
市
之
郷
遺
跡

Ⅲ

兵
庫
県
文
化
財
調
査
報
告

第
四
〇
六
冊

兵
庫
県
教
育
委
員
会

22教Ｔ○1-034A4

兵庫県文化財調査報告 第406冊

姫 路 市��� �� ��� �� ��� �
－姫路警察署庁舎新築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

����������������� � � � � � � �



姫路市 ��� �� ��� �� ��� �
－姫路警察署庁舎新築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

����������������� � � � � � � �



遺跡遠景 (南西上空から)

巻首図版１

遺跡全景 (北西上空から)



巻首図版２

遺跡近景 (西上空から)

遺跡近景 (北東上空から)



巻首図版３

調査地全景 (北西上空から)

調査地全景 (西上空から)



巻首図版４

調査地全景俯瞰



巻首図版５

Ａ地区第２面全景 南東から

Ｂ地区全景 北西から



巻首図版６

ＳＸ02全景 東から
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旧河道断面
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ＳＫ28出土土器

出土武器形石器
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例 言

１. 本書は､ 姫路市市之郷に所在する市之郷遺跡の発掘調査報告書である｡

２. 発掘調査は姫路警察署庁舎新築事業に先立つもので､ 兵庫県警察本部からの依頼を受け､ 兵庫県教

育委員会が本発掘調査を実施した｡ 発掘調査は､ 株式会社 岩山組が請け負い､ 平成19年度に実施し

た｡

３. 本発掘調査は､ 兵庫県立考古博物館 別府洋二・山田清朝が担当した｡

４. 調査後の空中写真の撮影および図化は､ 株式会社 ウェスコに委託して行った｡

５. 整理作業は､ 平成20年度から兵庫県立考古博物館および魚住分館にて実施した｡

６. 遺物写真の撮影は､ 兵庫県教育委員会が谷口フォト株式会社に委託して行った｡

７. 調査は､ 姫路市街区多角点をもとに３級基準点を設置して行った｡ 座標は世界測地系に基づくもの

で､ 調査地は第Ⅴ系に位置する｡

８. 本書に用いた方位は座標北を示す｡ また､ 標高は東京湾平均海水準を基準とした｡

９. 本書で使用した遺構番号は､ 遺構種ごとに付けていった｡ また､ 各遺構種は以下のように呼称した｡

竪穴住居跡→ＳＨ 掘立柱建物跡→ＳＢ 柱穴→Ｐ 柵→ＳＡ 土坑→ＳＫ 埋葬遺構→ＳＸ

溝→ＳＤ

10. 第２図は､ 国土地理院発行1/25000地形図 ｢姫路北部｣ ｢姫路南部｣ を使用した｡ 第５図・第６図は､

姫路市発行1/1000都市計画図を使用した｡ 第214図は､ 姫路市教育委員会の許可のもと､ 作成した｡

11. 本書に用いた遺物番号は､ 本文・挿図・図版ともに統一している｡

12. 本書の編集は友久伸子の補助を得て山田が行い､ 第４章を除いては山田が執筆した｡

13. 本報告にかかわる遺物・写真・遺構図等は兵庫県立考古博物館に保管している｡

14. 最後に､ 発掘調査および報告書の作成にあたっては､ 以下の方々の御援助・御指導・御教示をいた

だいた｡ ここに感謝の意を表するものである｡

秋枝 芳・大谷輝彦・中川 猛・小柴治子・福井 優・堀本祐二・今里幾次
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ＳＤ05出土土器 (88～92)

ＳＤ06出土土器 (93～95)

ＳＤ07出土土器 (96)

包含層出土土器 (97～109)
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図版５ Ａ地区 第３面出土遺物

Ｐ07出土土器 (110～112)

Ｐ08出土土器 (113)

ＳＫ09出土土器 (114～122)
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図版11 Ａ地区 第３面出土遺物
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図版12 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (225～250)

図版13 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (251～264)

図版14 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (265～268)

ＳＤ09出土土器 (269～275)

ＳＤ11出土土器 (276～279)

図版15 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ11出土土器 (280～285)

ＳＤ12出土土器 (286～290)

ＳＤ13出土土器 (291～294)

ＳＤ14出土土器 (295～300)

ＳＤ15出土土器 (301)

図版16 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ15出土土器 (302)

ＳＤ16出土土器 (303・304)

ＳＤ17出土土器 (305)

ＳＤ18出土土器 (306～309)

ＳＤ21出土土器 (310・311)

旧河道出土土器 (312～324)

図版17 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (325～344)

図版18 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (345～361)

図版19 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (362～383)

図版20 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (384～395)

図版21 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (396～414)

図版22 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (415～421・430～439)

図版23 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (440～452)

図版24 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (453～476)

図版25 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (477～490)

図版26 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (491～506)

図版27 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (507～529)

図版28 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (530～549)

図版29 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (550～564)

図版30 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (565～584)

図版31 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (585～599)

包含層出土土器 (600～603)

図版32 Ａ地区 第３面出土遺物

包含層出土土器 (604～612)

ＳＢ05－Ｐ３出土鉄製品 (Ｍ１)

包含層出土鉄製品 (Ｍ２)

ＳＤ04出土石器 (Ｓ１)
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図版33 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土石器 (Ｓ２) ＳＤ17出土石器 (Ｓ３)

旧河道出土石器 (Ｓ４～Ｓ６・Ｓ10～Ｓ12・Ｓ14)

包含層出土石器 (Ｓ７～Ｓ９・Ｓ13)

ＳＤ14出土石器 (Ｓ15)

図版34 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土石器 (Ｓ16・Ｓ17)

図版35 Ｂ地区 中世遺物

ＳＢ18出土土器 (613～628)

Ｐ10出土土器 (629) Ｐ09出土土器 (630)

Ｐ14出土土器 (631) ＳＢ20出土土器(632)

Ｐ11出土土器 (633) Ｐ12出土土器 (634)

Ｐ13出土土器 (635)

ＳＸ01出土土器 (636～641)

ＳＸ02出土土器 (642～652)

ＳＫ12出土土器 (653～656)

ＳＫ14出土土器 (657)

ＳＫ15出土土器 (658・659)

ＳＤ22出土土器 (660・661)

図版36 Ｂ地区 中世遺物

ＳＤ23出土土器・瓦 (662～679)

包含層出土土器 (680)

図版37 Ｂ地区 中世遺物

ＳＸ02出土鉄製品 (Ｍ３～Ｍ６)

ＳＤ23出土鉄製品 (Ｍ７)

包含層出土鉄製品 (Ｍ８)

ＳＸ01出土鉄製品 (Ｍ９～Ｍ25)

図版38 Ｂ地区 古墳時代遺物

ＳＨ04出土土器 (681～690)

ＳＨ06出土土器 (691) ＳＨ07出土土器(692)

ＳＨ16出土土器 (693～695)

ＳＨ17出土土器 (696～705)

図版39 Ｂ地区 古墳時代遺物

ＳＨ17出土土器 (706～715)

図版40 Ｂ地区 古墳時代遺物

ＳＨ18出土土器 (716・717)

ＳＨ20出土土器 (718～721)

ＳＨ21出土土器 (722～728)

ＳＨ23出土土器 (729)

ＳＢ24出土土器 (730～734)

ＳＢ25出土土器 (735・736)

ＳＢ27出土土器 (737～741)

ＳＢ30出土土器 (742)

ＳＢ31出土土器 (743・744)

ＳＢ34出土土器 (745)

ＳＢ35出土土器 (746～751)

ＳＢ36出土土器 (752)

ＳＢ37出土土器 (753～755)

ＳＢ41出土土器 (756・757)

ＳＢ42出土土器 (758～760)

図版41 Ｂ地区 古墳時代遺物

Ｐ15出土土器 (761) Ｐ16出土土器 (762)

Ｐ20出土土器 (763) Ｐ17出土土器 (764)

Ｐ19出土土器 (765) Ｐ22出土土器 (766)

Ｐ21出土土器 (767) ＳＫ17出土土器(768)

ＳＥ01出土土器 (769～782)

ＳＤ28出土土器 (783～796)

図版42 Ｂ地区 古墳時代遺物

ＳＤ31出土土器 (797・799)

ＳＤ30出土土器 (798)

包含層出土土器 (800～810)

ＳＫ22出土鉄製品 (Ｍ26)

ＳＥ01出土鉄製品 (Ｍ27)

ＳＨ14出土鉄製品 (Ｍ28)

Ｐ18出土鉄製品 (Ｍ29)

ＳＨ17出土鉄製品 (Ｍ30)

ＳＨ23出土鉄製品 (Ｍ31)

ＳＢ27出土鉄製品 (Ｍ32)

包含層出土鉄製品 (Ｍ33)

ＳＢ42出土石製品 (Ｓ18)

図版43 Ｂ地区 弥生時代遺物

ＳＸ03出土土器 (811・812)

ＳＸ04出土土器 (813)

ＳＫ24出土土器 (814・815)

ＳＫ25出土土器 (816～824)

ＳＫ26出土土器 (825～827)
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図版44 Ｂ地区 弥生時代遺物

ＳＫ26出土土器 (828～830)

ＳＫ28出土土器 (831～841)

図版45 Ｂ地区 弥生時代遺物

ＳＫ28出土土器 (842～854)

図版46 Ｂ地区 弥生時代遺物

ＳＫ28出土土器 (855～873)

図版47 Ｂ地区 弥生時代遺物

ＳＤ32出土土器 (874)

包含層出土土器 (875～879・881～888)

ＳＫ29出土土器 (880)

図版48 Ｂ地区 弥生時代遺物

ＳＫ29出土石器 (Ｓ19)

包含層出土石器 (Ｓ20～Ｓ24)

写真図版１ Ａ地区 第１面遺構

第１面全景 北から

ＳＢ01全景 西から

写真図版２ Ａ地区 第１面遺構

ＳＢ03全景 北から

ＳＢ03－Ｐ６断面 東から

ＳＢ03－Ｐ９断面 南から

ＳＫ03全景 南から

ＳＫ01断面 西から

ＳＤ03断面 南から

写真図版３ Ａ地区 第２面遺構

第２面全景 (俯瞰)

第２面全景 南西から

写真図版４ Ａ地区 第２面遺構

第２面全景 北東から

ＳＨ01全景 南東から

ＳＨ01カマド 南東から

写真図版５ Ａ地区 第２面遺構

掘立柱建物群 北西から

掘立柱建物群 南東から

写真図版６ Ａ地区 第２面遺構

ＳＢ05全景 東から

ＳＢ05－Ｐ３断面 東から

ＳＢ05－Ｐ４断面 東から

ＳＢ06～ＳＢ10 西から

写真図版７ Ａ地区 第２面遺構

ＳＢ06全景 北から

ＳＢ07全景 北から

ＳＢ07-Ｐ２断面 西から

ＳＢ07-Ｐ７断面 北から

写真図版８ Ａ地区 第２面遺構

ＳＢ08全景 北から

ＳＢ08－Ｐ３断面 東から

ＳＢ08－Ｐ５断面 東から

ＳＢ09全景 北から

ＳＢ09－Ｐ１断面 西から

ＳＢ09－Ｐ２断面 西から

写真図版９ Ａ地区 第２面遺構

ＳＢ10全景 北から

ＳＢ10－Ｐ２断面 南から

ＳＢ10－Ｐ７断面 南から

ＳＢ10－Ｐ８・Ｐ10断面 北から

ＳＢ10－Ｐ13断面 西から

ＳＢ10－Ｐ14断面 北から

写真図版10 Ａ地区 第２面遺構

ＳＢ11全景 北から

ＳＢ12－Ｐ１断面 西から

ＳＢ12－Ｐ７断面 東から

ＳＢ12全景 北西から

ＳＢ12全景 北東から
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写真図版11 Ａ地区 第２面遺構

ＳＢ14全景 北から

ＳＢ16全景 西から

写真図版12 Ａ地区 第２面遺構

ＳＫ07全景 南から

ＳＫ08全景 北から

ＳＤ03～ＳＤ05全景 南東から

ＳＤ03・ＳＤ04東部 北西から

写真図版13 Ａ地区 第２面遺構

ＳＤ03・ＳＤ04西半 西から

ＳＤ03断面 東から

ＳＤ03土器出土状況

ＳＤ04断面 南東から

ＳＤ04土器出土状況

ＳＤ05断面 東から

ＳＤ06断面 南東から

写真図版14 Ａ地区 第３面遺構

第３面全景 西から

ＳＫ09全景 西から

ＳＤ08全景 南から

ＳＤ08断面 南から

写真図版15 Ａ地区 第３面遺構

ＳＤ08土器出土状況 北から

ＳＤ08土器出土状況 東から

ＳＤ08土器出土状況 南から

ＳＤ09全景 南西から

ＳＤ09断面 南西から

ＳＤ12全景 西から

ＳＤ12土器出土状況 西から

写真図版16 Ａ地区 第３面遺構

ＳＤ14石剣出土状況

ＳＤ16断面 東から

旧河道全景 南東から

旧河道 土器出土状況

旧河道 土器出土状況

写真図版17 Ｂ地区 遺構

全景 (俯瞰)

写真図版18 Ｂ地区 遺構

全景 (俯瞰) 全景 南西から

全景 北東から

写真図版19 Ｂ地区 中世遺構

ＳＢ18－Ｐ４ 土器出土状況 南から

ＳＢ18－Ｐ５ 土器出土状況 北から

ＳＸ01全景 東から

ＳＸ01土器出土状況 南から

ＳＸ02側板痕 北東から

ＳＸ02全景 南から

写真図版20 Ｂ地区 中世遺構

ＳＫ12土器出土状況 南東から

ＳＫ14断面 南から

ＳＫ16断面 東から

ＳＤ22断面 東から

ＳＤ22土器出土状況 北から

写真図版21 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＨ02全景 南から

ＳＨ04全景 東から

ＳＨ06全景 西から

写真図版22 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＨ07全景 東から

ＳＨ08全景 北西から

ＳＨ09全景 西から

写真図版23 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＨ10全景 北東から

ＳＨ11全景 北東から

ＳＨ12全景 東から

写真図版24 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＨ13全景 東から

ＳＨ14全景 西から

ＳＨ15全景 東から

写真図版25 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＨ16全景 南西から

ＳＨ16カマド 南西から

ＳＨ16内土坑 南から

ＳＨ17全景 西から
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写真図版26 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＨ17土器出土状況 西から

ＳＨ17 699出土状況

ＳＨ17 702出土状況

ＳＨ17 703出土状況

ＳＨ17 704出土状況

ＳＨ17 706出土状況

ＳＨ17 708出土状況

写真図版27 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＨ17 714出土状況

ＳＨ17 715出土状況

ＳＨ18全景 南西から

ＳＨ19全景 東から

写真図版28 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＨ20全景 南西から

ＳＨ20カマド 南西から

ＳＨ20 721出土状況

ＳＨ21全景 南から

ＳＨ21カマド 南から

ＳＨ21 728出土状況

写真図版29 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＨ22全景 西から

ＳＨ23全景 東から

ＳＢ24全景 南西から

写真図版30 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＢ25－Ｐ５断面 東から

ＳＢ26－Ｐ６断面 南から

ＳＢ27全景 北西から

ＳＢ27－Ｐ３断面 西から

ＳＢ27－Ｐ４断面 北から

ＳＢ27－Ｐ６断面 北から

ＳＢ27－Ｐ10断面 南から

ＳＢ27－Ｐ11断面 南から

ＳＢ27－Ｐ12断面 南から

写真図版31 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＢ28－Ｐ６断面 北から

ＳＢ31－Ｐ５断面 西から

ＳＢ32全景 西から

ＳＢ32－Ｐ５断面 南から

ＳＢ32－Ｐ６断面 西から

ＳＢ32－Ｐ７断面 西から

ＳＢ38－Ｐ５断面 南から

写真図版32 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＢ35全景 北西から

ＳＢ37全景 南西から

ＳＢ37－Ｐ２断面 南東から

ＳＢ37－Ｐ４断面 南西から

ＳＢ39全景 北東から

写真図版33 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＥ01全景 西から

ＳＥ01水溜 西から

写真図版34 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＥ01 井戸枠材

Ｗ１ Ｗ２

写真図版35 Ｂ地区 古墳時代遺構

ＳＤ28北側断面 南から

ＳＤ28南側断面 南から

ＳＤ30断面 西から

ＳＤ31断面 西から

写真図版36 Ｂ地区 弥生時代遺構

ＳＸ03全景 西から

ＳＸ04周溝内土器出土状況 南から

ＳＸ04北周溝断面 東から

写真図版37 Ｂ地区 弥生時代遺構

ＳＫ26全景 北から

ＳＫ28上層検出状況 西から

写真図版38 Ｂ地区 弥生時代遺構

ＳＫ28中層検出状況 西から

ＳＫ28下層検出状況 西から

写真図版39 Ｃ地区 遺構

全景 南西から

ＳＤ35全景 南西から

ＳＤ35断面 南西から

写真図版40 Ａ地区 第１面・第２面出土遺物

ＳＢ03出土土製品 (５)

Ｐ05出土土器 (11)
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ＳＫ01出土土器 (14)

ＳＫ03出土土器 (16)

包含層出土土器 (20)

ＳＨ01出土土器 (24)

ＳＤ03出土土器 (50・53)

写真図版41 Ａ地区 第２面出土遺物

ＳＤ03出土土器 (54)

ＳＤ04出土土器 (69・70・72・73)

ＳＤ05出土土器 (84・86・88)

写真図版42 Ａ地区 第２面出土遺物

ＳＤ05出土土器 (91・92)

ＳＤ06出土土器 (93・94)

包含層出土土器 (102)

写真図版43 Ａ地区 第２面出土遺物

包含層出土土器 (103・105～107)

写真図版44 Ａ地区 第３面出土遺物

Ｐ07出土土器 (110・112)

ＳＫ09出土土器 (114・117)

ＳＤ08出土土器 (124・125・127)

写真図版45 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (136・144・149・152)

写真図版46 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (154・156・163)

写真図版47 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (155・164・165・167)

写真図版48 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (168～171)

写真図版49 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (176・179・182・190・194)

写真図版50 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器

(195・197・198・200・202・204)

写真図版51 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器

(203・209・213・223・232・236)

写真図版52 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (237～239・241・242・244)

写真図版53 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器

(245・247・248・250・253・257)

写真図版54 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土土器 (258・259・262・265)

ＳＤ09出土土器 (269)

写真図版55 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ09出土土器 (273・275)

ＳＤ11出土土器 (276・279・281)

ＳＤ12出土土器 (287・289)

ＳＤ14出土土器 (296・300)

写真図版56 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ18出土土器 (306)

旧河道出土土器

(313・317・322・323・326～328)

写真図版57 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器

(334・335・337・338・344・348・350)

写真図版58 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器

(352・354・355・362・366・367・369)

写真図版59 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (370・374・376・379・382)

写真図版60 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (381・383・388・389・392)

写真図版61 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器

(393・402・405・412～414・418)

写真図版62 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (420～426)

写真図版63 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (427～429・431～433)

写真図版64 第３面出土遺物

旧河道出土土器

(435・443・454・455・457・460・463)

写真図版65 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器

(470・473・475・476・478・480)
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写真図版66 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (481・482・488・491・497)

写真図版67 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (492・496・517～519・522)

写真図版68 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (526・534・537・538・546)

写真図版69 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器

(539・552・554・555・565・568)

写真図版70 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (569～573)

写真図版71 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器

(574・575・577・578・581・583)

写真図版72 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (584・589～594・598)

写真図版73 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土土器 (597)

包含層出土土器 (600・601・604・606)

写真図版74 Ａ地区 第３面・第２面出土遺物

包含層出土土器 (608～610・612)

ＳＢ15出土鉄製品 (Ｍ１)

包含層出土鉄製品 (Ｍ２)

ＳＤ04出土石器 (Ｓ１)

写真図版75 Ａ地区 第３面出土遺物

ＳＤ08出土石器 (Ｓ２)

ＳＤ17出土石器 (Ｓ３)

旧河道出土石器 (Ｓ４～Ｓ６・Ｓ10)

包含層出土石器 (Ｓ７～Ｓ９)

写真図版76 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土石器 (Ｓ11・Ｓ12・Ｓ14)

包含層出土石器 (Ｓ13)

ＳＤ14出土石器 (Ｓ15)

写真図版77 Ａ地区 第３面出土遺物

旧河道出土石器 (Ｓ16・Ｓ17)

写真図版78 Ｂ地区 中世出土遺物

ＳＢ18出土土器 (613～620)

写真図版79 Ｂ地区 中世出土遺物

ＳＢ18出土土器 (621～625・627・628)

ＳＸ01出土土器 (636)

写真図版80 Ｂ地区 中世出土遺物

ＳＸ01出土土器 (637～640)

ＳＸ02出土土器 (642～645)

写真図版81 Ｂ地区 中世出土遺物

ＳＸ02出土土器 (646～648)

ＳＫ12出土土器 (653～655)

ＳＤ23出土土器 (665)

写真図版82 Ｂ地区 中世出土遺物

ＳＤ22出土土器 (660・661)

ＳＤ23出土土器 (666・667・672)

写真図版83 Ｂ地区 中世出土遺物

ＳＤ23出土土器 (670・671)

ＳＸ02出土鉄製品 (Ｍ３～Ｍ６)

包含層出土鉄製品 (Ｍ８)

ＳＸ01出土鉄製品 (Ｍ９～Ｍ25)

写真図版84 Ｂ地区 古墳時代出土遺物

ＳＨ04出土土器 (682・684・690)

ＳＨ17出土土器 (697・699・702・704・711)

写真図版85 Ｂ地区 古墳時代出土遺物

ＳＨ17出土土器 (708・714・715)

ＳＨ20出土土器 (719・721)

ＳＨ21出土土器 (726～728)

写真図版86 Ｂ地区 古墳時代出土遺物

ＳＢ24出土土器 (732～734)

ＳＢ35出土土器 (749)

ＳＢ42出土土製品 (760)

Ｐ20出土土器 (763)

Ｐ17出土土器 (764)

写真図版87 Ｂ地区 古墳時代出土遺物

ＳＫ17出土土器 (768)

ＳＥ01出土土器

(769・771・774・776・778・782)

写真図版88 古墳時代出土遺物

ＳＤ28出土土器 (785・789・791・794)

包含層出土土器 (805)
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写真図版89 古墳時代出土遺物

ＳＤ28出土土器 (796)

包含層出土土器 (804・806～808)

写真図版90 古墳時代出土遺物

ＳＫ22出土鉄製品 (Ｍ26)

ＳＥ01出土鉄製品 (Ｍ27)

ＳＨ14出土鉄製品 (Ｍ28)

Ｐ18出土鉄製品 (Ｍ29)

ＳＨ17出土鉄製品 (Ｍ30)

ＳＨ23出土鉄製品 (Ｍ31)

ＳＢ27出土鉄製品 (Ｍ32)

包含層出土鉄製品 (Ｍ33)

ＳＢ42出土石製品 (Ｓ18)

写真図版91 弥生時代出土遺物

ＳＸ03出土土器 (812)

ＳＸ04出土土器 (813)

ＳＫ25出土土器 (821)

ＳＫ26出土土器 (827・828)

写真図版92 弥生時代出土遺物

ＳＫ25出土土器 (823)

ＳＫ26出土土器 (829・830)

ＳＫ28出土土器 (844)

写真図版93 弥生時代出土遺物

ＳＫ28出土土器 (832・837・872)

包含層出土土器 (876)

写真図版94 弥生時代出土遺物

ＳＫ28出土土器 (838)

包含層出土土器 (883・888)

写真図版95 弥生時代出土遺物

ＳＫ29出土石器 (Ｓ19)

包含層出土石器 (Ｓ20～Ｓ24)

写真図版96 広口壺

加飾Ａ○ (345・355) 加飾Ｂ○ (825)

加飾Ｃ○ (378) 加飾Ｄ○ (390)

加飾Ｅ○ (334)

写真図版97 広口壺

加飾Ｆ○ (341) 加飾Ｇ○ (397)

加飾Ｈ○ (338) 加飾Ｊ○ (393)

加飾Ｋ○ (366) 加飾Ｌ○ (388)

写真図版98 広口壺

加飾Ｌ○ (395) 加飾Ｎ○ (835)

加飾Ｏ○ (837) 加飾Ｑ○ (389・394)

加飾Ｒ○ (387)

写真図版99 広口壺

加飾Ｓ○ (276・351・357・367)

加飾Ｔ○ (374・383)

写真図版100 広口壺

加飾Ｕ○ (380) 加飾Ｖ○ (337)

加飾Ｗ○ (114) 加飾Ｙ○ (335・352)

加飾Ｘ○ (370)

写真図版101 広口壺

加飾Ｘ○ (455) 加飾Ｚ○ (385・396)

加飾ａ○ (392) 加飾ｂ○ (344・365)

写真図版102 広口壺

加飾ｄ○ (359) 加飾ｅ○ (277・362)

加飾ｇ○ (375・376)

加飾ｍ○ (348)

写真図版103 広口壺

加飾ｎ○ (343・371) 加飾ｒ○ (377・386)

加飾ｔ○ (379・382)
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第１章 市之郷遺跡

第１節 地理的環境
１. 遺跡の位置

姫路市 市之郷遺跡は姫路市市之郷に所在する (第２図)｡ 市之郷遺跡の所在する姫路市は､ 兵

庫県第二の都市で､ 瀬戸内海に面し､ 播磨地域の中央部に位置する (第１図)｡ 平成18年

３月27日に､ いわゆる平成の大合併により､ 飾磨郡家島町・同安富町・同夢前町および神

埼郡香寺町を併せ､ 現在の姫路市となっている (第３図)｡ 市域の面積は534.27㎞２､ 人口

は約53万６千人 (平成23年１月現在､ 姫路市ホームページによる) である｡ 市域は､ 西側

を揖保郡太子町・たつの市 (平成７年10月に合併後改称) ・宍粟市､ 東側を神崎郡福崎町・

同市川町・同神河町・加西市・高砂市・加古川市と接している (第３図)｡

姫路市は､ 古代においては山陽道を中心とした交通の要衝として､ 江戸時代以降は姫路
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第２図 市之郷遺跡の位置
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第３図 姫路市の地理的位置



城を中心とした城下町として栄えてきた町である｡ また､ 昭和時代においては､ 沿岸部を

中心に製鉄業を中心とした企業城下町として発展してきた｡

現代においても､ 瀬戸内沿岸を東西に結ぶ交通 (ＪＲ山陽本線・ＪＲ山陽新幹線・山陽

自動車道) が通過している｡ また､ 瀬戸内側と日本海側を結ぶ交通 (播但連絡道路・ＪＲ

播但線・国道312号線) および中国山地内陸部 (美作) とを結ぶ交通 (ＪＲ姫新線) の起

点ともなり､ 交通の要衝として重要な位置を占めている (第３図)｡ そして､ 平成８年４

月１日には中核都市に移行している｡

市之郷 市之郷遺跡の所在する市之郷は､ 旧城南村大字市之郷字辻ヶ内にあたり､ 姫路城の城下

町の南東側周辺部にあたる｡ ＪＲ姫路駅の東約２～３kmから市川までの一帯がその範囲

である (第２図)｡ 遺跡の大半は､ ＪＲ山陽本線およびＪＲのヤードおよび住宅地となっ

ている｡

市之郷という地名は､ 平安時代から鎌倉時代にかけて､ 当地に ｢飾磨の市｣ がたってい

たことに由来するものである(１)｡ 『枕草子』 をはじめ､ 多くの歌にうたわれ､ 都にも知れ

わたったほど大きな市であったようである｡

２. 地形的環境

市川 姫路市域は､ 大きく北側の山地と南

側の平野部からなり､ 平野部は南北に

市域を貫く市川と夢前川およびその支

流によって形成されている｡ この平野

は姫路平野と称され､ 市之郷遺跡は姫

路平野の東側に位置する｡ 市川下流域

にあたり､ 現在は市川右岸に位置する

(第４図)｡ 海岸線から市之郷遺跡まで

の直線距離は約５㎞を測り､ 調査地の

現地表面の標高は12.70ｍである｡

市川は､ 朝来市生野町を源とし､ 神崎郡・姫路市をほぼ南北に南下し､ 瀬戸内海に注ぐ､

二級河川である｡ 全長約77.5㎞を測り､ 兵庫県下で２番目に長い川である｡ 流域面積は491

㎞２に及ぶ｡ 『播磨風土記』 においては､ ｢小川｣ と称されている(２)｡

先に､ ｢現在は右岸｣ としたのは､ 現在の流路となったのは比較的新しい時期と考えら

れるからである｡

地形環境 市之郷遺跡が立地する地形環境に関しては､ 『市之郷遺跡Ⅰ』(３) で分析している｡ 本報

告も､ 先の分析結果の上に立つものである｡ また､ 微地形については､ 先の報告では､ 完

新世段丘Ⅱ面とした地区にあたる｡ この点について､ その後の調査成果をまじえて､ 検討

してみたい｡

段丘崖 まず､ 今回の調査成果と､ 今回の調査地の東側にあたるすこやかセンターに伴う調査

(市第６次調査) の成果を比較してみたい(４)｡ 市第６次調査で検出された遺構面のレベル

を東西方向に復元してみると､ 西側で大きく落ち込んでいる｡ この落ち込んだレベルが､

― 3―

第１節 地理的環境

第４図 市之郷遺跡と市川



― 4―

第１章 市之郷遺跡

第５図 調査地周辺の微地形



今回報告するＡ地区の遺構検出面のレベルとほぼ一致する (第５図)｡ したがって､ 市第

６次調査で検出された遺構検出面レベルの落ち込み部分が､ 完新世段丘崖の痕跡と考えら

れる｡

また､ これより少し北側では､ 大日線の東西両側がトレンチ状に調査がなされている(５)｡

東側 (Ⅰ区) と西側 (Ⅲ区) とでは､ 遺構検出面に大きなレベル差が認められる｡ したがっ

て､ 両調査区の間に段丘崖があったものと考えられる｡

以上から､ 今回報告する地区は､ 段丘崖の西側にたるもので､ 『市之郷遺跡Ⅰ』 の分析

通り完新世段丘Ⅱ面に相当するものと考えられる｡

氾濫原 今回報告する姫路警察署庁舎新築事業に伴う確認調査において､ 事業予定地の西側にお

いては､ 砂礫層が主体で遺構・遺物は検出されなかった (第２章第２節)｡ 当該地は､ 完

新世段丘Ⅱ面に伴う氾濫原面と考えられる｡ したがって､ 調査地は､ 東西約175ｍ幅の完

新世段丘Ⅱ面上にあったと考えられる｡

[註]

(１) 橘川真一 『播磨の街道 ｢中国行程記｣ を歩く』 2004

(２) 『日本古典文学大系２ 風土記』 岩波書店 1958

(３) 山田清朝 『市之郷遺跡Ⅰ－ＪＲ山陽本線連続立体交差事業に伴う発掘調査報告書Ⅰ－』 兵庫県教

育委員会 2005

(４) 姫路市教育委員会 中川 猛氏の教示による｡

(５) 渡辺 昇 『市之郷遺跡Ⅱ－ (都) 大日線緊急街路整備工事に伴う発掘調査報告書－』 兵庫県教育

委員会 2010
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第２節 歴史的環境

はじめに 市之郷遺跡の発掘調査は､ 姫路市教育委員会および兵庫県教育委員会により､ 今回報告

する調査を含めて数次におよぶ調査が行われている｡ 姫路市教育委員会・兵庫県教育委員

会が行った発掘調査について､ それぞれ調査の古い順に次数を付け､ 以下主要な調査につ

いて､ その概要をまとめておくことにする｡

なお､ 昭和時代においても､ 貨物駅建設に伴う調査､ 山陽新幹線建設に伴う調査が行わ

れている｡ ただし､ 正式な調査成果が報告されていないため､ 具体的な調査位置も含め､

詳細は不明である｡ このため､ 本報告では対象としないことにする｡

また､ 市之郷遺跡の南側には阿保遺跡群が周知されている｡ 阿保遺跡群についても､ 市

之郷遺跡に隣接する遺跡であり､ 近年区画整理にともない､ 数次に及ぶ調査がなされてい

る (第６図)｡ そこで､ 阿保遺跡の調査成果についてもまとめておきたい｡

１. 市之郷遺跡の調査

市第３次調査 区画整理に伴い､ 平成９年度に姫路市教育委員会により行われた西部調査区の調査であ

る(１) (第６図：３)｡ 弥生時代中期から古墳時代初頭の溝・竪穴住居跡・土坑・土坑墓・

素掘り井戸・掘立柱建物跡が検出されている｡ 注目されるものとして､ 弥生時代中期後半

の棟持柱を有する大型掘立柱建物跡､ 奈良時代前期の須恵器・水晶・土玉・土馬が出土し

た祭祀に関する遺構などが検出されている｡

この他､ 当該調査区の東端で南北方向に走る旧河道が検出されているが､ 今回報告する

旧河道がこの旧河道の一部の可能性が高く､ 注目される｡

市第４次調査 区画整理に伴い､ 平成９年度に姫路市教育委員会により行われた東部調査区の発掘調査

である(２) (第６図：４)｡ 古墳時代後期の竪穴住居跡・溝・土坑､ 白鳳時代の市之郷廃寺

に関係する遺構・遺物 (瓦・鴟尾) が検出されている｡ 古墳時代の竪穴住居跡内からは韓

式土器がまとまって出土している｡

市第５次調査 キャスティ21住宅建設に伴う調査である(３) (第６図：５)｡ 姫路市教育委員会により､

平成12年度に調査が行われている｡ 弥生時代中期の溝､ 平安時代後期 (11世紀後半) の掘

立柱建物跡が検出されている｡

市第６次調査 すこやかセンター建設に伴う調査である(４) (第６図：６)｡ 姫路市教育委員会により､

平成12年度に調査が行われている｡ 今回報告する調査地の大日線を挟んだ東側にあたる｡

古墳時代の竪穴住居跡､ ７世紀末の柱穴・溝､ 平安時代の溝等が検出されている｡ ７世紀

末および平安時代の遺構に関しては､ 市之郷廃寺との関連が考えられている｡

市第８次調査 新福祉センター建設に伴う調査である(５) (第６図：８)｡ 姫路市教育委員会により､ 平

成13年度に調査が行われている｡ 今回報告する調査地の大日線を挟んだ東側にあたる｡ 弥

生時代前期の河道､ 同中期後半の土器棺､ 同後期の竪穴住居跡､ 奈良時代の掘立柱建物跡・

集石土坑・区画溝､ 中世の井戸・埋甕・溝・土坑墓が調査で明らかとなっている｡ とりわ

け注目されるのが､ 奈良時代の区画溝が市之郷廃寺に関連する遺構の可能性が高いことで

ある｡ また､ 鴟尾片も出土している｡
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市第９次調査 店舗建設に伴う調査である(６) (第６図：７)｡ 姫路市教育委員会により､ 平成15年度に

