第192図１・２、第193図１・２） 

第 192 図１は埋土１層から出土したものである。隇丸長方形状の方形区画文の施されるもの

で、单側遺物包含層第Ⅰ層土器に対比される。 

第 192 図２は炉埋土出土土器である｡波状縁に沿う３段の隆線を巡らし､中段に刺突帯を配し

たものである。单側遺物包含層では類例は認められなかった。 

第193図１･２は炉敶石部出土土器である。２は渦巻き状縄文帯をもつもので单側遺物包含層

第Ⅱc～d層深鉢Ｂ2b類に比定される。 

炉埋設土器Ａ・Ｂ（第192図４、第193図５） 

第192図４は頸部に横位沈線文が施され、胴部に「ｅ」～「Ｃ」字状をなす渦巻き状縄文帯の

施されるものである｡单側遺物包含層第Ⅱc～d層土器の文様の特徴に一致している｡第193図５

は胴部資料で地文のみが施されている。 

埋設土器Ｃ・Ｄ（第193図４、第192図３） 

ともに胴下部資料で地文のみが施されている。 

炉掘り方出土土器（第193図６・７） 

ともに胴下部資料で地文のみが施されている。 

ピット出土土器（第193図８・９） 

８は渦巻き状縄文帯が２段にわたって施されるもので､单側遺物包含層第Ⅱc～d 層深鉢Ａ類

中に類似するものが見られる。 

９は後期初頭の深鉢把手部破片である。ピット10については後世の攪乱の可能性が強い。 

ｂ．石 器 

石 鏃（第194図１～６） １は平基でやや厚手のものである。２～４は菱形を呈し側辺が直

線的になる。どれも薄手で鋭く尖る。５は菱形を呈し側面が外湾する。やや大きめで厚みがあ

る。素材の側辺部に尖頭部を作出する。６は凸基で丸味を持つ。尖頭部は素材の末端に作られ

る。 

尖頭器（第194図７） 小形で厚みがある。素材の末端に尖頭部を作出している。 

石 錐（第194図９、10） 錐部とつまみ部の境が不明瞭なものである。９は小形で厚みがあ

り尖頭器状に加工されている。10は打面側に尖端部が作出される。また基部側にノッチ状の加

工がある。 

箆状石器（第194図11） 不整形である。ヒンジフラクチャーの薄片を用いて左側辺を折断し

右側辺に刃部が作出される。 
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磨製石斧（第194図12） 大形で为面と側面の間に稜線が入る偏平なものである。刃部左側に

｢片減り｣ がある。 

両極剥離痕のある石器（第194図17） 素材の打点側を折断し、折断面と末端とで両極剥離を

行っている。 

不定形石器ⅠＡ類（第195図２） 破損しているが素材の二側辺にバルブの発達する両面加工

で全体形を成形している。刃部はジグザグになる。 

不定形石器ⅡＢ類(第194図14～16) 14は尖頭器状を呈する｡背面右側辺に急角度のスクレイ

パー状の加工がある。15、16は剥片の一側辺に小剥離が連続する。 

不定形石器ⅡＣ類(第194図８、13) ８は素材の末端部を折断し､側辺にバルブの発達する二

次加工で尖端部を作出している。13は素材の末端と側辺の交点に尖端部を作出している。 

不定形石器ⅡＩ類(第195図１) 素材の打面を両面加工で除去している。また腹面右側辺に折

れ面があり背面の加工に切られる。末端には微細剥離痕がある。 

二次加工ある剥片（第195図３） 剥片の側辺に細かな二次加工が施されている。 

磨凹石（第195図６） 磨面は二面で凹部は浅い。 

磨凹敲石Ⅱ（第195図５、７） ５の凹部は浅く、両側面に敲打面がみられる。７は右側面に

敲打面がある。 

石製品（第195図４） 形態は楕円形、断面は長方形を呈する。石質は細粒なもので、丁寧に

研磨され「ツルツル」している。用途は不明である。 

第３号住居跡（第196図） 

〔位置・確認面〕 ＢＭ・ＢＮ53・54区の地山面で確認された。 

〔重 複〕 第２号炉跡と重複し、これを切っている。また、第５・６号炉とは新旧関係は確

認できなかったものの重複が考えられる。 

〔規模・平面形〕 東壁側がわずかに張り出すものの、ほぼ円形に近い平面形を呈する。長軸

4.25ｍ・短軸4ｍで長軸方向はＮ－82°－Ｅを示す。 

〔堆積土〕 ６枚の層が認められ、第Ⅰ～Ⅲ層に大別される。第Ⅰ･Ⅱ層（層Ｎｏ1～4）は住居

中央部にレンズ状に堆積し、第Ⅱ層（層Ｎｏ4）が床面を覆っている。第Ⅲ層（層Ｎｏ5･6）

は壁沿いに分布し、いわゆる三角堆積を呈している。いずれも自然流入土である。 

〔壁〕 地山を壁にしている。全体に保存良く､残存高は北側で約10ｃｍ､他では約30ｃｍを測

る。第５号炉と接するあたりで一部緩やかに立ち上がるが、他ではほぼ垂直に立ち上がってい

る。 

〔床〕 地山を床とし、中央部が周縁部に較べてわずかに窪んでいる。東壁側から張り出して 
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おり、平面形はホタテ貝状を呈している。 

〔柱 穴〕 住居内から10個のピットが検出された。このうちＰ１～４は炉の長軸線からほぼ

対称に正方形状に位置し、Ｐ５は炉の長軸線上で掘込み部端に位置している。配置の規則性か

らこれらが住居に伴う柱穴と考えられる。規模・深さは炉脇に位置するＰ３・４が他に較べて

大きく、深い。一方、Ｐ８・Ｐ９は先に述べた緩やかに立ち上がる壁面の両端に位置し、出入

口などと関連する柱穴の可能性がある。 

〔周 溝〕 炉の掘り込み部端(閉鎖)を除いて巡っている。下幅は10～15ｃｍで、深さはＰ２

の北側･Ｐ５の西側･Ｐ１の東側の三ヵ所で部分的に深く14～20ｃｍを測るが、他の部分では５

～７ｃｍと浅い。 
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〔炉〕 土器埋設石囲部･敶石石組部･掘込み部（閉鎖）からなる複式炉である。全長は約 1.8

ｍで、平面形は石囲部と石組部の境に僅かな括れをもつもののほぼ楕円形に近い。掘り方は石

囲部で楕円形を呈し、全体としてはダルマ形である。炉の長軸方向は住居の長軸方向と同じで

ある。 

石囲部：口径38ｃｍ、高さ28ｃｍほどの底部を欠く深鉢形土器を中心に据え、その周辺に20

ｃｍほどの河原石を直径60ｃｍほどの環状に配している｡石は北側部分で僅かに乱れがある｡埋

設土器・石ともに火熱を受け赤変し、なかでも石組部側に焼けはじけが多い。 

石組部：一辺が約70ｃｍの正方形を呈し、深さは床面から40ｃｍほどである。底面には径20

ｃｍほどの偏平な河原石を敶き、両側壁は下段に偏平な30ｃｍ大の河原石を側面を下にして配

し、その上に10～15ｃｍ大の河原石を積み上げている｡また､奥壁には約40ｃｍ四方の偏平な一

枚石を配し、掘り込み部側には30ｃｍ大の偏平な河原石と３段に重ねた10～15ｃｍ大の円形の

河原石を配している。断面形は逆台形を呈し、側壁部分の傾斜のほうが急である。底面には炭

化物が付着し、四方の壁面は火熱により赤変している。 

掘り込み部：平面形は 1.0ｍ×0.8ｍの長方形で石組部から連続する掘り方をそのまま利用

し､深さは床面から 20ｃｍである｡底面は平坦であるが､石組部側に向かって僅かに傾斜してい

る｡また､壁沿いのＰ５を挟んで両側に20ｃｍ大の河原石の長辺を炉の長軸に直交させた石列が

見られる。底面・石に火熱を受けた痕跡はない。 

〔その他の施設〕 床面張り出し部に径約85ｃｍ･深さ75ｃｍのピット（Ｐ10）がある。堆積土

の状況に関する記録がないためその性格については不明である。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土、炉などから遺物が出土している。住居に伴う資料としては、炉埋

設土器１点、ピット出土土器１点がある。 

図示した土器は11点 (深鉢)、拓本資料は11点（深鉢）である。そのほか円盤状土製品２点､

不明土製品（➩ pp.382・第294図）が出土している。石器は148点が発見された。 

ａ．土器・土製品 

住居跡・炉埋土出土土器（第197図１～第199図７） 

第197図１・第197図３～第198図７は住居跡埋土から出土したものである。第197図１は住居

跡確認時、第197図３～７・第198図３は埋土２層、第198図１・２・４・５は埋土３層、第198

図６・７は細別層位不明のものである。 

第 197 図３は平縁の深鉢で、胴上部に｢⊂｣状をなす分節波濤文が施され、胴中位の区画文以

下には地文の縄文が施されている。单側遺物包含層第Ⅱ層土器に類似する文様が見られる。 

第198図５は平縁の深鉢で胴上部に雁股状をなす分節波濤文が施され､胴中位の区画文以下に

は縄文が施されている。单側遺物包含層第Ⅱa～b層深鉢Ｂ2類に比定される。 
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第199図１～７は炉埋土出土土器である。１は平縁の深鉢で胴上部に縦位文の左右を連結し､

横「Ｓ」字状をなす入り組み構成となっている。胴中位の波状区画文以下は地文の縄文が施さ

れている。单側遺物包含層第Ⅱ層深鉢Ｂ2類に類似している。２～４・７は深鉢Ｃ類で、無文

ないしは地文のみの施されるものである。 

第197図２・第198図８は住居跡確認時・埋土２層から出土した円盤状土製品である。 

炉埋設土器（第200図１） 

平縁の深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴上部には雁股状をなす分節波濤文が配され、胴中位

の区画文以下地文の縄文が施されている。雁股状をなす分節波濤文は４卖位が入組み状に構成

され、４卖位のうち１卖位だけは渦巻き状の巻き込み部をもつ長大なものである。第５号住炉

埋設土器１号・第６号住床面土器に類似する文様構成の土器が見られる。单側遺物包含層では

巻き込み部をもつ雁股状文は確認されなかったが、雁股状文そのものは第Ⅱa～b層深鉢Ｂ2類

に認められ、同層土器の変異形と考えられる。 

ピット出土土器（第200図２） 

平縁の深鉢胴上部破片で、横位波濤文の一部が窺われる。炉埋設土器と同時期の单側遺物包

含層第Ⅱa～b層に対比されよう。 

ｂ．石 器 

石 鏃（第201図１～10） １、２は凹基である。１は横幅があり側辺は外湾する。２は側辺

が直線的なものである。小形でやや厚みがある。４は平基で側辺が外湾する。素材の末端に尖

頭部を作り、打点側に折断面がある。３、５～７は平基である。３は側辺が尖頭部付近で内湾

し基部付近で外湾する。打点側に尖頭部を作る。５、６は側辺が直線的に、７は内湾する。10

は丸味のある凸基で側辺が外湾する。二次加工のパティナは新しい。９は背面にポジティブな

面を持つ剥片で素材の厚みを除去する加工と基部加工のみで他の加工は省略されている。９は

厚手素材の右側辺を折断し尖頭部を作出している。 

尖頭器（第201図11） 小形で柳葉形を呈する。素材の末端に尖頭部を作る。 

石 錐（第201図12～15） 12は両面加工である。13の尖端部は剥離面がみえないほど著しく

摩滅している。14は素材の打面側に尖端部を作出している。基部に微細剥離痕がみられる。15

は素材の打面側に尖端部を作出している。 

石 匙（第201図16） 形態が縦長で、縦長剥片を素材とする。打面部を折断し大きなつまみ

部を作出している。身部は小剥離の連続する加工が施されている。 



 

 261 



 

 262 

 



 

 263 

両極剥離痕のある石器(第201図17～21、第202図１～４) 17～21、１、２は一対の両極剥 

離痕をもつ。18～21、１は刃部が線状になる。18は両極剥離痕を切る微細剥離痕がある。17は

上端が点状になっている。２は上端が平坦面で下端が点状になっている。３、４は二対の両極

剥離痕をもつ。３は一端に平坦面をもつ。４は上下端に平坦面を有する。横方向の剥離は縁

辺のつぶれだけで、顕著な剥離はみられない。大形であり石核の可能性もある。 

不定形石器ⅡＡ類(第202図５、６) ５は両側辺加工で尖端部が作出されるスクレイパーであ

る。小形、細身で素材の末端に尖端部を作出している。６は素材の打点と末端側を折断し二側

辺にスクレイパーエッジが作出される。背面構成や折断面等に著しい摩滅がみられるが、側辺

の二次加工には際立つような摩滅はみられない。これは刃部再生が行なわれた結果と考えられ

る。 
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不定形石器ⅡＢ類(第 202 図７～10) スクレイパーエッジを有する石器である。７、８は素

材の末端に凸刃を作出している。９は素材の側辺に、10は末端に連続した小剥離で刃部が作出

される。 

不定形石器ⅡＣ類(第202図11) 破損しているが、薄手の剥片の末端に粗雑なスクレイパー状

の加工で尖端部が作出されている。 

不定形石器ⅡＧ類（第202図12） バルブの発達した剥離で急角度な鋸歯状の刃部が作出され

ている。 

不定形石器ⅡＩ類(第202図13) 素材の打面部から側辺部を両面加工で除去し､対辺に微細剥

離痕がある。 

二次加工ある剥片と剥片（第203図１～３） １は素材の両側辺を折断しその交点に小剥離が

入っている。３は粗雑な剥離が連続する。２は剥片である。背面の稜を打点としたと考えられ

る横方向の剥離があり一種のクレステドフレイクであろうか。 

磨凹石（第203図４～６） いずれも二磨面二凹部を有する。凹部は浅い。 

第４号住居跡（第204図） 

〔位置・確認面〕 ＢＪ・ＢＫ51・52区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕 長軸3.4ｍ･短軸３ｍの隇丸方形状を呈しているが、单壁部分に僅かな張り

出しが見られる。長軸方向はＮ－54°－Ｅである。なお､西端部分にはピット10があり、この部

分だけが張り出している。このピットが住居に伴うものか否かは記録になく、重複の可能性も

考えられる。 

〔堆積土〕 ５枚の層が溜められ、第Ⅰ～Ⅲ層に大別される。第Ⅰ･Ⅱ層（層Ｎｏ1～3）は住居

中央部にレンズ状に堆積し、第Ⅱ層（層Ｎｏ2･3）が床面を覆っている。第Ⅲ層（層Ｎｏ4･

5）は壁沿いに分布し、いわゆる三角堆積を呈している。いずれも自然流入土である。 

〔壁〕 地山を壁にしている｡全体に保存良く、残存高は18～23ｃｍである｡立ち上がりは北壁

からピット10にかけての部分が緩やかで、他の部分ではほぼ垂直である。 

〔床〕 地山を床とし、ほぼ平坦である。 

〔柱 穴〕 住居内から10個のピットが検出された。このうちＰ１～４は炉の長軸線からほぼ

対称に位置し、この４本を結ぶ線は長方形状になるなど配置に規則性があり、住居に伴う柱穴

と考えられる。規模・深さともに炉脇に位置するＰ３・４が大きく、深い。 

〔周 溝〕 单壁部分を除いて巡っている。東壁から北壁部分にかけての下幅は10ｃｍほどと

一定しているが、西壁部分では 60ｃｍほどに広くなっている。深さは３～16ｃｍと一様ではな

く、北壁側に浅い部分が多い。 
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〔炉〕 土器埋設石囲部・敶石石組部・石囲掘込み部（開口）からなる複式炉である。全長は

約 1.5ｍで、平面形は円形の石囲部に長方形の石組部さらに石囲掘込み部が取りつく形状を呈

し、構築された炉より一回り大きい掘り方が見られる。炉の長軸方向はＮ－38°－Ｗである。 

石囲部：口縁部から胴上部を欠く高さ32ｃｍの深鉢形土器を中心に据え、周囲に10ｃｍ大の

河原石を直径40ｃｍほどの環状に配している｡土器内の下方には粒状の炭化物が見られた｡埋設

土器、石ともに火熱をうけて赤変している。 

石組部：平面形は長辺が炉の長軸方向に直交する長方形を呈し、その規模は70ｃｍ×50ｃｍ

で深さは床面から30ｃｍほどである｡底面および両側壁･掘り込み部側の壁面には10～20ｃｍほ

どの円形の河原石を使用し、壁面では２～３段に積み上げている。また、奥壁には長さ50ｃｍ･

幅30ｃｍの偏平な石を長辺が炉の長軸と直交するように据えている。縦断面形は逆台形を呈し、

奥壁側の傾斜が急になっている。奥壁は火熱による焼けハジケが著しく、他の壁面も赤変して

いる部分が多い。 

石囲掘込み部：石組部同様の平面形を呈し、規模は80ｃｍ×50ｃｍで石組部底面に較べて15

ｃｍほど高くなっている｡底面は平坦で、両側壁には石組部より一回り大きな河原石が側面を下 
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にしてほぼ垂直に並べられ､左側では１段、右側では部分的に２段になるところがある｡底面･