調査が行なわれている｡ 薬師堂の北側の地区を対象としている｡ 市之郷廃寺に関連すると

考えられる南北方向の溝が検出されている｡

県第１次調査 ＪＲ山陽本線連続立体化工事に伴う調

査である(７) (第６図：①)｡ 平成７年か

ら平成８年にかけて実施された調査で､

一部 (Ａ地区) は今回報告する調査地の

南側にあたるもので､ 調査区が近接して

いる (第７図)｡ 弥生時代中期から室町

時代にかけての遺構・遺物が明らかとなっ

ている｡ また､ 市之郷廃寺の一部も明ら

かとなっている｡

さらに､ 古墳時代中期初頭の竪穴住居跡からは韓式系土器が一括で出土し､ 渡来人の住

居の可能性が高いものと考えられ､ 注目されている｡ またＡ地区では､ 古墳時代中期から

後期の竪穴住居や鎌倉時代から室町時代にかけての集落跡が明らかとなっている｡
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第７図 県第１次調査 (Ａ地区) 北上空から



県第２次調査 都市計画道路大日線街路整備に伴う調

査である (第６図：②)｡ 兵庫県教育委

員会が平成17年度に実施している(８)｡ 弥

生時代前期の土坑､ 同中期の竪穴住居跡

などが検出されている｡

県第３次調査 県営日出住宅建設に伴う調査である

(第６図：③)｡ 兵庫県教育委員会が平成

18年度に実施している｡ 弥生時代中期初

頭の溝､ 中期の竪穴住居跡､ 後期～古墳

時代初頭の竪穴住居跡､ 古墳時代後期 (６世紀後半～７世紀初頭) の竪穴住居跡・掘立柱

建物跡などが検出されている｡

県第４次調査 今回報告する調査である (第６図：④)｡

県第５次調査 ものづくり大学建設に伴う調査である (第６図：⑤)｡ 兵庫県教育委員会が平成20年度

に実施している｡ 市之郷廃寺に伴う仏堂が明らかとなり､ これにより市之郷廃寺の所在地

を確定させることができた｡ この他､ 古墳時代後期の竪穴住居が数棟検出されている｡

姫路市教育委員会が阿保地区区画整理にともない実施した調査である (第６図：10)｡

調査地は､ 県道大日線の南側延長上にあたる地区である｡ 調査の結果､ 北西から南東方向

へ流れる古墳時代の流路跡が検出されている｡ 奈良時代には完全に埋没することが明らか

となっている｡

２. 阿保遺跡群の調査

阿保遺跡群は､ 阿保遺跡､ 市之郷長是遺跡､ 阿保下長・永河原遺跡からなる｡ 当遺跡群

の調査は､ 阿保地区区画整理に伴い､ 平成14年度以降姫路市教育委員会により行われてき

ている (第６図)｡ ただし､ 市之郷長是遺跡については､ 調査は行われていない｡

阿保遺跡 平成14年度の調査では､ 奈良～平安時代にかけての､ 掘立柱建物跡・柱穴・土坑・溝が

検出されている｡ これらの遺構からは､ 須恵器の硯・杯・椀・壷をはじめとして､ 緑釉陶

器・灰釉陶器・瓦などがまとまって出土している｡ 特に､ 越州窯青磁の碗の出土が､ 播磨

における３例目として､ 注目されるものである｡ この他､ 石製の巡方なども出土してい

る(９)｡

平成16年度の調査では､ 弥生時代・平安時代・中世の遺構・遺物が明らかとなってい

る(10)｡

平成17年度の調査では､ 奈良～平安時代にかけての､ 掘立柱建物跡が検出されている｡

この他､ 弥生時代中期の土器がまとまって出土している(11)｡

平成18年度の調査では､ 弥生時代・奈良時代・鎌倉時代・室町時代の遺構・遺物が明ら

かとなっている｡ 弥生時代中期の竪穴住居跡､ 弥生時代後期の柱穴､ 室町時代の井戸など

が､ 主な遺構である(12)｡

平成19年度の調査では､ 平成18年度同様､ 弥生時代後期・奈良時代・鎌倉時代の遺構・

遺物が明らかとなっている(13)｡ 弥生時代の遺構としては､ 後期の竪穴住居の可能性のある
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遺構が検出されている｡ 奈良時代の遺構としては､ 掘立柱建物跡が検出されている｡ 鎌倉

時代の遺構としては､ 青磁碗２個を副葬した土坑墓や掘立柱建物跡が検出されている｡

平成21年度の調査では､ 奈良時代の大型掘立柱建物跡が検出されている(14)｡ 北西方向に

市之郷廃寺があったことから､ 当該期の役所や寺に関連した施設の可能性が考えられてい

る｡

中世以降の遺構・遺物が明らかとなっている(15)｡ 特に､ 平安時代後期から鎌倉時代にか

けての掘立柱建物跡群が検出されている｡ また､ 当遺跡の基盤層中から､ 弥生時代中期の

土器が出土していることから､ 当該期以降に形成された遺跡であることが明らかとなって

いる｡

[註]

(１) 秋枝 芳 ｢(仮称) 姫路駅周辺第３地点遺跡 (第２次調査)｣ 『TUBOHORI 平成９年度 (1997)

姫路市埋蔵文化財調査略報』 姫路市教育委員会 1999

(２) 前掲 (１)

(３) 中川 猛 ｢(仮称) 姫路駅周辺第３地点遺跡 キャスティ21住宅建設予定地｣ 『TUBOHORI 平

成12年度 (2000) 姫路市埋蔵文化財調査略報』 姫路市教育委員会 2002

(４) 小柴治子 ｢姫路駅周辺第３地点遺跡 (すこやかセンター建設に伴う)｣ 『TUBOHORI 平成13年

度 (2001) 姫路市埋蔵文化財調査略報』 姫路市教育委員会 2003

(５) 中川 猛 ｢(仮称) 姫路駅周辺第３地点遺跡 新福祉センター建設予定地｣ 『TUBOHORI 平成

12年度 (2000) 姫路市埋蔵文化財調査略報』 姫路市教育委員会 2002

(６) 小柴治子 ｢姫路駅周辺第３地点遺跡 (店舗建設に伴う)｣ 『TUBOHORI 平成13年度 (2001)

姫路市埋蔵文化財調査略報』 姫路市教育委員会 2003

(７) 山田清朝 『市之郷遺跡Ⅰ－ＪＲ山陽本線連続立体交差事業に伴う発掘調査報告書Ⅰ－』 兵庫県教

育委員会 2005

(８) 渡辺 昇 『市之郷遺跡Ⅱ－ (都) 大日線緊急街路整備工事に伴う発掘調査報告書－』 兵庫県教育

委員会 2010

(９) 姫路市教育委員会 『阿保遺跡第２地点の発掘調査 (第１次) について』 2002

(10) 姫路市教育委員会 『阿保遺跡第１地点 第２地点調査について 現地説明会資料』 2004

(11) 姫路市埋蔵文化財センター 『阿保遺跡第２地点５次調査 現地説明会資料』 2005

(12) 姫路市埋蔵文化財センター 『阿保遺跡第２地点発掘調査 (第６次) 現地説明会資料』 2006

(13) 姫路市埋蔵文化財センター 『2007年度 阿保地区発掘調査現地説明会資料』 2007

(14) 姫路市埋蔵文化財センター 『平成21年度 阿保地区発掘調査 (その２) 現地説明会資料』 2009

(15) 姫路市埋蔵文化財センター 『2008年度 阿保地区発掘調査現地説明会資料』 2008

― 9 ―

第２節 歴史的環境

阿保下長・
永河原遺跡



第２章 調査の経緯

第１節 調査の起因

はじめに 兵庫県は､ 姫路市市之郷39街区に､ 姫路

警察庁舎新築工事を計画している｡ 当地区

は､ ＪＲ山陽本線等立体化事業と平行して

行なわれてきた区画整理事業により､ 新た

にできた街区である｡ 区画整理前はＪＲ西

日本の車両基地があったところである｡ こ

のたび､ 姫路市本町にある姫路警察署が当

地に移転することになり､ 工事が計画され

ることとなったものである｡

工事概要 建設予定の庁舎は､ 庁舎棟 (第９図) と付属棟 (武道館) の２棟である｡ このなかで､

後述 (本章第２節) する確認調査の結果､ 本発掘調査を実施したのは庁舎棟と付属棟 (武

道館) の２棟の建設箇所と国旗掲揚台である (第10図)｡
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第９図 竣工後の姫路警察署

第10図 工事計画図



第２節 分布調査・確認調査

１. 分布調査

市之郷遺跡は以前から周知されていた遺跡であり､ 周囲で多くの本発掘調査が行われて

いる｡ また一帯は市街化が著しいため､ 本事業に伴う分布調査は行われていない｡

２. 確認調査

今回報告する調査地を対象とする確認調査は平成18年度に行なわれている｡ その概要等

は以下のとおりである｡

調査番号 2006131

調査期間 平成18年11月１日～11月30日

調査担当 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所 深江英憲

調査概要 調査は､ ２ｍ×５ｍのトレンチを20箇所設定し､ 重機と人

力により､ 埋蔵文化財の有無の確認を行なった (第12図)｡

この結果､ №３～№５・№20では､ 砂礫層の堆積のみで､ 埋

蔵文化財の包蔵を確認することはできなかった｡ 一方､ №９

と№19で溝状遺構を確認するとともに､ №18で奈良時代の瓦を確認した｡ また､ №18から

は､ 須恵器の杯Ｈ蓋 (890) が出土している (第11図)｡
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第11図 確認調査出土土器

第12図 確認調査位置図



第３節 本発掘調査

１. 調査の概要

はじめに 前節における確認調査の結果､ 庁

舎棟と付属棟 (武道館) の建設予定

地には､ 埋蔵文化財が包蔵されてい

ることが明らかとなり､ この深度ま

で工事が及ぶため､ この箇所につい

て調査を実施することとなった｡ さ

らに､ 掲揚台建設場所についても､

同様の理由から対象とした｡

以上から､ 両建物の建設予定地２

箇所と掲揚台建設箇所を調査対象と

した｡ 庁舎建設予定地をＡ地区､ 武

道館建設予定地をＢ地区､ 掲揚台建

設箇所をＣ地区と呼称し､ 調査をす

すめていった｡ 調査は､ 最終的に３

期 (第１期調査～第３期調査) にわ

たって行われた (第13図)｡ 各調査

時の調査体制・概要等は以下の通り

である｡

第１期調査 遺跡調査番号：2007125

調査地 姫路市市之郷39街区

調査期間 平成19年12月３日

～平成20年３月７日

調査概要 Ａ地区～Ｃ地区の３地区を対象とした｡ 調査は､ 盛土層を重機により､ 以下は人力によ

り作業を進めていった｡ 遺構検出後､ 平成20年１月25日にＡ地区第２遺構面とＢ地区を対

象に､ ２月８日にＡ地区第３遺構面とＣ地区を対象に､ それぞれヘリコプターによる空中

写真撮影を実施し､ 調査成果の記録に努め

た｡ また､ Ａ地区の第１面の成果について

は､ 調査員により図化が行われた｡ 調査面

積は､ Ａ地区が1344㎡､ Ｂ地区が1545㎡､

Ｃ地区が12㎡である｡

また､ Ａ地区の第２遺構面とＢ地区の調

査が一段落した平成20年１月26日に､ 一般

市民を対象とした現地説明会を実施し､ 約

200名の参加を得た (第14図)｡
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第２章 調査の経緯

第13図 地区割り図

第14図 現地説明会



調査体制 調査員 兵庫県立考古博物館 別府洋二・山田清朝・小川弦太

室内作業員 覚野郁子・山本伸子・長沢和子

第２期調査 遺跡調査番号：2007125

調査地 姫路市市之郷39街区

調査期間 平成19年12月３日

～平成20年３月７日

調査概要 Ａ地区の第１期調査がほぼ終了した時

点で､ 本体工事の工法上､ 調査地の周囲

約３ｍが工事対象となっていることが明

らかとなった｡ この工事の掘削深度も埋

蔵文化財に影響を及ぼすことが判明した

ため､ この範囲についても調査を実施す

ることとなった｡ 調査は､ 工事が迫っていることから､ 一つの面で遺構を検出していった

(第15図)｡ また､ 調査成果については､ 調査員が図化を実施した｡

調査体制 調査員 兵庫県立考古博物館 別府洋二

第３期調査 遺跡調査番号：2008072

調査地 姫路市市之郷39街区

調査期間 平成20年５月19日～５月29日

調査概要 武道館の基礎工事終了後､ 電気設備施

設のためにＢ地区の北側から西側・南側

にかけて､ 掘削工事が行われることが明

らかとなった｡ 掘削深度が第１期調査で

検出した深度に達することから､ この工

事範囲についても調査を実施することと

なった｡ また､ Ｂ地区北東部についても､

電気設備施設のため調査を行うこととなっ

た｡ 調査面積は145㎡である｡

調査は､ 土器が包含される層まで重機

により掘削し､ 以下を人力により進めて

行った (第16図)｡ 調査成果については､

調査員が図化を行った (第17図)｡

調査体制 調査員 兵庫県立考古博物館

山田清朝・深江英憲
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第３節 本発掘調査

第15図 第２期調査

第16図 第３期調査 (１)

第17図 第３期調査 (２)



第４節 整理作業

はじめに 整理作業は､ 平成20年度から22年度の３箇年で兵庫県立考古博物館にて実施した｡ 各年

度の整理作業の概要・体制等は以下の通りである｡ なお､ 土器の水洗については､ 一部発

掘調査事務所にて調査と平行して行い､ 他については兵庫県立考古博物館魚住分館にて実

施している｡

平成20年度

整理概要 魚住分館で土器の水洗作業・ネーミング作業を実施した｡ また､ パレオ・ラボ株式会社

に樹種同定・サヌカイトの産地同定・石器の石材鑑定を依頼し､ 報告を得た｡ その結果に

ついては､ 第４章にまとめてある｡

整理体制 整理保存班 篠宮 正

調 査 班 山田清朝

平成21年度

整理概要 土器の実測・復元・写真撮影､ 石器・木製品 (井戸枠) の実測 (第18図)､ 遺構図の整

図・トレースを実施した｡ この他､ 出土木製品の樹種同定・サヌカイトの産地同定・石製

品の石材鑑定を株式会社 パリノサーベ

イへ委託した｡ この結果は､ 第４章に掲

載している｡

また､ 出土土器・木製品・石器・鉄器

の写真撮影を行った｡ 併せて､ 原稿の執

筆を行なった｡

整理体制 整理保存班 菱田淳子

調 査 班 山田清朝

嘱 託 員 友久伸子・森本貴子

栗山美奈・岡崎輝子

尾鷲都美子・高瀬敬子

加藤裕美・佐々木誓子

平成22年度

整理概要 土器実測図・遺構図のトレースを行なっ

た｡ また､ 遺物写真の撮影も実施した

(第19図)｡

整理体制 整理保存班 岡田章一・山本 誠

調 査 班 山田清朝

嘱 託 員 友久伸子・佐々木誓子
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第18図 井戸枠の実測

第19図 遺物写真の撮影



第３章 調査の成果

第１節 調査の概要

１. はじめに

前章で報告したように､ 調査区は基本的にＡ地区とＢ地区の２地区からなる｡ しかし､

両調査区はかなり近接したもので､ 本来は一帯のものである｡ その一方､ その微地形の特

徴から､ 遺構検出手順が異なる｡ そこで､ 以下､ 両調査区の層序の関係､ 遺構検出面の関

係について､ 明らかにしておきたい｡

なお､ 方位については､ 新幹線側を南とし､ 調査区の各辺を東西南北として呼称してい

くことにする｡ 厳密な方位については､ 必要に応じて記述することにする｡ なお､ 遺構の

時期については､ 第５章・第６章の検討結果を反映させたものである｡

２. 基本層序

はじめに 両地区の層序の詳細については次節以下で報告するが､ 両地区間の層序関係について明

らかにしておきたい｡ 両地区に共通する基本層序は､ 上から､ 盛土・整地層､ 旧耕作土､

水田土壌層､ 土壌層Ⅱ､ 基盤層である (第20図)｡ この他､ Ａ地区では洪水堆積層が認め

られる｡ 各基本土層の詳細については､ 次節以降で報告するが､ 本項では両地区の関係を

理解するうえで鍵となる土壌層Ⅱと基盤層について､ 明らかにしておきたい｡

土壌層� 上記の基本土層のなかで両地区の層序関係を理解する上で鍵となるのは､ 土壌層Ⅱであ

る｡ 当該層は両地区に認められる､ 顕著に土壌化した層である｡ 後述する基盤層をなす砂

質シルト層と同時に堆積した層で､ その後土壌化した層と考えている｡

基本的には､ Ａ地区・Ｂ地区とも当層上面が､ 遺構が示す時期の地表面であったものと

考えている｡ その時期は､ 次節以降で報告するが､ 弥生時代中期から平安時代後期にかけ

ての長期に及ぶものである｡ この間､ 地表面に大きな変化がなかったことが､ 当土壌層が
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第１節 調査の概要

第20図 調査地基本土層 (東側)



顕著に土壌化していることの起因と考えられる｡ ただし､ Ａ地区の一部で土壌層の上部が

顕著に撹乱されていたため､ この層を土壌層Ⅰと呼称した (第22図)｡ このため､ 両地区

に共通する土壌層を ｢土壌層Ⅱ｣ と呼称することにしたものである｡

なお､ 土壌層Ⅱは､ Ａ地区からＢ地区にかけて基本的に水平であるが､ その上面のレベ
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第21図 礫層上面のレベル



ルはＡ地区側が約10㎝低くなっている｡ 当層の下面のレベルが水平であることから､ Ａ地

区側が後世に削平を受けた結果と考えられる｡

基盤層 基盤層は砂礫層と砂質シルト層からなる｡ 基本的には前者が先に堆積し､ その凹凸を埋

没させるように後者の砂質シルト層が堆積している｡ ただし､ 土層観察の結果､ 両者が同

時期に堆積した場合も考えられる｡ これは､ 後述するように礫層の堆積が一度に限られた

ものではなく､ 最終堆積の際には砂層と砂質シルトが同時に堆積したものと考えられる｡

なお､ 砂礫層については､ 堆積後の上面のレベルには顕著な差が認められる｡ これについ

ては､ 項をあらためて検討したい｡

３. 基盤層

礫層上面 調査で明らかとなった礫層上面のレベルを10㎝間隔の等高線で表したのが､ 第21図であ

る｡ 第21図によると､ Ａ地区西隅からＢ地区北隅を中心としたあたりに最も顕著な礫層の

高まりが認められる｡ これに対して､ Ａ地区東隅を中心に大きく落ち込んでいる｡ 両者の

高低差は約1.50ｍに及ぶ｡

この他､ Ｂ地区東隅とＢ地区西隅にもわずかな礫層の高まりが認められる｡ ただし､ 周

囲との比高は30㎝程度である｡ 一方､ Ａ地区中央部からＢ地区東部にかけて､ 谷状の落ち

込みが認められる｡

なお､ 砂礫層そのものは一度に堆積したものではなく､ Ａ地区・Ｂ地区とも､ 少なくと

も３回に及ぶ堆積が確認されている (第23図)｡

遺構との関係 以上から､ 今回の調査地で明らかとなった礫層は全体的に西側が高く､ 東側へ向って落

ち込んでいる｡ 次節以降で報告する調査成果と重ね合わせると､ 礫層の高まりが認められ

た一帯では掘立柱建物跡や竪穴住居が検出され､ 礫層が落ち込んでいる一帯では溝状遺構

が検出されている｡

小結 このように､ 礫層が顕著に堆積した箇所が微高地の基盤となったものと考えられる｡ こ

のように､ 礫層の堆積状況が､ 後世の土地利用に大きな影響が及んでいることは明らかで

ある｡

４. 遺構の検出

Ａ地区 土壌層Ⅱ上面と土壌層Ⅱ下面 (基盤層上面) で検出している｡ 前者を第１面､ 後者を第

２面と呼称する｡ また､ 一部土壌層Ⅱが認められない調査区東側で検出した面を第３面と

呼称する｡

Ｂ地区 土壌層Ⅱ上面の１面ですべての遺構を検出している｡ この面で検出した遺構は､ Ａ地区

の第１面から第３面で検出した遺構の全ての時期のものである｡ このため､ 土壌層Ⅱが認

められた範囲で検出された同じ時期の遺構でも､ その検出レベルにＡ地区とＢ地区とでは

若干の差が生じている｡ 次節以降の各地区の報告では､ この点は考慮せず報告していくが､

第５章においては､ 若干補正を加える予定である｡
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第２節 Ａ地区の調査

１. 調査の概要

はじめに 調査は､ 先述したとおり､ 上から第１面・第２面・第３面と順次検出していった｡ それ

ぞれ､ 平安時代以降､ 古墳時代～奈良時代､ 弥生時代に対応するものである｡ 以下､ 検出

面ごとに報告していくことにする｡� 土層の概要

基本層序 上から､ ①盛土・整地層､ ②旧耕作土層､ ③水田土壌層､ ④土壌層Ⅰ・Ⅱ､ ⑤洪水堆積

層､ ⑥基盤層､ の層序が認められた (第22図)｡ ところが､ 当地区の土層は､ 東半部と西

半部で大きく異なり､ 当地区全体で認められるのは､ 基盤層を除いては､ ①と②に限られ

る｡ 東半部で認められるのは③水田土壌層と⑤洪水堆積層に限られる｡ 一方､ 西半部では

④顕著な土壌層が認められる｡

なお､ 以下の記述および第22図は､ 第１期調査におけるＢ地区調査壁で観察したもので

ある｡

盛土・整地層 １層が該当する｡ 調査区全体を当層が95㎝～1.25ｍ覆っている｡ 当層の大半は､ 以前車

両基地であったことに起因するもので､ 線路敷設に伴って盛土・整地された層である｡

旧耕作土層 ２層が該当する｡ 基本的に調査区全体を覆っているが､ 部分的に後世の撹乱を受けた箇

所も認められた｡ 鉄道施設前の耕作土と考えられることから､ 明治時代までに形成された

ものと考えられる｡ したがって､ 当層上面が当該期の地表面と理解できる｡

また､ 当層下層の３層については､ 旧耕作土にともなう床土層と考えられる｡ 調査区東

部で顕著に認められるほか､ 調査区北西部でもわずかに認められる｡

水田土壌層 ４層・６層～８層が該当する｡ 洪水堆積→その上層の水田土壌化が繰り返され､ 上記の

層序が形成されたものと考えられる｡ 各層とも顕著ではないが､ 土壌化が認められた｡ こ

のなかで､ ８層についてはその下層の旧河道が埋没した段階で水田化した層と考えられる｡

ところで､ ５層上面・４層下面で中世の掘立柱建物跡を検出している｡ したがって､ ５層

については､ 当該期の集落に伴い土壌化した層と考えられる｡ その後､ 洪水に起因する４

層が堆積し､ 水田土壌化している｡

土壌層 土壌層Ⅰ (14層) と土壌層Ⅱ (15層) が該当する｡ 両層とも顕著に土壌化した層で､ 基

盤層の29層と同じ堆積層で､ その上部が土壌化した層と考えられる｡ 土壌層Ⅱが認められ

るのは､ 調査区西部と北部に限られる｡ 土壌層Ⅰと土壌層Ⅱの堆積時期に大きな差はない

ものと考えられるが､ 土壌化の時期に差があるものと考えられる｡ つまり､ 土壌層Ⅰの撹

乱が顕著であることから､ 両層はもともと同時期に形成された層で､ 土壌化後に14層が撹

乱を経て再土壌化したものと考えられる｡

洪水堆積層 ８層～13層が該当する｡ 当地区東部を南北方向にのびる旧河道を埋没させた層である｡

12層を除いては､ 極細砂～細砂からなる層で､ 明らかに洪水により堆積した層である｡ 全

体で１ｍの堆積が認められる｡ 特に､ ９層・10層においては､ ラミナが観察されている｡

また､ 13層においては顕著な撹乱が認められ､ 急激な堆積状況が考えられる｡
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第２節 Ａ地区の調査 Ａ
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第22図 Ａ地区基本土層



また､ 先述したように､ ８層の堆積を

もって当旧河道がほぼ埋没し､ 水田化さ

れている｡

また､ 下層で弥生時代中期の遺物が認

められ､ ８層上面から古墳時代後期の遺

構が切り込んでいることから､ この間数

期にわたり堆積・埋没したものと考えら

れる｡

基盤層 大きく､ 砂層 (26層・27層・29層) と

礫層 (28層) の２層にわけることができ

る｡ 基本的に礫層が堆積後､ その凹地部

分に砂が堆積し､ 平坦化したものと考え

られる｡ この段階で､ 当地に人間の営み

が始まったものと考えられ､ 当該期の地

表面が土壌層Ⅰもしくは土壌層Ⅱ上面と

考えられる｡

なお､ 調査では十分観察することができなかったが､ 礫層と砂層の堆積は､ 必ずしも時

期差を反映したものではなく､ 同時堆積による可能性も考えられる｡

なお､ 礫層中の礫の大きさに関しては､ 中礫が中心で､ 調査区西部に大礫が認められる｡

調査区西部に礫層の堆積の中心があるものと考えられる (第23図)｡� 遺構の検出

遺構検出 先述したように､ 遺構は第１面～第３面の３面にわたって検出している｡ ただし､ 当調

査区全域で３面に分かれていたのではなく､ 部分的に遺構面が同一の箇所も認められた｡

第１面 調査区東部で顕著な面が検出され､ ５層上面にあたる｡ また､ 調査区西部では､ 14層上

面において第２面と同一面で遺構を検出している｡ 遺構内の埋土が明らかに異なるため､

これによって両者を区別している｡

第２面 中層の検出面に相当し､ 基本的に土壌層Ⅰ・土壌層Ⅱの上面にあたる｡

第３面 最下層の検出面に相当し､ 基本的

に基盤層上面もしくは土壌層Ⅰ・Ⅱ

の下面にあたる｡ ただし､ 調査区西

部においては第２面と同一面となっ

ている｡ 調査区北西部から東部にか

けて､ 単独の面として検出されてい

る｡ 層位的には第２面と同じである

が､ 技術的な問題から､ 土壌層Ⅰ・

Ⅱの下面で検出したものである｡
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第23図 基盤層断面

第24図 Ａ地区の調査 (ＳＢ12)
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第２節 Ａ地区の調査 Ａ

地

区

第25図 Ａ地区第１面



２. 第１面の調査

検出遺構 掘立柱建物跡・柱穴・土坑・溝を検出した｡ 遺構の分布は､ 南西隅と東半部に限られ､

北西部では全く検出されなかった｡� 掘立柱建物跡

はじめに ４棟 (ＳＢ01～ＳＢ04) 検出されている｡ 調査区の南部に限られる｡ 特に調査区南東部

で集中して検出されている｡

ＳＢ01 (写真図版１)

検出状況 調査区南西部で検出した (第25図)｡ 第１期

調査で検出した遺構で､ さらに西側へも拡がる

が､ 第２期調査では検出することができなかっ

た｡ 第１期調査で掘削した側溝内にあった可能

性が考えられる｡ また､ 建物の南側は､ 後世の

撹乱を受け､ 柱穴を検出することはできなかっ

た｡ さらに南側へ拡がる可能性も考えられる｡

建 物 総柱建物で､ 北辺で２間､ 東辺で２間検出し

た (第26図)｡ 北辺・東辺ともに､ 柱通りはそ

ろっているが､ 両辺は直交関係にはない｡ 建物

の規模は､ Ｐ１－Ｐ６間で2.60ｍ､ Ｐ４－Ｐ６

間で3.15ｍを測る｡ また､ Ｐ４－Ｐ６を基準と

した棟軸方向は､ Ｎ25°Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴は全て円形からなり､ その規模は径15㎝～27㎝と､ 小規模である｡ 深さも､ 20㎝以

下と全体的に浅い傾向にある｡ いずれの柱穴においても､ 柱痕を検出できなかった｡ 各柱

穴の規模は第１表の通りである｡

出土遺物 土師器が数点出土しているのみである｡ しかも､ 小片のため器種の特定も困難である｡

時 期 出土土器から時期の特定は困難であるが､ 建物の棟軸方向・柱穴埋土の特徴から､ 中世

２期と考えられる｡
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第26図 ＳＢ01

第１表 ＳＢ01 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北梁行
Ｐ１－Ｐ３ 1.30

2.60 1.30
Ｐ３－Ｐ６ 1.30

東桁行
Ｐ４－Ｐ５ 1.45

3.15 1.58
Ｐ５－Ｐ６ 1.70

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 25 － 13

Ｐ２ 22 － 12

Ｐ３ 27 － 7

Ｐ４ 21 － 10

Ｐ５ 15 － 10

Ｐ６ 23 － 20



ＳＢ02

検出状況 調査区南東部で検出した (第25図)｡ ＳＢ03の西側､ ＳＢ04の北側に位置する｡ 北東隅

を欠く以外は､ ほぼ全体が検出されている｡

建 物 梁行２間､ 桁行３間の総柱建物である (第27図)｡ 西辺・東辺・南辺はともに､ 柱通り

はそろっている｡ 建物の規模は､ Ｐ８－Ｐ11間で5.80ｍ､ Ｐ３－Ｐ11間で4.60ｍを測り､

両者を基準とした建物の面積は､ 26.68㎡である｡ また､ Ｐ８－Ｐ11を基準とした棟軸方

向は､ Ｎ14°Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴は全て円形からなり､ その規模は径20㎝～35㎝と､ ＳＢ01より大型である｡ 深さも､

17㎝～35㎝と深い傾向にある｡ いずれの柱穴においても､ 柱痕を検出できなかった｡ 各柱

穴の規模は第２表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡
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第27図 ＳＢ02

第２表 ＳＢ02 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

東桁行
Ｐ１－Ｐ２ 1.90

3.95 1.98
Ｐ２－Ｐ３ 2.05

南梁行
Ｐ３－Ｐ７ 2.40

4.60 2.30
Ｐ７－Ｐ11 2.20

西桁行
Ｐ８－Ｐ９ 1.85

5.80 1.93Ｐ９－Ｐ10 2.00
Ｐ10－Ｐ11 1.95

北梁行
Ｐ１－Ｐ５ 2.35

4.55 2.28
Ｐ５－Ｐ９ 2.20

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 29 － 23
Ｐ２ 31 － 25
Ｐ３ 28 － 23
Ｐ４ 32 － 19
Ｐ５ 30 － 19
Ｐ６ 35 － 23
Ｐ７ 28 － 24
Ｐ８ 35 － 28
Ｐ９ 26 23
Ｐ10 28 － 17
Ｐ11 20 － 35



須恵器 皿と甕が出土している｡ 図化できたのはＰ１出土の皿１点 (１) に限られる (図版１)｡

口縁部を中心に残存し､ 内外面とも回転ナデ調整により仕上げられている｡ 甕は､ 体部の

小片が出土しており､ 外面には格子状の叩き目が認められる｡

土師器 小皿と甕が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

時 期 出土土器から､ 中世２期に位置付けられる｡

ＳＢ03 (写真図版２・40)

検出状況 調査区南東部で検出した (第25図)｡ ＳＢ02の東側に位置する｡ 他の遺構との切り合い

関係はなく､ 全体が検出されている｡

建 物 ２間×２間の総柱建物である (第28図)｡ 北辺と東辺の柱通りはやや不揃いである｡ 建

物の規模は､ Ｐ１－Ｐ７間で4.05ｍ､ Ｐ７－Ｐ９間で4.65ｍを測り､ 両者を基準とした面

積は18.83㎡である｡ また､ Ｐ１－Ｐ７を基準とした棟軸方向は､ Ｎ19°Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴は全て円形からなり､ その規模は径20㎝～32㎝とほぼ一定している｡ 柱痕を検出で
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第28図 ＳＢ03

第３表 ＳＢ03 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北桁行
Ｐ１－Ｐ２ 2.35

4.75 2.38
Ｐ２－Ｐ３ 2.40

東梁行
Ｐ３－Ｐ６ 2.10

4.25 2.13
Ｐ６－Ｐ９ 2.15

南桁行
Ｐ７－Ｐ８ 2.20

4.65 2.33
Ｐ８－Ｐ９ 2.45

西梁行
Ｐ１－Ｐ４ 2.00

4.05 2.03
Ｐ４－Ｐ７ 2.05

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 33 － 18
Ｐ２ 25 － 34
Ｐ３ 33 － 22
Ｐ４ 32 － 24
Ｐ５ 21 － －
Ｐ６ 29 10 21
Ｐ７ 31 － 20
Ｐ８ 22 － 23
Ｐ９ 30 13 24



きたのは､ Ｐ６とＰ９の２穴に限られる｡ なお､ 各柱穴の規模は第３表の通りである｡

出土遺物 須恵器・土師器・白磁・土製品が出土している (図版１)｡

須恵器 椀と捏鉢が出土している｡ 図化できたのはＰ２出土の捏鉢１点 (２) とＰ３出土の椀１

点 (３) である｡ 捏鉢は口縁部を中心に残存し､ 体部に対して上下直交方向に肥厚させて

いる｡ 図化できた椀は口縁部に限られる｡ 図化できなかったが椀の底部片も出土しており､

糸切りにより切り離されている｡ また､ 内面見込み部分の段は認められない｡

土師器 小皿と甕が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

白 磁 碗が１点 (４) Ｐ３から出土している｡ Ⅳ類に分類されるものである｡

土製品 土錘が１点 (５) Ｐ６から出土している｡ ほぼ完存するもので､ 全長9.0㎝を測り､ 最

大径は3.10㎝である｡ 中央部には径8.5㎜の穴が穿たれている｡ 重さは､ 82.27ｇである｡

時 期 出土土器から､ 中世３期に位置付けられる｡

ＳＢ04

検出状況 調査区南東部で検出した (第25図)｡ Ｓ

Ｂ02の南側に位置する｡ 第１期調査で検出

した遺構で､ さらに南側へ拡がるが､ 第２

期調査では検出できなかった｡

建 物 総柱建物で､ 梁行２間､ 桁行１間を検出

した (第29図)｡ 北梁行の柱通りは不揃い

である｡ 建物の規模は､ Ｐ３－Ｐ５間で3.