側壁石に火を受けた痕跡はない。 

〔その他の施設〕 单壁が緩く張り出す部分のほぼ中央部の壁沿いに長軸を壁に平行させてい

るピット（Ｐ12）がある。長軸45ｃｍ・短軸20ｃｍ・深さ25ｃｍで壁の傾斜方向と同じく斜めに

掘られており、梯子状のものを据えるための穴の可能性が考えられる。張り出し部分を含めて

出入り口に関係する遺構と考えられる。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土、床面、炉などから遺物が出土している。住居に伴う資料としては

床面土器１点、炉埋設土器１点がある。 

図示した土器は４点 (深鉢３点、浅鉢１点)、拓本資料は５点（深鉢）である。そのほか円

盤状土製品１点が出土している。石器は78点が発見された。 

ａ．土器・土製品 

住居跡埋土出土土器（第205図１～６） 

１は４卖位の波状縁深鉢Ｃ類である。波頂部下には渦巻き状縄文帯が施されるもので、单側

遺物包含層第Ⅱ層深鉢Ｃ(Ⅰ)類に比定される。 

６は平縁の浅鉢Ａ類である。全面に入組み状を呈する文様が施されている。器外面には炭化

物が膜状に付着している。单側遺物包含層に類似する文様の土器はない。 

床面土器（第205図７） 

床面出土の平縁深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴上部には２段の横位波濤文が描かれ、間お

よび胴中位区画文以下に縄文が施されている。单側遺物包含層に同様の文様類型は見られな

かったが、第Ⅱc～d層深鉢Ｂ2c類に渦巻き状波濤文が２段にわたって施される例がある。 

炉埋設土器（第206図１） 

口縁部欠失の深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴上部には波状縄文帯の間に縦位楕円文・｢Ｓ｣

字状文などが配され､胴中位の区画文以下は地文の縄文が施されている｡第１号住炉埋設土器Ｂ

にも類似する文様の土器が見られる。单側遺物包含層第Ⅱc～d層深鉢Ｂ2a類に対比されるも

のである。 

ピット出土土器（第206図２） 

深鉢形土器破片資料である。文様の全体形は明らかではない。 

ｂ．石 器 

石 鏃(第207図１～３) １は凹基で側辺が外湾し、小形で薄い。２は平基で側辺が外湾し､

小形である。３は平基で側辺が直線的でやや厚手である。 

石 錐（第207図４） 錐部は破損しているが素材の末端に作出している。 

不定形石器ⅠＡ類（第207図８） 厚手の縦長剥片の二側辺に交互剥離状の二次加工が施され､ 
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全体形が棒状に整形されている。末端に焼けによる破損がある。 

不定形石器ⅡＡ類(第207図５～７) ５は両側辺加工で尖端部が作出されるスクレイパーで、

素材の末端に尖端部が作られる。側辺に比べ先端付近の刃部は急角度である。６は基部側が破

損しているがエンドスクレイパーである。素材の末端に刃部を作出している。７はサイドスク

レイパーで素材の打面側に折断面がある。 

不定形石器ⅡＢ類(第207図９) 素材の打面側を折断し末端に強い丸凸刃を作出している。折

断面に微細剥離痕がみられる。 

不定形石器ⅡＣ類(第207図10) 剥片の打面側に両面加工で尖端部を作出している｡ヒンジフ

ラクチャー状の末端に破損と思われる折れ面がある。形態的に石鏃の破損品とは考え難い。 

磨凹石（第207図11、12） 11の磨面は非常に「ツルツル」としており、凹部の内部にまで磨

痕が広がる。12は磨面が三面ある。 

第５号住居跡（第208図） 

〔位置・確認面〕 ＢＨ～ＢＪ49・50区の地山面で確認された。 

〔規模･平面形〕 残存する壁・周溝などから推して長軸 5.2ｍ･短軸5ｍの隇丸方形状を呈し

ている。 

〔堆積土〕 ３枚の層が認められた。第１・２層は住居中央部にレンズ状に堆積し、第２層が

広く床面を覆っている。第３層は壁沿いに分布し、いわゆる三角堆積を呈している。いずれも

自然流入土である。 

〔壁〕 地山を壁にしている。東壁から单壁にかけては部分的に検出されたに過ぎず、残存状

況は良好ではない。北壁部分が最も高く15～20ｃｍの高さがある。 

〔床〕 地山を床としほぼ平坦であるが、北側から单側に傾斜が見られ比高差は15～20ｃｍあ

る。 

〔柱 穴〕 住居内から12個のピットが検出された。このうちＰ１は炉の長軸線上の北壁沿い

にあり、Ｐ２・Ｐ３は炉の長軸線からほぼ対称に位置しＰ３には柱痕跡が認められる。この３

個のピットを結んだ線は正三角形を呈するなど配置には規則性があり、また、規模や深さもほ

ぼ一定であることから为柱穴と考えられる。また、Ｐ４～Ｐ６はＰ１に対応する炉の長軸線上

に近接して位置し、Ｐ７～Ｐ９はＰ１をはさんでほぼ対称に位置している。これらのピットは

为柱穴とした先の３個に比してやや規模が小さいが、配置等から補助的な柱としての機能を持

つものと考えられ、Ｐ４は为柱穴になる可能性も否定できない。 

〔周 溝〕 東壁沿いおよび炉の左側を除いて認められ、西壁側では断続する部分もある。下

幅は10ｃｍほどの部分が多いが、北壁側では柱穴と重複するところもあって多尐の出入りがあ

る。 
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〔炉〕 ２個所の土器埋設石囲部（以下、石囲部Ａ・Ｂ）敶石石組部・石囲掘込み部（開口）

からなる複式炉である。全長は約 3ｍで平面形は石囲部Ｂと石組部の境で僅かに括れるものの

二等辺三角形状を呈している。構築された炉より一回り大きな掘り方が見られる。炉の長軸方

向はＮ－28°－Ｗである。 

石囲部：Ａは口径27ｃｍ･高さ28ｃｍほどの底部を欠く深鉢形土器（埋設土器１）を中心に据

え､それを囲むように径80ｃｍほどの範囲に10～15ｃｍ大の河原石を規則的に配している｡埋設

土器内の下方には多量の炭化物と地山ブロックの混じった土が堆積していた。埋設土器・石と

もに火熱をうけて赤変している。一方、Ｂは径 22ｃｍ･高さ20ｃｍほどの深鉢形土器の胴部 (埋

設土器２)を中心に据え､Ａと同じ位の大きさの石で径50ｃｍほどに回りを囲っているが石の配

置には乱れがみられる。Ａ・Ｂに新旧関係はなく併存したものと考えられる。埋設土器・石と

もに火熱をうけ赤変している。 

石組部：長軸1.3ｍ･短軸0.9ｍの楕円形を呈し、床面より30ｃｍほど低い。長軸方向は炉の

長軸線に直交している｡底面には10～20ｃｍ大の河原石を配し､壁面の下位には30ｃｍ大の河原

石を､さらに15～20ｃｍほどの円形の河原石を３～４段に積みあげているが､奥壁側だけは石囲

部Ｂから石組部底面にかけて緩やかに傾斜するように大きな石２個が面を揃えて配されてい

る。また、対応する前壁は１段が配されるだけである。石は火熱を受け赤変しているものが多

い。 

石囲掘込み部：平面形は長方形で長軸方向は炉と同様である。規模は1.4×1.2ｍで深さは石

組部底面に較べて 15～20ｃｍ高くなっている。掘り込み部の両側壁には石組部から連続して

30～40ｃｍほどの方形で偏平な河原石が側面を下にして３個ずつ急角度で並べられ、石刻はＰ

４のラインで切れている。底面は平坦で開口部側から石組部側に緩やかに傾斜している。石列

および底面に火熱を受けた痕跡はない。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土、炉などから遺物が出土している。住居に伴う資料としては、炉埋

設土器２点、周溝出土土器３点がある。 

図示した土器は16点(深鉢10点、浅鉢４点、蓋１点、吊手土器１点)、拓本資料は39点(深鉢

37点、浅鉢２点) である。そのほか円盤状土製品５点、土偶１点（➩pp.382・第294図）が出

土している。石器は267点が発見された。 

ａ．土器・土製品 

住居跡・炉埋土出土土器（第209図１～第213図４） 

第209図１～第211図12は住居跡確認時に出土したものである。 

第209図１は突起のつく平縁の深鉢（Ｂ類型）である。大小の楕円形区画文が無文部の入り組

み構成によって描かれ刺突文が充塡されている。第209図２は波状縁をなす深鉢Ｃで、波頂部･ 
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波底部にほぼ同様の大小の楕円形区画文が構成され、刺突文が充塡されている。１・２ともに

外面無文部には朱彩が施されている。 

第209図３～第210図16は平縁の深鉢Ｂである。文様の施されるものでは｢ ｣状をなす分節

波濤文や方形区画文が配されている。地文には縄文･撚糸文･条線文が施されている。第 209図

９の４卖位の分節波濤文のうち１卖位だけには円形竹管文が充塡されている。 

第211図１～５は深鉢Ｃである。３が波状縁で、１･２･４が平縁である。２は小判形状をなす

方形区画文である。他は文様の全体形が明らかではない。地文には縄文が施されている。 

第211図６～８は深鉢の胴底部資料である。６は区画内に円形竹管支･撚糸文が、７の胴下部

には懸垂隆帯文が施されている。 

第211図９～11は浅鉢である。９・11には注口部と口縁部をつなぐ橋状部が設けられている｡

９の外面上部には朱彩が施され、内面についても明確ではないが朱の痕跡が残っている。 

これらの土器の特徴は单側遺物包含層第Ⅰ層土器におおむね対比されるものである。隣接す

る第６号住にも大量の单側遺物包含層第Ⅰ層土器が廃棄されており比較的状況が類似してい

る。 

第211図13～16は住居跡確認時に出土した円盤状土製品である。 

第212図１～８は埋土１層から出土したものである。１は４卖位波状縁の深鉢（Ａ類型）で口

縁部には「ｅ」字状をなす渦巻き状縄文帯･縦位楕円文、胴部には「∩」状文･「∩」状縄文帯

が施されている。 

２～４は深鉢形土器の破片資料である。５は浅鉢Ａ類で朱彩が施されている。６は浅鉢Ｂ類

で円筒状の注口が付され、胴部には横位波濤文が施されている。７は吊手土器である。水滴状

をなす器体上部には環状をなす吊手と円筒状の注口が付され、器体中央には楕円窓が設けられ

ている。器全面に無文帯が入り組み状に展開している。８は深鉢Ｂ類で横位波濤文が描かれて

いる。５～８の土器は单側遺物包含層第Ⅱa～b層土器に対比されるものであり、埋土１層の形

成期は单側遺物包含層第Ⅱa～b層期と考えられる。第212図１については､①伝世品の可能性と

ともに、②搬入品の可能性(➩考察 pp.432) が考えられる。いずれにしても今後の共伴例の増

加を待って判断したい要注意例である。 

第213図１・２・４は炉出土土器である。１・２は深鉢Ｂ類、４は蓋である。 

炉埋設土器１・２号（第213図５・第214図１） 

５は平縁の深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴上部には雁股状をなす分節波濤文が配され、胴

中位の区画文以下地文の縄文が施されている。雁股状をなす分節波濤文は渦巻き状の巻き込み

部と組み合されており、第３号住炉埋設土器・第６号住床面土器に比較的類似している。单側

遺物包含層では巻き込み部をもつ雁股状文は確認されなかったが、雁股状文そのものは第Ⅱa 
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～b層深鉢Ｂ2類に認められ、同層土器の変異形と考えられる。 

１は胴部資料で地文のみが施されている。 

ピット出土土器（第214図２・５） 

２は平縁の深鉢（Ｂ類型）で地文のみが施されている。５は破片資料で文様の詳細は不明で

ある。 

周溝出土土器（第214図６） 

平縁の深鉢（Ｂ類型）の破片資料である。文様の詳細については不明である。 

ｂ．石 器 

石 錐（第215図１） 形態が尖頭器状のもので、バルブの発達した二次加工が全面に施され

る。 

石 匙（第215図２～６） ２は末端が破損しているが、形態は縦長のもので身部が二縁辺か

らなる。つまみ部は打点側にあり、交互剥離状の両面加工が施されている。３、４は縦長で、

身部が三縁辺からなる。素材は縦長剥片で打点側につまみ部を作出している。３の末端の剥離

は背面構成である。４のつまみ部のノッチは浅い。５は縦長と横長の中間的な形態で、素材の

打面側を折断し浅いノッチを入れ側辺との交点につまみ部を作出している。身部は両面加工が

施されている。６の形態は横長で、素材は縦長剥片である。打面と側辺の交点につまみ部を作

出している。そのため刃部は斜交する。 

両極剥離痕のある石器（第215図７～10） ８、10は一対の両極剥離痕をもち刃部が線状にな

る。８は背面側左側辺の二次加工の後、両極剥離が行なわれ、次に連続した小剥離で上端に尖

端部を作出している。10は両極剥離後に背面側右側辺が折断され、連続した小剥離が施される｡

９は一対の両極剥離痕をもち、一端に平坦面を有する。背面側右側辺が破損している。７は二

対の両極剥離痕をもち、刃部が線状になる。長軸方向の剥離によって横方向の剥離が失われて

いる。また側辺に微細剥離痕がある。 

磨製石斧（第215図11、12） 小形のものである。11は刃部側が破損しているが、偏平なもの

で側辺に擦切り痕がある。12は基部が破損している。偏平なもので为面と側面の間に明瞭な稜

がある。 

不定形石器ⅠＡ類（第216図１） やや薄く奥まで入る剥離で全体形を楕円形に成形している｡ 

不定形石器ⅡＡ類(第216図２～６) 縦長の形態を呈するスクレイパーである。２、３、６は

エンドスクレイパーである。２は基部側が破損しているが、腹面側にスクレイパーエッジを切

る剥離が入る。３は素材の末端に刃部を作出し、打面部を除去する基部加工がある。６は末端

に尖端部が作られ、背面構成の稜の摩滅がみられる。４、５は素材の左側辺が凸刃、右側辺が

直刃となりその交点に尖端部が作出されている。 
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不定形石器ⅡＢ類(第216図７、９) ７は周辺部に粗雑なスクレイパーエッジがある。９は厚

手の素材の末端にスクレイパー状の加工で尖端部が作出される。 

不定形石器ⅡＣ類(第216図10～12、第３図２、３、４) 尖端部が作出されるものである。10

は厚手の素材を用いており、背面の打点側の厚みを除去する剥離がなされている。11は素材の

側辺と末端に尖端部を作る。４は素材の打面部を折断し側辺との交点に尖端部を作る。尖端部

の対辺に折れ面があるが二次加工との新旧関係は不明である。12、２、３は折断面が直接的に

尖端部作出に関与している。12は素材の側辺と末端側を折断し、二次加工で尖端部を作る。２

は素材の右側辺を折断し左側辺との交点にバルブの発達する鋸歯状の二次加工で尖端部を作出

している。末端部にも折断面がある。３は素材の打点側を折断し側辺との交点に尖端部を作出

している。 

不定形石器ⅡＩ類(第217図１) 素材の腹面は左図である。打面側と側辺を折断し、末端には

ステップ状の二次加工が施される。両折断面を結ぶ縁辺に微細剥離痕がみられる。 

不定形石器ⅡＫ類（第216図８） ヒンジフラクチャー状の剥片の打面と左側辺を折断し台形

に成形する。右側辺にはスクレイパー状の二次加工で刃部を作出している。 

二次加工ある剥片（第217図５、６） ５は連続した小剥離が施される。６は素材の末端を折 
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断し側辺に浅い二次加工がなされる。また折断面と側辺の交点に微細剥離痕がみられる。 

石製品（第217図７） 破損のため不明だが環状になると思われる。断面は不整円形で内側に

線条痕が多く残っている。 

磨 石（第218図１、２） 二磨面をもち厚みがある。 

磨凹石(第218図４～８、第219図１、２、４、８、第220図３) 第218図４は磨痕が著しいも

ので凹面の内部にまでおよぶ。５の磨面もかなり摩滅している。凹部は浅い。６は磨面に線条

痕がみられる。７は磨面の中央部は平坦となり、線条痕がみられ、凹部は深い。８は磨面がか

なり摩滅している。第219図１は磨面の中央部が平坦となり､線条痕がみられる。２は破損面に

も磨痕がある。４の凹部は浅い。８は左図左側面に摩滅によって稜が形成されている。第220図

３は磨痕が著しい。 

磨凹敲石Ⅰ(第219図６、第220図２) ６は断面は方形を呈し、四面に磨面がある。長軸の一

端に敲打痕１がある。２は長軸の一端と一側辺に敲打痕１がみられる。 

磨凹敲石Ⅱ(第219図３、５、７、第220図１) ３、１は凹みが長軸に沿って一列に並んでい

る。５の左図の凹み付近に暗褐色の付着物がみられる。７は摩滅が著しい。 

磨敲石Ⅰ(第218図３) 磨面部に敲打痕１と線条痕がみられる。 

石 皿(第220図４、５) いずれも破損しているが、小形で有脚の種類である。４は長方形､

５は楕円形を呈すると思われる。 



 

 285 



 

 286 



 

 287 

 



 

 288 

第６号住居跡（第221図） 

〔位置・確認面〕 ＢＦ～ＢＧ49･50区に位置し、遺物包含層第Ⅱ層上面で確認された。 

〔規模・平面形〕 直径 5.8～5.9ｍのほぼ円形を呈する。 

〔堆積土〕 ９枚の層が認められ、第Ⅰ～Ⅲ層に大別される。第Ⅰ･Ⅱ層（層Ｎｏ1～5）は住居

中央部にレンズ状に堆積し、第Ⅱ層（層Ｎｏ4･5）が広く床面を覆っている。第Ⅲ層（層Ｎｏ

6～9）は壁沿いに分布し､いわゆる三角堆積を呈している。第Ⅰ層は地山ブロックを層中に多く

含み、層Ｎｏ3の上面には炭化物の面がみられることから人為的な堆積層と考えられる。第Ⅱ･

Ⅲ層はいずれも自然流入土である。 

〔壁〕 遺物包含層第Ⅱ～Ⅳ層・地山を壁にしている。全体に保存良く、北壁で約70ｃｍ、東

壁で約50ｃｍ､单･西壁で約30ｃｍを測る。床面からは比較的急角度で立ち上がり、東壁側では

ほぼ垂直になる。 

〔床〕 地山を床としほぼ平坦であるが、北側から单側に緩やかな傾斜が見られる。炉周辺の

床面上には炭化物の付着が多くみられた。 

〔柱 穴〕 住居内から12個のピットが検出された。このうちＰ１・Ｐ４は炉の長軸線上の対

応する壁沿いにあり、Ｐ２・Ｐ３は炉の長軸線上に位置する埋設土器を中心にほぼ対称に位置

し、Ｐ２には柱痕跡が認められている。これらは配置に規則性がありＰ１～Ｐ３は規模や深さ

もほぼ一定しているが、Ｐ４はＰ１～Ｐ３に比して規模が小さく深さも浅い。Ｐ１～Ｐ３は为

柱穴と考えられ、Ｐ４も位置関係からその可能性が考えられる。また、Ｐ５～Ｐ12は先のピッ

トに比して規模が小さく深さも浅いものが多い。Ｐ５～Ｐ８については配置から補助的な柱と

しての機能が考えられる。 

〔周 溝〕 炉と西壁沿いの一部を除いて巡っている。下幅は10～20ｃｍで15ｃｍほどの部分

が多い｡深さはＰ６～Ｐ９にかけての部分が30～40ｃｍと深く､Ｐ８～Ｐ11にかけての東半部分

およびＰ６～Ｐ12にかけての西壁部分では25ｃｍほどである。これに対してＰ７～Ｐ12にかけ

ての单西部分では３ｃｍほどしかない。 

〔炉〕 土器埋設石囲部（以下、石囲部）敶石石組部（以下、石組部）石囲掘込み部（開口）

からなる複式炉である。全長は約 2.8ｍで平面形は石囲部と石組部の境で僅かに括れるものの

二等辺三角形状を呈している。掘り方は石囲部・石組部で構築された炉よりも大きいが、石囲

掘り込み部では構築された炉とほぼ同じ大きさで、全体としてはスルメイカに似た形をしてい

る。炉の長軸方向はＮ－20°－Ｗである。 

石囲部：径30ｃｍ･高さ25ｃｍほどの口縁部を欠く深鉢形土器を囲むように10～40ｃｍ大の石

を楕円形（長軸１ｍ・短軸 0.6ｍで長軸方向は炉の長軸に直交）に配している。石は土器の北

側で４～５列､東西で２～３列､单側では１～２列に並べられ、東側に大きなものが用いられ周 
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縁部が高くなっている。埋設土器には炭化物を多量に含む土が充満していた。埋設土器・石と

もに火熱をうけて赤変し、土器に近い側の石には炭化物の付着も見られた。 

石組部：長軸1.3ｍ･短軸0.8ｍの楕円形を呈し、床面より30ｃｍほど低い。長軸方向は石囲

部と同じである。底面には20ｃｍ大の円形･偏平な河原石を水平に配し､周縁の壁面の最下段に

は40～50ｃｍ大の偏平な石とその上に10～15ｃｍ大の円形の河原石を２・３段に積みあげてい

る。石は長辺が両側壁では炉の長軸に平行し、前後の壁では直交するように配されている。縦･

横断面形は逆台形を呈し、縦断面では奥壁側が石囲部から石組部底面にかけて緩やかに傾斜す

るように大きな石２個が面を揃えて配され、対応する前壁は１段が配されるだけである。石に

は火熱を受けた痕跡が見られ、奥壁側の赤変が著しい。 

石囲掘り込み部：平面形は石囲部同様の長軸方向を示す長方形を呈し、規模は 1.3×1.1ｍ･

深さは石組部底面に比して20ｃｍほど高くなっている。掘り込み部の左側壁には石組部から連

続して30～50ｃｍほどの方形で偏平な河原石２個が側面を下にして急角度で並べられ、石列は

端部まで達していない｡右側壁には石列は見られない｡底面は石組部より20ｃｍほど高く石組部

側に緩やかに傾斜している｡開口部は幅15～20ｃｍ･深さ20～25ｃｍの溝状になっている。壁側

石・底面に火熱を受けた痕跡はない。 

なお、掘り方部分の精査を行ったところ石囲部先端・石組部右側壁側の石組の下から埋設土

器が検出された (埋設土器１･２)。これらは深鉢形土器の胴部を埋設したもので、ともに土器

より一回り大きな掘り方を持ち、１は正位に、２は横位に据えられていた。１は土器に火熱を

受けた痕跡がみられ、また掘り方埋土が焼土化していること、この土器の位置が住居跡の中心

にあたることなどから炉の埋設土器であった可能性が考えられるが、現在認められる炉に改修

の痕跡は見出せず、炉が機能する以前のもので、住居構築時に関連して埋設されたものの可能

性がある。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土、炉床面などから遺物が出土している。住居に伴う資料としては、

床面土器３点、炉埋設土器１点、炉掘り方内埋設土器２点、石皿１点、剥片溜め３か所がある｡ 

図示した土器は25点 (深鉢20、浅鉢５点)、拓本資料は23点（深鉢22点、鉢１点）である。そ

のほか円盤状土製品７点、土偶１点、不明土製品１点（➩pp.382 第 294図）が出土している。

石器は382点が発見された。 

ａ．土器・土製品 

住居跡・炉埋土出土土器（第222図１～第227図２） 

第222図1～第223図６は住居跡確認時に出土したものである。第222図1・第223図1は住居の

床面直上とベルト３層に接合している。 

第222図1は２卖位波状縁の深鉢（Ｃ類型）で、胴上部から口縁部にかけて無文帯が「 」 
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状に展開し、ちょうど小判形状の方形区画文を口縁部の形状に沿って変形したような文様が配

されている。第222図２は波頂部下の楕円形区画文に円形刺突文が充塡されている。第223図1

は２ないし３卖位の隅丸方形状の方形区画文の中位に１指巾分の無文帯を配し､｢⊂｣状文を構

成している。他は破片資料で全体形は明らかではない。これらの土器はおおむね单側遺物包含

層第Ⅰ層土器に対比されるものである。 

第223図７～９は埋土１層から出土したものである。文様の全体形は明らかではないが､｢ ｣

状をなす分節波濤文や方形区画文の施されるものである。 

第224図１～第225図８は埋土２～３層から出土したものである｡第224図１～３は分節波濤文

の施されるもので、３点ともに無文部は種々の曲線状の入り組み構成となっている｡第224図４

は小判形状をなす方形区画文、第225図１は渦巻き状縄文帯の施されるものである。第225図２

～４は３個体の深鉢Ｄ類で、４の胴部は壺状の膨らみを持っている。他は破片資料のために器

形・文様構成は明らかではない。 

第225図９～11は埋土１～２層出土の円盤状土製品である。 

第226図１～７は埋土４層から出土したものである｡１～３はほぼ同形同大の浅鉢Ａ類３個体

で、口縁部の無文帯が波頂部円窓状の把手を取り巻くように展開し朱彩が施されている。１は

地文の有無については不明である。４～７は円盤状土製品である。 
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第226図８～10は埋土５～７層出土の深鉢で､８は横位波濤文､10は懸垂隆帯文が施されてい

る。 

第227図１は炉埋土出土の注口付きの浅鉢Ｂ類である。 

以上､住居跡埋土１～７層･炉埋土の出土土器はすべて单側遺物包含層第Ⅰ層土器に対比され

る。特に住居跡埋土上部は土器の出土量が極めて多く、人為的な一括廃棄の為された可能性が

高い。 

床面土器（第228図１～第230図１） 

第228図１・第229図１は口縁部にたが状の隆帯が巡る深鉢形土器（Ｂ類型）である。 

第230図１は平縁の深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴上部には雁股状をなす分節波濤文が配さ

れ、胴中位の区画文以下地文の縄文が施されている。雁股状をなす分節波濤文は４卖位が入組

み状に構成され、４卖位のうち１卖位だけは渦巻き状の巻き込み部をもつ長大なものである。

第３号住炉埋設土器・第５号住炉埋設土器１号に類似する文様構成の土器が見られる。单側遺

物包含層では巻き込み部をもつ雁股状文は確認されなかったが、雁股状文そのものは第Ⅱa～b

層深鉢Ｂ2類に認められ、同層土器の変異形と考えられる。 

炉埋設土器（第227図２） 

深鉢形土器の胴底部で、地文は複節縄文である。 

炉掘り方内埋設土器１・２号（第231図１・２） 

第 231 図１･２ともに深鉢形土器（Ｂ類型）である。１は全体のプロファイルから判断して、

胴上部には雁股状をなす分節波濤文が展開していたものと思われる。第10Ｂ号住炉埋設土器と

土器文様及び土器の上下の欠失部の位置がほぼ完全に一致している。单側遺物包含層第Ⅱa～b

層深鉢Ｂ2類に比定されるものである。 

ｂ．石 器 

石 鏃（第232図１～14） １～９は凹基の種類である。１～４は側辺が外湾し、｢返し｣の位

置が最大幅よりもかなり内側にある。これらは中期中葉から連続する型式と言えよう。(伊藤

裕･須田良平 1987 pp.444～445)。5～7は側辺が直線的な種類である。6の基部には黒褐色の

付着物があり、着柄に関係すると考える。８、９は内湾する種類である。10～13は平基の種類

で、厚手のものが多い。10は背面側に折断面が残存する。12、13はやや不整形で、13はウート

ラパッセ状の剥片を使用している。14はいわゆる菱形鏃である。 

尖頭器（第232図15、16） 二点とも小形の種類である。15は尖頭部が破損するが、丸凸基と

なる。16は厚手で、平基となる。 

石 錐（第232図17～20） 20は破損しているが、尖端部を末端に作出している。17～19は縦

長剥片の一端に尖端部を作出する種類である。17、19は末端側に、18は打面側に尖端部を作出 
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している。17は急角度で鋸歯状の加工がある。18と19とは形態的に類似する。 

石 匙(第232図21、22、第233図１、２) 21、２は縦長剥片を用い縦長の形態を呈する。21

は打面側に古い折断面があり、大きなつまみ部が作出される。スクレイパー状の身部を持つ。

２は発掘時に破損している。打点側につまみ部を作出し、両側辺加工の縦長スクレイパー状の

身部を持つ。１は縦長剥片を使用して横長の形態を呈する種類である。二面の折断面を利用し

てつまみ部を素材の末端部に作出している。折断面でつまみ部の粗形を作る技術はつまみ部を

側辺や末端などに作出する例に多い。素材のこのような位置は一般的に薄く折断を行いやすい

からである｡22は打面部にしっかりとしたつまみ部とスクレイパー状の凸刃と尖端部とを持つ。 

箆状石器（第233図３） 打面側を折断し、素材側辺部に凸刃のスクレイパーを作出する。 

基部は直線的に収斂し、基部付近の小剥離は着柄のための加工と考えられる。 

両極剥離痕のある石器（第233図４～11） ４～７、９は一対の線状の刃部を持つ。５の石材

は軟質の珪化凝灰岩で、スクリーントーン部のパティナは古い。７の節理面を打面とする横か

らの剥離は両極剥離に切られるので石器の転用または横方向の両極剥離が行なわれた可能性が

考えられる。９は側辺に微細剥離痕があるが、パティナは新しい。11はスクレイパー状の石器

が破損した後、両極剥離が行なわれる。上端の打面は折断面で平坦となる。８、10は複数対の

両極剥離痕を持つ。８は打面部を折断した後、三対の両極剥離痕を有する。そのうち横方向の

剥離は、斜め方向の剥離に切られ不明瞭となっている。10は直交する二対の刃部を持つ。 

石 核(第233図12、第234図１、２) 12は表裏二面の作業面を有する石核であるが、不定形

石器Ⅰ類の可能性もある。１は四作業面を持つ多面体石核で､稜線部に潰れた小剥離が多い。２

は多面体石核で、比較的新しい剥離は図の下部に集中している。求心的な剥離が行なわれるだ

けではなく舟底状のキール上からも剥離が行なわれている。左図の大きな面はネガティブな面

で、腹面ではない。 

磨製石斧（第234図３、第235図１、２） 全てやや偏平な種類である。第235図３は基部が破

損するが､再加工と思われる剥離と敲打痕とがある。第235図１は、側面を中心に全周に剥離痕

と敲打痕とがあり、刃部が破損した後に敲き石として使用されている。２は刃部の右辺が「片

減り」している。 

不定形石器ⅠＡ類(第234図４) 交互剥離状の両面加工で楕円形に整形される。折断面は腹面

の二次加工より新しいが背面の加工より古い。 

不定形石器ⅡＡ類(第234図５～８、第235図３～10) 第245図５、６は両側辺加工で尖端部が

作出されるスクレイパーである。５は全周に二次加工が見られる。６は尖端部に二次加工が集

中する。打面部の折断面は二次加工より古い。背面右側辺にはパティナの新しい剥離があり、

刃角も大きく刃部再生の可能性もある。第234図７、８、第235図３、４、６はエンドスクレイ 
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パーである。８、３、４は素材の末端部に、７、６は打面側に刃部が作出される。７の背面の

稜が著しく摩滅するが、刃部はそれほどではない。刃部再生によるものか。６の基部には不

整な二次加工と折断面とがあり、破損であろうか。第235図８、９は凸刃と凹刃とが交差し尖端

部が作出される種類である。９は破損しているが、二側辺に著しい摩滅があるが、先端の刃部

はあまり摩滅していない。刃部再生の結果であろうか。腹面にはタール状の炭化物が付着する｡

第235図５、７はサイドスクレイパーである。５は直刃を作出している。７は凹刃と直刃とがあ

るが、粗雑な加工である。第235図10は不定形石器ⅡＡ類の破損品の基部と推定される。 

不定形石器ⅡＢ類(第236図１、２、４、７) ２は凸刃と尖端部とを持ち、加工がほぼ全周に

およぶ。４はスクレイパー状の加工が尖端部に集中する種類である。１、５、７は凸刃を持つ

種類である。１は両面加工で凸刃を作出する。ジグザグの両面加工で打面部が除去される。５

は素材の側辺に凸刃が作出される。末端の折断面には腹面からの剥離と微細剥離痕とがあり、

折断調整石器（不定形石器ⅡＫ２類）に近い。７は末端に丸凸刃が作出されるが、腹面両側辺に

ステップ状の剥離があり、打面部はやや奥まではいる剥離で除去される。全体形を考慮した石

器と言えよう。６は腹面に凹刃が作出される。スクレイパーエッジで凹刃が卖独に作出される

ことは珍しい。 

不定形石器ⅡＣ類(第236図３、８～13、第237図１～５) 尖端部が作出される種類である。

８、９は二次加工が全周におよぶ種類で、それぞれ石鏃、尖頭器の未製品の可能性がある。９

は焼けた剥片を使用して石器を製作している。したがって、焼けはじけは二次加工に切られて

いる。10、11は加工が尖端部に集中する種類である。10は素材の側辺に小剥離の尖端部がある｡

11 は背面左側辺の刃部を持った石器が破損の後、小剥離で尖端部が作出される。不定形石器

ⅡＣ３類に近い種類である。第236図12､13､第237図１～５は尖端部作出に折断面が関与する種類

である。12は折断面が関与する尖端部と、ノッチによる尖端部とを持つ。13は末端部を折断し

て側辺に短い尖端部を作出する。１はエンドスクレイパーが破損後、破損面と側辺との角度を

利用して尖端部を作出する。背・腹面にはパティナの新しい剥離がありノッチ状となる。２は

腹面右側辺を折断し、末端との交点に尖端部を作出する。また打面部を両面加工で除去するよ

うな加工がある。３は末端側を折断し、側辺に尖端部を作出する。４は素材の側辺と末端部と

を折断し尖端部を作出する。５は側辺の折断面と小剥離とで尖端部を作出する。このように尖

端部作出石器に折断面が関与する例が多いのは尖端部作出に必要な幅が狭く細長い素材形態が

折断によって容易に得られるからである。 

不定形石器ⅡＤ類（第237図６） 打面側の折断面を打面とする連続した剥離と打点がはっき

りしないファシット状の加工がある。他に顕著な二次加工部位はない。 

不定形石器ⅡＥ類(第237図10、11) 10は節理面を打面とする剥離が両面にある。またそれら 
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を切る両極的剥離があり、両極剥離痕のある石器ⅡＤ類の破損品かもしれない。11は節理面を