80ｍを測る｡ また､ Ｐ２－Ｐ３を基準とし

た棟軸方向は､ Ｎ13°30″Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴は全て円形からなり､ その規模は径

25㎝～32㎝とほぼ一定している｡ いずれの

柱穴においても柱痕は検出されなかった｡

各柱穴の規模は第４表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している (図版１)｡

須恵器 椀と捏鉢が出土している｡ 図化できたのはＰ１出土の椀１点 (６) である｡ 口縁部を中

心に残存し､ 回転ナデ調整により仕上げられている｡ 他に､ 小片のため図化できなかった

が､ Ｐ５からも椀が出土している｡ また､ 捏鉢についてもＰ５から体部片が出土している｡

土師器 Ｐ５から皿の口縁部片が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡

時 期 出土土器から､ 中世２期に位置付けられる｡
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第４表 ＳＢ04 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北梁行
Ｐ３－Ｐ４ 2.15

3.80 1.90
Ｐ４－Ｐ５ 1.65

西桁行 Ｐ２－Ｐ３ 2.25 2.25 －

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 25 － 14
Ｐ２ 25 － 10
Ｐ３ 32 － 16
Ｐ５ 25 － 14

第29図 ＳＢ04



� 柱穴

はじめに 建物を構成すると認められた柱穴以外に､ 多くの当該期の柱穴が検出されている｡ これ

らの柱穴の中には､ 遺物が良好な状態で出土した例も認められる｡ そこで､ 良好な遺物が

得られた柱穴５穴 (Ｐ１～Ｐ５) について､ 出土遺物を中心に報告する｡

Ｐ01

検出状況 調査区南東部で検出した (第25図)｡ Ｐ02の南西､ ＳＢ02の南東隅付近に位置する｡

出土遺物 須恵器が出土している｡ 須恵器は小皿が１点 (９) 出土している (図版１)｡ 内外面と

も回転ナデ調整により仕上げられている｡

時 期 出土土器から､ 中世３期に位置付けられる｡

Ｐ02

検出状況 調査区南東部で検出した (第25図)｡ ＳＢ03の南西隅の南､ Ｐ01の北東側に位置する｡

出土遺物 須恵器が出土している｡ 須恵器は椀の底部から体部にかけての１点 (７) が出土してい

る (図版１)｡ 内面見込みにわずかに落ち込みが認められ､ 底部は回転糸切りにより切り

離されている｡

時 期 出土土器から､ 中世３期に位置付けられる｡

Ｐ03

検出状況 調査区東部中央で検出した (第25図)｡ ＳＫ03の北側に位置する｡

出土遺物 土師器の杯が１点 (10) 出土している (図版１)｡ 底部を中心に残存し､ 回転ヘラ切り

により切り離されている｡ また､ 体部は回転ナデ調整により仕上げられている｡

時 期 出土土器から､ 中世２期に位置付けられる｡

Ｐ04

検出状況 調査区北東部で検出した (第25図)｡ Ｐ05と切り合い関係にあり､ Ｐ05に切られている｡

出土遺物 須恵器が出土している｡ 須恵器は椀の底部片が１点 (８) 出土している (図版１)｡ 内

外面とも回転ナデ調整により仕上げられ､ 内面見込みにわずかに落ち込みが認められる｡

また､ 底部は回転糸切りにより切り離されている｡

時 期 出土土器から､ 中世３期に位置付けられる｡

Ｐ05 (写真図版40)

検出状況 調査区北東部で検出した (第25図)｡ Ｐ04と切り合い関係にあり､ Ｐ04を切っている｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ 須恵器は甕の体部片が出土しているのみである｡

土師器は､ 皿と椀が出土している｡ 皿は､ 底部が完存する１点 (11) が出土している

(図版１)｡ 内外面とも回転ナデ調整により仕上げられ､ 底部はヘラ切りにより切り離され

ている｡ 椀については､ 底部を中心に残存し､ 糸切りにより切り離されている｡

時 期 出土土器から､ 中世２期～中世３期に位置付けられる｡
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� 土坑

５基 (ＳＫ01～ＳＫ05) 検出している｡ ＳＫ04とＳＫ05を除いては小規模な遺構である｡

ＳＫ04とＳＫ05については､ 比較的規模が大きいが落ち込みに近いものである｡ いずれの

土坑についても､ その機能を特定できるものは認められない

ＳＫ01 (写真図版２・40)

検出状況 調査区南西部で検出した (第25図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＢ01の南東

側､ ＳＫ04の南西側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認められないが､ 南側が後

世の撹乱を受けている｡ このため､ 検出できたのは全体の1/2強である｡

形状・規模 平面形は楕円形をなすものと考えられる｡ その規模は､ 長軸方向で1.45ｍを測り､ その

直交方向で60㎝残存する｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における検出面からの深さは５

㎝である｡

埋没状況 黄灰色シルト混じり細砂１層が堆積していた｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している (図版１)｡

須恵器 椀 (13) と捏鉢 (14) が出土している｡ 椀は底部を中心に残存し､ 体部から底部にかけ

て明確に落ち込む｡ 底部は回転糸切りにより切り離されている｡ 捏鉢も底部を中心に残存

ずる｡ 底部は､ 糸切りにより切り離された後､ 輪高台が貼り付けられている｡ また､ 内面

には使用痕が認められる｡

土師器 小皿が１点 (12) 出土している｡ 轆轤整形により仕上げられている｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世２期～中世３期と考えられる｡

ＳＫ02

検出状況 調査区東半部中央で検出した (第25図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ03の

南西側､ ＳＢ03の西側､ ＳＢ02の東側桁行上に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認

められず､ 全体が検出されている｡

形状・規模 平面形は楕円形をなす｡ ほぼ南北方向に主軸をとり､ その規模は長軸方向で55㎝を測り､

その直交方向で40㎝を測る｡ 横断面は皿形をなし､ 最深部における検出面からの深さは17

㎝である｡

埋没状況 黄灰色細砂混じりシルト１層が堆積していた｡

出土遺物 須恵器の椀が１点 (15) 出土している (図版１)｡ 完形に復元できた個体で､ 内面見込

みはわずかに落ち込む｡ また､ 体部外面には１条の沈線が認められる｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡

ＳＫ03 (写真図版２・40)

検出状況 調査区東部中央で検出した (第25図)｡ 第１期調査で検出された遺構である｡ ＳＢ03の

北西隅付近､ Ｐ03の南側､ ＳＫ02の北東側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認め

られず､ 全体が検出されている｡
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形状・規模 平面形は楕円形をなす (第30図)｡ ほぼ南北方向に主軸をとり､ その規模は長軸方向で

67㎝を測り､ その直交方向で58㎝を測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における検出面

からの深さは10㎝である｡

埋没状況 暗灰色シルト混じり極細砂１層が堆積していた｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している (図版１)｡

須恵器 捏鉢が１点 (16) 出土している｡ 完形に復元できる個体で､ 片口を有する｡ 口縁端部は

体部に対して直交方向にナデ調整が加えられ､ わずかに肥厚気味である｡

土師器 小皿 (18) と甕 (17) が各１点出土している｡ 小皿は､ 手づくね整形により仕上げられ

ている｡ 甕は口縁部がわずかに残存するものであるが､ 口縁部がく字形をなし､ 体部が長

胴傾向にあるタイプと考えられる｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡

ＳＫ04

検出状況 調査区南西部で検出した (第25図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ01の北側､

ＳＫ05の南西側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認められないが､ 東側の一部が

後世の撹乱を受けている｡
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形状・規模 一部検出できなかったが､ 全体的に不定形な平面形をなす｡ 北東－南西方向に主軸をと

り､ その規模は主軸方向で5.80ｍ､ その直交方向で3.00ｍを測る｡ 横断面は逆台形をなし､

最深部における検出面からの深さは18㎝である｡

埋没状況 暗灰黄色シルト質極細砂１層が堆積していた｡

出土遺物 土師器の堝が出土している｡ 口縁部下外面が突帯状をなすタイプであるが､ 小片のため

図化できなかった｡

時 期 出土遺物から判断して､ 14世紀～15世紀と考えられる｡

ＳＫ05

検出状況 調査区南西部で検出した (第25図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ04の北側

に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認められないが､ 東側の一部が後世の撹乱を受

けている｡

形状・規模 一部検出できなかったが､ 全体的に不定形な平面形をなす｡ 東西方向に主軸をとり､ そ

の規模は主軸方向で6.80ｍ検出し､ その直交方向で2.50ｍを測る｡ 横断面は逆台形をなし､

最深部における検出面からの深さは20㎝である｡

埋没状況 黄灰色シルト質極細砂１層が堆積していた｡

出土遺物 須恵器の椀が出土している｡ 底部を中心に残存するが､ 平高台の痕跡は認められない｡

小片のため図化できなかった｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡� 溝

２条 (ＳＤ01・ＳＤ02) 検出している (第25図)｡ いずれも小規模な溝で､ 機能を特定

することは困難である｡

ＳＤ01

検出状況 調査区南東部で検出した (第25図)｡ ＳＢ04の南側に位置し､ 第２期調査で検出した遺

構である｡ 南側は､ 調査区外へのび､ 北側は調査区内で収束している｡ 他の遺構との切り

合い関係は認められない｡

形状・規模 検出長は2.20ｍである｡ 横断面は皿形をなし､ 検出面における幅40㎝､ 最深部における

検出面からの深さ５㎝を測る｡

埋没状況 黄灰色シルト質極細砂１層からなる｡

出土遺物 全く出土していない｡

時 期 遺物が出土していないため､ 遺物から時期を特定することは困難である｡ 埋土の特徴お

よびその方向性から､ 中世３期に位置付けられる｡

ＳＤ02 (写真図版２)

検出状況 調査区南東部で検出した (第25図)｡ ＳＢ04の北側､ Ｐ01の南側に位置する｡ 第１期調

査で検出された遺構である｡ 他の遺構との切り合い関係は認められない｡

― 29 ―

第２節 ２. 第１面の調査 Ａ

地

区



形状・規模 検出長は1.64ｍである｡ 横断面は皿形をなし､ 検出面における幅24㎝､ 最深部における

検出面からの深さ５㎝を測る｡

埋没状況 灰色シルト混じり極細砂１層からなる｡

出土遺物 土師器の底部片が出土している｡ 底部は､ ヘラ切りにより切り離されている｡ 杯か皿と

考えられるが､ 器種の特定は困難である｡

時 期 出土土器から､ 中世２期に位置付けられる｡� 包含層 (写真図版40)

遺構を検出するにあたって､ いわゆる包含層から多くの遺物が出土している｡ これらの

なかで､ 残存状況が良好で､ 市之郷遺跡を検討するうえで有用と考えられる遺物について

図化した｡ 以下､ その遺物について報告する｡ ここで紹介するのは､ 須恵器・土師器・青

白磁の４点についてである (図版１)｡

須恵器 椀が２点 (19・20) 出土している｡ ２点とも同タイプに分類されるもので､ 底部は平高

台をなす｡ ただし､ 法量的には差が認められる｡

土師器 杯の底部が１点 (22) 出土している｡ 全体的に磨滅が著しく､ 底部の切り離し法は観察

できない｡ 轆轤整形により造られている｡

青白磁 合子の蓋が１点 (21) 出土している｡ 口径6.3㎝と小型の製品である｡ 外面には菊花文

が施されている｡
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３. 第２面の調査

はじめに 当面では､ 竪穴住居跡・掘立柱建物跡・柱穴・土坑・溝を検出している｡ 溝を除く遺構

は､ 調査区の南西部に集中し､ 溝についてはその反対の北東側に集中する傾向にある｡ ま

た､ 南西隅を中心とした一帯では､ 基盤層が礫層となっており､ 遺構が検出されていない｡

各遺構は､ 古墳時代後期を中心とした時期に位置付けられるものである｡
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� 竪穴住居跡

はじめに 当地区で検出した竪穴住居跡は､ ＳＨ01の１棟のみである｡

ＳＨ01 (写真図版４・40)

検出状況 調査区西部で検出した (第31図)｡ ＳＢ05の一部と切り合い関係にあり､ これに切られ

ているが､ 基本的には全体を検出することができた｡ ただし､ 部分的に撹乱を受けている｡
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形状・規模 平面形は方形を呈するが､ 北東辺に対して南西辺が長く､ 台形状をなす (第32図)｡ 北

東辺・南西辺の規模は､ それぞれ5.78ｍ・6.75ｍである｡ また､ 南東辺の規模は5.68ｍで

ある｡ これらを基準とした面積は､ 35.58㎡である｡

また､ 検出面からの床面の深さは13㎝～23㎝を測り､ 住居跡中央部における床面の標高

は11.40ｍである｡

付属施設 カマド・主柱穴・周壁溝・土坑を検出した｡

カマド 北西辺のほぼ中央部で検出した (第33図)｡ ほぼ全体を検出できたが､ 煙道付近は後世

の撹乱を受け､ わずかに検出できたにとどまる｡ また､ 住居跡検出面より上側は削平され､

遺存していなかった｡

カマドは地山を削り出して造られ､ 袖頂部と床面との比高は17㎝を測る｡ 住居跡内に袖

部が張り出し､ 鋭角なハの字形をなす｡ 南西側袖部の張り出しが顕著で､ 煙道部からの長
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さは1.20ｍである｡ また､ 南東側先端部との幅は75㎝を測る｡

袖部に囲まれた焚口は､ わずかに土坑状に窪み､ その規模は､ 主軸方向で1.09ｍ､ その

直交方向で64㎝を測る｡ また､ 袖頂部と焚口最深部との比高は19㎝である｡ 焚口内からは､

土器の小片が多く出土したが､ いわゆる支柱は認められなかった｡

焚口内下層には､ 炭・灰・焼土が混在した層 (５層・６層) が堆積していたが､ この下

面つまり焚口床面は還元層とはなっていなかった｡ また､ 被熱による硬化も認められなかっ

た｡ また､ ２層については､ 崩落したカマドの一部と考えられ､ ３層中にも同様のものが

含まれていた｡

主柱穴 ３穴 (Ｐ１～Ｐ３) 検出した｡ 本来は４穴からなるものと考えられるが､ Ｐ４に相当す

る柱穴は､ ＳＢ06の柱穴に切られ､ 検出することはできなかった｡

各柱穴掘り形の平面形は､ Ｐ２の楕円形を除いては､ 円形をなす｡ その規模は､ Ｐ１が

58㎝､ Ｐ３が50㎝を測る｡ Ｐ２の規模は､ 50㎝×80㎝である｡ また､ 床面からの深さは､

31㎝～35㎝を測る｡ ３穴とも柱痕を検出することができ､ その径は18㎝～20㎝である｡

柱穴間の距離は､ Ｐ１－Ｐ２間が3.25ｍ､ Ｐ２－Ｐ３間が3.30ｍである｡

周壁溝 北東辺と南東辺で検出した｡ 北東辺では､ ほぼ全辺で検出されたが､ 一部で途切れてい

る｡ 南東辺では全体的には検出されず､ 南東隅付近は未検出である｡ いずれも､ 横断面は

Ｕ字形をなし､ 床面における検出幅は20㎝､ 床面からの深さはわずか６㎝である｡

土 坑 カマドの西側に隣接して検出された｡ 平面形は楕円形をなし､ その規模は97㎝×71㎝を

測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における床面からの深さは27㎝を測る｡

土坑内には､ 上から黒褐色シルト質極細砂・暗褐色シルト質極細砂の２層の堆積が認め

られた｡ 上層からは土器片の混入が認められ､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

埋没状況 ３層からなる｡ その層相から判断して､ ３層とも人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している (図版２)｡

須恵器 杯Ｈ蓋と杯身が出土している｡ 図化できたのは､ 杯身１点 (25) に限られる｡ 小片のた

め全体を復元することはできなかった｡

土師器 甕・椀・ミニチュア土器が出土している｡ このなかで図化できたのは甕とミニチュア土

器である｡

甕 (23) は､ カマド内から出土したもので､ 長胴タイプに分類されるものである｡ 体部

内面は横方向のヘラ削り後､ ナデ調整さらには縦方向のハケ調整により仕上げられている｡

外面は縦方向のハケ調整により仕上げられている｡

ミニチュア土器 (24) は､ ほぼ完存するもので､ カマド内から出土している｡ 椀形をな

すもので､ すべて手づくねにより仕上げられている｡

時 期 出土土器､ およびＳＢ15との切り合い関係から､ 古墳時代３－１期に位置付けられる｡
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� 掘立柱建物跡

はじめに 当地区で検出した掘立柱建物跡は､ 13棟 (ＳＢ05～ＳＢ17) である｡ なお､ ＳＢ16につ

いては､ 第３面の調査で明らかとなった遺構であるが､ その特徴・時期から判断して､ 本

来は本遺構面で検出されるべき遺構と判断し､ ここで報告する｡

ＳＢ05 (写真図版６)

検出状況 調査区西端部中央で検

出した (第31図)｡ 第１

期調査と第２期調査の２

期にわたって検出したも

ので､ 両調査の成果を合

成した段階で明らかとなっ

た建物である｡ ＳＢ06の

西側に位置する｡ ＳＨ01

と切り合い関係にあるが､

ＳＨ01を切っており､ 建

物全体が検出されている｡

建 物 ２間×２間の総柱建物

である (第34図)｡ ただ

し､ 東側 (Ｐ１－Ｐ２間)

と南側 (Ｐ２－Ｐ３間)

の各１穴および､ 中心の

柱も検出できなかった｡ また､ 南北の桁行は平行せず､ 全体的に歪んだ平面形をなす｡

建物の規模は､ 西梁行 (Ｐ３－Ｐ５) で3.05ｍ､ 北桁行 (Ｐ１－Ｐ５) で3.55ｍを測り､

両者を基準とした建物の面積は10.82㎡である｡ また､ Ｐ３－Ｐ５を基準とした棟軸方向

は､ Ｎ27°Ｅを示す｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第５表の通りである｡

柱 穴 東梁行と南桁行の２穴を欠く｡ また､ Ｐ１とＰ５の一部は､ 撹乱を受け､ 全体を検出す

ることはできなかった｡ 柱穴の平面形は､ 基本的には方形もしくは長方形傾向にあるが､

整った形をなしていない｡ その規模は､ Ｐ３・Ｐ４のように１ｍを越えるものから､ 70㎝

大のものまで､ 規模の差が顕著である｡ 検出面からの深さは､ 42㎝～56㎝を測る｡ 柱痕に

ついては､ 全て確認できなかった｡
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第５表 ＳＢ05 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

東梁行 Ｐ１－Ｐ２ 3.20 3.20 －

南桁行 Ｐ２－Ｐ３ 3.50 3.50 －

西梁行
Ｐ３－Ｐ４ 1.70

3.05 1.53
Ｐ４－Ｐ５ 1.35

北桁行
Ｐ１－Ｐ６ 1.70

3.55 1.78
Ｐ６－Ｐ５ 1.85

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 73×72 － 46

Ｐ２ 70×82 － 56

Ｐ３ 75×145 － 44

Ｐ４ 103×122 － 46

Ｐ５ 90×82 － 52

Ｐ６ 60×60 － 42

第34図 ＳＢ05



埋土は､ １層～３層からなるが､ いずれも人為的に埋め戻されている｡ 基本的には､ 基

盤層が土壌化した黒褐色シルト質極細砂と土壌化した基盤層下層の灰黄褐色シルト質極細

砂が混入した層である｡ なお､ 各柱穴の規模は第５表の通りである｡

出土遺物 土器と鉄器が出土している｡

土器 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 Ｐ３から杯Ｈ (27) が､ Ｐ４から杯Ｇ (26) が出土している (図版２)｡ いずれも底部

に回転ヘラ削りが施されている｡

土師器 甕と高杯が出土しているが､ いずれも小片で図化することはできなかった｡ 甕について

は体部片が出土している｡ この中には丸胴タイプの体部片も認められ､ 外面に煤の付着が

認められる｡ 高杯は､ 脚部片が出土している｡

鉄製品 鉄鏃が１点 (Ｍ１)､ Ｐ３から出土している (図版32)｡ 雁又鏃に分類されるもので､ 刃

部の片方を欠く｡ また､ 茎部の先端も欠く｡ 残存長6.0㎝を測り､ 茎部は1.1㎝残存する｡

刃部は4.9㎝を測り､ 刃幅は約３㎝と復元できる｡ 刃部が内側にあり､ 背部の厚さは2.5㎜

である｡ また､ 関部付近は､ 6.5㎜×3.5㎜の断面長方形をなす｡ 茎部の断面は､ ５㎜×５

㎜の方形をなす｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３－３期と考えられる｡

ＳＢ06 (写真図版６・７)

検出状況 調査区西部中央で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ＳＢ05の東
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側に位置する｡ ＳＨ01と切り合い関係にあるが､ ＳＨ01を切っており､ 建物全体が検出さ

れている｡

建 物 ２間×２間の総柱建物である (第35図)｡ 西梁行の規模が他の辺より短いが､ ほぼ正方

形に近い平面形をなしている｡ 建物の規模は､ 西梁行 (Ｐ１－Ｐ３) で3.20ｍ､ 南桁行

(Ｐ１－Ｐ７) で3.70ｍを測り､ 両者を基準とした建物の面積は11.84㎡である｡ また､ Ｐ

１－Ｐ３を基準とした棟軸方向は､ Ｎ21°Ｅを示す｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第６表の

通りである｡

柱 穴 全ての柱穴が検出されている｡ ただし､ Ｐ1・Ｐ４・Ｐ８・Ｐ９に関しては､ 他の柱穴

に切られ､ 一部を欠く｡ 柱穴の平面形は､ 基本的には方形もしくは長方形傾向にあるが､

Ｐ２のように楕円形に近いものも認められる｡ 掘り形の主軸方向と建物の棟軸方向はほぼ

一致する傾向にある｡ 柱穴の規模は､ Ｐ２が１ｍを越える以外､ 70㎝大のものが大半であ

る｡ 検出面からの深さは､ 32㎝～66㎝を測る｡ また､ すべての柱穴において柱痕を検出す

ることができ､ その径は15㎝～27㎝を測る｡

埋土は､ １層もしくは２層からなるが､ いずれも人為的に埋め戻されている｡ 基本的に

は､ 基盤層が土壌化した黒褐色シルト質極細砂と土壌化した基盤層下層の灰黄褐色シルト

質極細砂が混入した層である｡ なお､ 各柱穴の規模は第６表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化することはできなかった｡ 須

恵器は､ 杯Ｈ蓋の口縁部片が出土している｡ ＳＢ07－Ｐ７出土の杯Ｈ蓋と同タイプである｡

土師器については､ 器種を特定できたのは甕に限られる｡ いずれも体部片が出土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３－３期と考えられる｡

ＳＢ07 (写真図版６・７)

検出状況 調査区西部中央で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ＳＢ06の東

側､ ＳＢ09の西側､ ＳＢ10の北側に位置する｡ ＳＢ08と平面的に重複し､ 当建物の柱穴

(Ｐ８) がＳＢ08の柱穴 (Ｐ７) に切られている｡ この他､ 建物北西隅をはじめとして､

いくつかの柱穴が後世の撹乱を受けている｡ 基本的には建物全体が検出されている｡

建 物 南北方向に棟軸をとる梁行２間､ 桁行３間の総柱建物である (第36図)｡ 平面形は長方

形をなし､ 桁行方向より梁行方向のほうが長くなっている｡ また､ 北西隅の１穴を欠くた

め明確ではないが､ 西側より東側桁行の長さが短い傾向にある｡
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第２節 ３. 第２面の調査 Ａ

地

区

第６表 ＳＢ06 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

西梁行
Ｐ１－Ｐ２ 1.80

3.20 1.60
Ｐ２－Ｐ３ 1.40

北桁行
Ｐ３－Ｐ６ 1.90

3.66 1.83
Ｐ６－Ｐ９ 1.76

東梁行
Ｐ７－Ｐ８ 1.65

3.71 1.86
Ｐ８－Ｐ９ 2.06

南桁行
Ｐ１－Ｐ４ 1.90

3.70 1.85
Ｐ４－Ｐ７ 1.80

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 75×79 21 46

Ｐ２ 100×120 27 35

Ｐ３ 73×72 17 66

Ｐ４ 64×70 22 50

Ｐ５ 48×50 22 29

Ｐ６ 62×92 15 38

Ｐ７ 72×67 17 38

Ｐ８ 81×52 20 39

Ｐ９ 79×77 22 32



建物の規模は､ 東桁行方

向 (Ｐ８－Ｐ11) で3.10ｍ､

北梁行方向 (Ｐ３－Ｐ11)

で3.66ｍを測り､ 両者を基

準とした建物の面積は11.34

㎡である｡ また､ Ｐ４－Ｐ

７を基準とした棟軸方向は､

Ｎ27°Ｅを示す｡ なお､ 各

柱穴間の距離等は第７表の

通りである｡

柱 穴 北西隅を除く柱穴が検出

されている｡ ただし､ Ｐ１・

Ｐ８～Ｐ10に関しては､ 後

世の撹乱を受け､ 一部を欠

く｡ 柱穴の平面形は､ 基本

的には方形傾向にあるが､

Ｐ３・Ｐ７のように楕円

形に近いものも認められる｡ Ｐ10・Ｐ11を

除いては､ 掘り形の主軸方向と建物の棟軸

方向はほぼ一致する傾向にある｡

柱穴の規模は､ Ｐ11が80㎝を越える以外､

60㎝大のものが大半である｡ 検出面からの

深さは､ 21㎝～52㎝を測る｡ また､ 大半が

撹乱を受けているＰ９を除いては､ すべて

の柱穴において柱痕を検出することができ､

その径は11㎝～34㎝を測る｡

埋土は､ １層もしくは２層からなるが､

いずれも人為的に埋め戻されている｡ 基本

的には､ 基盤層が土壌化した黒褐色シルト

質極細砂と土壌化した基盤層の下層の灰黄

褐色シルト質極細砂が混入した層である

(第37図)｡ なお､ 各柱穴の規模は第７表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯蓋と甕が出土しているが､ いずれも小片のため図化できなかった｡ 甕は､ 体部片が出

土しており､ 外面は格子状の叩きが､ 内面には同心円文が認められる｡

土師器 高杯と甕が出土している｡ 図化できたのは､ Ｐ３から出土した28の高杯１点に限られる

(図版２)｡ 浅い皿形をなす杯部が出土している｡ 内外面ともナデ調整を基調とし､ 最後に

口縁部外面を中心に横ナデ調整により仕上げられている｡
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第３章 調査の成果Ａ

地

区

第36図 ＳＢ07

第37図 ＳＢ07－Ｐ11断面



甕については､ 体部片がわずかに出土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３－３期と考えられる｡

ＳＢ08 (写真図版６・８)

検出状況 調査区西部中央で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ＳＢ06の東

側､ ＳＢ09の西側､ ＳＢ10の北側に位置する｡ ＳＢ07と平面的に重複し､ 当建物の柱穴

(Ｐ７) がＳＢ07の柱穴 (Ｐ８) を切っている｡ また､ 建物中央部とＰ２が後世の撹乱を

受けているが､ 基本的には建物全体が検出されている｡

建 物 東西方向に棟軸をとる梁行２間､ 桁行２間の総柱建物である (第38図)｡ ただし､ 中央

部の柱穴は､ 後世の撹乱を受け未検出である｡ 南北の桁行と東西の梁行はそれぞれ平行す

るが､ 桁行と梁行は直角方向にはなく､ 平面形は平行四辺形傾向にある｡
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第２節 ３. 第２面の調査 Ａ

地

区

第７表 ＳＢ07 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

西桁行
Ｐ１－Ｐ２ 1.10

2.50 1.25
Ｐ２－Ｐ３ 1.40

北梁行
Ｐ３－Ｐ７ 1.90

3.66 1.83
Ｐ７－Ｐ11 1.76

東桁行

Ｐ８－Ｐ９ 0.90

3.10 1.03Ｐ９－Ｐ10 1.20

Ｐ10‐Ｐ11 1.00

南桁行 Ｐ４－Ｐ８ 1.90 1.90 1.90

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 76×(62) 16 47

Ｐ２ 71×71 25 48

Ｐ３ 57×75 18 52

Ｐ４ 66×60 23 21

Ｐ５ 60×61 14 27

Ｐ６ 56×54 11 34

Ｐ７ 85×69 30 47

Ｐ８ 67×(73) 33 34

Ｐ９ 71×(30) － 33

Ｐ10 66×67 30 50

Ｐ11 81×85 34 50

第38図 ＳＢ08



建物の規模は､ 北桁行 (Ｐ１－Ｐ３) で3.90ｍ､ 西梁行 (Ｐ１－Ｐ６) で3.27ｍを測り､

両者を基準とした建物の面積は12.75㎡である｡ また､ Ｐ３－Ｐ８を基準とした棟軸方向

は､ Ｎ20°Ｅを示す｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第８表の通りである｡

柱 穴 中央部の柱穴を欠く以外､ Ｐ８が柱穴に切られ､ Ｐ２が後世の撹乱を受け､ 一部を欠く｡

柱穴の平面形は､ 基本的には方形傾向にあるが､ Ｐ７のように楕円形に近いものも認めら

れる｡ Ｐ６とＰ８を除いては､ 掘り形の主軸方向と建物の棟軸方向がほぼ一致する傾向に

ある｡ 柱穴の規模は､ Ｐ８の一辺が１ｍを越える以外､ 60㎝大が大半である｡ 検出面から

の深さは､ 16㎝～52㎝を測る｡ また､ Ｐ２とＰ７を除いては柱痕を検出することができ､

その径は16㎝～31㎝を測る｡

埋土は､ １層もしくは２層からなるが､ いずれも人為的に埋め戻されている｡ 基本的に

は､ 基盤層が土壌化した黒褐色シルト質極細砂と土壌化した基盤層下層の灰黄褐色シルト

質極細砂が混入した層である｡ また､ Ｐ３とＰ８は､ 掘り方内底部を一端整地後､ 柱が埋

め立てられている (第39図)｡ なお､ 各柱穴の規模は第８表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ 須恵器は､ 壺の体部片が､ 土師器は甕の体部片が出土

している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３－３期と考えられる｡
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第３章 調査の成果Ａ

地

区

第８表 ＳＢ08 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北桁行
Ｐ１－Ｐ２ 2.30

3.90 1.95
Ｐ２－Ｐ３ 1.60

東梁行
Ｐ３－Ｐ５ 1.70

3.25 1.63
Ｐ５－Ｐ８ 1.55

南桁行
Ｐ６－Ｐ７ 2.35

4.15 2.08
Ｐ７－Ｐ８ 1.80

西梁行
Ｐ１－Ｐ４ 1.45

3.27 1.64
Ｐ４－Ｐ６ 1.82

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 76×89 31 43

Ｐ２ 60×(53) － 20

Ｐ３ 62×60 20 52

Ｐ４ 51×44 16 34

Ｐ５ 59×63 26 42

Ｐ６ 83×59 18 27

Ｐ７ 50×42 － 16

Ｐ８ 83×105 20 38

第39図 ＳＢ08－Ｐ３・Ｐ８断面



ＳＢ09 (写真図版６・８)

検出状況 調査区西部中央で検出した

(第31図)｡ 第１期調査で検出し

た建物である｡ ＳＢ08の東側に

位置する｡ 建物の東側大半が後

世の撹乱を受けており､ 検出で

きたのは､ 西側の１辺に限られ

る｡

建 物 検出できたのは､ 西側の１辺

に限られ､ ３間からなる (第40

図)｡ これが､ 桁行に相当するのか､ 梁行に相当するのかについては判断できない｡ 柱穴

間の距離は､ Ｐ１－Ｐ２が1.55ｍ､ Ｐ２－Ｐ３が1.60ｍ､ Ｐ３－Ｐ４が1.25ｍで､ 全長

(Ｐ１－Ｐ４) は4.40ｍである｡ Ｐ１－Ｐ４を基準とした棟軸方向は､ Ｎ28°Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴の平面形は､ 基本的には方形傾向にある｡

また､ 掘り形の主軸方向と建物の棟軸方向はほ

ぼ一致する傾向にある｡

柱穴の規模は､ Ｐ１～Ｐ３が60㎝大と同規模

であるが､ Ｐ４のみ一辺が70㎝を越え､ 規模が

大きくなっている｡ 検出面からの深さは､ 35㎝

～55㎝を測る｡ また､ ４穴とも柱痕を検出することができ､ その径は22㎝～26㎝を測る｡

埋土は､ 基盤層が土壌化した黒褐色シルト質極細砂と土壌化した基盤層下層の灰黄褐色

シルト質極細砂が混入した１層からなる｡

なお､ 各柱穴の規模は第９表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 Ｐ１から杯身が１点 (31) 出土している (図版２)｡ 杯蓋の可能性も考えられるが､ こ

こでは杯Ｇの底部として報告する｡ 底部はヘラ切り未調整である｡

土師器 甕の体部片が出土している｡ 小片のため図化できなかったが､ 丸胴タイプの体部片が出

土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代４－３期と考えられる｡

ＳＢ10 (写真図版６・９)

検出状況 調査区中央部南半部で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ＳＢ07・

08の南東側､ ＳＢ09の南側に位置する｡ 建物の中央部と南部が後世の撹乱を受けており､

Ｐ９の南側２穴を検出することができなかった｡ ただし､ 他の遺構との切り合い関係は認

められず､ 建物全体の規模等を復元することは可能である｡

建 物 桁行３間､ 梁行３間の総柱建物である (第41図)｡ 桁行・梁行ともに平行・直角関係に

あり､ 平面形は整った正方形をなす｡

建物の規模は､ 東桁行 (Ｐ11－Ｐ14)・南梁行 (Ｐ１－Ｐ11) ともに4.5ｍを測り､ 両者
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第２節 ３. 第２面の調査 Ａ

地

区

第40図 ＳＢ09

第９表 ＳＢ09 柱穴規模一覧

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 58×64 22 42

Ｐ２ 57×69 24 53

Ｐ３ 52×57 26 35

Ｐ４ 63×70 25 55



を基準とした建物の面積は20.25㎡である｡ また､ Ｐ11－Ｐ14を基準とした棟軸方向は､

Ｎ33°Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第10表の通りである｡

柱 穴 Ｐ９の南側２穴を欠く14穴が検出されている｡ このなかで､ Ｐ９は後世の撹乱を受け､

検出できたのは掘り形の一部に限られる｡ 柱穴の平面形は､ 基本的には方形傾向にあるが､

Ｐ14のように楕円形に近いものも認められる｡

また､ Ｐ８とＰ10については､ 検出面においては布掘り状を呈していたが､ その底部に

おいては個々に掘削されていた (第

43図)｡ Ｐ８とＰ10の掘り形の規模

は､ 梁行方向で2.30ｍ､ その直交方

向で85㎝～91㎝である｡ いずれの柱

穴も､ 掘り形の主軸方向と建物の棟

軸方向はほぼ一致する傾向にある｡

柱穴の規模は､ Ｐ４とＰ14の一辺

が１ｍを越える以外､ 60㎝大～70㎝

大が大半である｡ また､ 建物内側の
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第３章 調査の成果Ａ