打面とする剥離が両面にある。 

不定形石器ⅡＦ類（第237図12） 素材の末端にスクレイパー状のノッチがある。 

不定形石器ⅡＧ類（第237図13） 素材の用い方は不明であるが一端に急角度でバルブの発達

する剥離で鋸歯状の刃部が作出される。 

不定形石器ⅡＨ類（第237図14） 14は素材の打面部に交互剥離状のややとがった刃部を作出

する。 

不定形石器ⅡＩ類(第238図２) 素材の一側辺に交互剥離状の加工があり、対辺に連続した小

剥離がある。使用痕など明確ではないがナイフ状石器の一種であろう。 

不定形石器ⅡＫ類（第237図７～９、第238図１） いわゆる折断調整石器である。第237図７

～９はいずれも基部加工と考えられる折断面からの連続した剥離がはいる。７は素材の二側辺

を折断し、末端にスクレイパー状の加工がある。また二折断面からの連続した剥離が入る。ス

クレイパー状の刃部は折断面よりも古く折断面を打面とする剥離との関係は不明である。８は

腹面もポジティブな面を持つ素材を使用し、腹面側に連続した剥離がある。末端側には顕著な

二次加工はないが､機能刃部と考えられ､不定形石器ⅡＩ類に類似する。９は二側辺に折断面が

あり、腹面左側辺の折断面から背面に基部加工と考えられる剥離が入る。また打面側に凹刃の

スクレイパー状の加工があり、機能刃部であろう。１は二側辺を折断し、ジグザグの凸刃を作

出する。 

二次加工ある剥片（第238図３～５） １、４は薄手の縦長剥片である。５は粗雑な加工が入

るが、性格は不明である。 

石製品（第238図６～９） ６、７は管玉状の垂飾品である。６は完形で側面に中断された穿

孔があるが、側辺の穿孔の性格は不明である。また暗褐色の付着物があり、中断された穿孔部

には炭化物が詰まっている。７は破損品で、螺旋状の穿孔痕が見られ、穿孔の内径に差がある｡

６の穿孔の内面も同様の状態であろう。これは鳥骨などの錐と研磨剤とを使って穿孔したこと

を示していると考えられる。８、９の性格は不明である。10は軟質の素材を使用し、西洋梨型

に研磨で成形している。側辺の線条痕は粗い。頂部が破損するが、穿孔はなかったと考えられ

る。 

磨 石(第239図１～５) いずれも二磨面を有する。２は凸面と平面とがセットとなる。２､

４の磨面の中央部には浅い凹部があるが、磨石に分類する。 

磨凹石（第239図６、第240図１、２、４、第242図１）６は二磨面と深い凹部とを持つ。１

は二磨面と凹部とを持つが、凹部の内部まで摩滅している。２は破損しているが、平面と凸面

の磨面を持つ。不磨面には擦痕がある。凹部は中央部をはずれる。４は多孔質の石質で不整形 
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で､二磨面と深く１列に並んだ凹部とを持つ｡第 242図１は二磨面と節理面に沿った凹部とを持

つ。 

磨凹敲石Ⅱ（第240図５、７） ５、７は二磨面と二敲打面とを持つ。７の磨面はかなり摩滅

し横方向の線条痕が顕著である。 

磨敲石Ⅰ(第239図７、第240図３) ７は二磨面と磨面中央に敲打痕１を持つ。３は为面二面

と下端に三面の磨面と長軸の両端に敲打痕１を持つ。敲打痕は下端の磨面を切っている。 

磨敲石Ⅱ（第240図６） 二磨面を有する。一側面と一磨面の中央に敲打面を有する。敲打面

が磨面の中央にある例はこれのみである。 

石 皿（第241図１、２） ２は床面から出土したもので、ある程度の整形加工があった可能

性がある。無脚で大形の種類である。１は第６号住居を調査時に拡張した際に出土したと言う

記述があるが、出土地点は特定できない。２と同質の石質を使用し、無脚で大形の種類である｡ 

大形磨石（第242図２） 球形を呈し磨面は顕著ではない。床面から出土したと言う伝聞があ

るが、地点等は特定できない。 

第６号住居跡出土剥片一括資料（第243図～第254図） 

第６号住居跡の三地点から剥片一括資料が出土している。それらはピット５、ピット１、Ｃ

区床面である。これらは同一の物質がピット５の剥片１の背面と剥片15の背面とピット１の剥

片４の腹面とに付着する点やピット１の母岩２とＣ区床面の剥片一括資料２が共通した母岩で 
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ある点などから相互に関連があると考えられる。以下、ピット５、Ｃ区床面、ピット１の項で

説明する。 

ピット５出土剥片一括資料（第243図～第247図） 

第６号住居跡ピット５からは35点の剥片が出土し、そのうち34点は珪質頁岩の同一母岩であ 
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り、１点は玉髄（23）であった。珪質頁岩の同一母岩から三つの接合資料が得られた。そのう

ち剥片剥離の過程が推定できる接合資料１を中心に説明する。なお剥片１の背面にアスファル

ト状の付着物があり、ピット１出土の剥片４の腹面の付着物と共通する。 

接合資料１は剥片が７点が接合する。剥片１の背面構成から、Ａ面を打面とする剥離が剥離

角が大きく剥片がヒンジフラクチャー状となり、剥離が困難となったことがわかる。次にＢ面

とＤ面との稜を利用して、剥片１が剥離される。打面はＢ面に移行して剥片２、３、４が打面

の位置を尐しずつ変えて剥離される。剥片４、５の背面に残る剥離面Ｓを最後に打面はＣ面に

移行する。Ｃ面から剥片５が剥離され、剥片６および剥片６の背面に残る剥離痕から、初期の

Ｃ面を打面とする剥離は比較的縦長の剥片が連続的に取られたことがわかる。しかし剥離が進

行するにつれて剥離角が大きくなり、末端がヒンジフラクチャー状の剥片しか取れなくなり最

期に厚手の剥片７が作業面再生的に剥離される。 

接合資料１の特徴をまとめると、以下のようになる。打面再生は行われず、打面はＡ面→Ｂ

面→Ｃ面と広い同一打面を交互に移動しながら剥離作業を行う。剥離角が大きくなり剥片剥離

が困難となると打面の位置を尐しずらして、厚手の剥片を剥離し、作業面再生を行う。そのよ 
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うな性格の剥片としては１と７とが指摘できる。目的的な剥片としては剥片６および６の背面

にネガ面が残る剥片と連続的に剥離されている剥片２～４とが指摘できる。 

接合資料２、４は背面に広く自然面が残る厚手で大きな剥片が剥離される。これらは接合資

料１に見られる広い打面の作出に関係する剥片の可能性がある。接合資料３は同一打面から連

続的に剥離され、接合資料１の剥片２～４の過程に類似する。 

剥片の長幅分布を第249図(a)に示す｡縦長の剥片もあるが､接合資料から見るかぎり､偶発的な

ものであることがわかる。剥片の分布の中心（幅30ｍｍ～50ｍｍ、長さ30ｍｍ～70ｍｍ）空白

部分がある。このような素材が石器の素材として使用されたからであろう。 

Ｃ区画床面出土剥片一括資料 

Ｃ区床面からは剥片一括資料が出土している。それらは透明な玉髄と硬質な珪化凝灰岩との

２つの母岩に分けられるが、それらは発掘の段階で二地点に分かれて出土していたのかそれと

も発掘後の整理の段階で母岩別に分類したのかについては不明である。出土地点は一箇所しか

記入されていないので後者の可能性が高いが、便宜的に玉髄のものを資料１、珪化凝灰岩のも

のを資料２として扱う。 

剥片一括資料１（第248図、第250図、第251図） 

剥片総数56点で、54点が同一母岩から剥離された剥片である。石材は玉髄で半透明である。

また挟雑物による割れや節理面が多く石質は良くない。その他の２点の剥片石器は珪質頁岩製

でスクレイパーエッジを持つ石器（図版87－56）と尖端部作出の石器（図版87－55）である｡ 

接合資料１ ５点が接合する。１、２、５の背面にみられる左方向からの剥離が行なわれた

後、打面は上端に移り１が剥離される。次に打面は節理面であるＡ面に移り２、３が剥離され

る。腹面右の剥離は为要剥離面と同時に剥離されたものである。３は縦長の剥片である。次に 
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打面調整と思われる加工がＢ面になされる。その後Ｂ面から４、５の背面にみられる剥離が行

なわれ、そして４、５が剥離される。５は同一母岩の剥片のなかで大きさが最大である。また

１は側辺にスクレイパー状の二次加工が、３は側辺に小剥離と微細剥離痕が見られる。 

接合資料２ ２点が接合する。下方向からの剥離がなされた後、打面は上端に移り６が剥離

される。７は打面側が破損しているが、６と同じ方向から剥離されている。 
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接合資料３ ３点が接合する。Ａ面を打面とする剥離が行なわれた後、打面はＢ面に移り８、

９、10が剥離される。８、９は同時に剥離されている。 

接合資料４ ４点が接合する。背面に上端方向からの剥離が行われている。４点とも同じ節

理面を打面とし、11、12は同時剥離である。次に13、14が剥離される。また14は腹面側の側面

に二次加工が見られる。 

接合資料５ ４点が接合する。背面に下端方向からの大きな剥離がある。Ａ面を打面にして

15が剥離される。次に打面は左側に移り16が剥離される。16は打面部と側辺が破損している。

打面はＢ面に移り、18の腹面側右側辺にある剥離が行なわれた後17、18が剥離される。18は厚

手の剥片である。 

この石核の素材は板状の角礫と思われる。調整については接合資料１のＢ面が打面調整され

た可能性がある。剥片生産は打面、作業面が頻繁に転移して行なわれ規則性は認められない。

第249図(b)のグラフは剥片の長幅比を表わしたものである｡長さ､幅とも20～30ｍｍ付近に集中

する部分がある｡このグラフから小形の剥片が比較的多く剥離されたことが考えられる。また剥

片のなかに二次加工が施されているものが４点あった。１はスクレイパー状の加工が施されて

いるがそれ以外は粗雑な加工がみられるだけである。 

剥片一括資料２（第252図） 

同一母岩12点のうち11点を図化する｡接合するものはない｡この母岩はピット１出土の母岩２

と同一であると推定される。１は多面体の石核で約四作業面を有する。２は剥片素材の石核で､

側辺を中心にチョピングツール状の二作業面を持つ。３は腹面に不明瞭な横方向からの両極剥

離痕がある。４は縦方向と不明瞭だが横方向の両極剥離痕がある。９は剥片素材の石核または

不定形石器ⅡＤ類で､素材の側辺から背面と腹面に連続的な剥離がはいる｡11 は腹面の打面付近に

側方から剥離がはいる。石核（不定形石器ⅡＤ類）や両極剥離痕のある石器が比較的多い点は

ピット１出土の母岩２と共通した特徴であり、同一母岩から剥離された剥片類が或る作業の後

に一部はピット１に他の一部はＣ区の床面に分割されたと考えられる。 

ピット１出土剥片一括資料（第253図、第254図） 

記載にはＡ区柱穴とありピット１であろうと推定される｡石質は玉髄と珪質凝灰岩とがあり､

母岩は３種類に分類される。母岩１は13点、母岩２は７点、母岩３は３点である。他に珪質頁

岩素材の剥片および両極剥離痕のある石器がある。 

(１) 母岩１（３、４、５、７、８、12、13、14、15、16、17、18、19） 

軟質の玉髄で赤褐色を呈する。接合するものはない。15に両極的な剥離があるほかは微小な

加工がある剥片である。４の腹面にピット５出土の剥片一括資料の剥片１と同じ付着物があ

る。８は末端に折断面を切る小剥離がある。
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(２) 母岩２（１、２、６、９、10、11、20） 

硬質の珪質凝灰岩である。石核が２点、両極剥離痕のある石器が１点で他は剥片である。

接合するものはない。１は石核または不定形石器ⅡＤ類で、上部の縦の折断面から連続的な 
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剥離が行われる。スクレイパー状の加工と微細剥離痕がある。９は厚手の剥片の二側辺を折

断し末端側に剥離痕がある。石核と考える。10は不明瞭だが両極剥離痕を有する。上端は点

状､下端は自然面で平坦となる。母岩２はＣ区床面出土の剥片一括資料２と同一母岩である。 

(３) 母岩３（21、22） 

緑色を呈する玉髄で、母岩１と同一の可能性がある。 

これらの剥片一括資料の性格については明確ではない。ピット５出土のものは比較的接合

するが、目的剥片と推定される縦長の剥片の一部や、剥離困難となった時のヒンジフラク

チャーを起こしたと考えられる剥片は存在しない。また剥片３、４、６は目的的な剥片と考

えられる。したがって剥離された剥片から使用に耐え得る剥片が貯蔵され、そのうち最も良

好な部分が消費され始めた段階を想定できる。ピット１出土の剥片類は接合するものがない。

むしろ母岩２に見られるように或種類の作業が終了後にピットに収納されたと考えられる。そ

の性格としては廃棄的行為などが想定される。しかしピット１、５ともに柱穴として規則的

な配列を示し、それらの中に収納される剥片の性格については上記の解釈では理解し難い点

がある。Ｃ区床面出土の剥片一括資料２は石核(不定形石器ⅡＤ類？)、両極剥離痕のある石

器などが多く未加工の剥片は尐ない。作業終了後の収納の状態を示すと考える。それと対照

的なのが、剥片一括資料１である。剥片一括資料１は比較的多くの剥片が接合し、剥片は長

幅比でまとまる傾向があり、目的的な剥片が選択的に収納された可能性が高い。資料１と２

との位置関係についてははっきりしないが、尐なくとも、床面上の近接した位置に性格の異

なる剥片が集積している点は注目すべきである。 

第７号住居跡（第255図） 

〔位置・確認面〕 ＡＲ50・ＡＳ50・51区に位置し、遺物包含層第Ⅰ層上面で検出された。 

〔規模・平面形〕 残存部から推して直径 2.7ｍほどの円形と思われる。 

〔堆積土〕 １枚の層が認められたに過ぎない。 

〔壁〕 北半部分が検出されただけである｡遺物包含層第Ⅰ層を壁とし､北壁で 30ｃｍの壁高が

ある。床面からは急角度で立ち上がっている。 

〔床〕 全体の半分ほどが検出されたにすぎない｡遺物包含層第Ⅰ層を床面とし､ほぼ平坦で北

側から单側に緩やかな傾斜が見られる。なお、柱穴・周溝は検出されなかった。 

〔炉〕 残存する床面の单側（推定住居域のほぼ中央部）で検出された。径50ｃｍ･深さ10ｃｍ

の地床炉で炉内には焼土の堆積が見られた。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土から遺物が出土している。住居に確实に伴う資料はない。 

図示した土器は１点 (深鉢)、拓本資料は４点（深鉢）である。 
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住居跡埋土出土土器（第255図１～５） 

１・５は４卖位の波状縁をなす深鉢形土器である。１は波頂部下に楕円状の入り組み文が施

されている。５は波頂部に「８」字状の隆帯が入組み状に貼付され末端はひれ状突起となって 
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いる。口縁部を巡る凸帯は円形竹管文が連続して施されている。縄文時代後期初頭に位置付け

られるものである。 

２～４は縄文時代中期の混入した破片資料である。 

第８号住居跡（第256図） 

〔位置・確認面〕 ＡＯ･ＡＰ48区に位置し、地山面で検出された。 
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〔規模・平面形〕 残存部から推して直径3ｍほどの円形と思われる。 

〔堆積土〕 １枚の層が認められたに過ぎない。 

〔壁〕 北半部分が検出されただけである｡地山を壁とし､北壁で 20ｃｍの壁高がある｡床面か

らは急角度で立ち上がっている。 

〔床〕 全体の半分ほどが検出されたにすぎない。地山を床面とし、ほぼ平坦である。なお、

柱穴、周溝は検出されなかった。 

〔炉〕 残存する床面の单端（推定住居域のほぼ中央部）で検出された。径60ｃｍ･深さ5～15

ｃｍの地床炉で炉内には焼土塊を含む焼土・炭化物の堆積が見られた。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土・床面などか遺物が出土している。住居に伴う資料は床面土器であ