地

区

第41図 ＳＢ10

第42図 ＳＢ10の調査



柱穴が相対的に小規模である｡ 検出面からの深さは､ 21㎝～52㎝と偏差が認められ､ 南西

部ほど浅い傾向にある｡ この部分は基盤層が礫層となっていることに起因するものと考え

られる｡ また､ Ｐ９を除いては柱痕を検出することができ､ その径は13㎝～34㎝を測る｡

埋土は､ １層もしくは２層からなるが､ いずれも人為的に埋め戻されている｡ 基本的に

は､ 基盤層が土壌化した黒褐色シルト質極細砂と土壌化した基盤層下層の灰黄褐色シルト

質極細砂が混入した層である｡ なお､ 各柱穴の規模は第10表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯蓋・杯身・甕・器台の各器種が出土している｡ このなかで図化できたのは､ Ｐ11から

出土した杯蓋１点 (29) に限られる (図版２)｡ 口縁部を中心に残存する小片で､ 内面に

わずかな返りが認められる｡ ただし､ 小片のため復元された口径については､ 確実性を欠

くものである｡

この他､ 杯身については杯Ｇと考えられる口縁部片が､ 甕については体部の小片が､ 器

台については口縁部片が出土している｡ 器台の外面には波状文が施されている｡

― 43 ―

第２節 ３. 第２面の調査 Ａ

地

区

第43図 ＳＢ10－Ｐ８・Ｐ10断面

第10表 ＳＢ10 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

西桁行

Ｐ１－Ｐ２ 1.40

4.30 1.43Ｐ２－Ｐ３ 1.30

Ｐ３－Ｐ４ 1.60

北梁行

Ｐ４－Ｐ８ 1.60

4.45 1.48Ｐ８－Ｐ10 1.45

Ｐ10－Ｐ14 1.40

東桁行

Ｐ11－Ｐ12 1.60

4.50 1.50Ｐ12－Ｐ13 1.20

Ｐ13－Ｐ14 1.70

南梁行
Ｐ１－Ｐ５ 1.50

4.50 1.50
Ｐ５－Ｐ11 3.00

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 73×73 20 23

Ｐ２ 68×57 30 31

Ｐ３ 78×64 23 46

Ｐ４ 103×89 20 32

Ｐ５ 86×(66) 20 24

Ｐ６ 58×50 22 21

Ｐ７ 54×57 16 36

Ｐ８ 85× 32 52

Ｐ９ － － 45

Ｐ10 91× 22 46

Ｐ11 75×75 33 41

Ｐ12 94×70 13 43

Ｐ13 98×(55) 22 52

Ｐ14 88×110 34 51



土師器 甕の体部片が出土している｡ 小片のため図化できなかったが､ 丸胴タイプと長胴タイプ

の２タイプが認められる｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代４－３期と考えられる｡

ＳＢ11 (写真図版10)

検出状況 調査区中央部で検出した (第31

図)｡ 第１期調査で検出した建物

である｡ ＳＢ09の東側､ ＳＢ10の

北東側に位置する｡ 検出できたの

は直列する４穴で､ 建物西側の大

半は後世の撹乱を受けていた｡

建 物 検出できたのは建物東辺 (Ｐ１－

Ｐ４) に限られる (第44図)｡ こ

のため､ 建物の規模等は明らかに

できないが､ 東辺の規模は4.5ｍ

で､ ＳＢ10とほぼ同規模の総柱建物と考えられる｡ 東辺を基準とした棟軸方向は､ Ｎ22°3

0″Ｅを示している｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第11表の通りである｡

柱 穴 ４穴のなかで､ Ｐ１は後世の撹乱を受け､ 残存範囲は1/2以下に限られる｡ 柱穴の平面

形は､ Ｐ１とＰ３が方形をなすが､ 他は楕円形もしくは円形傾向にある｡ 掘り形の規模は

40㎝～50㎝大と､ 他の建物より小型である｡ Ｐ１を除いては柱痕が検出され､ Ｐ３の柱痕

内にはやや扁平な礫が置かれていた｡

柱穴内の埋土は､ 灰黄褐色シルト質極細砂１層からなり､ 埋土中には基盤層をなす黄褐

色シルトのブロックが含まれていた｡ なお､ 各柱穴の規模は第11表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 Ｐ１から､ 杯Ｈ蓋が１点 (30) 出土している (図版２)｡ 天井部は､ 回転ヘラ削りが施

されている｡

土師器 甕の体部片が出土している｡ 小片のため図化できなかったが､ 長胴タイプの体部片であ

る｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３－３期と考えられる｡
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第11表 ＳＢ11 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

東辺

Ｐ１－Ｐ２ 1.40

4.50 1.50Ｐ２－Ｐ３ 1.60

Ｐ３－Ｐ４ 1.50

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 40×(20) － 19

Ｐ２ 40×40 16 20

Ｐ３ 53×56 15 29

Ｐ４ 55×62 22 40

第44図 ＳＢ11



ＳＢ12 (写真図版10)

検出状況 調査区中央部西側で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ＳＢ11の

南側､ ＳＢ14の西側に位置する｡ ＳＢ13と平面的にやや棟軸を違えて重複するが､ 一部の

柱穴がＳＢ13の柱穴に切られている｡ 建物の南西隅は後世の撹乱受け､ 検出することがで

きなかった｡ このため､ 建物全体を検出することはできなかった｡ また､ 建物内を横断す

るように溝状に後世の撹乱を受けているため､ 柱穴を良好な状態で検出することはできな

かった｡

建 物 梁行２間､ 桁行３間の総柱建物と考えられる (第45図)｡ しかし､ 建物内部の柱穴､ Ｐ

３－Ｐ４間の柱穴を検出することはできなかった｡ 桁行・梁行ともにほぼ平行・直角関係

にあり､ 平面形は比較的整った長方形をなす｡

建物の規模は､ 東桁行 (Ｐ６－Ｐ９) で4.60ｍ､ 北梁行 (Ｐ２－Ｐ９) で3.90ｍを測り､

両者を基準とした建物の面積は17.94㎡である｡ また､ 東桁行を基準とした棟軸方向は､

Ｎ40°30″Ｅを示す｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第12表の通りである｡

柱 穴 多くが後世の撹乱を受け､ 全体の形状・規模を明らかにできないものが多い｡ また､ Ｐ

６については､ ＳＢ13－Ｐ５と平面的に重複し､ 大半が切られている｡ しかし､ 重複範囲

がＰ６の範囲内であったため､ 全体の形状は損なわれていない｡ この他､ Ｐ７についても､

ＳＢ13－Ｐ４に切られていた｡

柱穴の平面形は､ 基本的には方形をなす｡ ただし､ Ｐ８については楕円形傾向にある｡

掘り形の規模は､ いずれも１ｍ以上と大型である｡ 柱痕については､ いずれの柱穴におい

ても平面・断面ともに確認することはできなかった｡ 柱を抜き取り､ 意識的に埋められた
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ものと考えられる｡ 断面観察においては､ 抜き取り痕も確認できなかった｡

柱穴内の埋土は､ 多くが２層からなる｡ 上から､ 灰褐色中砂混じりシルト質極細砂､ 黒

褐色シルト質極細砂からなり (写真図版10)､ いずれも人為的に埋められたものである｡

なお､ 各柱穴の規模は第12表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 Ｐ２とＰ７から杯Ｈ蓋の口縁部片が出土している｡ 他に､ 甕の体部片が出土している｡

外面は､ 格子状の叩き整形後､ カキメが施されている｡ さらに､ Ｐ１からは壺の体部片が

出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

土師器 甕の体部片が出土している｡ 小片のため図化できなかったが､ 丸胴タイプの体部片であ

る｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代４－３期と考えられる｡

ＳＢ13

検出状況 調査区中央部南側で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ＳＢ11の

南側､ ＳＢ14の西側に位置する｡ ＳＢ12と平面的にやや棟軸を違えて重複するが､ 一部の

柱穴がＳＢ12の柱穴を切っている｡ 建物の西側は､ 後世の撹乱受け､ 検出することができ

なかった｡ このため､ 建物全体を検出することはできなかった｡ また､ 北梁行の柱穴につ

いても､ 後世の撹乱を受けている｡

建 物 側柱建物で梁行２

間､ 桁行４間を検出

した (第46図)｡ 梁

行については､ 西側

が撹乱を受けている

ため明確にできない

が､ ３間となる可能

性も考えられる｡ 検

出した範囲では､ 桁

行・梁行とも柱筋が

通っている｡

建物の規模は､ 東

桁行 (Ｐ３－Ｐ７)
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第12表 ＳＢ12 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北梁行
Ｐ２－Ｐ５ 1.80

3.90 1.95
Ｐ５－Ｐ９ 2.10

東桁行
Ｐ６－Ｐ７ 1.40

4.60 1.53Ｐ７－Ｐ８ 1.50
Ｐ８－Ｐ９ 1.70

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 100×(75) － 74
Ｐ２ 120×117 － 74
Ｐ３ 115×(120) － 69
Ｐ４ － － 56
Ｐ５ 126×101 － 53
Ｐ６ 111×110 － 31
Ｐ７ 108×(80) － 51
Ｐ８ 86×(126) － 57
Ｐ９ 155×(170) － 66

第46図 ＳＢ13



で5.25ｍを測り､ 北梁行 (Ｐ１－Ｐ３) で1.65ｍを検出している｡ 両者を基準とすると､

少なくとも建物の面積は8.66㎡以上と考えられる｡ また､ 東桁行を基準とした棟軸方向は､

Ｎ17°30″Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第13表の通りである｡

柱 穴 柱穴の平面形は､ 基本的には方形をなす｡ ただし､ Ｐ２については楕円形傾向にある｡

掘り形の規模は､ 80㎝規模が平均である｡ 深さは､ 38㎝～83㎝と､ 比較的しっかりと掘り

込まれている｡ 柱痕については､ Ｐ３・Ｐ５・Ｐ８を除いては検出することができた｡

柱穴内の埋土は､ 基本的に３層からなる｡ 上から､ 黒褐色中砂混じりシルト質極細砂､

暗褐色シルト質極細砂､ 黄褐色混じり黒褐色シルト質極細砂からなり､ いずれも人為的に

埋められたものである｡ なお､ 各柱穴の規模は第13表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 Ｐ５から杯Ｈが２点 (32・33) 出土している (図版２)｡ 共伴遺物ではあるが､ 立ち上

がりの高さに差が認められる｡ この他､ Ｐ２からは杯Ｈ蓋が出土しており天井部にはヘラ

削りが施されている｡

土師器 甕の体部片が出土している｡小片のため図化できなかったが､丸胴タイプの体部片である｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３－３期と考えられる｡

ＳＢ14 (写真図版11)

検出状況 調査区南東部で検出した (第31図)｡ 第１期調査と第２期調査で検出した建物である｡

このため､ 図上で復元できた建物である｡ 基本的には､ 全体を復元できたが､ 第１期調査

の際に調査区周囲に側溝を掘削したため､ この箇所にあたる柱穴を検出することはできな

かった｡ ＳＢ12・ＳＢ13の東側に位置する｡ ＳＤ07と切り合い関係にあるが､ ＳＤ07を切っ

ている｡

建 物 北西－南東方向に棟軸をとる､ 梁行３間､ 桁行３間の総柱建物である (第47図)｡ 建物

の平面形は全体的に歪んでおり､ 特に北桁行の柱筋の通りはよくない｡

建物の規模は､ 北桁行 (Ｐ10－Ｐ13) で5.00ｍを測り､ 梁行 (Ｐ２－Ｐ11) で4.15ｍを

測り､ 両者を基準とした建物の面積は20.75㎡である｡ また､ 西梁行 (Ｐ５－Ｐ13) を基

準とした棟軸方向は､ Ｎ42°Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第14表の通りである｡

柱 穴 建物南側を中心に３穴を欠く｡ 柱穴の平面形は､ 基本的には方形をなす｡ ただし､ Ｐ４

― 47 ―

第２節 ３. 第２面の調査 Ａ

地

区

第13表 ＳＢ13 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北梁行
Ｐ１－Ｐ２ 0.85

1.65 0.83
Ｐ２－Ｐ３ 0.80

東桁行

Ｐ３－Ｐ４ 1.35

5.25 1.31
Ｐ４－Ｐ５ 1.20
Ｐ５－Ｐ６ 1.25
Ｐ６－Ｐ７ 1.45

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ － 12 46
Ｐ２ 99×60 12 83
Ｐ３ 80×(66) － 44
Ｐ４ 84×70 22 46
Ｐ５ 91×73 － 80
Ｐ６ 85×76 21 38
Ｐ７ 66×(68) 28 65
Ｐ８ 76×(47) － 43



のようにかなり歪んだ形状のものも認められる｡ 掘り形の規模は､ １ｍを超えるものはな

く､ 70㎝～80㎝規模が平均的である｡ 深さは､ 21㎝～56㎝と､ 比較的しっかりと掘り込ま

れている｡ 柱痕については､ Ｐ１～Ｐ３・Ｐ６を除いては検出することができた｡

柱穴内の埋土は､ ２層ないし３層からなる｡ 掘り方内を締め固めていく過程と考えられ

る (第48図)｡ また､ Ｐ５では､ 掘り形内底部を一担埋めた後に､ 柱を埋め立てている｡

なお､ 各柱穴の規模は第14表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 Ｐ13から杯Ｈが１点 (34) 出土している (図版２)｡ 他に､ 小片のため図化できなかっ

たが､ 甕の体部片が出土している｡

土師器 器種の特定できない小片が出土している｡
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第48図 ＳＢ14－Ｐ５・Ｐ12断面



時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代４－３期と考えられる｡

ＳＢ15 (写真図版74)

検出状況 調査区南東部で検出した (第31図)｡ ＳＢ14の南東側に位置する｡ 第１期調査と第２期

調査で検出した建物である｡ このため､ 図上で復元できた建物である｡ 建物の南半部は調

査区外に拡がるため､ 建物全体を検出することはできなかった｡ さらに､ 第１期調査の際

に掘削された側溝と平面的に重なるため､ 一部の柱穴についても検出できなかった｡

建 物 北西－南東方向に棟軸をとる､ 梁行２間の側柱建物である (第49図)｡ 桁行については､

良好な状態で検出されていないが､ 北東桁行 (Ｐ１－Ｐ２) と南西桁行 (Ｐ４－Ｐ５) の

規模から､ 少なくとも２間はあるものと考えられる｡

建物の規模は､ 北西梁行 (Ｐ２－Ｐ４) で3.85ｍを測る｡ 桁行については､ Ｐ１－Ｐ２

間で､ 4.40ｍ､ Ｐ４－Ｐ５間で1.50ｍを測る｡ また､ 北西梁行 (Ｐ２－Ｐ４) を基準とし

た棟軸方向は､ Ｎ36°Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第15表の通りである｡
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第14表 ＳＢ14 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北桁行
Ｐ10－Ｐ11 1.70

5.00 1.67Ｐ11－Ｐ12 1.35
Ｐ12－Ｐ13 1.95

梁 行
Ｐ２－Ｐ３ 1.10

4.15 1.38Ｐ３－Ｐ７ 1.35
Ｐ７－Ｐ11 1.70

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 60×57 － 28
Ｐ２ 75×(62) － 30
Ｐ３ 73×(36) － 25
Ｐ４ 70×65 10 37
Ｐ５ 73×89 25 50
Ｐ６ 74×80 － 23
Ｐ７ 62×60 21 32
Ｐ８ 50×52 16 21
Ｐ９ 77×80 16 54
Ｐ10 77×73 28 39
Ｐ11 71×89 28 34
Ｐ12 90×86 25 41
Ｐ13 73×68 21 56

第49図 ＳＢ15



柱 穴 北東桁行を中心に数穴を欠く｡ 柱穴の平面形は､ 方形もしくは方形傾向をなす｡ 掘り形

の規模は､ １ｍを超えるものはなく､ 最も規模の大きなＰ２で70㎝大である｡ 深さは､ 27

㎝～43㎝と､ 他の建物の柱穴よりは若干浅い傾向にある｡ 柱痕については､ Ｐ２とＰ４で

検出できたが､ 他の柱穴では検出することができなかった｡

柱穴内の埋土は､ １層ないし２層からなる｡ 基盤層 (黄褐色シルト) をブロック状に含

むシルト質極細砂と黒褐色シルト質極細砂が埋められていた｡

なお､ 各柱穴の規模は第15表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 Ｐ１～Ｐ３から､ 杯身もしくは杯蓋と考えられる底部片が数点出土している｡ いずれも

小片のため､ 杯もしくは杯蓋の判断は困難である｡ 底部もしくは天井部が未調整のものと､

ヘラ削りが施されているものが認められる｡ この他､ 甕の体部片も出土している｡ 外面に

は格子状の叩きが施されている｡

土師器 甕の体部片と甑の把手が出土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３－２期と考えられる｡

ＳＢ16 (写真図版11)

検出状況 調査区東部中央で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ただし､ 本

来第２面の調査で検出すべきであったが､ 第２面では検出できず､ 第３面の調査で明らか

となったものである｡ このため､ 第２面の遺構として報告する｡ ＳＢ14の北側に位置し､

建物全体が検出されている｡

建 物 北東－南西方向に棟軸をとる､ 梁行２間､ 桁行３間の総柱建物である (第50図)｡ 北東

桁行・南西桁行はともに柱通りが比較的良好であるが､ 平行関係にはない｡ 一方､ 梁行に

関しては北西側を除いて柱通りは良好ではない｡ このため､ 建物の平面形は全体的に台形

傾向にある｡

建物の規模は､ 北西梁行 (Ｐ１－Ｐ９) で3.40ｍ､ 北東桁行 (Ｐ１－Ｐ４) で4.05ｍを

測り､ 両者を基準とした面積は13.77㎡である｡ また､ 北西梁行 (Ｐ１－Ｐ９) を基準と

した棟軸方向は､ Ｎ34°Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第16表の通りである｡

柱 穴 先述したように第３面で検出したため､ 柱穴の底部付近で検出した状況である｡ このた

め､ 柱穴の規模・平面形は当初の状況をとどめるものではなく､ 特に検出面からの深さは

かなり浅くなっている｡ 基本的には､ 柱穴の平面形は､ 方形もしくは方形傾向にある｡ ま

た､ 柱痕を確認できたのは､ Ｐ１の１穴に限られる｡ 柱穴底部における痕跡から判断した
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第15表 ＳＢ15 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北西
梁行

Ｐ２－Ｐ３ 2.00
3.85 1.93

Ｐ３－Ｐ４ 1.85

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 50×59 － 27
Ｐ２ 72×74 17 43
Ｐ３ 65×65 － 27
Ｐ４ 62×(59) 15 41
Ｐ５ 51×(33) － 27



ものである｡ なお､ 各柱穴の規模は第16表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯の口縁部片､ 甕の体部片､ 高杯の脚部片が出土している｡ 甕の外面には格子状の叩き

が施されている｡

土師器 椀の口縁部片と高杯の脚端部片が出土している｡

時 期 出土遺物から時期の特定は困難である｡
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第16表 ＳＢ16 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北西
梁行

Ｐ１－Ｐ５ 1.70
3.40 1.70

Ｐ５－Ｐ９ 1.70

北東
桁行

Ｐ１－Ｐ２ 1.30

4.05 1.35Ｐ２－Ｐ３ 1.25

Ｐ３－Ｐ４ 1.50

南東
梁行

Ｐ４－Ｐ８ 2.00
4.10 2.05

Ｐ８－Ｐ12 2.10

南西
桁行

Ｐ９－Ｐ10 1.30

3.80 1.27Ｐ10－Ｐ11 1.40

Ｐ11－Ｐ12 1.10

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 72×73 27 25

Ｐ２ 60×63 － 32

Ｐ３ 69×(59) － 8

Ｐ４ 71×68 － 25

Ｐ５ 64×65 － 24

Ｐ６ 61×73 － 8

Ｐ７ 53×43 － 38

Ｐ８ 81×78 － 30

Ｐ９ 64×76 － 38

Ｐ10 71×73 － 29

Ｐ11 66×57 － 38

Ｐ12 55×55 － 40

第50図 ＳＢ16



ＳＢ17

検出状況 調査区中央東端部で検出した (第31図)｡ 第１期調査と第２期調査で検出した建物であ

る｡ このため､ 調査終了後図上で復元できた建物である｡ 建物全体は復元できたが､ 第１

期調査で調査区周囲に掘削した側溝により､ 一部の柱穴は検出できなかった｡ ＳＢ16の東

側に位置する｡

建 物 東西方向に棟軸をとる､ 梁行２間､ 桁行３間の総柱建物である (第51図)｡ 梁行は東西

ともに柱通りが良く平行するが､ 桁行に関してはやや柱通りが悪く､ 平行しない｡ このた

め｡ 建物の平面形はやや歪んだ形状をなしている｡

建物の規模は､ 北桁行 (Ｐ３－Ｐ10) で3.85ｍ､ 西梁行 (Ｐ１－Ｐ３) で3.70ｍを測り､

両者を基準とした面積は14.24㎡である｡ また､ 西梁行 (Ｐ１－Ｐ３) を基準とした棟軸

方向は､ Ｎ13°Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第17表の通りである｡

柱 穴 Ｐ４の北側２穴を欠く｡ 柱穴の平面形は､ 方形もしくは方形傾向をなす｡ 掘り形の規模

は､ 梁行は70㎝大で､ 他は50㎝～60㎝大である｡ 柱痕は､ いずれの柱穴においても確認で

きなかった｡

柱穴内の埋土は､ 基盤層 (黄褐色シルト) をブロック状に含む暗褐色シルト質極細砂１

層からなる｡ なお､ 各柱穴の規模は第17表の通りである｡
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出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯の口縁部片､ 甕の体部片､ 高杯の脚部片が出土している｡ 甕の外面には格子状の叩き

が施されている｡

土師器 甕の体部片が出土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３－３期と考えられる｡� 柱穴

はじめに 建物を構成すると認められた柱穴以外に､ 多くの当該期の柱穴が検出されている｡ これ

らの柱穴の中には､ 遺物が良好な状態で出土した例も認められる｡ そこで､ このような良

好な遺物が得られた柱穴について､ 出土遺物を中心に報告する｡ 報告する柱穴は､ １穴

(Ｐ06) である (第31図)｡

Ｐ06

検出状況 調査区東端部中央で検出した (第31図)｡

出土遺物 須恵器の杯蓋と杯身の口縁部片が出土している｡ このなかで図化できたのが､ 杯身１個

体 (35) である (図版２)｡ 底部付近にはヘラ削りは認められない｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４期に位置付けられる｡� 土坑

３基 (ＳＫ06～ＳＫ08) 検出している (第31図)｡

ＳＫ06

検出状況 調査区中央部で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ07の南側､

ＳＢ10の西側に位置する｡ ＳＢ10と切り合い関係にあり､ 北東隅の一部がわずかに切られ

ている｡ この他､ 西隅が後世の撹乱を受けている｡

形状・規模 平面形は長方形を呈するが､ 全体的に歪んだ形状をなす (第52図)｡ その規模は､ 長軸

方向で3.90ｍ､ その直交方向で2.83ｍを測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 底部は平坦面をな

す｡ 最深部における検出面の深さは36㎝である｡
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第17表 ＳＢ17 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

西梁行
Ｐ１－Ｐ２ 1.80

3.70 1.85
Ｐ２－Ｐ３ 1.90

北桁行
Ｐ３－Ｐ７ 2.40

3.85 1.93
Ｐ７－Ｐ10 1.45

東梁行
Ｐ８－Ｐ９ 2.00

3.95 1.98
Ｐ９－Ｐ10 1.95

南桁行

Ｐ１－Ｐ４ 1.20

3.65 1.22Ｐ４－Ｐ５ 1.20

Ｐ５－Ｐ８ 1.25

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱 痕
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 77×73 － 40

Ｐ２ 70×79 － 31

Ｐ３ 70×66 － 27

Ｐ４ 43×(24) － 29

Ｐ５ 55×65 － 35

Ｐ６ 48×50 － 16

Ｐ７ 60×53 － 20

Ｐ８ (55)×(60) － 30

Ｐ９ 72×63 － 18

Ｐ10 78×74 － 27



埋没状況 ２層からなる (第52図)｡ 上層に関しては､ 堆積後に土壌化した層と考えられる｡

出土遺物 土師器の甕の体部片が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３期と考えられる｡

ＳＫ07 (写真図版12)

検出状況 調査区中央部で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ06の北側､

ＳＢ07・ＳＢ08の南側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係はなく､ 完存する｡

形状・規模 平面形は長方形を呈する (第54図)｡ その規模

は､ 長軸方向で1.80ｍ､ その直交方向で1.36ｍを

測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 底部は平坦面をな

す｡ 最深部における検出面の深さは26㎝である｡

埋没状況 ３層からなる (第54図)｡ 層相から判断して､

３層は人為的に埋められた層と考えられる｡ １層

に関しては､ １層・２層堆積後土壌化した層と考

えられる｡

出土遺物 土師器の甕の肩部片が出土している｡ 丸胴タイ

プに分類されるものである｡ 小片のため図化でき

なかった｡

時 期 出土遺物から判断して､ ３期以降と考えられる｡

ＳＫ08 (写真図版12)

検出状況 調査区中央北西部で検出した (第31図)｡ 第１

期調査で検出した遺構で､ ＳＨ01の東側に位置す

る｡ 他の遺構との切り合い関係はなく､ 完存する｡
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第54図 ＳＫ07

第53図 ＳＫ08



形状・規模 平面形は不定形であるが､ 楕円形に近い形状をなす (第53図)｡ その規模は､ 長軸方向

で1.52ｍ､ その直交方向で1.32ｍを測る｡ 横断面は皿形に近い逆台形をなし､ 底部は比較

的平坦である｡ 最深部における検出面の深さは15㎝である｡

埋没状況 ２層からなる (第53図)｡ １層中には焼土と炭化物の混入が認められた｡ また､ ２層上

面には20㎝大の円礫が数石置かれていた｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ 須恵器は､ 甕の体部片が出土している｡ 外面は格子状

に叩きが施されている｡ 土師器については､ 小片のため器種の特定も困難である｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３期以降と考えられる｡� 溝

５条 (ＳＤ03～ＳＤ07) 検出している (第31図)｡

ＳＤ03 (写真図版12・13・40・41)

検出状況 調査区北半部で検出した (第31図)｡ 第１期調査と第２期調査で検出した遺構である｡

掘立柱建物群の北東側に位置する｡ 北西～南東方向に弧状をなしてのびる溝で､ 両端とも

調査区外へ延びている｡ 南東端については､ 第２期調査では十分検出できなかったが､ よ

り南東方向へのびているものと考えられる｡ ＳＤ04と切り合い関係にあり､ ＳＤ04を切っ

ている｡ また､ 東部ではＳＢ16に切られている｡

形状・規模 検出した長さは約49ｍである｡ 検出面における幅は2.20ｍ～2.70ｍを測り､ 横断面は逆

台形をなす (第55図)｡ 最深部における検出面からの深さは52㎝である｡ 底部の標高は､

両端とも11.09ｍと一定しており､ 傾斜が認められない｡

埋没状況 ９層からなる (第55図)｡ 層相から判断して､ 各層とも自然堆積による層と考えられる｡

７層を除いては洪水に起因する堆積と考えられ､ 特に３層と４層中にはラミナを観察する

ことができた｡ 一方､ ７層については､ ９層堆積後に土壌化した層と考えられる｡ この間､

８層堆積後と５層堆積後に再掘削が行われている｡
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出土遺物 須恵器・土師器・緑釉陶器・瓦が出土している｡

須恵器 杯Ａ・杯Ｂ蓋・杯Ｂ・稜椀・皿・壺・鉢・甕が出土している (図版２)｡

杯Ａは､ 36と37の２点図化することができた｡ ２点とも同タイプに分類されるもので､

底部は回転ヘラ切りにより切り離された後､ ナデ調整により仕上げられている｡

杯Ｂ蓋は､ 38と42の２点を図化することができた｡ 38は､ 天井部を中心に残存し､ つま

みは釦状をなす｡ 当溝下層から出土している｡ この他､ 小片のため図化できなかったが､

宝珠状のつまみも出土している｡

杯Ｂは､ ４点 (39～41・43) 図化することができたが､ いずれも底部のみの残存である｡

このなかで､ 39と40については､ 高台高が高いことから､ 稜椀に分類される可能性も考え

られる｡ 図化した４個体のなかで､ 41を除いては､ 底部はヘラ切り後に高台が貼り付けら

れている｡ 一方､ 41は､ 回転ヘラ切り後に高台が貼り付けられている｡ また､ 43の底部内

面にはヘラ記号が認められる｡ 39は当溝下層から出土している｡

稜椀は44の１個体が出土している｡ 底部のみの残存である｡ 当溝下層から出土している｡

皿については､ 小片のため図化できなかった｡

壺は､ 底部片を中心に残存し､ ４点 (45・46・49・50) 図化することができた｡ 45と46

は壺Ｋの底部片と考えられる｡ 底部はナデ調整により仕上げられている｡ 45の外面下部は､

横方向のヘラ削りにより仕上げられている｡ また､ 46の外面下端には１条の沈線が彫られ

ている｡ この他､ 図化できなかったが､ 当タイプの頸部片も出土している｡ また､ 49は壺

Ｘの､ 50は壺Ｑの底部と考えられる｡ 50は､ 当溝下層から出土している｡

鉢は､ 47の１個体が出土している｡ 口縁部のみの残存であるが､ 鉄鉢形の鉢と考えられ

る｡ 内外面とも回転ナデ調整により仕上げられている｡

甕は､ 図化できたのは１点 (48) で､ 口縁部を中心に残存する｡ 下層から出土している｡

土師器 皿・椀・甕が出土している (図版２)｡

皿は､ 51の１個体が出土している｡ 剥離痕から判断して､ 底部はヘラ切り後に高台が貼

り付けられていたものと考えられる｡ 内面は､ 横ナデ調整により仕上げられた後､ 放射状

に暗文状のヘラミガキが１段施されている｡

椀も､ 52の１個体が出土している｡ 底部に輪高台が付くタイプで､ 底部をナデ調整後横

ナデ調整により高台が貼り付けられている｡ 体部は内外面とも回転ナデ調整により仕上げ

られている｡ 当溝下層から出土している｡

甕は､ ２個体(53・54)出土している｡ ２個体とも同タイプに分類されるもので､ 比較的

小型の甕である｡ 外面はハケ調整､ 内面はナデ調整とユビオサエにより仕上げられている｡

緑釉陶器 椀の小片が３点 (57～59) 出土している (巻首図版８)｡ ３点とも小片のため図化はで

きなかった｡ 胎土はいずれも土師質である｡ 57のみ､ 当溝下層から出土している｡

瓦 平瓦が２点 (55・56) 出土している (図版２・３)｡ ２点とも1/4以下の小片で､ 上層か

ら出土している｡ また､ ２個体とも､ 凸面は平行叩きが施されている｡ 凹面については､

55はヘラ削り痕が､ 56は布目と糸切り痕が認められる｡ この他､ 小片のため図化できなかっ

たが､ 凸面が縄目叩きのものも出土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代４－３～５期と考えられる｡
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ＳＤ04 (写真図版12・13・41・74)

検出状況 調査区北半部で検出した (第31図)｡ 第１期調査と第２期調査で検出した遺構である｡

掘立柱建物群の北東側に位置する｡ 北西～南東方向に弧状をなしてのびる溝で､ 両端とも

調査区外へ延びている｡

ＳＤ03と切り合い関係にあり､ ＳＤ03に切られている｡ ＳＤ03とは多くが平面的に重複

し､ 調査区中央部の撹乱を境に､ 西半部ではＳＤ03の北側に､ 東半部ではＳＤ03の南側に

位置する｡ 西端部ではＳＤ03から分岐した溝に切られている｡ また､ 東部ではＳＢ16に切

られている｡

形状・規模 検出した長さは57.50ｍである｡ 検出面における幅は１ｍ～３ｍを測り､ 横断面はやや

深い皿形をなす (第56図)｡ 最深部における検出面からの深さは38㎝である｡ 底部の標高

は､ 西端で11.19ｍ､ 南東端で11.09ｍとわずかに南東側への傾斜が認められる｡

埋没状況 ６層からなる (第56図)｡ 層相から判断して､ 各層とも自然堆積による層と考えられる｡

いずれも洪水に起因する堆積と考えられ､ 特に４層中にはラミナを観察することができた｡

また､ ５層中には５～10㎝大の亜円礫の混入が認められた｡ この間､ ５層堆積後に再掘削

が行われている｡

出土遺物 土器と石器が出土している｡

土器 須恵器・土師器・瓦が出土している｡

須恵器 杯Ｈ・杯Ｈ蓋・杯Ｇ・杯Ｂ蓋・杯Ｂ・壺・甕が出土している (図版３)｡

杯Ｈは､ ４個体 (69～72) 図化することができた｡ いずれも下層から出土している｡ 法

量的な差は認められるが､ いずれも同タイプに分類されるものである｡ 底部外面は､ 回転

ヘラ削りの後､ ナデ調整が加えられている｡ また､ 69については､ 胎土の特徴から､ 陶邑

産と考えられる｡

杯Ｇは､ 73と74の２個体図化することができた｡ ２個体とも下層から出土している｡ 73

は全体的に焼成が不良で磨滅が著しいため､ 詳細な調整を観察することはできない｡ ただ

し､ 底部は回転ヘラ切りにより切り離されている｡ 74も､ 底部は回転ヘラ切りにより切り

離され､ 体部から口縁部は内外面とも回転ナデ調整により仕上げられている｡

杯Ｈ蓋は､ ４個体 (65～68) 図化することができた｡ いずれも､ 口縁部のみの残存であ

る｡ 66を除いては､ 下層から出土している｡

杯Ｂ蓋は､ 75の１個体を図化できた｡ 下層から出土している｡

杯Ｂも､ 76の１個体を図化することができた｡ 下層からの出土である｡
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壺は､ ４個体 (61～64) 図化することができた｡ いずれも､ 当溝下層から出土している｡