る。図示した土器は３点 (深鉢)、拓本資料は４点（深鉢３点、鉢１点）である。 

住居跡・炉埋土出土土器（第256図１～６） 

１・３・４・５は波状縁をなす深鉢形土器である。１・４には円窓・円形の盲孔が付されて

いる。３には円形竹管文が凸帯上に連続して施されている。５の波頂部把手には内外の無文帯

が入り組み構成に仕上げられ、円形の盲孔が付されている。２は注口の付く鉢形土器、６は底

部資料である。これらは縄文時代後期初頭に位置付けられるものである。 

床面土器（第256図７） 

深鉢形土器の底部資料である。摩滅が著しい。 

第９号住居跡（第257図） 

〔位置・確認面〕 ＢＭ・ＢＮ55・56区に位置し、地山面で検出された。 

〔重 複〕 第２号住居跡と重複し、これを切っている。 

〔規模・平面形〕 残存部から推して直径3.2ｍほどの円形と思われる。 

〔堆積土〕 ４枚の層が認められ、第１層が広く床面を覆っている。第３・４層は壁沿いに分

布し、いわゆる三角堆積を呈している。いずれも自然流入土である。 

〔壁〕 第２号住居跡と重複する北壁側部分では第２号住居跡の炉堆積土を壁にし、他の部分

では地山を壁にしている。全体に保存が悪く、約10ｃｍほど残っているに過ぎない。 

〔床〕 第２号住居跡の炉と重複する部分を除いて地山を床としている。ほぼ平坦で、西側か

ら東側に緩やかな傾斜が見られる。炉と重複する部分では石組部底面のレベルが住居床面のレ

ベルと同じであることからそのまま使用している可能性がある。 

〔柱 穴〕 住居内から５個のピットが検出された｡このうちＰ1･Ｐ4は炉の長軸線上の対応す

る壁沿いにあり、Ｐ2･Ｐ3は炉の長軸線からほぼ対称に位置し、この４個を結ぶ線はタコ形にな

る。これらは配置に規則性があり､規模や深さもほぼ一定していることから柱穴と考えられる。 
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〔周 溝〕 認められない。 

〔炉〕 土器埋設石囲部・敶石石組部・掘り込み部（開口）からなる複式炉である。全長は約

1.8ｍで､平面形は円形の石囲部に長楕円形の石組部および掘り込み部が取りつく形である｡掘

り方は構築された炉とほぼ同じ大きさである。炉の長軸方向はＮ-60°-Ｅである。 

石囲部：径・高さとも20ｃｍほど深鉢形土器の胴部を囲むように10～15ｃｍ大の石を40ｃｍ

ほどの径で１～２重に配しているが部分的に欠けているところもある。埋設土器には炭化物を

多量に含む土が充満していた。埋設土器･石ともに火熱をうけて赤変し、土器は剥落が著しい。 

石組部：奥壁に使用された20ｃｍ大の方形・偏平な河原石１個と底面・左側壁に使用された

10～15ｃｍの河原石数個が残存しているに過ぎない｡底面は床面より５ｃｍほど低い。掘り方は

掘り込み部と一体になるもので、長軸1.4ｍ･短縮0.6ｍの長楕円形を呈し、床面より 12ｃｍほ

ど低い。長軸方向は炉の長軸線と同じである。 

掘り込み部：石組部から連続する掘り方が検出されただけである。底面に火を受けた痕跡は

ない。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土・床面・炉などから遺物が出土している。住居に伴う資料は床面土

器２点、炉埋設土器１点、炉掘り方土器１点がある。図示した土器は３点(深鉢)、拓本資料は 
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４点（深鉢、浅鉢 (？)）である。石器は１点発見された。 

ａ．土 器 

住居跡埋土出土土器（第258図１～３） 

１～３は深鉢・浅鉢（？）形土器の破片資料である。 

床面土器（第258図４・５） 

４・５ともに平縁の深鉢形土器（Ｂ類型）である。４には横位波濤文が施されており、单側

遺物包含層第Ⅱ層土器に対比されるものである。 

炉埋設土器（第258図６） 

著しく磨滅した深鉢形土器である。詳細は不明である。 

炉掘り方出土土器（第258図７） 

深鉢形土器の口縁部破片である。 

ｂ．石 器 

第９号住居跡から出土した石器は磨凹石１点だけである。 

磨凹石（第258図８） 二磨面と凹部とを持つ。磨面の中央は平坦となり、線条痕が顕著であ

る。 

第10号住居跡 

当初１軒の住居跡と考えていたが、精査時に２軒の住居跡の重複であることが明らかになっ

たため、新しい方を第10Ｂ号、古い方を第10Ａ号住居跡とした。以下、第10Ｂ号住居跡から説

明してゆく。 

第 10Ｂ号住居跡（第259図） 

〔位置・確認面〕 ＡＰ・ＡＱ52区に位置し、地山面で確認された。 

〔重 複〕 第10Ａ号住居跡・第４号土壙と重複し、前者を切り、後者に切られている。 

〔規模・平面形〕 残存部から推して直径4.1ｍほどの円形と思われる。 

〔堆積土〕 ４枚の層が認められ、第Ⅰ･Ⅱ層に大別される。第Ⅰ層（層Ｎｏ１）は広く床面を覆

い、第Ⅱ層（層Ｎｏ２～４）は炉の部分に堆積している。いずれも自然流入土である。 

〔壁〕 北半部分が検出されただけで单半部分は削平されている。地山を壁とし、残存高は北

壁が約25ｃｍで最も高い。 

〔床〕 地山を床としほぼ平坦であるが、北東側から单西側に緩やかな傾斜が見られる。 

〔柱 穴〕 床面残存部で４個（Ｐ２～Ｐ５）･推定床面域で１個（Ｐ１）計５個のピットが検

出された。これらは規模が小さくＰ３・４を除いて浅いものであるが、壁沿いに位置すること 
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などから柱穴になる可能性がある。 

〔周 溝〕 Ｐ２～Ｐ４にかけての東壁沿いで 1.2ｍほど検出された。下幅は10ｃｍほどで深

さは15ｃｍほどである。 

〔炉〕 土器埋設部・敶石石組部・石囲掘り込み部（開口）からなる複式炉である。全長は約

1.8ｍで、円形の土器埋設部に長方形の石組部さらに石囲掘込み部が取りつく形状をしている。

炉の長軸方向はＮ－67°－Ｅである。 

土器埋設部：炉の長軸線上にあり、径20ｃｍ･高さ15ｃｍほどの口縁部を欠く深鉢形土器をほ

ぼ同規模のピット状の掘り方に据えたものである。土器には火を受けた痕跡が見られる。 
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石組部：右側壁上段部が壊されている。残存部は長軸80ｃｍ･短軸60ｃｍの楕円形を呈し、 

床面より 20ｃｍほど低い｡長軸方向は炉の長軸線に直交している｡底面には 25×10ｃｍ大の長

方形の河原石を水平に配し､周縁の壁面の最下段には 40～50ｃｍ大の偏平な石を配し､左側壁

ではその上に 10～15ｃｍ大の円形の河原石を２･３段に積みあげている｡石は長辺が両側壁で

は炉の長軸に平行し、前後の壁では直交するように配されている。縦・横断面形は逆台形を

呈し、縦断面では奥壁側の傾斜が緩やかになっている。石には火熱を受けた痕跡が見られる。 

石囲い掘り込み部：右側壁部分が壊されているが、１辺 80ｃｍほどの正方形になると思わ

れる。底面は平坦で石組部底面に比して 5ｃｍほど高い。左側壁には石組部から連続する 30

～50ｃｍほどの偏平な河原石２個が長辺を炉の軸方向に揃え、側面を下にしてほぼ垂直に並

べられているが掘り込み端部までは達していない。石には火熱を受けた痕跡が見られ、奥壁

側で顕著である。 

 

第10Ａ号住居跡（第259図） 

〔位置・確認面〕 第10Ｂ号住居跡の東ＡＰ・ＡＱ52区に位置し、地山面で確認された。 

〔重 複〕 第10Ｂ号住居跡と重複し、これを切っている。 

〔規模・平面形〕 残存部から推して直径4ｍほどの円形と思われる。 

〔堆積土〕 １枚の層が認められたに過ぎない。 

〔壁〕 北～東にかけて全体の1/3ほどが検出されただけである｡地山を壁とし､北側で30ｃｍ･

東側で 5ｃｍの壁高がある。 

〔床〕 壁沿いに60～90ｃｍの幅で認められる｡地山を床としほぼ平坦で､北側から单側に緩や

かな傾斜が見られる。 

〔柱 穴〕 床面残存部で４個のピット（Ｐ6～Ｐ9）が検出された。このうちＰ6～Ｐ8の３個は

同じくらいの間隔で壁沿いに配され、規模･深さも似ていることから柱穴になる可能性がある。

なお、第10Ｂ号住居跡Ｐ１はＰ8 に対応する位置にあり、本住居跡に付随する可能性も考えら

れる。なお、残存部分から周溝・炉は認められなかった。 

〔出土遺物〕 住居跡埋土・炉から遺物が出土している。Ｂ号住居に伴う資料として炉埋設土

器がある。図示した土器は２点 (深鉢)、拓本資料は4点（深鉢）である。石器は39点発見され

た。 

ａ．土 器 

住居跡・炉埋土出土土器（第260図１～5） 

１～４は平縁の深鉢形土器の破片資料である。4・5には横位波濤文の一部と思われる文様が

施されている。 



 

 339 

 



 

 340 

炉埋設土器（第260図６） 

深鉢形土器（Ｂ類型）である。全体のプロファイルから判断して、胴上部には雁股状をなす

分節波濤文が展開していたものと思われる｡第６号住炉掘り方内埋設土器１号と土器文様及び土

器の上下の欠失部の位置がほぼ完全に一致している。单側遺物包含層第Ⅱa～b層深鉢Ｂ2類に 
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比定されるものである。 

ｂ．石 器 

石 鏃（第261図１、２） １は凹基で素材の側辺に尖頭部を作出する。２は平基で、素材の

打点部に尖頭部を作出する。 

箆状石器（第 261 図３） 両面加工のスクレイパー状の刃部が作出されていたと考えられる。

先端の刃部と側辺の一部が摩滅する。腹面には不規則なステップ状の剥離が二側辺にはいり、

鋸歯状となる。この部分は摩擦していないので、これらの剥離は刃部再生に関係があると考え

られるエンドスクレイパー状の刃部を持ち、不定形石器ⅡＡ２類に分類すべきか。 

両極剥離痕のある石器（第261図４、５） ４は縦と横の二方向の剥離痕を持つ。縦方向の上

端は横方向の剥離に切られて欠けている。５は一対の剥離痕を持ち、末端は背面構成で平坦面

となる。 

磨製石斧（第261図６） 刃部が破損する。厚手で、断面が楕円形を呈する。 

不定形石器ⅠＡ類（第261図７） バルブの発達する両面加工で、不整な楕円形に整形される。

刃部はジグザグとなる。 

不定形石器ⅡＢ類(第261図８) ８は下辺が粗雑なスクレイパー状の､上辺が交互剥離状の刃

部を持つ。 

不定形石器ⅡＣ類(第261図10、11、12) 10は素材の形態を利用し、小剥離で二尖端部を作出

する。横方向の尖端部は摩滅が認められる。11は打面部に折れ面がある。スクレイパー状で側

辺に尖端部を作出する。12の素材は背面もポジティブな面を持つ剥片で丸凸の尖端部が両面加

工で作出される。 

不定形石器ⅡＧ類(第261図13) 素材の腹面を打面とし急角度でバルブが発達し､やや奥まで

はいる剥離で、鋸歯状の刃部が作出される。いわゆる急角度デンティキュレイトである。 

不定形石器ⅡＫ類(第272図９) ９は打面部を折断し、側辺に凹刃のスクレイパーエッジを作

出する。折断面を基部とする折断調整石器であろう。 

磨凹石（第273図３） 平面と凸面の磨面がセットとなる。 

磨凹敲石Ⅱ（第273図１、２、４） １は平面と凸面とがセットとなる磨面と二敲打面とを有

する。２は破損しているが、二磨面と一敲打面が残存する。４は二磨面と一敲打面を有する。

長軸の両端は敲打痕１が顕著である。 

石 皿(第273図５) 全体形が整形されている。一機能面を有する有脚の種類である。 
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第11号住居跡〔敷石遺構〕（第263図） 

〔位置・確認面〕 ＢＧ・ＢＨ61区の地山面で確認された。 

〔規模・平面形〕 東側が調査区外に伸び、また西側が旧林道工事で壊されているため全体の

規模・形状は明らかではない。残存部では長軸 4.5ｍ・短軸３ｍを測り、壁と推定される部分

は弧状になっている。 

〔堆積土〕 表土を剥離した段階で床石が検出されており、残っていない。 

〔壁〕 单西部分に長辺を弧状に揃え、側面を下にして立て並べられた石が見られる。石の上

面は床面より約10ｃｍ高く、これらの石が壁を構成するものと考えられる。 

〔床〕 地山の上に10～80ｃｍ大の偏平な河原石を平坦に並べたものである。石は壁沿いに多

く見られ、中央部では地山が露呈している部分が多い。壁沿いの石は幅の狭い長方形状のもの

が多く用いられ、長辺を壁に平行するようにして揃えて配置されている。 

なお、床石を外して柱穴・炉などの検出に努めたが見つけることはできなかった。 

〔出土遺物〕 住居跡床面直上から土器が出土している。住居に確实に伴う資料はない。図示

した土器は１点 (深鉢)、拓本資料は８点（深鉢）である。 

住居跡床面直上出土土器（第264図１～９） 

いずれも深鉢形土器である。１は突起下に刻み目のつく隆帯が貼付され、円形の盲孔が付さ

れている。２は突起下が無文帯となっている。３は平縁で地文の縄文が施されている。８は波 
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頂部に「∩」状を呈する貼付文が付されさらに円形の盲孔・太描き沈線文が加えられ、波頂部

から胴部にかけては、隆線による懸垂文が施されている。９は地文のみの胴部資料である。そ

の他は断片的な資料ではあるが、円形の盲孔や円形竹管文・格子状沈線文が施されている。こ

れらは西側基本層位第Ⅱ層出土土器の特徴と一致しており、縄文時代後期初頭に位置付けられ

るものである。 

なお、これまで述べてきた各住居跡出土の石器組成および後述する遺構出土の石器組成を第

２表として提示しておく。 

３．炉跡と出土遺物 
炉跡は第３号住居跡に近接して６基が検出されている(第８図)。第２号炉の单側では数個の

ピットが検出されており、これらと組みあって住居跡になる可能性も考えられたが、検討の結

果、組みあうものではなかった。また、その他の炉跡周辺でもピットは検出されておらず、住

居跡とは別に屋外に卖独で構築されたものである可能性も考えられる。以下、各々について述

べてゆく (第265図)。 

第１号炉跡 

第３号住居跡の单側約２ｍのＢＮ・ＢＯ53 区に位置し、地山面で検出された。掘り方の状況

から石囲部・石組部・掘り込み部からなる複式炉と考えられるが、石組部奥壁と考えられる40

ｃｍ大の石が検出されただけあり確証はない。掘り方全体の平面形は奥壁石の部分で括れるも

のの頂部が丸みを持つ二等辺三角形状を呈し､掘り込み部の幅が最も広い｡規模は長軸 1.75ｍ･

短軸 0.6ｍで深さは石組部が15ｃｍで最も深い｡炉の長軸方向はＮ-56°-Ｗである。堆積土は４

層が認められ、第２・３層の下位は焼土化していた。第１層から不定形石器ⅡＡ類が１点出土

している (第277図１)。これは、基部が破損するが、末端に刃部が作出される種類である。折

れ面に微細剥離痕がある。 

第２号炉跡 

ＢＭ53区に位置し、地山面で検出された。第３号住居跡と重複し切られている。全体の形状 
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は不明確であるが第３号住居跡側（北側）に土器・焼け面などが認められること、单側に石組

が見られることなどから北側に燃焼施設を持つ複式炉と考えられる。石に火を受けた痕跡はな

い。残存形は不整長方形で規模は長辺 1.8ｍ･短辺 0.9ｍである｡炉の長軸方向はＮ-15°-Ｅであ

る。堆積土は４層が認められ、第２層から土器が出土し、第２･３層から石器が出土している。 

土 器 (第266図１)：平縁の深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴部は複線による楕円文内に３