61については､ 横瓶もしくは提瓶の口縁部の可能性も考えられる｡ 63は､ 底部から体部下

半にかけての外面が回転ヘラ削りにより仕上げられている｡ 一方､ 64の底部から体部下半

外面は､ 粗い静止ヘラ削りにより仕上げられている｡ 内面は､ ユビオサエおよび横方向の

ナデ調整により仕上げられている｡ 短頸壺の底部と考えられる｡

甕は､ 口縁部片と体部片が出土しているが､ 図化できたのは口縁部片の１点 (60) に限

られる｡ 体部外面にわずかに平行叩きを観察することができる｡ 当溝下層から出土してい

る｡ 図化できなかった体部片の外面には､ 格子状の叩き痕が認められる｡

土師器 高杯・甑・甕・竈が出土している (図版３)｡

高杯は脚柱部片が､ 甑は把手が出土しているが､ いずれも小片のため図化できなかった｡

甕は､ ３個体 (78～79) 図化することができた｡ いずれも口縁部を中心に残存する｡ 79の

体部内面は粗いヘラ削りにより仕上げられている｡ 78のみ最下層から出土している｡

竈は､ 77の１点が出土している｡ 庇部分の小片である｡ 体部を中心にハケ調整により仕

上げられ､ 最後に突帯が貼り付けられている｡

石器 砥石が１点 (Ｓ１) 出土している (図版32)｡ 多くを欠き､ 一部が残存するのみである｡

１面が使用されている｡ 残存長3.56㎝､ 幅3.35㎝､ 厚さ2.45㎝を測り､ 残存重量は33.7ｇ

である｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３期－４～古墳時代４期－２と考えられる｡

ＳＤ05 (写真図版12・13・41・42)

検出状況 調査区北半部で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ 本来なら第２

期調査でも検出されるべきであったが､ 十分検出することはできなかった｡ ＳＤ03・ＳＤ

04の北側に位置する｡ 東西方向にやや蛇行気味にのびる溝で､ 両端とも調査区外へ延びて

いるものと考えられる｡ ＳＤ06と切り合い関係にあり､ ＳＤ06を切っている｡

形状・規模 検出した長さは34.00ｍである｡ 検出面における幅は1.10ｍ～2.60ｍを測り､ 横断面は

逆台形をなす (第57図)｡ 部分的にＵ字形に近い箇所も認められる｡ 最深部における検出

面からの深さは49㎝である｡ 底部の標高は､ 西端で10.95ｍ､ 南東端で11.02ｍと､ ほぼ一

定している｡

埋没状況 ４層ないし５層からなる (第57図)｡ 層相から判断して､ 各層とも自然堆積による層と

考えられる｡ いずれも洪水に起因する堆積と考えられ､ 特に最下層中にはラミナを観察す

ることができた｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している (図版３・４)｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯Ｈ・杯Ｇ・高杯・横瓶・�が出土している｡
杯Ｈ蓋は､ 81と86の２点を図化することができた｡ 86の天井部はヘラ切り後､ ナデ調整

により仕上げられている｡ 外面に窯着が認められる｡ ２個体とも下層から出土している｡

杯Ｈは､ ３個体 (82～84) 図化することができた｡ 83と84は下層から出土している｡ 形

態的には同じであるが､ 84が法量的に小型である｡ 84の底部はヘラにより切り離され､ そ

の後ヘラ記号が施されている (写真図版41)｡
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高杯は､ 脚部が２個体分 (87・88) 出土している｡ ２個体とも透かしは認められないが､

88の脚部には断面三角形の切り込みが､ 縦方向に３箇所入れられている｡ 88のみ下層から

出土している｡

横瓶は､ ２個体 (89・90) 出土している｡ ２点とも下層からの出土である｡ 89は､ 体部

中位から口縁部にかけて残存するもので､ 体部中位最大径部には充填痕が認められる｡�は､ 91の１個体が出土している｡ 体部のみの残存で､ 底部は静止ヘラ削り後ナデ調整
により仕上げられている｡ 体部中位よりやや上側には２条の沈線が認められる｡

土師器 椀・甕・高杯・甑が出土している｡

椀は､ 85の１個体が出土している｡ 体部外面は横方向のヘラナデ調整により仕上げられ､

その後口縁部が横ナデ調整により仕上げられている｡ 下層からの出土である｡

甕は､ 92の１個体を図化することができた｡ 底部を除いて復元することができ､ 全体的

に粗い仕上げである｡ 内外面とも粘土紐の痕が顕著に認められる｡ 下層から出土している｡

この他､ 図化できなかったが､ 外面がハケ調整により仕上げられた体部片も出土している｡

この他､ 高杯の脚柱部と甑の把手が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３期－２と考えられる｡
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ＳＤ06 (写真図版３・42)

検出状況 調査区東部で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ 本来なら第２期

調査でも検出されるべきであったが､ 検出はできなかった｡ ＳＤ03の北東側､ ＳＤ05東部

の南側に位置する｡ 北西－南東方向にほぼ直線気味にのびる溝で､ 東端は調査区外へ延び

ているものと考えられる｡ 西端はＳＤ05と切り合い関係にあり､ ＳＤ05に切られている｡

形状・規模 検出した長さは12ｍである｡ 検出面における幅は1.40ｍ～1.80ｍを測り､ 横断面は皿形

をなす (第58図)｡ 最深部における検出面からの深さは20㎝を測る｡ 底部の標高は､ 11.04

ｍと､ ほぼ一定している｡

埋没状況 ２層からなる (第58図)｡ 層相から判断して各層とも自然堆積による層と考えられる｡

いずれも洪水に起因する堆積と考えられ､ 特に最下層中にはラミナが観察された｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｈ・杯Ｇ・高杯・甕が出土している (図版４)｡

杯Ｈは､ 93の１個体を図化することができた｡ 杯Ｇは､ 94の１個体である｡ 底部はヘラ

切り未調整である｡

高杯も95の１個体で､ 脚柱部のみ残存する｡ 長方形の透かしが２段にわたり施され､ そ

の間は２条の凹線が認められる｡ また､ 下段透かしの下側にも２条の凹線が認められる｡

２段の透かしは､ ともに２箇所認められるが､ 本来は３箇所にあったものと考えられる｡

この他､ 甕については体部の小片が出土している｡ 外面には平行叩きが認められ､ その

後カキメが施されている｡

土師器 椀・甕・高杯・甑が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡ 甕は体部片

が出土し､ 外面には煤の付着が認められる｡ 高杯は脚柱部が､ 甑は把手が出土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３期－１と考えられる｡

ＳＤ07

検出状況 調査区南東部で検出した (第31図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ 本来なら第２

期調査でも検出されるべきであったが､ 検出することはできなかった｡ ＳＢ15の北西側､

ＳＤ04の南側に位置する｡ ＳＢ14と切り合い関係にあり､ ＳＢ14に切られている｡ 南北方

向にほぼ直線気味にのびる溝で､ 北端はＳＤ04の南側で収束している｡ 南端は調査区外へ

延びているものと考えられる｡

形状・規模 検出した長さは５ｍである｡ 検出面における幅は1.30ｍとほぼ一定している｡ 横断面は
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逆台形をなし (第59図)､ 最深部における検出面から

の深さは15㎝である｡ 底部の標高は11.35ｍと､ ほぼ

一定している｡

埋没状況 灰黄色シルト質極細砂１層からなる (第59図)｡

出土遺物 須恵器の杯Ｇ蓋と甕が出土している｡ 図化できたの

は杯Ｇ蓋の１個体 (96) である (図版４)｡ 口径８㎝

と小型で､ 内面に返りをもつ｡ 天井部は回転ヘラ削り

が施されている｡ 甕は体部片が出土しており､ 外面には平行叩きが認められる｡

時 期 出土遺物から判断して､ 古墳時代３期－３と考えられる｡� 包含層 (写真図版42・43)

はじめに 遺構に伴わずに出土した遺物のなかには､ 本遺跡の性格を検討するうえで欠かすことの

できないものが少なからず出土している｡ ここでは､ 包含層出土遺物として報告する｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯Ｇ・杯Ｂ蓋・杯Ｂ・高杯・甕・提瓶が出土している (図版４)｡

杯Ｈ蓋は､ 97の１個体を図化した｡ ほぼ完形に復元できる個体で､ 内面にヘラ記号が認

められる｡ 大変鋭利な工具により彫られている｡

杯Ｇは､ 98と99の２個体を図化した｡ ２個体は､ 形態的特徴はやや異なる｡

杯Ｂ蓋は､ 100の１個体を図化した｡ つまみを欠く｡ 杯Ｂは101の１個体を図化した｡

高杯は､ 102の１個体を図化した｡ 脚部のみの残存で､ 方形の透かし (５㎜×5.5㎜) が

４箇所に穿たれている｡

甕は､ ２個体 (103・104) 図化した｡ 103は､ 体部まで残存するが焼成が不良で､ 外面

の叩きはわずかに観察できる程度である｡ 格子状に施されている｡ 提瓶は105の１個体で

ある｡ 体部を中心に残存し､ 体部中位には充填痕が認められる｡

土師器 椀・甕・甑が出土している (図版４)｡

椀は108の１個体である｡ 完形に復元できた小型の椀で､ 底部はわずかに平底をなす｡

全体的にユビオサエとナデにより仕上げられ､ わずかに口縁部が弱い横ナデ調整により仕

上げられている｡ また､ 内面には工具痕が認められる｡

甕は､ ２個体 (106・107) 図化した｡ ２個体とも同タイプに分類できるもので､ 体部は

内外面ともハケ調整により仕上げられている｡ また､ ２個体とも外面は熱を受け赤変して

いる｡ また､ 106の口縁部内面にも煤の付着が認められる｡

甑は109の１個体である｡ 把手貼り付け部より上位が残存する｡ 把手は舌状をなし､ 体

部に貼り付けられている｡ 外面はハケ､ 内面はナデ調整により仕上げられ､ 口縁部内面の

み横ナデ調整が施されている｡

鉄製品 鉄鏃 (Ｍ２) が１点出土している (図版32)｡ 両端を欠き､ 残存長は3.4㎝を測る｡ 刃部

は､ 断面が長方形をなす｡ 刃部の残存長は2.85㎜､ 厚さは2.5㎜である｡ 茎部は5.5㎜残存

し､ 断面は３㎜×3.5㎜と方形に近い｡
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４. 第３面の調査

はじめに 当面で検出した遺構は､ 柱穴・土坑・溝である｡ 北西部から南東部にかけて遺構の分布

が認められ､ 南西部では検出されていない (第60図)｡� 柱穴

はじめに 当該期の柱穴は数穴に限られる｡ このため､ 建物を復元することはできなかった｡ しか

し､ これらの柱穴の中には､ 遺物が良好な状態で出土した例も認められる｡ そこで､ この

ような良好な遺物が得られた柱穴について､ 出土遺物を中心に報告する｡ 報告する柱穴は､

２穴 (Ｐ07・Ｐ08) である (第60図)｡

Ｐ07 (写真図版44)

検出状況 調査区中央部西側で検出した(第60図)｡ ＳＤ

09の南側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関

係は認められないが､ 上層からの撹乱を受け､

検出できたのは全体の1/2に限られる｡

出土遺物 弥生時代中期初頭の壺と甕が出土している

(図版５)｡

壺 110の１個体が出土している｡ 広口壺の口縁

部を中心に残存し､ 頸部には４条のヘラ描沈線

が施されている｡

甕 111と112の２個体が出土している｡ ２個体と

も､ 口縁部から肩部にかけて残存し､ 口縁部は

如意形タイプである｡ ただし､ 111の口縁端部

にはキザミ目が施されていないのに対し､ 112

はキザミ目が施されている｡ また､ 頸部外面に

は､ 111が４条､ 112が３条のヘラ描沈線が施されている｡

時 期 出土土器からは弥生時代中期初頭と考えられるが､ 柱穴内に落ち込んだものであること

から､ 弥生時代Ⅱ期以降と考えたい｡

Ｐ08

検出状況 調査区北東で検出した (第60図)｡

出土遺物 弥生時代中期の壺の口縁部片 (113) が出土している (図版５)｡ 口縁端部を上下方向に

わずかに拡張させ､ 端面には３条の擬凹線が施されている｡

時 期 出土土器から､ 弥生時代Ⅳ－２期以降と考えられる｡
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� 土坑

はじめに ３基の土坑 (ＳＫ09～ＳＫ11) を検出した｡

ＳＫ09 (写真図版14・44)

検出状況 調査区南西部で検出した (第60図)｡ 第１期調査

で検出した遺構で､ ＳＤ09の南側､ ＳＤ16の西側に

位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認められず､

全体が検出されている｡

形状・規模 平面形はやや歪んだ楕円形をなす｡ 検出面におけ

る規模は､ 長軸方向で70㎝､ その直交方向で62㎝を

測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における検出

面からの深さは23㎝を測る｡

埋没状況 黒褐色シルト質極細砂１層からなる (第62図)｡

埋土中に基盤層の褐色細砂がブロック状に含まれて

おり､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 壺と甕が一括で出土している (図版５)｡ 人為的

に埋められた際に､ 廃棄されたものと考えられる｡

壺 広口壺・台付壺・無頸壺が出土している｡

広口壺は､ 114の１個体である｡ 口縁部を中心に

残存し､ 端面にはキザミ目→円形浮文 (径７～８㎜) が加飾されている｡ 円形浮文は３個

をセットとし､ ６箇所に貼り付けられていたものと復元される｡

この他､ 115と117についても､ 広口壺の一部と考えられる｡ 115は頸部を中心に残存し､

２条の断面三角形の突帯が貼り付けられている｡ 突帯の貼り付けは､ 頸部のハケ調整後に

行われている｡ 117は､ 肩部以下の残存である｡ 体部中位に列点文が施され､ 体部下半部

には焼成後穿孔が施されている｡

台付壺は､ 116の１個体である｡ 台部高は1.5㎝である｡ また､ 外面は熱を受け赤変して

いる｡

短頸壺は118の１個体である｡ 甕に分類される可能性も否定できないが､ 口径が小さい

ことから､ 無頸壺として報告する｡

甕 ４個体 (119～122) 図化したが､ いずれも同タイプの甕である｡ ただし､ 法量的な差が

認められ､ 122が大型であるのに対して､ 他の３個体は小型である｡

時 期 出土土器から､ Ⅳ－２期以前に位置付けられる｡

ＳＫ10

検出状況 調査区中央部南側で検出した (第60図)｡ 第１期調査で検出した遺構で､ ＳＤ16の南側､

ＳＤ17の北西側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認められず､ 全体が検出されて

いる｡ ただし､ 西側の約1/2は削平を受け､ 掘り方が検出されていない｡

形状・規模 平面形は方形傾向にある｡ 検出面における規模は､ 長軸方向で2.50ｍ､ その直交方向で
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1.40ｍ検出した｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における検出面からの深さは12㎝を測る｡

埋没状況 褐色極細砂１層からなる｡ 洪水に起因する層で､ 自然堆積により掘削されたものである｡

出土遺物 甕と高坏が出土している｡

甕 口縁部片が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡

高坏 脚端部が１個体 (123) 出土している (図版５)｡ 内面を中心に磨滅が著しい｡

時 期 出土土器から､ Ⅲ～Ⅳ期に位置付けられる｡

ＳＫ11

検出状況 調査区東部で検出した (第60図)｡ 第１期調査で

検出した遺構で､ ＳＤ19の北側､ Ｐ08の南東側､ 旧

河道の西側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係

は認められず､ 全体が検出されている｡

形状・規模 溝状をなす不定形な土坑である (第63図)｡ 検出

面における規模は､ 長軸方向で3.43ｍ､ その直交方

向で１ｍを測る｡ 段状に掘られ､ いずれも横断面は

皿形をなす｡ 最深部における検出面からの深さは20

㎝を測る｡

埋没状況 ２層からなる (第63図)｡ いずれも洪水に起因す

る層で､ 自然堆積により埋没したものである｡

出土遺物 弥生土器の小片が出土しているが､ 器種の特定も

困難である｡

時 期 出土土器から､ Ⅲ～Ⅳ期に位置付けられる｡� 溝

14条 (ＳＤ08～ＳＤ21) 検出している｡

ＳＤ08 (写真図版14・15・44～54・75)

検出状況 調査区北西部で検出した (第60図)｡ 第１期調査と第２期調査で検出した遺構である｡

第１期調査に伴う側溝と平面的に重複するため､ 平面的な調査を十分に行うことはできな

かった｡ ＳＤ09・ＳＤ11と切り合い関係にあり､ 両遺構を切っている｡

形状・規模 溝は､ 南北方向から東西方向に屈曲している｡ 検出した長さは11.50ｍである｡ 横断面

は逆台形をなし､ 検出面における幅は１ｍ～1.50ｍを測る｡ 最深部における検出面からの

深さ85㎝を測る｡

埋没状況 ３層からなる (第64図)｡ ３層とも自然堆積によるものと考えられ､ 堆積後土壌化が進

行している｡

出土遺物 土器と石器が出土している｡ 特に土器については､ 中層から上層を中心に一括で廃棄さ

れた状況で､ 多量に出土している｡

土器 壺・甕・鉢・蓋・高坏・器台が出土している (図版５～14)｡
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壺 広口壺・直口壺・長頸壺・細頸壺が出土している｡

広口壺 ①口縁部端部を拡張させず加飾を伴わないタイプ､ ②口縁端部を拡張させ擬凹線を施す

タイプ､ ③その他､ ④体部～底部片､ ⑤底部片､ が認められる｡

①は､ 124～126の３個体である｡ ３個体とも､ 口縁部を大きく外反させている｡ 体部外

面はハケ調整を主体に仕上げ､ 124と125の内面はヘラ削りにより仕上げられている｡

②は､ 127～129の３個体である｡ 127は完形に復元できる個体で､ 口縁端部を下方に拡

張させている｡ 端面には３条の擬凹線が施されている｡ 胎土の特徴は､ 他の土器と同じで

ある｡ 128と129は､ 端部を上下にわずかに拡張させ､ それぞれ３条の擬凹線が施されてい

る｡ ともに外面はハケ調整を基調とするが､ 128の体部内面はヘラ削りにより仕上げられ

ている｡

③は､ 130～132の３個体で､ 加飾性が全く認められない｡ 130と131の口縁部は､ 横ナデ

調整により仕上げられている｡ 132は､ 体部を叩き整形後ヘラミガキにより仕上げられて

いる｡

④は､ 133～135の３個体である｡ 口縁部を欠くが､ 広口壺の体部と判断したものである｡

磨滅の著しい135を除いて､ 外面はヘラミガキにより仕上げられている｡ 内面については､

ハケ調整により仕上げられているが､ 134は部分的に横方向のヘラ削りが施されている｡

⑤は､ 137～140の４個体である｡ 明確な平底をなし､ 内面はハケ調整､ 外面は139を除

いてはヘラミガキにより仕上げられている｡ 139は､ 内外面ともハケ調整により仕上げら

れている｡

直口壺 136の１個体が出土している｡ ほぼ完存する個体で､ 口縁部を直立させている｡ 底部に

は木の葉文が認められるとともに､ 未貫通の彫り込みが認められる｡ 体部外面には部分的

にヘラミガキの痕跡が認められる｡

長頸壺 141～167の27個体が出土している｡ ①玉葱形の体部に口頸部が付き､ 体部と頸部の境が

明瞭なタイプ､ ②①に対して口頸部と体部の境が不明瞭で､ 底部も平底が退化傾向にある

タイプ､ ③口縁部を水平方向に折り返すタイプ､ ④頸部､ ⑤底部､ に分類できる｡
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①は､ 143～152の10個体である｡ 143～148のように口縁部を外反させるタイプと､ 150

～152のように口縁部が直立するタイプが認められる｡ 前者の典型例が144で､ 口縁部から

体部にかけての外面はヘラミガキ､ 体部内面はナデ､ 口頸部内面はハケ調整により仕上げ

られている｡ また､ 口縁部は内外面とも弱い横ナデ調整により仕上げられている｡ この他､

144の体部中位内面は､ 粗いヘラナデが縦方向に施されている｡

後者の典型例は152であるが､ 体部内面がハケ調整により仕上げられている点が大きく

異なる｡ また､ 口頸部内面のハケ調整も顕著ではなく､ ナデ調整が目立つ傾向にある｡ ま

た､ 体部は叩き整形後にヘラミガキが施されている｡ この他､ 150の口縁部の一部はわず

かに抉れ､ 片口状をなしている｡

②は､ 156を典型例とする｡ 156は､ 口頸部から体部にかけての外面はハケ調整､ 内面は

ナデ調整により仕上げられている｡ また､ 口縁部は内外面とも横ナデ調整により仕上げら

れ､ 外面に浅い沈線が認められる｡ 底部は丸底化の傾向が認められる｡

これに対して､ 154と155の内面は､ 口頸部から体部にかけてハケ調整により仕上げられ

ている｡ そして､ 口縁部外面の沈線は認められない｡ また､ 163の体部内面はヘラ削りに

より仕上げられている｡

この他､ 156の底部には焼成前による穿孔が認められる｡ 底部の中心よりやや偏った位

置に､ 鋭利な工具により穿たれている｡ また､ 165の体部上半部には水平方向の平行叩き

が観察される｡ 166の口頸部内面は､ 仕上げが粗く､ 粘土紐痕が顕著である｡

③は､ 167の１個体である｡ 口頸部外面はハケ調整､ 内面はナデ調整により仕上げられ

ている｡ 最後に口縁部が横ナデ調整により仕上げられている｡

④は､ 149の１個体である｡ 頸部の小片であるが､ 外面にヘラ描きによる絵画表現が２

箇所で認められる｡ その内容は不明である｡

⑤は､ 141と142の２個体である｡ 141は､ 明確な平底をなし､ 外面はヘラミガキ､ 内面

はハケ調整により仕上げられている｡ 142は､ 底部が141ほど明確な平底ではなく､ 体部外

面はハケ調整､ 内面はヘラ削りにより仕上げられている｡

細頸壺 168と169の２個体が出土している｡ 168は､ 装飾性が豊かで､ 上からヘラ描沈線 (１条)､

ヘラ描沈線 (２条)､ 竹管文､ ヘラ描沈線 (４条)､ ヘラ描沈線 (４条)､ 竹管文､ ヘラ描

沈線 (２条)､ 竹管文､ ヘラ描沈線 (４条) の順に施されている｡ 竹管文の径は1.5㎜と小

型である｡ 169は､ 内外面とも磨滅のため調整等を観察することは困難であるが､ 胎土の

特徴から､ 讃岐地方から搬入された可能性が考えられる｡

甕 ①体部内面をヘラ削り､ 外面をハケ調整により仕上げるタイプ､ ②体部内面はヘラ削り

により仕上げられるが､ 外面には叩き整形痕が認められるもの､ ③外面は叩き整形を基本

とし､ 内面はナデ調整により仕上げられるもの､ ④内外面ともナデ調整を基本とするもの､

⑤底部片､ が認められる｡

①は､ 170～185の16個体が該当する｡ このなかで､ 170を典型例とする｡ 口縁部はく字

形をなし､ 底部は平底をなす｡ 体部内面は下半が縦方向､ 上半が螺旋状､ 頸部付近が横方

向のヘラ削りにより仕上げられている｡ 体部外面は､ 縦方向のハケ調整により仕上げられ

ている｡
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この他､ 182の底部には径６㎜の竹管文が円周状に８箇所押されている (写真図版42)｡

また､ 体部下半には焼成後の穿孔が認められる｡ また､ 177・178・180・182・185の体部

内面は､ ヘラ削り後ナデ調整が施されている｡

②は､ 186～196の11個体が該当する｡ このなかで､ 190を典型例とする｡ 体部外面は叩

き整形により全面に叩き目が認められる｡ 叩き目は､ 体部中位までは横方向､ 中位は右上

り方向､ 上位は横方向である｡ また体部内面は､ 下半が縦方向､ 上半が横方向のヘラ削り

により仕上げられている｡ 頸部付近のヘラ削りは､ 右→左方向が一般的である｡

一方､ 191内面のヘラ削り方向は､ 左→右と､ 他とは逆方向である｡ 195の一部でも認め

られる｡ また､ 192～196の外面は､ 叩き整形後ハケ調整が加えられている｡

この他､ 188の底部にも叩き痕が認められる｡ 193の底部は熱を受けた痕跡が認められる｡

③は､ 197～217の21個体が該当する｡ 202・203が典型例としてあげられる｡ 外面は３段

にわたる叩き整形､ 内面は下半が縦方向､ 上半が螺旋状のハケ調整により仕上げられてい

る｡

ただし､ 197・209・210・212・215～217は､ 内面のハケがナデ調整によりほとんど消さ

れている｡ さらに､ 201の外面には部分的に縦方向のヘラ削りが施されている｡

また､ 法量的な差も認められ､ 198・199のように大型の甕も認められる｡

この他､ 208の底部には木の葉文が認められる｡ 214は､ 胎土の特徴から､ 讃岐もしくは

生駒西麓からの搬入品の可能性が考えられる｡ 217の底部には､ 粘土塊の付着が３箇所で

認められる｡

④は､ 218～225の８個体が該当する｡ これらのなかには､ 磨滅のため調整等が観察でき

ない個体も含まれるものである｡ 225については､ その形態から鉢に分類される可能性も

否定できない｡ 219はその典型的な例である｡ 一方､ 220と222の外面は､ ハケ調整後ナデ

調整によりハケ目が消されている｡

⑤は､ 226～231の６個体が該当する｡ 基本的には平底であるが､ 227のように丸底化の

傾向が顕著な個体も認められる｡ また､ 227・228・230・231の底部中央には穿孔が認めら

れる｡ いずれも焼成前に穿孔されている｡ また､ 内外面の調整方法から､ 226・229は④の､

227は①の､ 228・230は②の､ 一部と考えられる｡

鉢 外反口縁鉢・直口鉢・小型丸底鉢が出土している｡

外反鉢 232～235の４個体が該当する｡ 半球形の体部に口縁部を外反させるものである｡ 底部は

平底をなす｡ 232は､ 体部内外面をハケ調整し､ 最後に外面がヘラミガキにより仕上げら

れている｡ 233の外面は､ より顕著にヘラミガキにより仕上げられている｡ 一方234は､ 内

外面ともハケ調整により仕上げられている｡ 235は､ 内面はナデとユビオサエにより､ 外

面はヘラミガキにより仕上げられている｡

直口鉢 236～242・244の８個体が該当する｡ 236～242は､ 半球形の体部に底部が平底をなし､

口縁部を外反させないものである｡ 236のように内外面ともハケ調整により仕上げられる

もの､ 237・239のように内外面ともヘラミガキにより仕上げられるもの､ 238・241・242

のように外面を叩き整形､ 内面をナデ調整により仕上げられるもの､ 240のように内面が

ハケ調整､ 外面がナデ調整により仕上げられるもの､ などが認められる｡
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この他､ 236の底部中央には穿孔が認められる｡ 焼成前に穿たれている｡ また､ 239の底

部中央にも､ 貫通はしていないが窪みが認められる｡ さらに､ 242の底部は輪高台状をな

す｡

一方､ 244は､ 体部が直線的でいわゆるコップ形をなすものである｡ 内外面ともナデ調

整により仕上げられている｡ 底部はヘラにより切り離されている (写真図版52)｡

丸底鉢 243の１個体である｡ 小型丸底壺の素形となるものである｡ 体部内面は粗いヘラ削り､

外面はナデ調整により仕上げられている｡ また､ 口縁部内外面はユビオサエによる整形後､

ナデ調整により仕上げられている｡

蓋 245の１個体が出土している｡ 天井部から口縁部にかけては直線的で､ 内外面とも縦方

向のヘラミガキにより仕上げられている｡ 全体的にていねいに仕上げられている｡ つまみ

は､ 手づくねにより仕上げられている｡

高坏 椀形高坏・有稜高坏・脚部片に分類できる｡

椀形高坏 246と247の２個体が出土している｡ 246は大型の高坏で､ 坏部のみ残存する｡ 坏部外面

はハケ調整により､ 内面はヘラミガキにより仕上げられている｡ その後､ 口縁部内外面が

横ナデ調整により仕上げられ､ 外面には２条の凹線が認められる｡

247は､ 坏部と脚部の一部が残存する｡ 坏部は内外面とも縦方向のヘラミガキにより仕

上げられている｡ 脚部は縦方向のヘラ削り後､ ナデ調整により仕上げられている｡

有稜高坏 口縁部と体部の境が明確に屈曲するものである｡ 251～258・261・262の10個体が該当

する｡ 253・258を典型例とする｡ 坏部は内湾気味に立ちあがる体部に対して､ 口縁部が短

く外反する｡ 坏部内外面および脚部外面はヘラミガキにより仕上げられている｡ また､ 脚

部には円孔が２段に､ 各３箇所穿たれている｡

これに対して､ 251の口縁部外面には３条の擬凹線が施されている｡ 254の口縁部下端外

面には１条の擬凹線が施されている｡ また､ 258の脚部の円孔は２段にわたって穿たれて

いるが､ 各段とも４個からなる｡

一方､ 261についても､ 口縁部と体部の境が明確ではないが､ 当タイプに分類されるも

のである｡ 口縁部は内外面とも横ナデ調整により仕上げられている｡ また､ 体部内面には

ハケ目をわずかに観察することができる｡

262は､ 他の有稜高坏と比べて､ 口縁部高が高い点が特徴的である｡ 坏部内外面および

脚部外面はていねいなヘラミガキにより仕上げられている｡ 脚部の円孔は２段にわたり､

各４箇所に穿たれている｡ また､ 口縁端部は端面を有し､ わずかに擬凹線状をなす｡ 脚端

部についても同様である｡

脚部 248・249・250・259・260の５個体が出土している｡ 248は､ 脚柱部で､ 外面はヘラミガ

キにより仕上げられている｡ 中央部に径9.5㎜の円孔が４箇所に穿たれている｡ 円孔の上

側と下側には､ ヘラ描沈線と刺突列点文がセットで施されている｡

249は､ 椀形高坏の脚部と考えられる｡ 脚部が途中で屈曲している｡ 外面はヘラミガキ

により仕上げられている｡ 250は､ 大型高坏の脚部である｡ 脚端部外面には３条の沈線が

施され､ その後脚部全体に縦方向のヘラミガキが施されている｡ また､ ３箇所に径4.5㎜

の円孔が穿たれている｡ 259は､ 外面がハケ調整により仕上げられている｡ また､ 内面は
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ヘラ削りが施されている｡ 円孔は１段で､ ４箇所に穿たれている｡

器台 263～268の６個体出土している｡ 263と264は筒部の一部である｡ 外面はヘラミガキによ

り仕上げられている｡ 264の筒部には､ 円孔が２段にわたり各３箇所に穿たれている｡

265は完形に復元できた器台である｡ 口縁部及び脚端部を拡張させ､ 面を有する｡ そし

て､ 口縁端面には５条の擬凹線が施されている｡ また､ 筒部上部に４条､ 中位に６条､ 下

端部に５条の擬凹線が施されている｡ この擬凹線によって上下の２区画内には１段５個か

らなる円孔が２段ずつ穿たれている｡ 内外面ともハケ調整により整形され､ 外面および受

け部内面はヘラミガキにより仕上げられている｡

266は受け部を中心に残存する｡ 口縁端部は端面を有し､ ３条の擬凹線が施されている｡

外面はハケ調整､ 内面はヘラミガキにより仕上げられている｡ 267と268は脚部中心に残存

する｡ 267は内外面ともヘラミガキにより仕上げられている｡ 円孔が１箇所残存する｡

石器 石鏃１点 (Ｓ２) が出土している (図版33)｡ 完存するサヌカイト製の打製石鏃である

が､ 全体的に粗い仕上げである｡ 全長2.37㎝､ 幅1.68㎝､ 最大厚4.5㎜を測り､ 重量は1.3

ｇである｡

時 期 出土土器から､ Ⅴ期に位置付けられる｡

― 70 ―

第３章 調査の成果Ａ

地

区

第65図 ＳＤ09断面



ＳＤ09 (写真図版15・54・55)

検出状況 調査区北西部で検出した (第60図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ 北端部は第２

期調査で検出されるべきであったが､ 平面的な調査を十分に行うことができなかった｡ 西

端部はＳＤ08に切られている｡ またＳＤ10と切り合い関係にあり､ ＳＤ10を切っている｡

形状・規模 溝は､ 東西方向から南北方向に大きく弧状をなしている｡ 検出した長さは22.50ｍであ

る｡ 横断面は逆台形をなし､ 検出面における幅は1.20ｍ～1.80ｍを測る｡ 最深部における

検出面からの深さは60㎝～82㎝を測る｡ 底部の標高は､ 西端部で10.77ｍ､ 北端部で10.90

ｍ､ と西側へ傾斜している｡

埋没状況 ５層ないし６層からなる (第65図)｡ いずれの層とも洪水に起因する自然堆積によるも

のである｡

出土遺物 壺・甕・鉢が出土している (図版14)｡

壺 269～272の４個体出土している｡

269は広口壺の口縁部である｡ 内面は､ ２条の断面三角形をなす突帯により加飾されて

いる｡ 口縁部のラインと平行して2/3周し､ 両端は口縁部端で収束している (写真図版54)｡

片口の機能をなしているものと考えられる｡ また､ 頸部外面にも貼り付け突帯が１条認め

られる｡ 外面はヘラミガキ､ 内面はナデ調整により仕上げられている｡

270と271は底部を中心に残存する｡ いずれも内面はナデ調整により仕上げられている｡

ただし､ 外面については､ 270はヘラミガキ､ 271はハケ調整により仕上げられている｡

272は､ 広口壺の体部上半である｡ 内外面ともナデ調整により仕上げられている｡ また､

外面の下端には､ 一部ヘラミガキを観察することができる｡ 外面には､ 上から､ 櫛描直線

文と櫛描波状文が交互に３セット施されている｡ 各櫛描文はいずれも８条からなる｡

甕 273と274の２個体出土している｡ いずれも口縁部は如意形をなすものである｡ 273は､

頸部下外面には６条のヘラ描沈線が施され､ 口縁端部にはキザミ目が施されている｡ 内外

面ともナデ調整により仕上げられている｡ 274は､ 外面をハケ調整後､ 頸部下外面に５条

のヘラ描沈線が施されている｡ 口縁端部にはキザミ目は認められない｡

鉢 275の１個体が出土している｡ 体部内面はヘラナデ､ 外面は粗いヘラミガキにより仕上

げられ､ 最後に口縁部内外面が横ナデにより仕上げられている｡ その後､ 口縁部下端外面

にキザミ目が施されている｡ また､ 胎土中の砂礫の量が､ 他の土器より少ない点が特徴的

である｡

時 期 出土土器から､ Ⅱ期に位置付けられる｡

ＳＤ10

検出状況 調査区西部中央で検出した (第60図)｡ 第１期調査

で検出した遺構である｡ 北西－南東方向に直線的にの

びる溝で､ 北西端は後世の撹乱を受け､ 南東端はＳＤ

09に切られている｡

形状・規模 検出した長さは３.50ｍである｡ 横断面は逆台形を

なし､ 検出面における幅は45㎝を測る｡ 最深部におけ
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る検出面からの深さは21㎝を測る｡ 底部の標高は11.11ｍで､ ほぼ一定している｡

埋没状況 ３層からなる (第66図)｡ いずれの層とも洪水に起因する自然堆積によるものである｡

出土遺物 壺の体部片が出土している｡ 胎土の特徴から､ 弥生時代中期初頭と考えられる｡

時 期 出土土器から､ Ⅱ期に位置付けられる｡

ＳＤ11 (写真図版55)

検出状況 調査区北西部で検出した (第60図)｡ 第１期調査と第２期調査で検出した遺構である｡

北西－南東方向にほぼ直線的にのびる溝で､ 北西端は調査区外へのび､ 南東端は第２面で

検出したＳＤ04に切られている｡ 平面的に､ 第２面で検出したＳＤ04とほぼ重複し､ 大半

がＳＤ04の削平をうけていた｡ このため､ ＳＤ04の下層でかろうじて検出されたにとどま

る｡ また､ ＳＤ08と切り合い関係にあり､ ＳＤ08に切られている｡

形状・規模 検出した長さは11ｍである｡ 横断面は逆台形をなし､ 検出面における幅は50㎝～２ｍを

測る｡ 残存する深さは10㎝を測る｡ 底部の標高は11.24ｍで､ ほぼ一定している｡

出土遺物 壺・高坏・甕が出土している (図版14・15)｡

壺 広口壺・体部片・底部片・台付壺・無頸壺が出土している｡

広口壺 276～278の３個体が出土している｡ 276は､ 口縁部を斜下方に折り返し､ 端面にキザミ

目が施されている｡ 277は､ 口縁端部を斜下方に大きく拡張させ､ 端面には３条の擬凹線

が施されている｡ さらに､ 擬凹線施文後､ ４本をセットとした棒状浮文が貼り付けられて

いる｡ また､ 頸部には３条の凹線文が認められる｡ 278は､ 口縁端部を肥厚させているが､

装飾は全く認められない｡

体部 279の１個体が出土している｡ 肩部を中心に残存する個体で､ 頸部との境には断面三角

形の突帯が１条貼り付けられている｡ また､ 突帯の下側には､ 上から､ 櫛描波状文・櫛描

直線文・櫛描波状文の順に施文されている｡ 櫛描の施文は突帯貼り付け後で､ 櫛描はいず

れも６条からなる｡ また､ 体部内面頸部付近は､ ヘラ削りにより仕上げられている｡

底部 280の１個体が出土している｡ 磨滅が著しく､ 詳細な調整等は観察できない｡

台付壺 281の１個体が出土している｡ 台部付近を中心に残存する｡ 全体的に磨滅が著しいが､

台部外面には３条の凹線が施されている｡

無頸壺 283の１個体が出土している｡ 口縁部を中心に残存し､ 外面には４条の凹線文が認めら

れる｡ また､ 最上部の凹線文中に円孔が１穴穿たれている｡

高坏 282の１個体が出土している｡ 椀形高坏の口縁部で､ 外面には４条の凹線が認められる｡

甕 284・285の２個体が出土している｡ いずれも底部を中心に残存し､ 284の底部中央部に

は穿孔が認められる｡ 焼成前に穿たれたものである｡

時 期 出土土器から､ Ⅳ－３期～Ⅳ－４期に位置付けられる｡

ＳＤ12 (写真図版15・55)

検出状況 調査区北西部で検出した (第60図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ 北西－南東方

向に直線的にのびる溝で､ 南東端は調査区内で収束している｡ 北西端については､ 第２期

調査で検出されるべきであったが､ 平面的な調査を十分に行うことはできなかった｡ 他の
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遺構との切り合い関係は認められない｡

形状・規模 検出した長さは3.50ｍである｡ 横断面は逆台形

をなし､ 検出面における幅は60㎝を測る｡ 最深部

における検出面からの深さは､ 20㎝である (第67

図)｡ 底部の標高は11.35ｍで､ ほぼ一定している｡

埋没状況 黄褐色シルト質極細砂１層からなる (第67図)｡

洪水に起因して堆積した層と考えられる｡

出土遺物 壺と甕が出土している (図版15)｡

壺 286～288の３個体が出土している｡

286は広口壺で､ 口頸部を中心に残存する｡ 口縁部内面には､ 口縁部の円周に沿うよう

に７条のヘラ描沈線が施されるとともに､ その内側には断面三角形をなす突帯が貼り付け

られている｡ また､ 頸部外面には４条の断面蒲鉾形の突帯が貼り付けられ､ 上から２段目

と４段目の突帯頂部には指頭圧痕が施されている｡ また､ ４条の突帯を貼り付けるにあたっ

ては､ 割り付けとして突帯を貼り付ける中心ライン上にヘラにより沈線が引かれている｡

287と288は体部片である｡ 287には帯状突帯が貼り付けられ､ ４条の突帯状をなしてい

る｡ 288の外面には４条のヘラ描沈線が認められる｡

甕 289と290の２個体が出土している｡ いずれも口縁部は如意形なし､ 口縁端部にはキザミ

目が施されている｡ また､ 289の口縁部下には３条のヘラ描沈線が施されている｡

時 期 出土土器から､ Ⅱ期に位置付けられる｡

ＳＤ13

検出状況 調査区北西部で検出した (第60図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＤ12の東側

に位置する｡ 東西方向に直線的にのびる溝で､ 西端は調査区内で収束し､ 東端は第２面で

検出した遺構により切られている｡ ＳＤ14と切り合い関係にあり､ ＳＤ14を切っている｡

形状・規模 検出した長さは3.40ｍである｡ 横断面は逆台形をなし､ 検出面における幅は60㎝を測る｡

最深部における検出面からの深さは､ 15㎝である｡ 底部の標高は11.38ｍで､ ほぼ一定し

ている｡

埋没状況 ３層からなる (第68図)｡ ３層とも､ その層相から洪水に起因して堆積した層と考えら

れる｡ また､ １層中には焼土の混入が認められた｡

出土遺物 壺・甕・高坏が出土している (図版15)｡

壺 体部片が出土しているが､ 小片の

ため図化できなかった｡

甕 291～293の３個体が出土している｡

いずれも同タイプの甕と考えられる

が､ 法量的には差が認められる｡

高坏 294の１個体が出土している｡

時 期 出土土器から､ Ⅲ～Ⅳ期に位置付

けられる｡
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ＳＤ14 (写真図版16・55・76)

検出状況 調査区北西部で検出した (第60図)｡ 第１期調査

で検出した遺構である｡ ＳＤ13の南側に位置する｡

東西方向から南北方向に屈曲する溝で､ 西端は第２

面で検出したＳＤ04に切られ､ 北端についてはＳＤ

13に切られている｡

形状・規模 検出した長さは３ｍである｡ 横断面は皿形をなし､

検出面における幅は62㎝を測る｡ 最深部における検

出面からの深さは､ わずか５㎝である｡ 底部の標高は11.10ｍで､ ほぼ一定している (第

69図)｡

埋没状況 黒褐色シルト質極細砂１層からなる (第69図)｡ 層相から､ 洪水に起因して堆積した層

と考えられる｡

出土遺物 土器と石器が出土している｡

土器 壺・甕・高坏が出土している (図版15)｡

壺 広口壺と受口壺が出土している｡

広口壺は､ 295の１個体である｡ 口縁端部を下方に大きく拡張させ､ 端面に７条の凹線

文が施されている｡ その後､ 凹線文上に６本セットの棒状浮文が貼り付けられている｡

受口壺は296の１個体である｡ 頸部と口縁部の境外面にはキザミ目が施されている｡ ま

た､ 頸部には５条の凹線文が認められる｡

甕 297と298の２個体が出土している｡

高坏 299と300の２個体が出土している｡ 299は､ 脚端部を中心に残存する｡ 外面には２条の

ヘラ描沈線が施されている｡ 300は､ 椀形高坏の坏部である｡ 口縁部下外面には４条の凹

線が認められる｡ 全体的に磨滅が顕著である｡

石器 磨製石剣が１点 (Ｓ15) 出土している (図版33)｡ 鉄剣形の石剣である｡ 握部を中心に

残存し､ ３片が接合してい

る｡ このなかの２片は本溝

から出土したものであるが､

残り１片はＢ地区北側の拡

張部 (第３期調査) 遺構

面上で出土したものである

(第70図)｡

刃部は両面研磨により､

横断面はレンズ状をなし､

中央部には鎬が認められる｡

刃部と柄部の境から柄部に

かけては斜方向の研磨であ

るが､ 刃部については､ 縦

方向が中心である｡
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残存長13.10㎝を測り､ このうち柄部長は8.10㎝～7.10㎝である｡ 刃部の最大幅は3.50

㎝､ 鎬部の厚さは７㎜を測る｡ 両側面には､ 幅２㎜の刃つぶし研磨が認められ､ 柄部を形

成している｡ また､ 柄端部についても研磨により面取りがなされている｡ 柄端部の幅は3.

0㎝を測り､ 中央部の厚さは７㎜である｡ 重さは､ 52.1ｇである｡

時 期 出土土器から､ Ⅳ－３期に位置付けられる｡

ＳＤ15

検出状況 調査区中央部北端で検出した (第60図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ 旧河道の

北西側､ Ｐ08の西側に位置する｡ 北西－南東方向にわずかに弧状をなす溝で､ 南東端は調

査区内で収束する｡ 北西端については､ 第２期調査で検出されるべきであったが､ 平面的

な調査を十分に行うことはできなかった｡ また､ 中間部については､ 後世の撹乱を受け､

中断している｡ なお､ 他の遺構との切り合い関係は認められない｡

形状・規模 検出した長さは11.50ｍである｡ 横断面は逆台形をなし､ 検出面における幅は1.20ｍ～

1.40ｍを測る｡ 最深部における検出面からの深さは､ 13㎝である｡ 底部の標高は11.14ｍ

と､ ほぼ一定している｡

埋没状況 黒褐色シルト質極細砂１層からなる｡

出土遺物 壺・甕・高坏が出土している (図版15・16)｡

壺 301の１個体が出土している｡ 水差の口縁部と考えられる｡ 外面には７条の凹線文が引

かれている｡ この他､ 小片のため図化できなかったが､ 広口壺の口縁部片が出土している｡

数条の凹線文の上に棒状浮文が貼り付けられている｡

甕 小片のため図化できなかったが､ 体部片が出土している｡ 外面に煤の付着が認められる｡

高坏 302の１個体が出土している｡ 脚部のみの残存である｡ 脚端部を上方に拡張させ､ その

頂部に１条の凹線が引かれている｡

時 期 出土土器から､ Ⅳ－３期に位置付けられる｡

ＳＤ16 (写真図版16)

検出状況 調査区中央部で検出した (第60図)｡ ＳＫ10の北東側､ ＳＤ18の西側に位置する｡ 第１

期調査で検出した遺構である｡ 東西方向にほぼ直線

的にのびる溝で､ 西端部は調査区内で収束している｡

東端については､ 後世の撹乱を受け途切れている｡

他の遺構との切り合い関係は認められない｡

形状・規模 検出した長さは６ｍである｡ 横断面は逆台形をな

し､ 検出面における幅は55㎝～1.50ｍを測る｡ 最深

部における検出面からの深さは10㎝である｡ 底部の

標高は11.50ｍとほぼ一定している (第71図)｡

埋没状況 にぶい黄橙色シルト質極細砂１層からなる (第71図)｡ 層相から判断して､ 洪水に起因

して堆積したものと考えられる｡

出土遺物 壺と甕が出土している (図版16)｡
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壺 303の１個体が出土している｡ 広口壺の口縁部で､ 口縁端部を玉縁状に肥厚させている｡

端面には３条の凹線を引き､ その上に径７㎜の円形浮文が貼り付けられている｡ 連続して

７箇が貼り付けられている｡ また､ 頸部外面には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡

この他､ 図化できなかったが､ 櫛描波状文が施された体部片も出土している｡

甕 304の底部片が出土している｡

時 期 出土土器から､ Ⅳ期に位置付けられる｡

ＳＤ17

検出状況 調査区中央南端部で検出した (第60図)｡ ＳＤ16の南側に位置する｡ 第１期調査で検出

した遺構である｡ 平面的には土坑

に近い形状をなす｡ 東西方向にほ

ぼ直線的にのびる溝で､ 西端部は

調査区内で収束している｡ 東端に

ついては､ 後世の撹乱を受け途切

れている｡ 他の遺構との切り合い

関係は認められない｡

形状・規模 検出した長さは2.60ｍである｡

横断面は逆台形をなし､ 検出面に

おける幅は1.10ｍ～1.60ｍを測る｡

最深部における検出面からの深さ

は､ 45㎝である｡ 底部の標高は11.16ｍである｡

埋没状況 ４層からなる (第72図)｡ いずれもシルトが堆積しており､ 自然堆積後､ 土壌化したも

のと考えられる｡

出土遺物 土器と石器が出土している｡

土器 台付壺が１個体 (305) 出土している (図版16)｡ 体部から台部を中心に残存する｡ 体部

中位には櫛描波状文が１帯認められる｡ 体部内面はハケ調整､ 外面はヘラミガキにより仕

上げられている｡ 台部は内外面とも横ナデ調整により仕上げられている｡

石器 石鏃が１点 (Ｓ３) 出土している (図版33)｡ 基部の一部を欠く以外､ ほぼ完存するサ

ヌカイト製の打製石鏃である｡ 平面形が楕円形に近い､ 小型の石鏃である｡ 全長2.25㎝､

幅1.25㎝､ 最大厚2.80㎜を測る｡ また､ 重さは0.9ｇである｡

時 期 出土土器から､ Ⅳ－１期に位置付けられる｡

ＳＤ18 (写真図版56)

検出状況 調査区南東部で検出した (第60図)｡ ＳＤ21の西側に位置する｡ 第１期調査で検出した

遺構である｡ 北西－南東方向にほぼ直線的にのびる溝で､ 北西端については後世の撹乱を

受け途切れている｡ 南東部は､ ＳＤ20と切り合い関係にあり､ ＳＤ20に切られている｡

形状・規模 検出した長さは13.50ｍである｡ 横断面は逆台形をなし､ 検出面における幅は1.65ｍ～

1.80ｍを測る｡ 最深部における検出面からの深さは､ 43㎝である｡ 底部の標高は11.00ｍ
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とほぼ一定している｡

埋没状況 ４層からなる (第73図)｡ ４層とも洪水に起因して堆積したものと考えられる｡

出土遺物 壺と甕が出土している (図版16)｡

壺 306～308の３個体出土している｡ 306は無頸壺に分類されるものである｡ 全体的に磨滅

が著しいが､ 外面にヘラミガキの痕跡を確認することができる｡ 307は､ 壺の体部片であ

る｡ ５条のヘラ描沈線が引かれており､ 一見したところ弥生時代前期の土器のようである｡

しかし､ 胎土・器厚の特徴から前期の土器ではないものと判断している｡ 308は底部片で

あるが､ 胎土の特徴から前期に近い特徴を示している｡

甕 309の１個体出土している｡ 形態的特徴から､ 甕の底部と判断したものである｡

時 期 出土土器から､ Ⅲ期に位置付けられる｡

ＳＤ19

検出状況 調査区中央東部で検出した (第60図)｡ ＳＤ21の北側､ 旧河道の南側に位置する｡ 第１

期調査と第２期調査で検出した遺構である｡ 東西方向にほぼ直線的にのびる溝で､ 東端は

調査区外へのびている｡ 西端部については､

第２面で検出したＳＤ06により切られている｡

形状・規模 検出した長さは8.60ｍである｡ 横断面は皿

形をなし､ 検出面における幅は1.20ｍ～1.74

ｍを測る｡ 最深部における検出面からの深さ

は､ 10㎝である｡ 底部の標高は11.10ｍとほ

ぼ一定している｡

埋没状況 灰黄褐色シルト質極細砂～細砂１層からなる (第74図)｡ 層相から判断して､ 洪水に起

因して堆積したものと考えられる｡

出土遺物 広口壺の口縁部片が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡ 内面に突帯が貼り

付けられている｡

時 期 出土土器から､ 弥生時代Ⅱ期に位置付けられる｡
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ＳＤ20

検出状況 調査区南東部で検出した (第60図)｡ ＳＤ18の南東端部に位置する｡ 第１期調査で検出

した遺構である｡ 南西－北東方向にほぼ直線的にのびる溝で､ 両端とも調査区内で収束し

ている｡ ＳＤ18とは切り合い関係にあり､ ＳＤ18を切っている｡

形状・規模 検出した長さは２ｍである｡ 横断面は浅いＵ字形をなし､ 検出面における幅は65㎝を測

る｡ 最深部における検出面からの深さは､ 11㎝である｡ 底部の標高は11.45ｍである｡

出土遺物 壺と甕が出土しているが､ いずれも小片のため図化できなかった｡

壺 広口壺と直口壺が出土している｡ 広口壺は､ 口縁部を中心に残存し､ 口縁端面には４条

の凹線の上に棒状浮文が貼り付けられている｡ 直口壺は､ 頸部を中心に残存する｡ ２条以

上の凹線が引かれている｡

甕 体部片が出土している｡

時 期 出土土器から､ Ⅳ期に位置付けられる｡

ＳＤ21

検出状況 調査区南東部で検出した (第60図)｡ ＳＤ2

0の東側に位置する｡ 第１期調査で検出した

遺構である｡ 南北方向にほぼ直線的にのびる

溝で､ 北端は第２面で検出したＳＤ03により

切られている｡ 南端については､ 第２期調査

で検出されるべきであったが､ 平面的な調査

を十分に行うことはできなかった｡ 他の遺構

との切り合い関係は認められない｡

形状・規模 検出した長さは８ｍである｡ 横断面は皿形をなし､ 検出面における幅は1.50ｍ～2.70ｍ

を測る｡ 底部は礫層を切り込んでいるためか､ 起伏が顕著である｡ 最深部における検出面

からの深さは､ 20㎝である｡ 底部の標高は11.22ｍである｡

埋没状況 ２層からなる (第75図)｡ 層相から判断して､ いずれも洪水に起因して堆積したものと

考えられる｡ 特に､ 第１層ではラミナを観察することができた｡

出土遺物 壺 (310) と甕 (311) が出土している (図版16)｡ いずれも底部片で､ 磨滅が著しい｡

時 期 出土土器から､ Ⅲ～Ⅳ期に位置付けられる｡� 旧河道 (写真図版16・56～73・75～77)

検出状況 調査区北東部で検出した (第60図)｡ Ｐ08・ＳＫ11の北東側に位置する｡ 第１期調査と

第２期調査で検出した遺構である｡ 検出できたのは旧河道の一部で､ 南西側の肩部を中心

に検出されている｡ 第２期調査分については､ 遺物の取上げを行うことはできたが､ 平面

的な調査を十分に行うことはできなかった｡ ＳＤ19と切り合い関係にあり､ ＳＤ19を切っ

ている｡

形状・規模 検出できたのは旧河道の一部に限られ､ 規模等を明確にすることはできない｡ また､ 南

西側肩部付近の一部は､ 不定形な中洲状の高まりも認められた｡ 南西側肩部のラインから､

― 78 ―

第３章 調査の成果Ａ

地

区

第75図 ＳＤ21断面



北西－南東方向に流れていたものと考えられる｡ 最大検出長は21.50ｍ､ 幅は14.50ｍであ

る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における検出面からの深さは１ｍである｡

なお､ 北東側肩部については､ Ａ地区の北東部にあたるＣ地区の調査では本旧河道は検

出されていない｡ よって､ 旧河道の幅は38ｍ以下と考えられる｡

埋没状況 15層からなる (第76図)｡ 層相から判断して､ いずれも洪水に起因して堆積したものと

考えられる｡ 特に､ ２層・５層・６層・10層・14層ではラミナを観察することができた｡

なお､ 当旧河道は､ 完新世段丘Ⅰ面形成後の氾濫原面が埋没する過程で形成された一流路

であり､ その埋没過程を示しているものと考えられる｡

出土遺物 弥生時代中期初頭と中期中葉の土器が多量に出土している (図版16～31)｡

前期 前期から中期初頭にかけての土器である｡ 壺・甕・鉢が出土している｡

壺 312～314・316～319の７点出土している｡

312～314は､ 広口壺の口縁部片である｡ 312は､ 口縁部内面に断面三角形の突帯が貼り

付けられている｡ 口縁端部は１条のヘラ描沈線が引かれ､ これに直交させるようにキザミ

目が施されている｡ 313も､ 口縁部内面に断面三角形の突帯が貼り付けられている｡ ３条

がセットで､ 流水文状に貼り付けられている｡ 313は内外面ともナデ調整により仕上げら

れている｡

316～319は体部片である｡ 316の外面には平行する５条のヘラ描沈線と弧状をなす２条

のヘラ描沈線が認められる｡ 317は､ 断面三角形の突帯が流水文状に貼り付けられている｡

318は､ 上から､ ヘラ描沈線 (３条残)・竹管文・ヘラ描沈線 (５条)・ヘラ描沈線 (４条)・

山形文が施されている｡ 山形文については半截竹管により施文されている｡ 319は､ 上か

ら､ ５条のヘラ描沈線・山形文・４条のヘラ描沈線が施文されている｡ 山形文は半裁竹管

による施文である｡

なお､ 312と318は､ 最下層から出土している｡

甕 320～333の14点出土している｡ 口縁部片は320～326の７個体出土しているが､ 口縁部の

形態から､ 如意形タイプ (320・322・325・326) と逆Ｌ字形タイプ (321・323・324) に

分類することができる｡ 他に､ 底部片が７点 (327～333) 図化している｡

如意形 322を除いては､ 口縁端部にキザミ目が施されている｡ また､ 口縁部下外面には､ 320は

４条､ 322は５条､ 325は８条､ 326は３条の､ ヘラ描沈線が引かれている｡ このなかで､

320のヘラ描沈線については､ 半裁竹管による可能性が高い｡ また､ 325は､ ハケ調整後､
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ヘラ描沈線が引かれている｡ さらに､ 326のヘラ描沈線文の下側にはヘラ描による山形文

が引かれている｡ なお､ 320は最下層から出土している｡

逆Ｌ形 口縁端部に粘土を貼り付け､ 口縁部が造られている｡ 324を除いては､ 端面にキザミ目

は刻まれない｡ 一方､ キザミ目が刻まれない321には８条の､ 323には５条のヘラ描沈線が

引かれている｡ 逆に324にはヘラ描沈線は認められない｡

底部 内外面ともナデ調整による仕上げが一般的である｡ ただし､ 327の外面はハケ調整によ

り､ 330と331の外面はヘラミガキにより､ 仕上げられている｡ なお､ 332と333については､

胎土の特徴から､ 当該期の土器と判断したものである｡ また､ 329と333は最下層から出土

している｡

鉢 315の１個体が出土している｡ 深鉢の口縁部片と考えられ､ 縄文晩期の可能性も考えら

れる｡ 口縁端部に粘土を貼り付け､ 端部を帯状に拡張させている｡

中期中葉 壺・甕・鉢・高坏・器台・蓋が出土している｡

壺 広口壺・広口短頸壺・短頸壺・無頸壺・台付壺・水差・直口壺・受口壺・細頸壺が出土

している｡

広口壺 334～429の96個体を図化した｡ ①口縁端部を口縁部より厚くし､ 明確な端面を有するタ

イプ､ ②口縁端部を上方へわずかに拡張させ､ 明確な端面を有するタイプ､ ③口縁端部を

上下方向にわずかに拡張させ､ 明確な端面を形成するもの､ ④口縁端部を下方へ拡張させ､

垂直な端面を有するタイプ､ ⑤口縁端部を斜下方にわずかに拡張させ､ 斜方向の端面を有

するタイプ､ ⑥口縁端部を斜下方へ大きく拡張させ､ 斜方向の端面を有するタイプ､ ⑦口

縁部を斜下方へ折り返すタイプ､ ⑧口縁部を大きく巻き込み､ 端部を折り込むタイプ､ ⑨

口縁部内面に突帯を１条貼り付けるタイプ､ ⑩口縁端部を上下に拡張させるとともに内面

に１条の突帯を貼り付け､ 見かけ上突帯が２条にみえるタイプ､ ⑪口縁部内面に２条の突

帯が貼り付けられるタイプ､ ⑫口縁部内面に３条の突帯が貼り付けられるタイプ､ ⑬体部

片､ などが認められる｡

① 334～338の５個体である｡ 334は､ 口縁端面に４個を単位とした円形浮文が２箇所残存

する｡ 復元すると７単位あったものと考えられる｡ また､ 口縁部内端面には扇状文が認め

られる｡ 335の端面にはヘラ描による斜格子文を施文後､ 円形浮文が貼り付けられている｡

また､ 内端面にも竹管文が押印され､ その内側には断面三角形と考えられる突帯が１条貼

り付けられている｡ 336の口縁端面には､ 貝殻によるキザミ目が刻まれている｡ 337の口縁

端面には､ ヘラ描による斜格子文が認められる｡ 338の口縁端面には貝殻によりキザミ目

が認められ､ 頸部外面にも指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡

② 339～342の４個体である｡ 339と340は､ 端面にキザミ目が刻まれるとともに､ 頸部外面

には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡ ただし､ 339のキザミ目は縦方向であるのに

対し､ 340のキザミ目は斜方向である｡ 341の口縁端面には､ 貝殻によるキザミ目を施文後､

円形浮文が貼り付けられている｡ 口縁部内端面にも円形浮文が等間隔に貼り付けられてい

る｡ 342については､ 装飾は全く認められない｡

③ 343～351の９個体である｡ 343は､ 端面に４条の凹線→キザミ目→円形浮文の貼り付け

が行われている｡ 344は､ 口縁端面には３条の凹線が引かれ､ 頸部外面には断面三角形の
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突帯が１条貼り付けられている｡ 345と350は､ 口縁端面は無文であるが､ 頸部外面に指頭

圧痕文突帯が貼り付けられている｡ 346と347は､ 口縁端面には斜方向のキザミ目が刻まれ､

頸部外面には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡ 348は､ 口縁端面には３条の凹線文

の上に斜方向のキザミ目が引かれている｡ また､ 体部中位には貝殻列点文が押印されてい

る｡ 349は､ 口縁端面に３条の凹線文を刻んだ後､ 円形浮文が貼り付けられている｡ 351の

口縁端面には斜方向のキザミ目が引かれている｡

④ 352と353の２個体である｡ 352は､ 端面には櫛描斜格子文を施文後､ 円形浮文が２段に

貼り付けられている｡ また､ 口縁部内端面には竹管文が口縁部に沿うように３列押印され

ている (写真図版58)｡ 文様等の特徴から､ 播磨地域以外から搬入された可能性が高い土

器である｡ 最下層から出土している｡ 353は､ 口縁端面には斜方向のキザミ目が刻まれて､

頸部外面には断面三角形の突帯が２条貼り付けられている｡

⑤ 354～359の６個体である｡ 354と355は､ 口縁端面は無文であるが､ 頸部外面に指頭圧痕

文突帯が貼り付けられている｡ 356は､ 口縁端面に４条の擬凹線施文後､ ３個がセットと

なった円形浮文が貼り付けられている｡ また､ 頸部下外面には櫛描直線文が認められる｡

最下層から出土している｡ 357は､ 口縁端面には斜方向のキザミ目が引かれ､ 頸部外面に

は指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡ 358は､ 無文である｡ 359は､ 口縁端面に４条の

凹線施文後､ 棒状浮文と円形浮文が貼り付けられている｡ 棒状浮文は６箇所に貼り付けら

れている｡

⑥ 360～365の６個体である｡ 360は､ 口縁端面には４条の凹線施文後､ ３本がセットとなっ

た棒状浮文が貼り付けられている｡ また口縁部内端面には櫛描格子文が描かれている｡ さ

らに､ 頸部外面には２条の凹線文が認められる｡ 361の口縁端面には綾杉状にキザミ目が

引かれた後､ 円形浮文が貼り付けられている｡ 362は､ 口縁端面に７条の凹線文の上に棒

状浮文が貼り付けられている｡ 棒状浮文は６本がセットのものと､ ７本がセットのものが

各２セットずつ貼り付けられている｡ また､ 頸部外面には凹線が３条認められる｡ 363も

362と装飾パターンは同じである｡ ただし､ 口縁端面の凹線は５条で､ 棒状浮文は３本が

セットとなっている｡ 364は､ 口縁端面に５条の凹線文が引かれ､ その上に円形浮文が１

箇所貼り付けられている｡ 頸部外面には凹線が４条認められる｡ 365は､ 口縁端面の凹線

が５条で､ 頸部の凹線が３条である｡

⑦ 366と367の２個体である｡ 366は､ 口縁端面には７条からなる櫛描波状文､ 口縁部内端

面には７条からなる扇状文が､ 頸部外面には断面三角形の突帯が２条認められる｡ 扇状文

は､ 計16箇所にあったものと復元される｡ 367は､ 口縁部端面には櫛状工具による列点文

が施され､ 頸部外面には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡

⑧ 368～373の６個体である｡ 368は､ 口縁端面に斜方向にキザミ目が引かれている､ 369は､

口縁部外面と口縁部内端面に竹管文が押されている｡ 370は､ 口縁部端面に綾杉状にキザ

ミ目が刻まれている｡ 371は､ 口縁部外面に１条の凹線を引いた後､ 斜方向のキザミ目が

刻まれ､ その上に円形浮文が貼り付けられている｡ 372は､ 口縁部は無文であるが､ 頸部

に指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡ 373は､ 口縁部外面には円形浮文が一定間隔で

貼り付けられ､ 頸部外面には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡
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⑨ 374の１個体である｡ 口縁内端部と突帯頂部にキザミ目を刻み､ 突帯の内側には２個１

対の紐穴が穿たれている｡ ２個１対の紐穴は､ ほぼ等間隔に８箇所に穿たれている｡ また､

キザミ目は､ 口縁内端部と突帯頂部に同時に刻まれている｡ さらに､ 頸部外面には指頭圧

痕文突帯が貼り付けられている｡

⑩ 375～382の８個体である｡ 375は､ 口縁部端面に５条の凹線文の上に棒状浮文が貼り付

けられている｡ 全体で12箇所に貼り付けられていたものと復元できる｡

376は､ 口縁部端面に３条の凹線の上に２本１対の棒状浮文が貼り付けられている｡ 棒

状浮文は６対貼り付けられていたものと復元される｡ また､ 頸部外面には指頭圧痕文突帯

が貼り付けられている｡

377は､ ２条の突帯頂部にキザミ目を刻み､ 口縁端面には３条の凹線文の上にキザミ目

を刻み､ さらに３個１対の円形浮文が貼り付けられている｡ なお､ ２条の突帯頂部のキザ

ミ目は､ 同時に刻まれている｡

378の装飾パターンは377とほぼ同じである｡ ただし､ 口縁端面の凹線が４条で､ 円形浮

文は４個を１対としている｡

379は､ 貼り付けられた突帯頂部のみにキザミ目が刻まれ､ この突帯の内側に２列､ 外

側に１列､ 竹管文が押されている (写真図版59)｡ また､ 外側の竹管文列内に２穴１対の

紐穴が穿たれており､ ８対あったものと推定される｡ さらに､ 口縁部端面には４条の凹線

文の上にキザミ目が刻まれ､ その上に２個が縦列して１対となる円形浮文が貼り付けられ

ている｡ また､ 頸部外面には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡

380は､ ２条の突帯の頂部にキザミ目が刻まれ､ その内側に２穴１対の紐穴が穿たれて

いる｡ また､ 口縁端面には斜方向のキザミ目が刻まれた上に３個１対の円形浮文が貼り付

けられている｡ 頸部外面には､ 指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡

381は､ ２条の突帯頂部にキザミ目が刻まれるとともに､ その内側に４個１対の竹管文

が貼り付けられ､ その間に２穴１対の紐穴が穿たれている｡ また､ 口縁端面には､ ４条の

凹線文の上にキザミ目が刻まれ､ その上に３個１対の円形浮文が貼り付けられている｡ 頸

部外面には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡

382は､ ２条の突帯頂部にキザミ目が刻まれるとともに､ その内側には竹管文が連続し

て押されている (写真図版59)｡ その延長上には紐穴も１穴穿たれている｡ 口縁端面には

３条の凹線文の上にキザミ目が刻まれ､ その上に３個が縦列して１対をなす円形浮文が貼

り付けられている｡

⑪ 383～393の11個体である｡ 383は､ ２条の突帯頂部にキザミ目が刻まれ､ 突帯間に２穴

１対の紐穴が穿たれている｡ ２穴１対の紐穴は､ ８箇所にあったものと復元される｡ 口縁

端面にはヘラ状工具によるキザミ目が刻まれている｡

384は､ ２条の突帯頂部にキザミ目が刻まれる｡ 口縁端面には３条の凹線文の上に３本

１対の棒状浮文が貼り付けられている｡ 頸部には断面三角形の突帯が２条貼り付けられ､

肩部には上から櫛描直線文と櫛描波状文が施文されている｡

385は､ 突帯頂部にはキザミ目は刻まれていない｡ 口縁端面にはヘラ状工具による斜格

子文が施文され､ その上に３個１対の円形浮文が貼り付けられている｡ 円形浮文は計８対
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あったものと推定される｡ 頸部外面には断面三角形の突帯が２条貼り付けられている｡