個の楕円文が充塡され、その脇にも楕円文・｢∩｣ 状文（？）が描かれている。 

石 器 (第277図２～４・７)：２は縦長剥片を利用したエンドスクレイパーで打面側に刃部

を作出している。基部が破損し､背面に炭化物が付着している。不定型石器ⅡＡ類である。３･

４は不定形石器ⅡＢ類である。３は末端が破損するが、側辺に刃部が作出される。４は側辺に

粗雑なスクレイパーエッジを有する｡７は磨凹石で二磨面を持つ磨凹石の両側辺が破損した後、

一破損面も磨面として使用されている。 

第３号炉跡 

第３号住居跡の東 6ｍ・ＢＫ53 区に位置し、地山面で検出された。土器埋設部･敶石石組部･

敶石掘り込み部からなる複式炉と考えられる。平面形は長方形に近いが土器埋設部の一部がわ

ずかに突き出している。規模は長軸1.9ｍ・短軸1ｍで長軸方向はＮ-29°-Ｅである。 

土器埋設部は炉の長軸線上に２ヶ所（埋設土器１・２）があり、接して認められる。１は径

30ｃｍ･深さ15ｃｍほどの掘り方に深鉢形土器の胴下部～底部（残存高約15ｃｍ）を据えたもの

で垂下する多状沈線文が施されている(第 266 図２)｡一方､２は掘り方が１に較べて大きく径･

深さともに40ｃｍほどあり、底部を欠く深鉢形土器（口径40ｃｍ･残存高約20ｃｍ）を据えてい

る。口縁部に無文帯をもち､胴部に縄文が施されている｡土器内には多くの焼土が見られた(第

266図３)。 

敶石石組部は底面･前壁･左側壁の一部が残っている。底面の石は10ｃｍほどの小さな河原石

であるが､壁面の石は下段に 20ｃｍほどの大きいものを用い､その上に小さい石を積み上げてい

る。確認面からの深さは20ｃｍほどである。 

敶石掘り込み部は石組部と一体になった一辺 1.2ｍの正方形の掘り方の端部20ｃｍ大の石を

２列に並べたもので石の面は平坦ではなく不揃いである。この部分は攪乱が入っており石が動

いていることも考えられる。石組部との間は30ｃｍほどあり、平坦面になっている。 

第４号炉跡 

第３号住居跡の東5ｍ･ＢＫ･ＢＬ54区に位置し、地山面で検出された。土器埋設部･敶石石組

部・掘り込み部からなる複式炉と考えられる。平面形は楕円形に近いが土器埋設部の一部はわ

ずかに突き出している。規模は長軸1.6ｍ・短軸0.7ｍで長軸方向はＮ-88°-Ｗである。 

土器埋設部は炉の長軸線上にあり、径30ｃｍ･高さ約25ｃｍの深鉢形土器の胴部（第267図７） 
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をピット状の掘り方に埋設したものである｡胴部には縄文が施されている｡土器内には炭化物･

焼土を含む土が見られた。 

敶石石組部は径60ｃｍほどの円形に近いもので10～30ｃｍ大の河原石で構築されている｡底面･側

面の下段には 20～30ｃｍほどの大きいものを用い､その上に小さい石を積み上げている｡確認面

からの深さは30ｃｍほどである。縦・横断面形は逆台形状を呈し、両側壁の立ち上がりが急に

なっている。 

掘り込み部は北側が攪乱で壊されている。石組部掘り方から連続する長軸 1ｍ･短軸 0.7ｍの

楕円形を呈し、炉の長軸線上の西端部に径･深さとも 20ｃｍほどのピットが掘り込まれている。

底面は中央部が僅かに窪み､石組部底面より10ｃｍほど高くなっている｡なお､底面のほぼ中央 
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部に径 30ｃｍ･深さ８ｃｍのピットがあるが､炉に伴うものであるかは不明である。なお、埋土

からは第267図１～６に示すような破片資料が出土している。横位波濤文の一部が窺われる。 

第５号炉跡 

第３号住居跡の单壁に接するＢＮ53区の地山面で検出された。残存状況から推して第３号住

居跡との重複が考えられるが､新旧関係は明らかではない｡炉跡は一辺 30ｃｍほどの石２個をＬ

字状に組んだ中に径約20ｃｍ･深さ10ｃｍの掘り方を作り、深鉢形土器の胴下部～底部（残存高

約10ｃｍ）を据えている(第267図８)。胴部には縄文が施されている。石には焼けはじけが見ら

れる。 

第６号炉跡 

第３号住居跡の北壁に接するＢＭ･ＢＮ54区に位置し、検出面は第３号住居跡より5ｃｍほど

高い。第３号住居跡との重複･新旧関係については不明である｡炉跡は約50ｃｍの間隔をおいて

30～50ｃｍ大の偏平な石が单北方向にほぼ平行に配されているもので、石は側面を下に斜めに

なっている。石列の間は平坦で北側には焼土の分布が見られた。 

これらの炉埋設土器はほとんどが卖独出土のため、单側遺物包含層との比較は難しいが、一

応､第２号炉は第Ⅲa～b 層､第３号炉は第Ⅲc～d 層、第４号炉は第Ⅱ層の時期に対比される

可能性がある。第５号炉については不明である。 

４．埋設土器遺構と出土遺物 

埋設土器遺構は９基が検出されている (第１～８・10号、第９号は欠番)。これらは標高307

ｍのラインに沿って分布するものが多く、第８号を除く８基はＢ区にあり近接して発見されて

いる (第８図)。埋設土器は第８号が横位 (？)、他はいずれも正位で据えられている。以下、

各々について述べてゆく (第268図)。 

第１号埋設土器遺構 

第５号住居跡の西1.5ｍ・ＢＪ50区に位置し、地山面で検出された。径・高さとも約35ｃｍの

深鉢形土器をほぼ同じ大きさの掘り方に据えている。土器内には径30ｃｍほどの偏平な石がほ

ぼ水平に落ち込んでいた。蓋石の可能性が考えられる。 

埋設土器 (第269図１)：平縁の深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴上部には「⊂」状縄文帯が

４卖位配され、胴中位の波状区画文以下縄文が施されている。第６号埋設土器遺構に類似する

文様の土器が見られる。 

第２号埋設土器遺構 

第５号住居跡の北西1ｍ・ＢＩ50区に位置し、地山面で検出された。第１号埋設土器遺構とは 
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1.5ｍ離れている。長軸50ｃｍ･短軸40ｃｍの不整楕円形の掘り方の中心に口縁部～胴上部を欠

く深鉢形土器（器高約25ｃｍ）を据えている。土器は保存状態が悪く、復元できなかった。 

第３号埋設土器遺構 

第４号住居跡の北東約１ｍ・ＢＪ51・52区に位置し、地山面で検出された。径約30ｃｍ･深さ

25ｃｍの掘り方にほぼ同じ大きさの口縁部･底部を欠く深鉢形土器を据えている。土器内の上部

には10ｃｍ大の石１個が認められた。 

埋設土器 (第269図２)：胴底部の深鉢形土器である。文様の全体形は明らかでないが、稜の

明確な隆帯文によって文様が施されている。 
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第４号埋設土器遺構 

第５号住居跡の北約1ｍ・ＢＩ50・51区に位置し、地山面で検出された。径35ｃｍ･深さ25ｃｍ

ほどの掘り方の中央部に口縁部を欠く径27ｃｍ･高さ約30ｃｍの深鉢形土器（遺構確認時に削り

すぎ土器の一部を壊している）を据えている。 

埋設土器 (第270図１)：口縁部を欠く深鉢形土器である。胴上部には巻き込みの深い渦巻き

状縄文帯が配され、胴中位の波状区画文以下縄文が施されている。 

第５号埋設土器遺構 

第５号住居跡の单約1ｍ･ＢＪ49区に位置し、地山面で検出された。径35ｃｍ･深さ20ｃｍほど

の円形の掘り方の西寄りに径約 25ｃｍ･高さ20ｃｍの深鉢形土器（口縁部・胴部・底部が各々

小破片残存）を据えたものと思われる。土器内には多量の炭化物を含む土が充満していた。 

埋設土器(第 270図２)：平縁の深鉢形土器（Ａ類型）である。口縁部・胴部には「Ｕ」字状

縄文帯・円形文・楕円文が施されている。 

第６号埋設土器遺構 

第６号住居跡の北東 4ｍ・ＢＤ50 区に位置し、单側遺物包含層第Ⅲ層上面で検出された。径

55ｃｍ･深さ40ｃｍの掘り方の東单寄りに径・高さとも約35ｃｍの深鉢形土器を据えている。掘 
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り方底面には15ｃｍ大の石数個が見られ、土器の底面を囲むように配されていた。 

埋設土器 (第271図１)：平縁の深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴上部には「⊃」状縄文帯が

４卖位配され、胴中位の波状区画文以下縄文が施されている。第１号埋設土器遺構に類似する

文様の土器が見られる。 

第７号埋設土器遺構 

第６号埋設土器遺構の北50ｃｍ・ＢＤ50区に位置し、单側遺物包含層第Ⅲ層上面で検出され

た。径･深さとも 35ｃｍの掘り方にほぼ同じ大きさの深鉢形土器を据えている。土器内には炭化

物を僅かに含む土が見られた。 

埋設土器 (第271図２)：平縁の深鉢形土器（Ｂ類型）である。胴上部には横位波濤文が展開

している。横位波濤文は隆線文と沈線文によって形成され、右向き波濤が３卖位、左向き波濤

が１卖位配されている。 

第８号埋設土器遺構 

第７号住居跡の西約2ｍ・ＡＴ51区に位置し、单側遺物包含層第Ⅲ層上面で検出された。径

約25ｃｍ・深さ10ｃｍほどの掘り方の中に鉢形土器の胴下部～底部にかけての破片が認められ

た。土器片は横位（内面を上にしている）で検出されており、土器片の上には炭化物を多量に

含む土が見られた。 

埋設土器 (第272図１)：地文に縄文が施されている。 

第10号埋設土器遺構 

第３号住居跡の東約 3.5ｍ･ＢＭ53区に位置し、地山面で検出された。径 30ｃｍ･深さ10ｃｍ

の掘り方にほぼ同じ大きさの深鉢形土器の胴部を据えている。土器内の下位には炭化物を含む

土が見られた。 

埋設土器 (第272図２)：種々の曲線状の縄文帯が施されている。 

以上述べてきた埋設土器遺構の埋設土器はすべて卖独出土のため、单側遺物包含層との比較

は難しいが、一応、第３号は第Ⅰ層、第７･10号は第Ⅱ層 a～b層、第４･５号は第Ⅱc～d層､

第１・６・８号は第Ⅱ層の時期に対比される可能性がある。 
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５．土壙と出土遺物 

土壙は单側遺物包含層北端の斜面で４基が検出されている (第８図、第273図)。 

第１号土壙 

第７号住居跡の西 4ｍ･ＡＴ～ＢＡ51 区に位置し、单側遺物包含層第Ⅱ層上面で検出された。

平面形は楕円形で、規模は長軸 1.1ｍ･短軸0.7ｍで深さは約20ｃｍである。西側底面に接して

径30ｃｍ･高さ約25ｃｍの鉢形土器が完全な形で出土している。 

底面出土土器 (第274図１)：頸部が「く」字状にくびれ、口縁部が短く外傾する鉢Ｂ類であ

る。胴上部に文様帯が設けられ、小判形状文の周囲を無文帯が「 」状に入り組んで展開して

おり、文様構成としては方形区画文の変形と考えることができる。器外面には炭化物が多く付

着している。 

第２号土壙 

第８号住居跡の北1ｍ･ＡＳ51区に位置し、单側遺物包含層第Ⅱ層上面で検出された。平面形

は一辺約60ｃｍの方形状で、確認面からの深さは10ｃｍほどである。底面から5ｃｍほど浮いて

深鉢形土器の口縁部～胴部にかけての大きな破片（径約30ｃｍ･推定高約45ｃｍ）が出土してい

る。土壙内には黒褐色土の堆積が見られた。 

出土土器 (第275図１)：平縁の深鉢形土器（Ｃ類型）である。口縁部には４卖位の「χ」字

状突起間をタガ状の隆帯が２列巡り、長楕円形の無文帯が構成され、胴部には波濤状の文様が

４卖位展開している。 
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第３号土壙 

第２号土壙の東50ｃｍ･ＡＳ51区に位置し､单側遺物包含層第Ⅱ層上面で検出された。平面形

は径約50ｃｍの円形を呈し､確認面からの深さは20ｃｍほどである｡壙中には３枚の堆積土が見

られ、第２層上面から注口付き浅鉢形土器 (径22ｃｍ･高さ13ｃｍ)、第１層から不定形石器ⅡＣ

類が出土している。 

出土土器 (第274図２)：口縁部が内弯し、円筒状の注口が付される浅鉢Ｂ類である。胴上部

から口縁部にかけて６個の横位楕円文が描かれ、うち１個は胴中位の波状区画文と連結（図右

側）している。器外面にはおびただしい炭化物が膜状に付着している。 

出土石器 (第277図５)：剥片の末端を両極的に折断し、背面に連続的な加工が入る。尖端部

に二次加工はなく、微細剥離痕のみなので根拠に乏しいが尖端部作出石器とする。 

第４号土壙 

ＡＱ52区に位置し､第10Ｂ号住居跡堆積土上面で検出された。平面形は不整楕円形で､規模は

長軸 1.2ｍ･短軸 0.7ｍで確認面からの深さは25ｃｍほどである。長軸方向はＮ-88°-Ｅである。

壙中には４枚の堆積土が見られ、深鉢形土器片数点が出土している。 

出土土器 (第276図１・２)：１は平縁で頸部に隆線文が配され、以下縄文が施される深鉢形

土器である。２の胴部には縄文が施されている。 
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以上述べてきた土壙出土土器はほとんどが卖独出土のため、单側遺物包含層出土土器との比

較は難しいが、一応第１・２・４号土壙は第Ⅰ層、第３号土壙は第Ⅱc～d層の時期に対比され

る可能性がある。 
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６．基本層位第Ⅱ層出土の遺物とその他混入の遺物 

Ａ．西側基本層位第Ⅱ層出土の土器 

西側遺物包含層出土土器は第Ⅲ章で明らかなように、必ずしも良好な遺存状況ではなかっ

た。図示した土器は１点、拓本資料は36点で (第278・279図)、すべて深鉢形土器である。 

第278図１は４卖位の波状縁をなし､波頂部には円窓状の把手が設けられている。把手には円

窓に沿って「Ｃ」字状をなす貼付文がなされ、さらに太描き沈線文と円形の盲孔が加えられて

いる。胴部には全面を覆う縦位波状条線文が施されている。 

６～９は各種刺突文が施されるもので、刺突文には鱗状刺突文、円形刺突文、円形竹管文が

ある。また、10は小突起が付されるもの、11～20は区画沈線文や磨り消し縄文の施されるもの

である。12は方形区画文の一部で、いわゆる「連鎖状隆線文」が施されている。15・18には円

形の盲孔が付されている。 

21～第279図５は口縁部に無文帯が設けられ､胴部に地文の縄文が施されている。６～９は地

文に撚糸文の施されるもので、６・７は網目状撚糸文である。 

10～14は混入した中期の土器である。 

西側基本層位第Ⅱ層出土土器は、宮城県蔵王町二屋敶遺跡の縄文時代後期前葉第Ⅰ群土器

(加藤･阿部･小徳；1984) と類似する特徴を持っており、单境式（伊東；1957）の中でも初頭

に位置付けられるものである。宮城県单部での同時期の遺跡としては白石市菅生田遺跡(丹羽･

阿部・小野寺；1982)、柴田町向畑遺跡（芳賀；1983）などがある。 

Ｂ．西側基本層位第Ⅱ層出土の石器 

石 鏃（第280図１～８） １～５は凹基の種類である。１、３、４は側辺が内湾から外湾へ

変化し基部が開く種類で、数が尐ないが後期初頭の石鏃の特徴となる可能性がある。５は黒曜

石製で腹面基部付近に不定方向の線条痕があり着柄痕と考える。６、７は平基の種類で、７は

やや厚手で、不整な形をしている。８は菱形鏃だが、基部付近はとがっていない。素材の側辺

に尖頭部が作出される。 

石 錐（第280図９～14） 11は棒状の種類で、背面側右側辺に折断面がある。９はつまみ部

と錐部とからなる種類である。素材の末端側に尖端部を作出し、打面側は折断で除去される。

10、13は尖頭器状になる種類である。10はスクレイパー状の刃部を有する石器の破片である背

面もポジティブな剥片を使用し、二稜からの加工で尖端部を作出している。したがって側面図

は元の石器のスクレイパーエッジで背面構成である。13は素材の打面側に急角度の剥離で尖端

部を作出している。12は素材の打面側を折断し、側辺に短い尖端部を作る。14は縦長剥片の末 
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端にスクレイパーエッジで尖端部を作出している。不定形石器ⅡＢ類との区分が不明瞭である。 

石 匙（第280図15） 破損しているが、破損面の尖端部を使用しているらしく微細剥離痕が

ある。 

箆状石器（第280図16） 片面加工でスクレイパー状の刃部を持つ。小形だが、箆状石器に分

類すべきであろう。 

両極剥離痕のある石器（第280図17～19） 17、18は一対の線状の刃部を持つ。19は上下の折

断面から両極剥離が行われる。側辺には両極剥離より古い (腹面右側辺)、または新しい（背面

左側辺）加工がある。 

磨製石斧（第281図１） 小形の種類で研磨による稜が顕著である。刃部の剥離痕は破損であ

ろう。 
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石 核（第281図２～４） すべて剥片素材で、表裏二作業面を有し、求心的な剥片剥離を行

う。２は背面側左側辺に新しい剥離が集中し、不定形石器の可能性もある。３はやや大形で、

腹面側右側辺を中心としてチョピングツール状である。４は小形の石核で、背面の剥離は腹面

の剥離より新しい。 

不定形石器ⅠＡ類（第281図５） 鋸歯状の加工で、歪んだ楕円形に整形されている。 

不定形石器ⅡＡ類(第281図６～10、第282図１、２) ７、８、２はエンドスクレイパーであ

る。７の腹面のかなり奥まで、ポリッシュが認められる。８の打面側の折断面は二次加工より

も新しいが、それを切る剥離がある。背面構成の稜が著しく摩滅しているが、二次加工の稜は

摩滅していない。おそらく刃部再生が行われた結果と考えられる。６、１は凸刃と凹刃とが交

差し側辺に尖端部が作出される種類である。６の基部には折断と基部加工とがある。１の腹面

の側辺にはかなり奥までポリッシュがはいる｡これらは二次加工部位までは及んでいないので、

刃部再生を示すと考える。９、10はいわゆるサイドスクレイパーである。 

不定形石器ⅡＢ類(第282図３～６、第283図１～３、５、６) 第282図３～６、第283図１、

５は尖端部が作出されるスクレイパーである。３は顕著な二重パティナ石器で､スクリーントー

ンの部分の加工は新しい。古い加工の部分には摩滅が見られ、新しい加工の部分は刃部再生の

結果であると考えられる。４はほぼ全周が二次加工で整形されている。腹面にはかなり奥まで

摩滅した部位が見られる。これに対して、二次加工部位の摩滅は顕著ではない。５は背面もポ

ジティブな剥片を利用している。小剥離ではあるが、凸刃と凹刃と交点の側方に鈍い尖端部が

ある。第283図５は小剥離で素材の末端に直刃を作出する。一方、第283図２、３は凸刃を作出

する種類である。２は背面構成と背面右側辺および腹面の中央部が著しく摩滅する。しかし、

打面側の二次加工には摩滅は認められない。これも刃部再生が頻繁に行われた結果と考えられ

る。第283図６は小剥離の連続による刃部を有する。 

不定形石器ⅡＣ類(第283図８～12) ８は打面側に尖端部を作出しているが、石鏃の未製品で

ある可能性もある。９～12は折断面が尖端部作出に関与する種類で、比較的多く出土している｡

９は素材の二側辺を折断し、打面との交点に尖端部を作出する。10は素材の三面を折断し打面

部に尖端部を作出する。11は素材の一側辺を折断し、末端に尖端部を作出する。尖端部に摩滅

か見られる。12は素材の側辺を斜めに折断し、小剥離で尖端部を作出する。 

不定形石器ⅡＤ類（第283図13） 素材は背面もポジティブな面を持つ剥片で、素材の打面部

から剥離が入る。他に顕著な二次加工は見られない。 

不定形石器ⅡＨ類(第283図14、第284図３、４) 交互剥離状の刃部を有する種類である。14

は打面側を折断し、両面加工でジグザグの凸刃を作出する。３は不整な両面加工で、粗雑な凸

刃を作出する。４は素材の側辺に両面加工のジグザグの丸凸刃を作出する。 
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不定形石器ⅡＩ類（第284図２） 薄手素材の打面側を折断面とやや奥まで薄く入る加工で除

去する。対辺に鋭い素材の縁辺がある。 

不定形石器ⅡＫ類(第283図４、７、第284図１) いわゆる折断調整石器である。４は打面部

から側辺にかけて除去され、側辺にスクレイパー状の凸刃が作出される。７は打面部が折断さ

れ素材の末端部にスクレイパー状の刃部が作出される。その後右側辺に基部加工と考えられる

急角度の加工が入り、一部は両極剥離となる。１は素材の打面部を折断し、背面側に連続した

基部加工がはいる。側辺と折断面とによる尖端部を中心にして微細剥離痕があり、鋭い側辺を

刃部として使用したものと考えられる。 

石製品（第284図５） 板状の素材を一面からの剥離で、円盤状に整形している。円盤状石製

品に一般的にみられる縁辺部の潰れはなく、それ自体がハンマーなどとして機能したものとは

考えられない。 

磨 石（第284図６、７、８） すべて二磨面を持つ。７は平面と凸面との磨面を持ち線条痕

がある。 

磨凹石（第285図１～４、７、８、第286図１～３） 第285図１、３は平面と凸面とを持ち、

やや深い凹部を有する。４は二磨面と不明瞭な凹部とを持つ。凹部は一部が敲打痕が集中した

ようになっている。７は風化しているが､二磨面と凹部とを持つ。第286図１は二磨面と浅い凹

面とを持つが､周辺に不明瞭な敲打痕１が散在する｡２は平面と凸面がセットとなる磨面を持ち

かなり摩滅している。 

磨敲石Ⅰ（第285図５） 二磨面と磨面の中央部に敲打痕１を持つ。 

磨敲石Ⅱ（第284図９） 平面と凸面とがセットになる磨面と二敲打面とを持つ。敲打面に暗

褐色の付着物がある。 

磨凹敲石Ⅱ（第285図６） 二磨面と二敲打面とを有する。敲打面はかなり凹凸があり、一般

的なものと異なる。 

Ｃ．その他混入の土器 

第287図は遺構や遺物包含層から出土したその他の混入土器である。 

１～８はすべて繊維土器で半截竹管文が多用され、宮城県柴田町上川名貝塚(加藤；1951)・

名取市宇賀崎貝塚（阿部；1980）から出土しているものとほぼ一致した特徴を示している。こ

れらは縄文時代前期初頭の上川名上層式(加藤；1951)の中でも後半期(手塚･相原ほか；1987)

に位置づけられるものである。 

９は地文の縄文上に大きな渦巻き文が描かれており、宮城県川崎町中ノ内Ｂ遺跡（伊藤・須

田；1987）などに類例があり、大木8b式（山内；1937）に位置づけられるものである。 
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７．土製品 

大梁川遺跡から出土した土器以外の土製品には、土偶59点、円盤状土製品93点、土錘２点、

その他の土製品４点があり､総計158点に及ぶ。これらは单側遺物包含層から多く出土し、竪穴

住居跡・西側基本層位第Ⅱ層・表土からも僅かに出土している。以下では、土偶・円盤状土製

品・土錘・その他の土製品の項で提示してゆく。 

１．土 偶（第288図～第296図） 

土偶は、单側遺物包含層第Ⅳ層から17点､第Ⅲ層から19点､第Ⅱ層から５点､第Ⅰ層から

６点、住居跡から３点、西側基本層位第Ⅱ層から１点、表土から１点が出土し、地区層位不明

の７点を含め、合計59点になる。これらはすべて破損品で完形品はない。以下、单側遺物包含

層の各層位毎に個々の特徴について触れ、その後住居跡などから出土したものについて述べて

ゆく。 

イ：形態・文様 

〈第Ⅳ層〉(第288図１～第 290図17) 

１は頭部資料である。顔面の形態は逆三角形を呈し、顔面表現は剥落のため不明である。頭

頂部は三角形を呈し、平坦で無文である。後頭部から首筋にかけて数条の縦位沈線文と、後頭

部の突き出た部分に円形沈線文が見られる。２は頭部から左胸腕部以下を欠くもので顔面及び

頭頂部形態は１と類似している。顔面は口が縦に大きく開き誇張され、そのまわりを沈線が取

り巻いている。目は不揃いの沈線で表現されている。頭部の左右・後方は瘤状に突き出し、頭

頂部中央は窪み、無文である。胸部は逆三角形状で胸部が横に短く突き出し、全体としては｢奴

凧｣ の形態に似ている。正面・背面には平行沈線文が施され、正面には隆帯による乳房の表現

がなされている。１、２の頭部形態の特徴はいわゆる｢河童型｣（小林；1987）と言われる土偶

頭部と類似している。 

３は頭部を欠く資料である。胸部形態は２とほぼ同じであるが、２に比して胸部が丸みをお

びている。横位沈線文が正面･背面を覆い、胸部中央から腹部にかけＹ字状隆帯が施されてい

る。Ｙ字上端部には貼付文によって乳房が表現されている。腹部は楕円柱状を、脚部は円錐台

状を呈し、底面はあげ底になっている。脇腹には数条の縦位沈線が見られ、背面および脚部に

は横位沈線文が施されている。 

４は胸部から腹部の資料で、刺突文の伴うＹ字状隆帯が施され､乳房が貼付文により表現さ

れている。首下から乳房までは横位沈線文が、その中央には縦位のＳ字状沈線文などが施され 



 

 374 



 

 375 



 

 376 

ている。また脇腹には縦位沈線文が配されている。内面には粘土紐積み上げの痕跡がある。 

６、７は胸部資料で正面・背面とも横位沈線文で覆われている。６では先端部に円形沈線文

が配され､内側には肩口から脇の下へ抜けると考えられる径 3ｍｍ程の貫通孔が見られる｡10 は

脇腹部の資料で、上部に横位沈線文、その下部には縦位沈線文が施され、側面には渦巻文が配

されている。内面には４同様に粘土紐の積み上げ痕が認められる。 

14はやや偏平な楕円柱状を呈した腹部から脚部にかけての資料である。正面には太い横位沈

線文とその下部に縦位沈線文が施され、背面には横位沈線文と、その下部に弧状沈線文が配さ

れ、臀部を表現していると思われる円形刺突文が１個施されている。また、欠損面には１辺 9

ｍｍ､深さ4ｃｍの三角形の盲孔がある。15は楕円柱状を呈し縦位沈線文と横位沈線文が施され

ている。14同様欠損面に１辺4ｍｍ､深さ2ｃｍの盲孔が入っている｡17は脚部資料で３と類似し

ている。５、16は渦巻文、８、13は横位沈線文と円形沈線文、９は刺突文の伴う隆帯、12は刺

突文の伴う隆帯と縦位沈線文がそれぞれ施されている細片である。 

なお、１～３、14、15は中实土偶、４～13、16、17は中空土偶である。 

〈第Ⅲ層〉(第290図18～第291図33、第292図34、35、37) 

19、20、22、23は頭部のみの資料で、19、20、22の３点は顔面形態が逆三角形を呈している｡

19の顔面は口が縦に大きく開き誇張され、鼻は前に突き出し鼻孔が２個の刺突によって、また

目は短い沈線で表現されている。頭頂部は平らで隅丸方形を呈し、渦巻文が施されている。口

のまわりと首部には数条の沈線が配され、後頭部から首筋にかけて３本の横位沈線文とその下

部にはＪ字形の沈線が施されている。また後頭部の張り出しには、紐を通したと思われる径 1.5

ｃｍほどの貫通孔がある。 

20は目が切れ長の窪みによって鋭く表現され、鼻は19と同様である。口は欠損しており不明

であるが、他の土偶と同じ形態と思われる。頭部形態は顔面部及び左右の後頭部が突き出して

おり、頭頂部の皿状の凹みに渦巻文が描かれている。頭部周縁は隆線が帯状につながり、首の

周りには沈線や渦巻文が施されるなど、他の頭部と比較してより写实的で彫刻的な頭部となっ

ている。 

22は形態・表現の特徴とも20とほぼ同様であるが、頭頂部は無文で若干凸状を呈し、目の下

から側頭部にかけて沈線文が配されるなどの違いも見られる。23は顔面部が剥落し詳細は不明

であるが、口の左右に縦位沈線が１本、後頭部から首筋にかけ数条の沈線がそれぞれ施されて

いる。 

24 は頭部を欠く資料である。形態的には第Ⅳ層出土の｢奴凧形｣を呈する３と極めて類似し

ている。文様は刺突文の伴うＹ字状隆帯が胸部から下腹部まで施されている。また、横位沈線 
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文が首下から乳房にかけて配され、その下部から縦位沈線文が垂下し、脚部を横位沈線文が取

り巻いている。背面は横位沈線文が施され、臀部には左右対称の弧状沈線文と１個の円形沈線

文が配されている。 

25は小型土偶の胸部資料である。形態は24同様で刺突文の伴うＹ字状隆帯が施され、貼付文

による乳房が剥落している。首から胸部にかけ数条の沈線と円形沈線文が胸部先端に、弧状沈

線文が乳房周辺に横位沈線文とその下部に縦位沈線文がそれぞれ施されている。背面には中央

に大きな渦巻文とその左右に小さな渦巻文が胸部先端まで連なり、その下部には横位沈線文が

配され、中央に沈線文を連結する円形沈線文と、首部には渦巻文と斜位沈線文がそれぞれ施さ

れている。欠損面には幅3ｍｍ程の芯棒痕がある。 

18、21は腕部資料で２と同様の形態である。18は折返しの付く沈線と胸部と腕部を区画する

弧状沈線文が縦位に施され、21は縦位沈線文を胸部から伸びてきた横位沈線文が切るように施

されている。27、28も腕部資料で形態は３と類似し、文様は18と類似している。 

32は脇腹部で10と極めて似ている。26は渦巻文が施された細片で、29、30、33は胸部と思わ

れ、29は刺突文の伴う隆帯が、30、33は横位沈線文が施されている。31は剥落がひどく詳細は

不明である。 

34は下半身資料で、形態は３、24と類似している。文様は腹部から縦位沈線文が垂下し、脚

部を横位沈線文が巡り、背面は24と類似する円形沈線文が施されている。 

35は小型土偶の腹部～脚部資料で、形態・正面の文様は24と同様の特徴を持ち、背面文様は

34と同様である。また、37は34、35と同様の文様を持つことから臀部の細片と考えられる。 

なお、18～25、34、35は中实土偶、26～33、37は中空土偶である。 

〈第Ⅱ層〉(第292図36、38～41) 

41は胸部～腹部資料で、形態･文様とも24と同様の特徴をもつ。38、39は上腕部資料である。

形態は３と類似し、文様は数条の横位沈線文と円形沈線文が施されている。40は腕部資料で形

態は２と類似し、横位沈線文と多条沈線文に覆われている。 

36は脚部資料で形態は｢Ｏ脚｣状を呈し底面は平らに調整されている。文様は地文のＲＬ縄文

上に施されており、足元には鋸歯状の沈線文が巡り、正面・背面には楕円形状沈線文、左右の

外側面には小判形状沈線文が描かれている。 

なお、39～41は中实土偶、36、38は中空土偶である。 

〈第Ⅰ層〉(第293図42～47) 

42は大型土偶の胸部資料である。Ｙ字状隆帯が施され､貼付文による乳房部は剥落している。 
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Ｙ字状隆帯上端部は渦巻状になり、その周辺および内部には串状工具による刺突文が施されて

いる。脇腹には腕部から伸びると思われる隆線がＹ字に沿って施されている。表面は磨り消し

調整で丁寧に作られ、内面には粘土紐積み上げの痕跡が見られる。また、側面の割れ口は擬口

縁状になっている。43は脇腹部の資料で10と類似している。胸部から伸びると考えられる横位

沈線文と弧状沈線文が施され､肩口に抜けると思われる径4ｍｍの貫通孔がある。45は胸部資料

である。形態は不明であるが文様は４と類似し、縦位の渦巻文とその両脇に横位沈線文が配さ

れ､脇の下から肩口に抜けると思われる径2ｍｍの貫通孔がある。44は腹部資料で、刺突文の伴

う隆帯とその周りに沈線が配されている。46は渦巻文、47は横位沈線文と円形沈線文が施され

た細片である。 

なお、42～47はすべて中空土偶である。 

〈住居跡〉(第294図53～55) 

53は頭部資料で、頭部形態は第Ⅳ層出土１と類似している。顔面部は鼻が突き出し､目は沈 
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線によって表現されている。左右･後頭部の突出部には、径2ｍｍほどの貫通孔が１個ずつ計３

個施されている。 

54 は胸部及び右腕部資料である｡形態は第Ⅳ層出土３と類似し､胸部には横位沈線文や円形

沈線文、腕部の正面には数条の斜位沈線文と背面には横位沈線文が、それぞれ施されている。 

55は右胸部資料である。刺突文の伴う隆帯と横位沈線文が施されている。 

53、54は中实土偶、55は中空土偶である。 
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〈西側基本層位第Ⅱ層〉(第295図62) 

中实土偶の脚部資料である。形態は台形状を呈するが、詳細は不明である。正面には２本の

縦位沈線文と円形の沈線文が、側面には渦巻文が縦位にそれぞれ施されている。 

〈表 土〉(第295図61) 

横に足を踏ん張る中实土偶の脚部資料である。足元は太く、底面は楕円形を呈し、無文であ

る。 

〈地区層位不明〉(第293図48、49・第295図56～60) 