386は､ ２条の突帯頂部にキザミ目が同時に刻まれ､ 突帯間に２穴１対の紐穴が穿たれ

ている｡ 紐穴は計８対あったものと復元される｡ 口縁端面には３条の凹線文の上にキザミ

目が刻まれ､ その上に４個１対の円形浮文が貼り付けられている｡

387も､ ２条の突帯頂部にキザミ目が刻まれ､ 突帯間に２穴１対の紐穴が穿たれている｡

口縁端面にはキザミ目が鋭利な工具により刻まれている｡ 頸部外面には断面三角形の突帯

が３条貼り付けられている｡

388も､ ２条の突帯頂部にキザミ目が刻まれ､ 突帯間に２穴１対の紐穴が穿たれている｡

なお､ ２条の突帯の一端は口縁端部にぶつかり収束し､ 片口状をなす (写真図版60)｡ 口

縁端面はヘラ状工具によりキザミ目が刻まれている｡ また､ 口縁部内端面においては､ わ

ずかに櫛描波状文らしき文様が観察できる｡

389は､ ２条の突帯頂部には部分的にキザミ目が認められる｡ 突帯間に２穴１対の紐穴

が穿たれている｡ また､ 口縁端面にはヘラによるキザミ目が刻まれている｡ さらに､ 頸部

外面には断面三角形の突帯が２条貼り付けられている｡

390も､ ２条の突帯頂部にキザミ目が刻まれ､ 突帯間に２穴１対の紐穴が穿たれている｡

口縁端面は無文で､ 口縁部内端面に櫛描波状文が施文されている｡ 頸部外面には､ 断面三

角形の突帯が３条貼り付けられている｡

391についても､ 突帯頂部のキザミ目と突帯間の紐穴は同じである｡ ただし､ 口縁部内

端部にヘラ状工具によるキザミ目が刻まれている｡

392は､ 突帯頂部にキザミ目は認められない｡ 突帯間には２穴１対の紐穴が穿たれてい

る｡ また､ 口縁端面には綾杉状のキザミ目がヘラ状工具により刻まれ､ その上に竹管文が

連続して押されている｡ さらに､ 口縁部内端面にも竹管文が２列にわたって連続して押さ

れている｡

393も､ ２条の突帯頂部にキザミ目が刻まれているが､ 突帯間に紐穴は認められない｡

口縁端面と口縁部内端面には竹管文が一定の間隔で押されている｡

⑫ 394～397の４個体である｡ 394は､ 外側２条の突帯頂部にはキザミ目が刻まれている｡

また､ 口縁内端部にもキザミ目が刻まれている｡ 一方､ 395の突帯頂部にはキザミ目は認

められない｡ なお､ 口縁部内端面に櫛描波状文をわずかに観察することができる｡

396は､ ３条の突帯頂部にキザミ目が刻まれている｡ 口縁端面にはヘラ状工具により綾

杉状にキザミ目が刻まれ､ その上に３個１対の円形浮文が貼り付けられている｡ 円形浮文

は６対あったものと復元される｡

397は､ 突帯頂部にはキザミ目は認められない｡ 最も外側の突帯の内側には､ ３穴１対

の紐穴が穿たれている｡ 12対あったものと復元される｡ 口縁端面には､ 円形浮文が連続し

て貼り付けられている｡

⑬ 398～429の32個体である｡ 398は､ 上から櫛描直線文・櫛描斜格子文・扇状文・櫛描直

線文を施文後､ 上側の櫛描直線文の上側に円形浮文が貼り付けられている｡ 399は､ 上か

ら櫛描直線文・櫛描波状文・櫛描直線文・櫛状工具による列点文が施文されている｡ 400

は､ 上から櫛描直線文・櫛描斜格子文・櫛描直線文・凹線文を施文後､ 櫛描直線文上に円
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形浮文が貼り付けられている｡ 401は､ ３帯の櫛描波状文の下側に櫛描直線文が施文され

ている｡ なお､ 櫛描波状文は５本からなる｡ 402は､ 上から､ 櫛描直線文・櫛描波状文・

櫛描直線文・櫛描斜格子文・櫛描直線文・櫛状工具による刺突文を施文後､ 最も下側の櫛

描直線文の上に３個を１対とした円形浮文が貼り付けられている｡ 櫛描直線文と櫛描波状

文は６本からなるが､ 斜格子文は３本からなる｡ 403は､ 上から櫛描直線文・櫛描刺突文・

櫛描直線文・櫛描波状文が施文されている｡ 404は､ 上から､ 櫛描直線文・竹管文帯・櫛

描波状文の順に施文されている｡ 405は､ 櫛描直線文の下側にキザミ目を伴った棒状浮文

が横方向に１条､ 縦方向に２条貼り付けられている｡ 406は､ 上から､ 櫛描直線文・櫛描

波状文・櫛描直線文の順に施文されている｡

407は､ 頸部に指頭圧痕文突帯､ 体部中位に櫛状工具による刺突文が認められる｡ 409の

体部中位にも､ 同様の刺突文が認められる｡ 410では刺突文が２段にわたって施文されて

いる｡ 412は､ 上から櫛描波状文・櫛描直線文・簾状文が認められる (写真図版61)｡ 413

は､ キザミ目を伴う突帯が､ 縦方向・横方向それぞれ２条ずつ貼り付けられている (写真

図版61)｡ 414は､ 円形の刺突文が３段にわたって施文されている (写真図版61)｡ 415は､

２帯の櫛描直線文間に櫛描斜行文が施文されている｡ 416は､ 上から櫛描波状文・櫛描直

線文・ヘラ描斜格子文の順に施文されている｡

この他､ 417・422・423は斜格子文と櫛描直線文が､ 418・420・421は貝殻によるキザミ

目 (写真図版61・62) が､ 419は刺突文が､ 424は櫛描斜格子文が､ 425は櫛描斜格子文の

上に円形浮文が､ それぞれ施文されている｡ また､ 426と429は櫛描直線文と櫛描波状文の

上に円形浮文が､ 427は櫛描直線文の上に竹管文が､ 428は櫛描直線文の上に円形浮文が貼

り付けられ､ さらに小規模な竹管文も押されている｡

底部 体部から底部にかけて残存するものである｡ 広口壺を含む全ての壺の体部・底部である｡

430～452の23個体を図化している｡ 多くの体部は､ 外面がヘラミガキ､ 内面がハケ調整・

ナデ調整・ヘラ削りにより仕上げられている｡ 体部下半以下の個体が中心のため､ 装飾は

ほとんど認められない｡

431については､ 一見したところ甕とも考えられるが､ 頸径の規模から壺に分類してい

る｡ 体部上半には､ 櫛状工具による刺突文が２段にわたって認められる｡ ただし､ 体部下

半に煤の付着が認められるため､ 甕の可能性も完全には否定できない｡ 433は､ 体部上半

に櫛描直線文と櫛描波状文のセットが３セットと最下段に櫛描直線文が認められる｡ 434

の体部中位にはヘラ状工具によるキザミ目が認められる｡ 437と438については､ 甕の可能

性も考えられるが､ 全体の形態的特徴から壺として報告する｡ 451の体部内面は､ ヘラミ

ガキにより仕上げられている｡

広口短頸壺 453～456の４個体である｡ 体部から口縁部にかけて外反し､ 口縁部を水平方向もしく

は斜下方に折り返している｡ 全体的に加飾は認められず､ 唯一455の口縁端面に綾杉状の

キザミ目が認められる｡ 外面は､ ハケ調整を中心に仕上げられている｡

短頸壺 口縁部を短く立ち上げるタイプと口縁部を短く屈曲させるタイプが出土している｡ 前者

は､ 457の１個体に限られる｡ 器高9.5㎝とミニチュアに近い土器である｡

後者は､ 458～464の７個体が出土している｡ 458と459は大型の土器で､ 全体的に器壁が
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厚く仕上げられている｡ 頸部外面には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡ 460につい

ては､ 一見したところ甕と類似するが､ 口縁部の形態から､ 本報告では壺として報告する｡

口縁端部を拡張させ､ ４条の凹線文が施されている｡ 462の口縁端部には櫛先による列点

文が施文され､ ２個が縦列でセットとなる円形浮文が一定の間隔で貼り付けられている｡

463は､ 口縁端面に貝殻によるキザミ目が刻まれている｡ 464の口縁端面には､ ３条の凹線

の上に棒状浮文が貼り付けられている｡ 間隔をおいて貼り付けられているが､ その間隔は

一定していない｡

無頸壺 口縁部を内側に折り返すタイプと折り返さないタイプが出土している｡ 後者は465の１

個体である｡ 口縁部には６条の凹線が引かれ､ 最上段の凹線に２穴の紐穴が穿たれている｡

前者は､ 466～476の11個体を図化することができた｡ 466は､ 口縁部と体部の境にキザ

ミ目が刻まれている｡ 467は､ 口縁部と体部の境がわずかに突帯状をなし､ その突帯下に

２穴１対の紐穴が穿たれている｡ 468は､ 口縁部下に４条の凹線が引かれている｡

470は､ 完形に復元できた個体である｡ 口縁部と体部の境には強い横ナデ調整により凹

線状に窪み､ この箇所にキザミ目が刻まれている｡ 体部と脚部の境には､ 断面三角形の突

帯が２条貼り付けられている｡ また､ 脚部には涙形の透かしがあけられている｡ ３箇所完

存するが､ 全体で７箇所と復元できる｡ 透かしの規模は､ 長さ３㎝で､ 底辺が１㎝である｡

471は､ 体部下半から脚部にかけて残存する｡ 体部と脚部の境には断面三角形の突帯が

２条貼り付けられ､ その下側にはヘラ描きによる斜格子文が描かれている｡ その後､ ２個

１対の紐穴が２箇所に穿たれている｡

472は､ 体部と脚部の接合部である｡ 断面三角形の突帯が３条貼り付けられている｡ 脚

部は､ ヘラ状工具により逆三角形状に抉られている｡ 残存する範囲においては貫通してい

ない｡ 10箇所残存し､ 全体で21箇所と復元できる｡

473は､ 脚部を中心に残存する｡ 体部との境には断面三角形の突帯が１条貼り付けられ

ている｡ 突帯貼り付け後に､ 脚部には三角形の透かしが８箇所にあけられている｡ 透かし

の規模は､ 長さ3.30㎝で､ 底辺が1.5～1.8㎝である｡

474も脚部を中心に残存する｡ 体部との境には､ 断面三角形の突帯が２条貼り付けられ

ている｡ 脚部には､ 三角形の透かしが２段にわたって彫られている｡ 各段６箇所ずつで､

三角形の頂点が互いに向かい合うようにし､ 上下互い違いに彫られている｡ 透かしの規模

は､ 長さ1.6㎝で､ 底辺が0.9㎝である｡

475も脚部を中心に残存する｡ 体部との境には断面三角形の突帯が２条貼り付けられ､

その上に２本が１対の棒状浮文が貼り付けられている｡ また､ ２条の突帯の上下には綾杉

文がヘラにより描かれている｡ さらに､ 脚端部にも断面三角形の突帯が１条貼り付けられ

ている｡ 脚端部を上方に拡張させているため､ 結果として､ ２条の突帯があるように見受

けられる｡ そして､ 両者の頂部にはヘラによりキザミ目が刻まれている｡

476も脚部を中心に残存する｡ 体部との境には断面三角形の突帯が２条貼り付けられて

いる｡ 脚部には鋭角三角形をなす透かしが彫られており､ ７箇所あったものと復元される｡

透かしの規模は､ 長さ3.8～4.6㎝で､ 底辺が1.2～1.4㎝である｡

台付壺 477～486の10個体図化することができた｡ いずれも台部を中心に残存する｡ 477につい
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ては､ 大型の椀形高坏の可能性も否定できない｡ 481についても､ 高坏の可能性も考えら

れるが､ 全体の形態から判断して､ 本報告では台付壺として報告する｡

478は､ 台部上部に断面三角形の突帯が２条貼り付けられている｡ また､ 台部中央には

２穴１対の孔が２セット穿たれている｡ 479は､ 器高の低い台部であるが､ 体部との境に

は指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡ 480の台部には､ 径８㎜の円孔が６箇所残存し､

計８穴と復元できる｡

481の台部上部には凹線文が３条引かれ､ その後長方形状の透かしが彫られている｡ 計

５箇所と復元できる｡ 透かしの下側には３条のヘラ描沈線が引かれ､ その下側には連続し

て三角形状に抉られている｡ 貫通はしていない｡

482は､ 体部との境に断面三角形の突帯が２条貼り付けられている｡ その後､ 突帯上に

２本１対の棒状浮文が貼り付けられている｡ また､ ２条の突帯の下側には連続する三角形

の抉りが３段に彫られている｡

485は､ 低い台部であるが､ 円孔が穿たれており､ 計９箇所と復元される｡ 486は､ 台部

中央に３条の凹線が引かれている｡

水差 487と488の２個体図化することができた｡

487は､ 体部中位から口縁部にかけて復元することができた｡ 体部上半に半環状の把手

が付き､ 把手に最も近い部分の口縁部がわずかに抉れている｡ 断面三角形の突帯が､ 頸部

に２条､ 体部中央部に１条､ それぞれ貼り付けられている｡ 体部への突帯貼り付け後､ 上

から櫛描直線文と櫛描波状文が施文され､ 櫛描直線文の上に円形浮文が貼り付けられてい

る｡ 他に､ 頸部の突帯下にも櫛描直線文が認められる｡

488は､ 把手が体部への貼り付け部を中心に残存する｡ 把手側の口縁部は大きく抉られ

ている｡

直口壺 489～492の４個体図化することができた｡

489は､ 口縁部に断面三角形の突帯が３条貼り付けられ､ キザミ目が刻まれている｡ ま

た､ 口縁部外端部にもヘラによるキザミ目が刻まれている｡

490は､ 口縁部から体部上半にかけての個体と底部片からなる｡ 両者は､ 胎土・色調・

規模等の特徴が類似することから､ 同一個体として報告する｡ 口縁部中位には３条の､ 頸

部には４条の凹線文が施されている｡ 体部上半には､ 上から､ 櫛描波状文・櫛描直線文・

櫛描波状文・櫛描波状文・櫛描直線文・櫛描直線文が施文されている｡ いずれも６条を単

位とした､ 同一工具による施文と考えられる｡

491は､ 口縁部上部に断面三角形の突帯が３条貼り付けられている｡ また､ 口縁端部を

外方にわずかに拡張させ､ 突帯状をなす｡ 結果として､ 一見したところ､ 口縁部上部が４

条の突帯となっている｡ この４条の突帯頂部にはキザミ目がヘラにより刻まれている｡ こ

の他､ 頸部付近にも断面三角形の突帯が３条貼り付けられ､ 上側２条のみにキザミ目がヘ

ラにより刻まれている｡

492は､ その形態的特徴から直口壺の体部と判断したものである｡ 頸部には４条の凹線

文が認められる｡ また､ 体部中位には櫛状工具による刺突文が認められる｡

受口壺 493～495の３個体図化することができた｡
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493は､ 大型の受口壺の口縁部である｡ 口縁部は頸部に対して明確に屈曲する｡ 口縁部

外面には櫛状工具による斜格子文が描かれている｡ さらに､ 口縁部外端部にはヘラによる

キザミ目が刻まれている｡ 頸部には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡

494は､ 頸部から口縁部にかけて大きく内湾する｡ 口縁部外面には､ ４条の凹線文が引

かれている｡ 頸部外面には､ 指頭圧痕文突帯が２段にわたって貼り付けられている｡

495は､ 口縁部が頸部に対して明確に屈曲する｡ 口縁部外端部には､ キザミ目が刻まれ

ている｡

細頸壺 496と497の２個体図化することができた｡

496は､ 口縁部の一方が大きく抉られている｡ 口頸部から肩部外面には､ 上から竹管文・

櫛描波状文・櫛描波状文・櫛描直線文・櫛描波状文の順に施文が認められる｡ 竹管文は､

径１㎜と大変小規模なもので､ 縦列に３個連続して押されている｡

497は､ 肩部を中心に残存する｡ 頸部付近に断面三角形の突帯が２条貼り付けられてい

る｡ 突帯の下側には､ 上から､ 櫛描直線文・櫛描波状文・櫛描直線文・櫛描波状文の順に

施文されている｡ その後､ ２条の突帯に直交するように､ 突帯の上から体部にかけて棒状

浮文が貼り付けられている｡ 棒状浮文は２本が１対となり､ ６箇所に貼り付けられていた

ものと復元できる｡ そして､ 上位の櫛描波状文の上に４個１対の円形浮文が貼り付けられ

ている｡ 残存するのは２対であるが､ 棒状浮文に区画された６箇所に貼り付けられていた

ものと考えられる｡

甕 498～532の35個体図化することができた｡ いずれも基本的な特徴は同じである｡ 口縁部

はく字形に屈曲し､ 体部内面は縦方向のヘラ削りとハケ調整､ 外面は縦方向のヘラミガキ

調整を基本とする｡ ただし､ 法量的な差は顕著で､ 498のように口径が30㎝を越えるもの

から､ 516のように12㎝のものまで認められる｡

504と517の口縁端面にはキザミ目が刻まれている｡ この他､ 521・524・526・529・532

の底部中央には､ 焼成前の穿孔が認められる｡ また､ 530の胎土は､ 他の甕とは異なり､

讃岐地方から搬入された可能性が考えられる｡

鉢 く字口縁鉢と直口鉢が出土している｡

く字口縁 533と534の２個体を図化することができた｡ 533の口縁端面にはキザミ目が刻まれてい

る｡ 534は完形に復元できた個体である｡ 調整法等は甕と類似するが､ 口径と器高の関係

から鉢として報告する｡ ただし､ 煤の付着が認められることから､ 甕として機能した可能

が考えられる｡

直口鉢 535～539の５個体図化することができた｡

535と536は口縁内端部を内側にわずかに拡張させ､ 水平な端面を形成している｡ 536の

口縁外端部にはキザミ目が刻まれている｡

537は､ コップ形をなす鉢と考えられる｡ 体部中位には櫛状工具によると考えられる刺

突文が認められる｡ また､ 内面には煤状の炭化物の付着が認められる｡

538と539は､ 無頸壺に近い形態の鉢である｡ 538は､ 口縁部に３条の凹線を引き､ その

上にキザミ目が刻まれている｡ 凹線の下側には､ 上から刺突文・円形浮文・刺突文が認め

られる｡ 刺突文はいずれも貝殻によるものである｡ 539は､ 口縁端部から体部上半にかけ
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て３段にわたってキザミ目が刻まれている｡ その後､ 口縁端部のキザミ目の上に３個が縦

列する円形浮文が貼り付けられている｡

高坏 水平口縁高坏と椀形高坏が出土している｡

水平口縁 口縁部と体部の境内面に突帯が貼り付けられるタイプと突帯を伴わないタイプが出土し

ている｡

後者は､ 540～542の３個体である｡ 540の口縁端面にはキザミ目が刻まれ､ その上に２

個１対の円形浮文が貼り付けられている｡ 541の体部外面には１条のヘラ描沈線が認めら

れる｡

前者は､ 543～551の９個体を図化することができた｡ 543は､ 口縁端面に５条の凹線を

引き､ その上にキザミ目が刻まれている｡ その後､ 円形浮文が貼り付けられている｡ 円形

浮文は､ 縦列する３個が４列セットとなっている｡ 544も､ 543と基本的な装飾は同じであ

るが､ 凹線文は４条である｡ 545は､ 口縁端面に５条の凹線文を引いた後､ キザミ目が刻

まれ､ その上に３本がセットの棒状浮文が貼り付けられている｡ さらに､ 棒状浮文には浮

文に直交するキザミ目が刻まれている｡

546は､ 完形に復元できた個体である｡ 口縁端面には４条の凹線が引かれ､ その上にキ

ザミ目が刻まれ､ さらに円形浮文が貼り付けられている｡ 円形浮文は､ 縦列する２個が4

列セットとなっている｡ また､ 口縁部内面の突帯上面にもキザミ目が刻まれている｡ 坏部

内外面と脚部外面はヘラミガキにより仕上げられている｡

547は､ 深い坏部からなる｡ 口縁端面にはキザミ目が刻まれている｡ 548も同様である｡

549は､ 口縁端面に３条の凹線文の上にキザミ目が刻まれ､ その上に円形浮文が貼り付け

られている｡ ２個縦列が２列でセットとなっている｡

551は､ 口縁部を拡張させず､ 装飾は認められない｡

椀形高坏 体部に対して口縁部が屈曲するタイプと､ 屈曲が認められないタイプが認められる｡

前者は､ 552と553の２個体である｡ 552の口縁部と体部の境には２条の凹線が認められ

る｡ 体部は内外面ともヘラミガキにより仕上げられ､ 最後に口縁部内外面が横ナデ調整に

より仕上げられている｡ 553は､ 口縁部内面もヘラミガキにより仕上げられている｡

後者は､ 556～563の８個体を図化することができた｡

556と558は､ 口縁部に断面三角形の突帯が２条貼り付けられている｡ さらに口縁端部を

内外に拡張させ､ 突帯状をなす｡ このため､ 口縁部外面の見かけは３条の突帯となってい

る｡ この突帯頂部にはキザミ目が刻まれている｡ 559についても､ ほぼ同様の特徴が認め

られるが､ 貼り付けられた突帯は１条である｡

557は､ 口縁端部を内側に拡張させ､ 水平な端面をもつ｡ この端面上には円形浮文が連

続して貼り付けられている｡ 口縁部外面には､ 断面三角形の突帯が３条貼り付けられ､ そ

の頂部にはキザミ目が刻まれている｡ ３条の突帯のなかで､ 最下段の突帯は､ 他より小規

模である｡ また､ 口縁外端部にもキザミ目が刻まれている｡ 562についても､ 同様の装飾

が認められる｡

561は､ 口縁部に３条の凹線文が引かれている｡

脚部 554・555・564～589・597～599の30個体図化した｡
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554と555は水平口縁高坏の脚部と考えられる｡

564～590は椀形高坏の脚部と考えられる｡ 565と568の接合部と脚部中央には､ 断面三角

形の突帯が､ それぞれ１条貼り付けられている｡ 一方､ 570の接合部には２条の､ 脚部中

央には１条の､ ヘラ描沈線が描かれている｡ いずれの沈線も１周するが､ 起点と終点が接

続していない｡ また､ 566は脚端部外面に煤が付着しており､ 蓋に転用されていた可能性

が考えられる｡

571と574は､ 脚端部にヘラ描きによる鋸歯文が描かれ､ その上側にヘラ描沈線が描かれ

ている｡ ヘラ描沈線は､ 571が３条､ 574が８条からなる｡ 特に574のヘラ描沈線は､ 鋭利

な工具により描かれている｡

572と573は､ 鋸歯文がヘラ描ではなく､ 透かし状に抉られている｡ しかし､ 未貫通であ

る｡ 575は､ 脚部中央にヘラ描沈線が描かれ､ その下側に断面三角形の突帯が２条貼り付

けられている｡

583は､ 上からヘラ描沈線１条・斜格子文・ヘラ描沈線２条・縦線文・ヘラ描沈線１条

の順に施文されている｡ ヘラ描沈線が､ 斜格子文と縦線文の割付ラインとなっている｡ 斜

格子文と縦線文はヘラ描きによるものである｡ また､ 上記の文様の下側は､ 透かし状に抉

られている｡ 鋸歯文を意識したものと考えられる｡

584は､ 鋸歯文のみ認められる｡ 各鋸歯文の斜片は太く深い沈線となっているのに対し

て､ 内側の斜線は細く浅い沈線となっている｡

589は､ 脚端部付近に断面三角形の突帯が３条貼り付けられている｡ さらに､ 脚端部を

上方に拡張させ､ 突帯状をなす｡ この結果､ 外面は見かけ上４条の突帯となっている｡ こ

の突帯の頂部にはキザミ目が刻まれている｡ その後､ 上段と中段の突帯にかけて２本がセッ

トの棒状浮文が貼り付けられている｡ さらに､ 上段と中段の突帯間と下段の突帯から脚端

部にかけての､ 棒状浮文が２本貼り付けられている｡ この他､ ３条の突帯の上側には､ 竹

管文が４段にわたって押されている｡ 各段の竹管文は連続するものであるが､ かなり不揃

いである (写真図版72)｡

597は､ 脚部の小片で､ 外面に線刻が認められる (写真図版73)｡ 鹿を表現したのではな

いかと考えられる｡ さらに､ ヘラ描沈線も認められる｡ 598も小片であるが､ 線刻が認め

られる｡ ただし､ 小片のため表現内容は不明である｡ 599も同様に線刻が認められる｡ 波

状文状に観察される｡

器台 590～593の４個体出土している｡

590は､ 口縁部のみ残存する｡ 口縁部には断面三角形の突帯が２条貼り付けられている｡

さらに､ 端部を内外にわずかに拡張させ､ ほぼ水平な端面をなす｡ この結果､ 口縁部外面

は､ 見かけ上３条の突帯となる｡ ２条の突帯頂部にはキザミ目が刻まれている｡ その後､

２条の突帯上には２本がセットの棒状浮文が貼り付けられている｡ さらに､ ２条の突帯の

下側には､ ヘラ描による綾杉状の施文が認められる｡ また､ 端面には３条の凹線が引かれ､

その後ヘラによりキザミ目が刻まれ､ その上に円形浮文が貼り付けられている｡

591は､ 筒部下半の一部と考えられる｡ 透かしの一部が残存する｡ また､ 外面にはヘラ

描による綾杉文が刻まれている｡

― 89 ―

第２節 ４. 第３面の調査 Ａ

地

区



592は､ 590と同タイプの器台と考えられる｡ 口縁端部は口縁部に直交する端面を有し､

ヘラ描による格子文の上に円形浮文が貼り付けられている｡ 口縁部外面には４条の断面三

角形の突帯が貼り付けられている｡ 突帯頂部にはキザミ目が刻まれている｡ また､ 突帯の

下側には透かしの一部がわずかに残存する｡ 残存する範囲においては､ 長方形もしくは逆

三角形と考えられる｡

593は､ 受け部を中心に残存する｡ 端面には凹線が３条引かれ､ その上にキザミ目が格

子状に刻まれている｡ 受け部内面には､ 扇状文が一定の間隔で描かれ､ その後､ その間隙

を埋めるように竹管文が３列にわたって押されている｡ ただし､ 竹管文の列は不揃いで､

部分的に４列となっている箇所も認められる｡

蓋 594～596の３個体出土している｡ 594は､ 完形に復元できた個体である｡ 口縁端部には

ヘラによるキザミ目が刻まれている｡ 口縁端部から内面にかけて､ 煤の付着が認められる｡

595と596は天井部を中心に残存する｡ つまみは､ いずれも小規模である｡

時 期 出土土器から､ Ⅱ～Ⅳ期に位置付けられる｡� 包含層 (写真図版73～76)

概要 遺構に伴わなかった遺物のなかにも､ 本遺跡を検討するうえで重要と考えられる遺物が

出土している｡ そこで､ ここでは遺物を中心に報告する｡ 遺物としては､ 土器と石器が出

土している｡

土器 弥生時代中期初頭・中期中葉・後期の土器が出土している (図版31・32)｡

中期初頭 壺・甕・鉢が出土している｡

壺 600は体部片と考えられる｡ 渦巻き文とヘラ描沈線・列点文が認められる｡ またこの土

器の胎土の特徴から､ 生駒西麓産と考えられる｡ 601は､ 広口壺で､ 体部中位から口縁部

にかけて残存する｡ 頸部に３条､ 体部上半に１条､ 体部中位に２条､ 断面三角形の突帯が

貼り付けられている｡ 頸部外面には籾圧痕が観察される｡

甕 611の１個体が出土している｡ 如意形口縁をなすタイプで､ 口縁端部にはキザミ目が刻

まれている｡ 頸部には４条のヘラ描沈線が認められる｡

鉢 605の１個体が出土している｡ 口縁部の小片で､ 端部は帯状の突帯をなす｡ 端部にはキ

ザミ目が刻まれている｡ 胎土の特徴から､ 当該期に位置付けている｡ 河道からも同タイプ

の土器 (315) が出土している｡

中期中葉 壺・甕・高坏・台形土器が出土している｡

壺 602は広口壺の口縁部片である｡ 内面に１条の凹線が認められる｡ 603も広口壺の口縁部

片である｡ 内面に断面三角形の突帯が２条貼り付けられている｡ 突帯頂部にはキザミ目が

刻まれている｡ また､ 頸部には指頭圧痕文突帯の剥離痕が認められる｡

604は､ 水差である｡ 体部外面は､ 叩き整形後ハケ調整とヘラミガキにより仕上げられ

ている｡ 体部中位には､ キザミ目が刻まれている｡ 頸部下には半環状の把手が付けられて

いる｡ また､ 頸部には４条の凹線文が認められる｡

甕 606の１個体が出土している｡

高坏 609の１個体が出土している｡ 609は､ 脚部のみ残存する｡ 平行する２条のヘラ描沈線が
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２対認められる｡ 脚端部付近には円孔が５箇所に穿たれている｡

台形土器 612の１個体が出土している｡ 台部を中心に比較的良好に残存する｡ 台部を除く外面は

ハケ調整､ 内面はナデ調整により仕上げられている｡ 台部はナデ調整により仕上げられて

いる｡

後期 甕・高坏・小型丸底土器が出土している｡

甕 607の１個体が出土している｡ 外面が叩き整形により､ 内面がヘラ削りにより仕上げら

れている｡

高坏 609と610の２個体が出土している｡ 610は､ 有稜高坏の坏部である｡ 内外面ともヘラミ

ガキにより仕上げられ､ 最後に口縁部内外面が横ナデ調整により仕上げられている｡

石器 石鏃と石錐が出土している (図版33)｡

石鏃 Ｓ７～Ｓ９の３点が出土している｡ Ｓ７は､ 基端部と表面一部を欠く｡ 長さ2.80㎝､ 幅

1.62㎝､ 最大厚4.3㎜を測る｡ 重さは1.30ｇである｡ Ｓ８は完存する平基式の石鏃である｡

全長2.05㎝､ 幅1.70㎝､ 最大厚４㎜を測る｡ 重さは1.30ｇで､ 全体的に風化が顕著である｡

Ｓ９は､ 凹基式に近い形態をなす｡ 先端を欠き､ 残存長は1.45㎝である｡ また､ 幅は1.35

㎝､ 最大厚は2.90㎜を測る｡ 重さは0.4ｇである｡

石錐 Ｓ13の１点が出土している｡ 完存する個体で､ 全長4.62㎝､ 幅2.13㎝､ 最大厚6.50㎝と

大型の製品である｡ 重さは5.7ｇである｡
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第３節 Ｂ地区の調査

１. 調査概要

調査では､ Ａ地区同様､ 弥生時代・古墳時代後期・中世の３時期の遺構が検出されてい

る｡ しかし､ 遺構の検出はＡ地区とは異なり､ 検出した面は１面である｡ なお､ 中世は平

安時代後半以降を示すものである｡� 土層

基本層序 上から､ ①盛土・整地層､ ②旧耕作土層､ ③水田土壌層､ ④土壌層Ⅱ､ ⑤基盤層､ の層

序が認められた (第77図)｡ Ａ地区と基本的には同じであるが､ Ａ地区東部で認められた

洪水堆積層を欠く｡ また､ 土壌層Ⅰに対応する土壌層は認められなかった｡ つまり､ Ａ地

区西部で認められた基本層序とは細部において特徴を異にする｡

なお､ 以下の記述および第77図は､ Ｂ地区第１期調査の調査壁で観察したものである｡

盛土・整地層 １層が該当する｡ 当層が調査区全体を１ｍ～1.50ｍ覆っている｡ その層相はＡ地区と同

じで､ 線路敷設に伴って盛土・整地された層である｡

旧耕作土層 ２層が該当する｡ 基本的に調査区全体を覆っているが､ 部分的に後世の撹乱を受けた箇

所も認められた｡ Ａ地区同様､ 当層上面が当該期の旧地表面と理解できる｡

また､ 当層下層の３層については､ 旧耕作土にともなう床土層と考えられる｡ 調査区の

ほぼ全域で認められた｡ なお､ ３層については､ ２層の床土として機能する以前は､ その

層相から判断して､ 水田土壌層であったと判断される｡

水田土壌層 ４層・５層・７層・９層・11層が該当する｡ これらの層は整地によって形成された層で

ある｡ 水田として利用されたようで､ 顕著に撹乱され､ 土壌化している｡ 下層の土壌層上

面で平安時代以降の遺構を検出していることから､ 中世から近世にかけて形成されたもの

と考えられる｡ ３層についても､ 同

様である｡

土壌層 土壌層Ⅱ (12層・17層・18層) が

該当する｡ これらの層はいずれも顕

著に土壌化した層で､ Ａ地区の15層

(第22図) に対応する層である｡ 基

盤層の19層と同じ堆積層で､ その上

部が土壌化した層と考えられる｡ 基

本的に､ 調査区のほぼ全域で認めら

れた｡ ただし､ 調査区北部で認めら

れた17層については､ 他の土壌層Ⅰ

と同一層かについては判断すること

ができない｡

なお､ 調査区北西部に認められ､

土壌層Ⅱとした12層については､ Ａ
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第78図 Ｂ地区基本土層 (東壁)
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第79図 Ｂ地区平面図



地区における土壌層Ⅰに対応する可能性も考えられる｡

基盤層 19層と20層の２層からなる｡ 基本的に20層の礫層が堆積後､ その凹地部分に砂 (19層)

が堆積し､ 平坦化したものと考えられる｡ この段階で､ 当地に人間の営みが始まったもの

と考えられ､ 当該期の地表面が土壌層Ⅱの上面と考えられる｡

なお､ 礫層中の礫の大きさに関しては､ 中礫が中心で､ 調査区北西部を中心に大礫が認

められた｡ Ａ地区西部の礫層と対応するもので､ ここに最も大きな礫層の高まりが認めら

れた｡ その頂部の標高は11.50ｍである｡

また､ 19層については､ 第77図では１層にまとめているが､ 詳細に観察できたところで

は､ 少なくとも２回の洪水に起因する堆積が観察されている｡� 遺構の検出

遺構検出 先述したように､ 遺構は基本的に

土壌層Ⅱ上面の１面で検出している｡

17層・18層上面が概当する｡ ただし､

調査区北西部では土壌層Ⅱは認めら

れず､ この箇所では基盤層の20層上

面で遺構を検出している｡

記載順序 先述したように､ 遺構は１面で検

出しているが､ 大きく､ 弥生時代・

古墳時代・中世の遺構を検出してい

る｡ そこで､ Ａ地区の報告に対応さ

せるべく､ 中世→古墳時代→弥生時

代の順に報告していく｡ 中世がＡ地

区の第１面に､ 古墳時代がＡ地区の

第２面に､ 弥生時代がＡ地区の第３

面に対応するものである｡

― 95 ―

第３節 １. 調査概要

Ｂ

地

区

第80図 竪穴住居の検出

第81図 柱穴の検出
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第82図 中世の遺構



２. 中世の遺構と遺物

当該期の遺構としては､ 掘立柱建物跡・柱穴・柵・土坑・墓・溝を検出している｡� 掘立柱建物跡

５棟 (ＳＢ18～ＳＢ22) 検出している｡

ＳＢ18 (写真図版19・78・79)