56は腕部資料で、横位沈線文が施され径2ｍｍの貫通孔がある｡48、49、57～60は細片で横位

沈線文や渦巻文が描かれ､49には径2ｍｍの貫通孔が､57には刺突文の伴う隆帯がそれぞれ施さ

れている。56は中实土偶で、その他はすべて中空土偶である。 

なお、以上の土偶の中にはアスファルト付着痕及び故意に破壊したと思われる確かな痕跡は

いずれも確認されなかった。 

ロ：分類・製作技法 

前記において各土偶の個々の特徴を見てきた。その結果、单側遺物包含層・住居跡の出土土

偶は脚部形態を基に､脚部が裾広がりとなり円錐台状を呈するＡ類と､｢Ｏ脚｣状を呈するＢ類

の２種類に分けることができる｡Ｂ類の土偶は第292図36の１点のみであり､その他の土偶はす

べてＡ類に属するものである。 

Ａ 類 

脚部形態 裾広がりの円錐台状を呈し、立像にする上で安定性をもたせている。底面はあげ

底状を呈している。 

頭部形態 顔面は逆三角形で、頭部は左右・後頭部が張り出し頭頂部は概ね隅丸方形を呈し

無文もしくは渦巻文が施されている。顔面表現は口が縦に大きく誇張され、鼻は前頭部から張

り出し、目は沈線で表現されている。これらの頭部の特徴はいわゆる「河童型」と言われる土

偶頭部と類似している。 

頭頂部形態は、次のように細分される。 

三角形  平 状   無 文（1、53） 隅丸方形   平 形  無 文（23） 

                渦巻文（19） 

凹 状   無 文（2）          凹 状  渦巻文（20） 

                       凸 状  無 文（22） 

胸部形態 偏平で平面形は短い両腕を横に広げた、いわゆる「奴凧形」に似ている。胸部か

ら腹部にかけて刺突文の伴うＹ字状隆帯が施され､Ｙ字上端部には貼付文による乳房の表現が 
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なされている。文様は首下から乳房にかけて正面・背面とも横位沈線文が配されている。 

なお、Ｙ字状隆帯に伴う刺突文は、多くが円形で先の鋭い棒状工具によるが、方形状(12)や串

状(42)など異なる工具によっても施文されている。また、３のように省略された土偶もある。 

腹部形態 楕円柱状を呈し、Ｙ字状隆帯が垂下し乳房下部より脇腹にかけ縦位沈線文が配さ

れ、背面は臀部に弧状沈線及び円形沈線文１個が施されている。 

14は、臀部表現の特徴のひとつである円形の文様が他では沈線で描かれているのに対し、刺

突文によって施されている。沈線を施文する工具も、他の多くが串状工具によるものに対し、

やや幅広の先端の丸い工具によって描かれている。 

次に、Ａ類における製作技法を知る痕跡を残すものが十数点確認された。 

14、15、26では欠損面に棒状のものを突き刺した痕跡があり、これは接合の補強の際使用さ

れた芯棒痕と考えられる。 

22にはソケット状の差し込み痕が認められ、頭部接合面を凹面に胴部接合面を凸面にして頭

部と胴部を接合したものと考えられる。 

本遺跡出土の土偶で注目される中空土偶の製作技法は、４、10、32、42、45などから、中空

部は1ｃｍ余りの粘土紐を、積み上げて製作されたと考えられる。 

縄文時代中期後葉～末葉における中空土偶の県内での類例として、大衡村上深沢遺跡（後藤

他；1978）から大木９式期の土偶が１点出土している。また、県外では福島県二本松市上原Ｂ

遺跡（永山・木本；1970）から、大木10式期の第４号住居跡から出土した中空土偶が報告され

ている。 

Ｂ 類 

脚部形態は中空で偏平な｢Ｏ脚｣状を呈している。文様はＲＬ縄文が内側面･底面以外の全面

に施文され、足元には鋸歯状の沈線文が巡り、正面には楕円形状沈線文、左右の外側面には小

判形状沈線文がそれぞれ描かれている。頭部から腹部の形態は欠損し不明である。 

沈線はＡ類と異なり、先端部の丸まった棒状工具によって描かれている｡またＢ類の脚部製

作技法は、粘土紐を積み上げ二つの円筒を作り、そのあと二つを合わせ｢Ｏ｣形にしている。こ

れと同じ作りのものに第５号住居跡出土の吊手土器（第212図７）がある。 

ハ：土偶の時期 

後述するように、单側遺物包含層第Ⅳ･Ⅲ層出土土器は大木９式に、第Ⅱ･Ⅰ層出土土器は

大木10式にそれぞれ比定される(第Ⅴ章参照)｡したがって、各層位出土の土偶にも同様の時期

が考えられる。また、住居跡から出土した土偶についても伴出した土器はすべて大木10式と比

定されるもので、土偶も同時期と考えられる。以上から、脚部形態が裾広がりの円錐台状を呈 
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するＡ類は大木９～10式期に及び、脚部形態が「Ｏ脚」状となるＢ類は大木10式期と言える｡ 

次にＡ類の時期差による形態･文様及び製作技法の変化について述べたい。ただし、いずれ

も破片資料のために全体形を踏まえた細部の時期的変遷については不明である。 

大木９式におけるＡ類の中でも、頭頂部形態は前半期と後半期では前者が三角形、後者が隅

丸方形をそれぞれ呈している。また、大木10式後半期の42は他と比して、串状工具による刺突

文や表面の磨り消し技法は大木10式土器の作りと共通し、しかも推定最大幅25ｃｍと大型でか

つ丁寧に製作されている。 

西側基本層位第Ⅱ層出土の土偶は、同層から为に後期初頭の土器が伴出しているが､大木 10

式期の土器も混入しており、時期は大木10式期～单境式（初頭）期としか言えない。 

表土出土の土偶は、宮城県二屋敶遺跡（加藤・阿部・小徳；1984）から同じ特徴をもつ土偶

が出土しており、单境式（初頭）期と考えられる。 

ニ：縄文中期後葉～末葉の土偶の地域性 

本遺跡の单側遺物包含層から出土した土偶は、前述のように縄文時代中期後葉～末葉に位置

づけられた。そこで、東北地方（青森県は除く）から出土した同時期と考えられる土偶の特徴

を県別に列記し、Ａ：大梁川遺跡のＡ類･Ｂ類と対比することで地域性（第296図）を考えてみ

たい。 

なお、今回の分析では時期設定を中期後葉～末葉と大づかみなものとしたが、これは秋田県

での大木９式期に比定される遺跡発掘例が尐ないことや、土偶の出土状況の詳細が不明である

といった理由によるものである。 

〔秋田県〕 

Ｂ：北秋田郡比内町本道端遺跡（田村他；1986）大木10式期 完形品 

住居跡床付近から出土した。体全体に比し小さめな頭部で、刺突による目と口、つまみによ

る鼻で顔面表現がなされている。胴部形態はＡ類と類似し､脚部は裾広がりになっている。文

様は正面に横位や円形の沈線文が施され、背面には三角形や四角形の沈線文とそれを挟むよう

な形でＸ字状の沈線文が施されている。 

Ｃ：男鹿市北浦泉野遺跡（磯村；1976）大木10式期 腹部～脚部資料 

楕円柱状を呈し、文様は縦方向に並ぶ円形刺突文が体部を巡り、腹部には貼付による突起が

ある。 

Ｄ：秋田市坂ノ上遺跡（菅原；1976）大木10式期 腹部～脚部資料 

楕円柱状を呈し脚部は裾広がりになり、文様は正面・背面とも円形刺突文が施され、腹部に

は貼付による突起がある。 



 

 387 

〔岩手県〕 

Ｅ：九戸郡軽米町叺屋敷Ⅰa遺跡（小平他；1983）大木10式期 頭部～胸部資料 

複式炉を伴う住居跡から出土した。顔面部は逆三角形を呈し、刺突により目と鼻が、沈線に

より口が表現されている。胸部形態はＡ類と類似し、文様は正面全体と背面の側辺部に細八棒

状工具によって刺突文が施されている。耳の部分に横方向の、両腕の付け根部分に縦方向の貫

通孔が存在する。 

Ｆ：紫波郡都南村湯沢遺跡（国生他；1983）中期末葉 頭部・腕部・脚部を欠く資料 

形態はＡ類と類似し、乳房が貼付により表現され、腹部中央には隆線が垂下する。その下端

には直径12ｍｍの円形の剥落痕がある。文様は細沈線と円形竹管文で構成され、背面には細沈

線による渦巻文が多用される。その他６点が出土しているが、いずれも円形竹管文が施され、

Ｄと類似した脚部資料もある。 

Ｇ：稗貫郡大迫町観音堂遺跡（中村；1986）大木10式期 

１. 腹部～脚部資料 第８号住居跡から出土した｡偏平で楕円柱状を呈し足元は横に広が

り、文様は円形竹管文が全体に施され、腹部には貼付による突起がある。 

２. 胸部～脚部資料 形態・文様とも１に類似している。 

同県内では、他にＨ：北上市更木町臥牛遺跡（菊池；1968）からＦと類似したものが出土し

ている。 

〔山形県〕 

Ｉ：寒河江市うぐいす沢遺跡（佐藤・渋谷；1981）大木10式期 胸部資料 

形態はＡ類と類似し､文様は正面･背面とも横位沈線文とその下部から縦位沈線文が施され、

背面には区画ら線状沈線文が配されている。 

〔宮城県〕 

Ｊ：桃生郡雄勝町天雄寺貝塚（邊見；1976）大木９～10式期 胸部～腹部資料 

偏平を呈し、下部にいくにしたがってやや細身となる。文様は正面には中央に１条の隆線が

通り、それを境にして両側には各々３条ずつの円形刺突文の例を縦に配している。背面は左右

に配された３条ずつの弧状沈線が、中央部付近においてＸ字状に交わっている。 

Ｍ：黒川郡大衡村上深沢遺跡（後藤他；1978）大木９式期 

１. 左胸部～腹部資料 形態はＡ類と類似し､文様は胸部から腹部にかけてＹ字状隆帯

が施され、胴の上部および中央部では、正面・背面ともに横位沈線文、下部では正面に縦位沈

線文ないし胴側縁にそった平行沈線文、背面中央に｢Ｌ｣状文、その両側に弧状沈線文が施され

ている。 

２. 脚部資料 裾広がりの円錐台状を呈し、横位沈線文がその周りを巡っている。 
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3．脇腹部～腕部資料 偏平な土偶で割れ口からみて、中空土偶と考えられる。文様は正面

背面とも横位沈線文が施されている。 

Ｎ：白石市菅生田遺跡（丹羽・阿部・小野寺；1982）大木10式（後半）期～单境（初頭）期 

1．胸部資料 形態はＡ類と類似し､胸部からＹ字状隆帯が垂下し､Ｙ字状上端部に貼付に

よる乳房の表現がなされている。背面には細い線描の文様がみられるが、明瞭な形をしていな

い。 

2．腹部～脚部資料 １に比して横幅が狭くやや厚手である。下端の足の付け根が２つに分

かれている。文様は刺突文の伴う隆帯が下腹部まで垂下し、下腹から腰の部分には斜行沈線を

充塡した帯状文様が巡らされている。背面中央には方形区画沈線文が垂下し、その両側に弧状

の帯状文様（斜行沈線充塡）が配されている。 

同県ではこれらの他に、後藤勝彦氏の御好意により实見できた单境貝塚出土土偶(Ｋ)は、形

態はＡ類と類似し、正面に２つの貼付による乳房の表現と胸部中央にＴ字形の隆線が施され、

円形竹管文が乳房のまわりと腕部に配されて、背面は円形竹管文と横位、円形の沈線文が施さ

れている。また、Ｌ：西ノ浜貝塚（後藤･斎藤；1967）からは、貼付による２つの乳房とその下

部に３列の刺突文が施された土偶が出土し、Ｏ：七ケ宿町小梁川東遺跡(真山他；1985)では形

態・文様ともＡ類と類似した土偶が出土している。 

〔福島県〕 

Ｑ：二本松市塩沢上原Ｂ遺跡（永山・木本；1970）大木10式期 頭部を欠く資料 

大木10式期の住居跡から出土した中空の妊婦土偶である。文様は中央部に渦巻状の沈線文が

施され、その周りを縦位・横位の沈線文が取り囲んでいる。 

Ｒ：二本松市田地ケ岡遺跡（梅宮・八巻；1970）大木９～10式期 胸部～腹部資料 

形態はＡ類と類似し、文様は胸部から腹部にかけＹ字状隆帯が施され､その周縁に列点文が

配されている。 

Ｔ：双葉郡浪江町順礼堂遺跡（木本；1977）中期末葉 右腕部を欠く頭部～腹部資料 

偏平で平面形は腕部が細く、やや上向きに短く突き出し｢Ｙ｣字形を呈している。顔面表現は

ない。胸部にはＹ字状隆帯が施され、その周囲に刺突文が配されている。 

Ｕ：田村郡滝根町観音山遺跡（中村・先崎；1984）大木10式期 腹部資料 

大木10式期土器を伴出する住居跡から出土した。形態は偏平で、文様は胸部中央に円形刺突

文が縦列に施され、その両脇を周縁に刺突文が配された隆線が胸部から垂下している。背面の

中央には、周縁を小刺突文が伴う隆帯が施されている。 

Ｖ：石川郡石川町小田口Ｄ遺跡（福島他；1985）大木10式期 頭部・左腕部を欠く資料 

偏平で腕部は細く真横に短く突き出し、｢Ｔ｣字形をし、脚部形態はＢと類似する。文様は胸 
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部にＹ字状隆帯が施され、その周縁に沿って刺突文が配されている。背面には格子状に刺突文

が施されている。 

同県ではその他に、Ｓ：二本松市原瀬上原遺跡(目黒他；1969)から､Ｒと類似した大木10式

期と思われる土偶が、Ｐ：伊達郡飯野町单和台遺跡（八巻･橋本･鈴木；1977）から、Ａと類似

した土偶がそれぞれ出土している。 

以上の土偶の形態・文様を本遺跡のものと比較すると、次の３群に分けられる。 

〔第Ⅰ群〕＝Ａ、Ｉ、Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑ 

宮城県单部～中部、山形県、福島県北部内陸に分布するものである。 

断面は偏平で、平面形は腕部が横に短かく突き出した「奴凧形」で、脚部は裾広がりの円錐

台状を呈する。文様は縦位・横位・円形・弧状等の沈線による施文が文様構成の为体を成して

いる。胸部には概ねＹ字状隆帯が施され、その上端部には貼付による乳房の表現がある。 

また、脚部が「Ｏ脚」状を呈するものもある。 

〔第Ⅱ群〕＝Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ 

秋田県、岩手県、宮城県北東部沿岸に分布するものである。 

断面は偏平で、平面形は第Ⅰ群に比して肩が張る土偶も若干みられるが、総じて類似してい

る。脚部は楕円柱状で足元は横に広がる。文様は円形竹管文等の刺突による施文が文様構成の

为体を成し、胸部には概ね２個の貼付によって乳房が表現され、腹部には貼付による突起を一

つ有するものもある。 

〔第Ⅲ群〕＝Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｕ、Ｖ 

福島県中单部内陸及び沿岸部に分布するものである。 

断面は偏平で、平面形は腕部が細く「Ｙ」字状や｢Ｔ｣字状を呈し、脚部は第Ⅱ群と類似して

いる。文様は円形刺突文が为体を成し､胸部から腹部にかけて第Ⅰ群同様Ｙ字状隆帯が施され、

その上端部には貼付による乳房が表現されている。 

２ 円盤状土製品 （第176図13、14、第177図９、第178図10、第193図３、第197図

２、第198図８、第205図８、第211図13～16、第213図３、第225

図９～11、第226図４～７図、第298図a、b） 

円盤状土製品は 93 点出土し､单側遺物包含層の層毎の出土状況を見ると､第Ⅳ層 10 点･第Ⅲ

層18点･第Ⅱ層22点･第Ⅰ層６点､層位不明17点で、その他住居跡20点である。これらは为に

土器の胴部片を利用し、その周縁を打ち欠いたり研磨することによって、円形・楕円形・不整

円形・不整楕円形などに整形され、文様をもつものと地文や無文のものがあるが、そのいずれ

かに集中することはない。 
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大きさは最大のもので6ｃｍ､最小のもので1.6ｃｍである｡全体でみると2ｃｍ以下のものが5

点・2～4ｃｍのものが64点･4～6ｃｍのものが24点と、量的には2～4ｃｍの中形のものが全体

の約70％を占めている。 

次に重さは最大のもので38ｇ、最小のもので2ｇである。層毎の差はあまりみられない。また

同時期の他遺跡との比較では､第297図を見る限り本遺跡では小形品が他に比べやや多いが総じ

て類似していると言える。 

大きさ･重さの観点から､中期後葉～末葉の円盤状土製品は重さ５～15ｇ､最大径が 2～4ｃｍ

位のものが为体を占めているようである。なお､本遺跡内の層位毎比較では､第Ⅳ層では大形

品、第Ⅰ層では小形品がそれぞれ多い傾向が窺える。 

３．土 錘（第294図52、第295図63） 

ともに両端は欠損し磨滅も激しいが、形態は円筒形を呈し無文である。52は残存長 3.2ｃｍ､

幅1.8ｃｍで貫通孔の径は4ｃｍである。63は残存長2ｃｍ､幅1.7ｃｍで貫通孔の径は5ｍｍ程で

ある。 

４．その他の土製品（第294図50、51・第295図64、65） 

住居跡から出土した50、51は、ともに無文でスタンプ状土製品と類似しているが、詳細は不 
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明である。64は、半分程欠損しているが、形態は楕円形を呈するとおもわれ、断面は偏平で中

心部が1.9ｃｍと最も厚くなっている。表面は無文でナデ調整が施されている。また６個の貫通

孔が確認できるがその間隔は定まっていない。以上の所見から孔に紐を通した落とし蓋の可能

性もあるが、類例は現在まだ知られていない。65は、欠損が激しく全体形は不明である。 