検出状況 調査区南西隅で検出した (第82図)｡

第３期調査で検出した建物である｡ ＳＢ

19の西側に位置する｡ 建物の多くは､ 西

側調査区外へ拡がっているものと考えら

れる｡ また､ 北側の多くは､ 後世の撹乱

を受けている｡ このため､ 建物全体の規

模等の把握は困難である｡

建 物 総柱建物である (第83図)｡ 南北方向

で４間､ 東西方向で１間検出している｡

建物の平面形・規模等を明確にすること

は困難であるが､ Ｐ２－Ｐ４間で1.40ｍ､

Ｐ１－Ｐ２間・Ｐ２－Ｐ３間で90㎝､ Ｐ４－Ｐ５間で95㎝を測る｡ また､ Ｐ１－Ｐ３を基

準とした棟軸方向は､ Ｎ19°30″Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴は全て円形からなり､ その規模は径26㎝～29㎝とほぼ一定している｡ 柱痕を検出で

きたのは､ Ｐ２とＰ６の２穴に限られる｡

Ｐ２においては､ 柱痕内から完形の土師器小皿２枚が

出土している (第84図)｡ 柱抜き取り後に埋められたも

のと考えられる｡
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第83図 ＳＢ18

第84図 ＳＢ18－Ｐ２断面 第85図 ＳＢ18－Ｐ４断面



Ｐ４においても､ 同様に柱痕内に完形の土

師器皿が４点まとまって出土している (第85

図)｡ 平面・断面では観察できなかったが､

その出土状況から判断して､ 柱抜き取り後に

柱痕内に入れられたものと考えられる｡ また､

Ｐ５においては､ 掘り方内から土師器の皿が

９点出土している｡ 柱埋め建て前に埋められ

たものと考えられる｡

なお､ 各柱穴の規模は第18表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 Ｐ１から甕の体部片が､ Ｐ６から椀が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかっ

た｡

土師器 Ｐ２から613・614・628が､ Ｐ４から615～617・627が､ Ｐ５から618～626が､ それぞれ

一括で皿が出土している｡ 皿は､ 手づくね整形によるものと､ 轆轤整形によるものとが出

土している (図版35)｡

前者が圧倒的に多く､ 613～625の13個体出土している｡ このなかで､ 613～623は口縁部

と体部の境が明瞭であるのに対して､ 624と625は不明瞭である｡

後者は､ 626～628の３個体である｡ いずれも底部は回転ヘラ切りにより切り離されてい

る｡ 627と628は､ ヘラ切り後､ ナデ調整が加えられている｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡

ＳＢ19

検出状況 調査区南西部で検出した (第82図)｡ 第３期調査で検出した建物である｡ ＳＢ18の東側､

ＳＢ20の西側､ ＳＸ02の南側に位置する｡ 建物の多くは､ 南側調査区外へ拡がっているも

のと考えられるまた､ 北側の一部は､ 第１期調査の際に掘削した側溝により､ 建物北東部

の柱穴は検出できなかった｡
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第18表 ＳＢ18 柱穴規模一覧

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 26 － 35

Ｐ２ 29 10 40

Ｐ３ 27 － 17

Ｐ４ 26 － 34

Ｐ５ 28 － 19

Ｐ６ 26 10 35

第86図 ＳＢ19



建 物 総柱建物である (第86図)｡ 南北方向で１間､ 東西方向で３間検出している｡ 南北・東

西いずれが桁行・梁行になるかは断定できない｡ 東西方向の柱穴間の規模については､ 第

19表の通りである｡ また､ Ｐ１－Ｐ３間の柱穴間距離は1.80ｍである｡ なお､ Ｐ２－Ｐ４

を基準とした棟軸方向は､ Ｎ20°Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴は全て円形からなり､ その規模は径20㎝～25㎝とほぼ一定している｡ 検出面からの

深さも全体的に浅く､ Ｐ６の33㎝を除いては､ 10㎝大である｡ いずれの柱穴においても柱

痕を検出することはできなかった｡ なお､ 各柱穴の規模は第19表の通りである｡

出土遺物 土師器の杯と皿が出土している｡ いずれも小片のため､ 図化できなかった｡

時 期 建物の方向性から判断して､ 中世３期と考えられる｡

ＳＢ20

検出状況 調査区中央南端部で検出した (第82図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ＳＢ19の

東側に位置する｡ 建物の大半は､ 南側調査区外へ拡がっているものと考えられる｡ また､

東側も､ Ｂ地区中央部を南北に貫く撹乱を受け､ より東側へ拡がる可能性も考えられる｡

建 物 総柱建物である (第87図)｡ 南北方向で１間､ 東西方向で３間検出しているが､ 南北・

東西いずれが桁行・梁行になるかは断定できない｡ また､ Ｐ４－Ｐ７間の柱通りは不揃い
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第19表 ＳＢ19 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

南 辺

Ｐ３－Ｐ４ 2.20

6.65 2.22Ｐ４－Ｐ５ 2.30

Ｐ５－Ｐ６ 2.15

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 20 － 18

Ｐ２ 25 － 13

Ｐ３ 20 － 11

Ｐ４ 24 － 15

Ｐ５ 24 － 14

Ｐ６ 30 － 33

第87図 ＳＢ20



である｡ 東西方向の柱穴間の規模については､ 第20表の通りである｡ また､ Ｐ１－Ｐ４間

の柱穴間距離は2.70ｍと､ 当該期の建物のなかではやや柱間が大きい傾向にある｡ なお､

Ｐ３－Ｐ６を基準とした棟軸方向は､ Ｎ20°30″Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴は全て円形からなるが､ ＳＢ19と比較して楕円形傾向にあるものが目立つ｡ その規

模は径22㎝～32㎝と､ 当該期の柱穴とほぼ同規模である｡ 検出面からの深さも全体的に浅

く､ 30㎝を超えるものは認められない｡ いずれの柱穴においても柱痕を検出することはで

きなかった｡ なお､ 各柱穴の規模は第20表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 Ｐ１から須恵器の椀が１点 (632) 出土している (図版35)｡ いわゆる東播系の椀である｡

土師器 Ｐ１とＰ５から皿が出土している｡ 底部は回転ヘラ切りにより切り離されている｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡

ＳＢ21

検出状況 調査区東端部中央で検出した (第82図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ＳＢ22の

北側に位置する｡ 建物の多くは､ 北東側調査区外へ拡がっている｡ また､ 部分的に後世の

撹乱を受け､ 柱穴を検出することはできなかった｡

建 物 総柱建物である (第88図)｡ 南北方向で３間､ 東西方向で３間分検出しているが､ 東西

方向に関してはさらに東側へ拡がる可能性が考えられる｡ 桁行・梁行とも全ての柱が検出

された箇所は認められない｡ 建物の規模は､ Ｐ１－Ｐ４間で7.30ｍと､ Ｐ４－Ｐ６間で10.

50ｍを測り､ 両者を基準とした面積は76.65㎡である｡ また､ Ｐ１－Ｐ２間が2.70ｍ､ Ｐ

５－Ｐ６間が3.45ｍと､ 全体的に柱間が広い傾向にある｡ また､ Ｐ１－Ｐ４を基準とした

棟軸方向は､ Ｎ22°Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴は全て円形もしくは円形に近い楕円形

からなる｡ その規模は径30㎝以下と､ 全体的

に小型である｡ また､ いずれの柱穴において

も柱痕を検出することはできなかった｡ 各柱

穴の規模は第21表の通りである｡

出土遺物 器種を特定できる土器は出土していない｡

時 期 出土遺物からの時期の特定は困難である｡ 建物の方向性から中世３期と考えられる｡
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第20表 ＳＢ20 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

南 辺

Ｐ４－Ｐ５ 1.05

5.00 1.67Ｐ５－Ｐ６ 1.70

Ｐ６－Ｐ７ 2.25

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 25 － 5

Ｐ２ 32 － 26

Ｐ３ 26 － 10

Ｐ４ 22 － 12

Ｐ５ 25 － 23

Ｐ６ 30 － 13

Ｐ７ 25 － 23

第21表 ＳＢ21 柱穴規模一覧

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 27 － 11

Ｐ２ 27 － 7

Ｐ３ 28 － 11

Ｐ４ 20 － 19

Ｐ５ 20 － 9

Ｐ６ 22 － 21



ＳＢ22

検出状況 調査区南東端部で検出した (第82図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ＳＢ21の南

側に位置する｡ 建物は調査区内でおさまっているが､ 大半が後世の撹乱を受け､ 多くの柱

穴を検出することはできなかった｡

建 物 梁行３間､ 桁行４間の総柱建物である (第89図)｡ ただし､ 西側から２通り目の梁行は

柱穴が未検出である｡ また､ 東梁行の柱通りは大変不揃いである｡ 建物の規模は､ Ｐ１－

Ｐ７間で6.70ｍ､ Ｐ７－Ｐ10間で6.15ｍを測り､ 両者を基準とした面積は41.20㎡である｡

また､ Ｐ１－Ｐ３を基準とした棟軸方向は､ Ｎ25°Ｅを示す｡

柱 穴 柱穴は全て円形もしくは円形に近い楕円形からなる｡ その規模は､ Ｐ６とＰ９がやや大

きい以外は､ 全体的に小型である｡ また､ いずれの柱穴においても柱痕を検出することは

できなかった｡ なお､ 各柱穴の規模は第22表の通りである｡

出土遺物 土師器と須恵器が出土している｡ いずれも､ 小片のため図化できなかった｡

土師器 Ｐ７から皿が出土している｡

須恵器 Ｐ５から甕の体部片が出土している｡ 外面は平行叩きにより整形されている｡

時 期 出土遺物と建物の方向性から判断して､ 中世３期と考えられる｡
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第88図 ＳＢ21



� 柱穴

はじめに 建物を構成すると認められた柱穴以外に､ 当該期の柱穴が少なからず検出されている｡

これらの柱穴の中には､ 遺物が良好な状態で出土した例も認められる｡ そこで､ このよう

な柱穴について､ 出土遺物を中心に報告する｡ 報告する柱穴は､ ６穴 (Ｐ09～Ｐ14) であ

る (第82図)｡

Ｐ09

検出状況 調査区南西部で検出した (第82図)｡ 第１期調査で検出し､ ＳＸ02の西側に位置する｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ 須恵器は､ 椀の体部片が出土している｡ 土師器は､ 小
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第22表 ＳＢ22 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

東梁行
Ｐ７－Ｐ８ 1.60

6.15 2.05Ｐ８－Ｐ９ 2.50
Ｐ９－Ｐ10 2.05

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 23 － 20
Ｐ２ 19 － 7
Ｐ３ 25 － 6
Ｐ４ 21 － 17
Ｐ５ 30 － 11
Ｐ６ 38 － 40
Ｐ７ 27 － 12
Ｐ８ 31 － 19
Ｐ９ 40 － 46
Ｐ10 30 － 15

第89図 ＳＢ22



皿と大皿が出土している｡ 小皿については小片のため図化できなかった｡ 大皿は､ 630の

１個体が出土している (図版35)｡ 手づくね整形によるもので､ 口縁部は１段の横ナデ調

整により仕上げられている｡

時 期 出土土器から､ 中世３期に位置付けられる｡

Ｐ10

検出状況 調査区中央部南側で検出した (第82図)｡ ＳＫ14の西側に位置する｡

出土遺物 土師器の皿が１点 (629) 出土している (図版35)｡ 調整は良好に観察できないが､ 轆轤

整形による可能性が高い｡ 底部はナデ調整が加えられているが､ その切り離し方法は観察

できなかった｡

時 期 出土土器から､ 中世２～３期に位置付けられる｡

Ｐ11

検出状況 調査区中央部南側で検出した (第82図)｡ ＳＫ14と平面的に重複する｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 完形に復元できた椀が１個体 (633) 出土している (図版35)｡

土師器 皿もしくは杯の底部片が出土している｡ 轆轤整形によるものと考えられるが､ 詳細は観

察できなかった｡ 底部の切り離しについても同様である｡ 小片のため図化できなかった｡

時 期 出土土器から､ 中世３期に位置付けられる｡

Ｐ12

検出状況 調査区東部中央で検出した (第82図)｡ ＳＫ15の北西側に位置する｡

出土遺物 土師器の甕が１点 (634) 出土している (図版35)｡ 全体的に内外面ともナデとユビオサ

エにより整形され､ 最後に口縁部が横ナデ調整により仕上げられている｡ 外面は熱を受け､

赤変している｡

時 期 出土土器から､ 中世１期以降に位置付けられる｡

Ｐ13

検出状況 調査区南東部で検出した (第82図)｡

出土遺物 土師器の皿が１点 (635) 出土している (図版35)｡ 手づくねにより整形されている｡ 口

縁部は強い横ナデ調整により､ 体部との境には明瞭な段が認められる｡

時 期 出土土器から､ 中世３期に位置付けられる｡

Ｐ14

検出状況 調査区南東部で検出した (第82図)｡ Ｐ13の北側､ ＳＫ15の東側に位置する｡

出土遺物 須恵器の甕の体部片と土師器の皿 (631) が出土している (図版35)｡ 631は､ 手づくね

整形による｡ 口縁部は強い横ナデ調整により､ 体部との境には明瞭な段が認められる｡

時 期 出土土器から､ 中世３期に位置付けられる｡
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� 柵

１基検出している｡

ＳＡ01

検出状況 調査区東半部で検出した (第82図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ほぼ同規模な

柱穴が直列することから､ 柵と判断したものである｡ 南北にのびる遺構で､ 南端部は調査

区外へのびている可能性も考えられる｡ 柵列内には､ 後世の撹乱が数箇所に認められた｡

形状・規模 ６穴からなり､ 全長で15.25ｍを測る (第90図)｡ 柱穴間の距離から､ Ｐ４－Ｐ５間とＰ

５－Ｐ６間に､ 未検出の柱穴が存在した可能性も考えられる｡ 柵列を構成する柱穴は､ い

ずれも小規模で､ 最大で34㎝である｡ 検出面からの深さについても14㎝以下である｡

出土遺物 いずれの柱穴からも遺物は全く出土していない｡

時 期 出土遺物から時期を判断することは困難である｡ 柵列の方向性および各柱穴の埋土の特

徴から､ 中世３期と考えられる｡

� 墓

２基 (ＳＸ01・ＳＸ02) 検出している｡

ＳＸ01 (写真図版19・80・83)

検出状況 調査区南西部で検出した (第82図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ 本遺構の1/3ほ

どは西側調査区外へ拡がっており､ 検出できたのは全体の約2/3である｡ ＳＢ18の北側に

位置し､ ＳＢ18と主軸方向をほぼ同じくする｡ この他､ ＳＫ12と切り合い関係にあり､ Ｓ

Ｋ12を切っている｡

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなすものと考えられる (第91図)｡ 遺物の出土状況等から､ 木棺

墓と考えられる｡ ただし､ 棺の痕跡を確認・検出することはできなかった｡ 検出面におけ

る規模は､ 主軸方向で2.33ｍを測り､ その直交方向で1.10ｍ残存する｡ 横断面は逆台形を

なし､ 底部はほぼ平坦である｡ 底部における主軸方向の規模は､ 2.12ｍである｡ 最深部に
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第23表 ＳＡ01 柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

棚 列

Ｐ１－Ｐ２ 1.70

15.25 3.05

Ｐ２－Ｐ３ 2.70

Ｐ３－Ｐ４ 2.60

Ｐ４－Ｐ５ 4.25

Ｐ５－Ｐ６ 4.00

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 27 － 6

Ｐ２ 33 － 7

Ｐ３ 25 － 10

Ｐ４ 34 － 14

Ｐ５ 22 － 14

Ｐ６ 30 － 12

第90図 ＳＡ01



おける検出面からの深さは30㎝である｡ また､ 本遺構の主軸は､ Ｎ18°Ｅを示す｡

埋没状況 暗褐灰色シルト混じり極細砂１層が堆積していた｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡ 特に､ 土器については､ 底部北東隅付近 (第91図網かけ

部分) で､ 土師器の皿が４点 (637～640) まとまって出土している｡

土 器 土師器と須恵器が出土している (図版35)｡

土師器 杯と皿が出土している｡ 杯は636の１個体で､ ほぼ完形に近い個体である｡ 轆轤整形に

より仕上げられ､ 底部は回転ヘラ切りにより切り離されている｡

皿は､ ４個体とも小皿に分類されるものである｡ ４個体とも杯同様､ 轆轤整形により仕

上げられている｡ 638を除いては､ 底部は回転ヘラ切りにより切り離されている｡ 638につ

いても､ 底部の残存状況が良好ではないが､ 回転ヘラ切りによる可能性が高い｡

須恵器 椀と甕が出土している｡ 椀は641の１個体が出土している｡ 甕は体部の小片が出土して

いる｡

鉄製品 鉄釘が17点 (Ｍ９～Ｍ25) 出土している (図版37)｡ いずれも､ 断面方形をなす和釘で

ある｡ このなかで､ Ｍ９～Ｍ12・Ｍ15・Ｍ18には木質が遺存しており､ 棺材の固定に使用

されていたものと考えられる｡ 最も良好に残存するＭ９は､ 残存長8.45㎝を測り､ その断

面は５㎜×８㎜である｡ この他､ 頭部まで残存しないが､ Ｍ10は8.8㎝残存する｡ 断面の

規模はいずれも８㎜以下である｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世２期と考えられる｡
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ＳＸ02 (巻首図版６・７ 写真図版19・80・81・83)

検出状況 調査区南西部で検出した (第82図)｡ 第１期調査で検

出した遺構である｡ ＳＢ19の北側に位置する｡ 他の遺構

との切り合い関係は認められず､ 完存する｡

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなす (第93図)｡ 側材の出土お

よび断面観察の結果から､ 木棺墓と考えられる｡ 主軸方

向を東西方向にとり､ 検出面における掘り方の規模は､

主軸方向で2.10ｍを測り､ その直交方向で1.24ｍを測る｡

横断面は箱形に近い逆台形をなし､ 底部は平面をなす｡
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底部における規模は､ 主軸方向で

1.70ｍ､ その直交方向で93㎝を測

る｡ また､ 最深部における検出面

からの深さは45㎝である｡

また､ 本遺構の主軸は､ Ｎ72°

Ｗを示す｡

木棺 棺材そのものは､ 南側の側材の

一部が遺存していたのみである｡

他には､ 棺材は全く遺存していな

かった｡ また､ 北西隅には20㎝大

の亜円礫が置かれていたが､ 棺材を固定するためのものと考えられる｡ また､ 北側の長側

部は平面的には棺の痕跡を確認することができなかった｡ しかし､ 断面観察においては､

棺の痕跡を確認することができた｡ また､ 後述するように､ 鉄釘が３点 (Ｍ４～Ｍ６) 出

土している (図版37) が､ 棺材を固定するためのものと考えられる｡

以上から､ 棺の規模は､ 長軸方向で1.70ｍ､ その直交方向で84㎝と復元することができ

る｡ また､ 遺物の出土状況から､ 西側が頭位と考えられる｡

埋没状況 横断面の観察の結果､ 木棺の立ち上がり角度が北側ほど緩やかである (第93図)｡ さら

に､ その立ち上がりが北側は検出面まで確認することができなかった｡ 以上から､ 棺材が

北側へ傾き､ その後埋没したものと考えられる｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡ 土器については､ 底部で､ 土師器皿７個体と青磁碗１個

体が､ 棺底に副葬された状態で出土している (第93図)｡ このなかで､ 647と648について

は､ その出土状況から､ 北側の側板に立て掛けられていたものが､ 長側板の崩壊に伴い､

北側に倒れたものと考えられる｡

土器 土師器・須恵器・青磁が出土している (図版35)｡

土師器 皿・羽釜・堝・甕が出土している｡

皿は､ いわゆる小皿と大皿が出土している｡ 小皿は､ 642～646の５個体出土している｡

５点のうち､ 642と643の２個体については､ 形態的に類似し､ 轆轤整形により造られ､ 底

部はヘラにより切り離されている｡ なお､ 642の器表面には化粧土の塗布が認められる｡

一方､ 644～646の３個体については､ 手づくね整形により仕上げられている｡ 形態的にも

類似する｡ 口縁部のみ１段の横ナデ調整により仕上げられている｡ ただし､ 646の横ナデ

調整は他より弱いものである｡

大皿は､ 647と648の２個体出土している｡ ２個体とも手づくね整形によるもので､ 口縁

部内外面が１段の横ナデ調整により仕上げられている｡ 特に､ 647の横ナデ調整は､ 弱い

ナデ調整である｡

この他､ 羽釜は鍔が､ 堝と甕は体部片が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡

特に､ 堝の体部外面は叩き整形により､ 甕の体部外面はハケ調整により､ 仕上げられてい

る｡ また､ 羽釜については､ 埋土の上層から出土している｡

須恵器 椀・捏鉢・甕が出土している｡ いずれも､ 墓坑内下層から出土している｡ 椀は､ 649の
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１個体が出土している｡ 口縁部のみ残存する｡ 捏鉢は650の１点で､ 口縁部がわずかに残

存する｡ 口縁部断面はコの字形をなし､ 重ね焼痕が認められる｡ 甕は､ 652の１個体で､

口縁部を中心に残存する｡ 体部の一部に平行叩きが認められる｡

青磁 完存する１個体 (651) が出土している (巻首図版７)｡ 龍泉窯系の青磁碗で､ 内面には

劃花文が陰刻されている｡ 高台畳付部分から内側は露胎している｡ また､ 口縁端部は､ 釉

が削り取られている｡

鉄製品 鉄刀と鉄釘が出土している (図版37)｡

鉄刀 Ｍ３が１点出土している｡ 完存する製品で､ 全面に木質痕が遺存している｡ 全長32.35

㎝､ 刃長23.00㎝､ 茎長9.35㎝を測る｡ 刃部は片刃で断面三角形をなし､ 背幅８～９㎜を

測り､ 刃幅は最大で3.1㎝を測る｡ 茎部には径３㎜の目釘穴が､ １箇所に認められる｡ ま

た､ 関部の幅は2.20㎝である｡

釘 ３点 (Ｍ４～Ｍ６) 出土している｡ いずれも棺材の接合に使用されていたものと考えら

れる｡ 完存するものはないが､ 断面方形をなす和釘である｡ 頭部が残存するＭ５とＭ４は

頭巻タイプである｡ Ｍ５は､ 2.9㎝残存し､ 断面の規模は5.5㎜×４㎜である｡ Ｍ４は､ 4.5

㎝残存し､ 断面の規模は５㎜×６㎜を測る｡ Ｍ６は頭部を欠き､ 3.3㎝残存する｡ 断面の

規模は４㎜×４㎜である｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡� 土坑

４基 (ＳＫ12～ＳＫ15) 検出している｡

ＳＫ12 (写真図版20・81)

検出状況 調査区南西部で検出した (第82図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ13の西側

に位置する｡ ＳＸ01と切り合い関係にあり､ ＳＸ01に切られている｡ また､ 本遺構の東側

は､ 第１期調査の際の側溝掘削に伴い､ 検出することはできなかった｡ このため､ 検出で

きたのは全体の1/2以下である｡

形状・規模 一部しか検出できなかったが､ 平面形は隅丸方形もしくは隅丸長方形をなすものと考え

られる｡ その規模は､ 南北方向で1.02ｍを測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における

検出面からの深さは23㎝である｡

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり極細砂１層が堆積していた｡ 人為的に埋められた層である｡

出土遺物 土師器の皿が出土している｡ 653は､ いわゆる大皿に分類されるもので､ 手づくね整形

により仕上げられている｡ 口縁部は内外面とも弱い横ナデ調整により仕上げられている｡

654～656の３個体は､ 小皿に分類されるものである｡ ３個体とも､ 形態的特徴は異なる

が､ いずれも手づくね整形により仕上げられている｡ 口縁部内外面は横ナデ調整により仕

上げられているが､ 654は弱い横ナデ調整である｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡
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ＳＫ13

検出状況 調査区南西部で検出した (第82図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ12の東側

に位置する｡ 古墳時代のＳＫ18と切り合い関係にあり､ ＳＫ18を切っている｡ また､ 本遺

構の北側は､ 第１期調査の際の側溝掘削に伴い､ 検出することはできなかった｡ このため､

検出できたのは全体の一部に限られる｡

形状・規模 一部しか検出できなかったため､ 規模等を明確にすることは困難である｡ 平面形は楕円

形をなすものと考えられる｡ その規模は､ 東西方向で1.04ｍを測る｡ 横断面は逆台形をな

し､ 最深部における検出面からの深さは19㎝である｡

埋没状況 暗褐色シルト混じり黄灰色シルト質極細砂１層が､ 人為的に埋められていた｡

出土遺物 須恵器の椀の体部片と､ 土師器の皿の小片が出土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世２期と考えられる｡

ＳＫ14 (写真図版20)

検出状況 調査区中央南端部で検出した (第82図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ13の

東側に位置する｡ ＳＢ20と平面的に重複するが､ 調査では前後関係を明らかにすることは

できなかった｡ 主軸方向を同じくすることから､ ＳＢ20に伴う遺構の可能性も考えられる｡

形状・規模 一部柱穴と切り合い関係にあるが､ 基本的には完存する (第95図)｡ 平面形はやや歪ん

だ形状をなし､ 東西方向で1.35ｍ､ 南北方向で1.38ｍを測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最

深部における検出面からの深さは25㎝である｡ ただし､ 底部は平坦ではない｡

埋没状況 暗茶褐色シルト混じり暗

灰色シルト質極細砂１層が

堆積していた (第95図)｡

その層相から判断して､ 人

為的に埋められたものと考

えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土し

ている｡

須恵器 椀と甕が出土している

(図版35)｡ 椀は､ 657の１

個体が出土している｡ 口縁

部を中心にわずかに残存し､

体部外面にわずかにヘラ削

り痕が認められる｡ この他､

小片のため図化できなかっ

たが､ 甕の体部片が出土し

ている｡ 外面には平行叩き

が認められる｡

土師器 甕の体部片が出土してい
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る｡ 小片のため､ 図化できなかった｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡

ＳＫ15

検出状況 調査区南東部で検出した (第82図)｡ 第１期

調査で検出した遺構である｡ 古墳時代の柱穴と

切り合い関係にあるが､ 柱穴を切っている｡ 他

に､ 一部後世の撹乱を受けているが､ ほぼ完存

する｡ ＳＢ21の南側に位置し､ ＳＢ22と平面的

に重複する｡ ＳＢ22とは平面的に重複するが､

調査では前後関係を明らかにすることはできな

かった｡ 主軸方向を同じくすることから､ ＳＢ

22に伴う遺構の可能性も考えられる｡

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなし､ 南北方向に主軸

をもつ｡ 検出面における規模は､ 主軸方向で80

㎝､ その直交方向で72㎝と復元される｡ 横断面

は緩やかなＵ字形をなし､ 最深部における検出

面からの深さは22㎝である｡

埋没状況 暗茶褐色シルト混じり暗黄灰色シルト混じり

極細砂１層が堆積していた (第96図)｡ その層相から判断して､ 人為的に埋められたもの

と考えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 椀の口縁部片と甕の体部片が出土している｡ 椀は､ 口縁部の特徴から､ 11世紀後半頃の

特徴が認められる｡ 体部外面には平行叩きが認められる｡ 小片のため図化できなかった｡

土師器 皿が２個体 (658・659) 出土している (図版35)｡ ２個体とも手づくね整形により仕上

げられている｡ 口縁部は１段の横ナデ調整により仕上げられている｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡

ＳＫ16 (写真図版20)

検出状況 調査区中央南端部で検出した (第82図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ14の

北東側に位置する｡ また､ ＳＢ20の北辺と平面的に一致し､ その１穴は本遺構と切り合い

関係にあるものと考えられるが､ 調査では明らかにできなかった｡ この他､ 古墳時代の竪

穴住居跡ＳＨ11と切り合い関係にあり､ ＳＨ11を切っている｡ 一方､ 東端部は､ 調査区を

南北に縦断する撹乱を受けている｡ また､ 北側についても､ 後世の撹乱を受けている｡

形状・規模 全体が検出されていないため､ 形状・規模を明らかにすることはできない｡ 検出した範

囲では､ 平面形は長楕円形もしくは溝状を呈するものと考えられ､ 東西方向に主軸をもつ｡

主軸方向で2.40ｍ検出し､ その直交方向は1.80ｍを測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部

における検出面からの深さは16㎝である｡
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出土遺物 須恵器の椀と甕が出土している｡ 椀は口縁部片が､ 甕は外面に平行叩きが施された体部

片が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世１期と考えられる｡� 溝

２条 (ＳＤ22・ＳＤ23) 検出している｡

ＳＤ22 (写真図版20・82)

検出状況 調査区中央南部で検出した (第82図)｡ 第

１期調査で検出した遺構である｡ ＳＢ20の東

側､ ＳＡ01の西側に位置する｡ 東西方向にほ

ぼ直線的にのびる溝で､ 西端は調査区内で収

束し､ 東端は後世の撹乱により途切れている｡

形状・規模 2.80ｍ検出した｡ 検出面における幅は､ 80
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㎝を測り､ 横断面は皿形をなす｡ 最深部における検出面からの深さは９㎝である｡

埋没状況 暗褐灰色シルト混じり極細砂１層が堆積していた (第97図)｡ その層相から判断して､

人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器の小壺が２個体と甕の体部片が出土している (図版35)｡

小壺２個体 (660・661) については､ 溝の底部中央に置かれた状態で出土している (第

98図)｡ いずれも､ 底部から体部は完存するが､ 口縁部を欠く｡

660は､ 肩がやや張る特徴が認められる｡ 内外面とも回転ナデ調整により仕上げられ､

底部は回転糸切りにより切り離されている｡ 661は､ 内外面とも回転ナデ調整が基本であ

るが､ 体部下半外面は回転ヘラ削りにより仕上げられている｡ ヘラ削りで仕上げられた箇

所を除いては､ 自然釉の付着が認められる｡

この他､ 甕の体部片については､ 叩き目が格子状になっている｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世３期と考えられる｡

ＳＤ23 (写真図版81～83)

検出状況 調査区北東隅で検出した (第82図)｡ 第１期調査と第２期調査で検出された遺構である｡

ＳＢ21の北側に位置する｡ 検出できたのは南側肩部を中心とした南半部に限られる｡ 東西

方向にほぼ直線的にのびる溝で､ 両端とも調査区外へのびている｡ ＳＢ21・ＳＢ22と方向

性がほぼ一致する｡

形状・規模 4.95ｍ検出した｡ 検出面における幅は､ 最大で１ｍ検出している｡ 横断面は､ 検出した

限りでは逆台形をなし､ 最深部における検出面からの深さは56㎝である｡

埋没状況 黒褐色シルト混じり灰色シルト質極細砂１層が堆積していた｡ その層相から判断して､

人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 土師器・須恵器・青磁・瓦が出土している (図版36)｡

土師器 椀・皿・羽釜が出土している｡

椀は662～664の３個体出土している｡ 基本的には同タイプに分類されるもので､ 内面見

込みが大きく落ち込む｡ 662は磨滅が著しく詳細に観察できないが､ 663と664は轆轤整形

により､ 内外面とも回転ナデにより仕上げられている｡ 663の底部は回転糸切りにより､

664の底部は回転ヘラ切りにより､ 切り離されている｡ 662についても､ 同様に轆轤整形に

よるものと考えられる｡

皿は､ 665～669の５個体出土している｡ いわゆる小皿に分類されるもので､ いずれも轆

轤整形により仕上げられている｡ 底部は､ 666が回転糸切りにより､ 665・667・668は回転

ヘラ切りにより､ 切り離されている｡ 669については､ 磨滅が著しく､ 観察することはで

きなかった｡

羽釜は､ 670と671の２個体が出土している｡ ２個体とも､ 体部が砲弾形をなし､ 口縁部

に幅の狭い鍔が貼り付けられるものである｡ 670は､ 口縁部に粘土を貼り付け､ ユビオサ

エにより整形され､ 口縁部とともに横ナデ調整により仕上げられている｡ 体部外面は縦方

向の粗いハケの後ナデ調整､ 内面はナデ調整により仕上げられている｡ 671についても､
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基本的には670と同様に鍔が貼り付けられているが､ 鍔の上面と口縁端部がほぼ同レベル

にある｡ 横ナデにより仕上げられている｡

須恵器 椀と甕が出土している｡

椀は､ 672～678の７個体図化することができた｡ 672・673・677・678の４個体は､ 底部

が平高台をなし､ 内面が１段落ち込む｡ いずれも､ 回転糸切りにより切り離されている｡

底部が残存しない674～676の３個体についても､ 口縁部の特徴から､ 前４個体と同タイプ

と考えられる｡ また､ 675の体部外面にはヘラ描による沈線が１条認められる｡

甕は､ 体部片が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡ 外面には平行叩きが認

められる｡

青磁 碗が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡

瓦 平瓦と丸瓦が出土している｡ これらは､ 市之郷廃寺に伴う瓦と考えられる｡

平瓦は､ 679の１点を図化することができた｡ 狭端部の一部が残存する｡ 凸面は平行叩

きが､ 凹面は布目と糸切り痕が認められる｡ 側面はヘラにより切られ､ 端面はヘラナデに

より仕上げられている｡

丸瓦は､ 小片のため図化できなかったが､ 玉縁式の瓦で､ 玉縁の一部が出土している｡

鉄製品 鉄釘が１点 (Ｍ７) 出土している (図版37)｡ 頭部と先端を欠く｡ 残存長は3.9㎝で､ 断

面は５㎜×５㎜の方形をなす｡

時 期 出土遺物から判断して､ 中世２期と考えられる｡� 包含層

はじめに 遺構を検出するにあたって､ いわゆる包含層から多くの遺物が出土している｡ これらの

なかで､ 残存状況が良好で､ 市之郷遺跡を検討するうえで重要と考えられる遺物について

図化した｡ 以下､ その遺物について報告する｡ ここで紹介するのは､ 土師器と鉄製品であ

る (図版36・37)｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 土師器の椀が１点 (680) 出土している (図版36)｡ 轆轤整形によるもので､ 底部は回転

糸切りにより切り離されている｡

鉄製品 不明品が１点 (Ｍ８) 出土している (図版37)｡ 包含層出土のため時期の特定は困難で

あるが､ 古代以前まで遡る根拠を欠くため､ 中世以降として報告する｡ 鎌もしくは刀の先

端状をなすが､ 厚みがあり､ 特定することはできない｡ 残存長は4.95㎝､ 最大幅は2.9㎝

を測る｡
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３. 古墳時代の遺構と遺物

当該期の遺構としては､ 竪穴住居跡・掘立柱建物跡・柱穴・土坑・溝を検出している｡

当該期の遺構が当地区検出遺構の大半を占めている｡ これらの遺構は調査区全域で検出さ

れている｡ わずかに､ 北西部と南西部に遺構の希薄な地域が認められるに過ぎない｡
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� 竪穴住居跡

22棟 (ＳＨ02～ＳＨ23) 検出している｡ 住居跡の多くは調査区西半部に集中する傾向が

認められる｡ 住居跡相互の切り合いも顕著である｡ このほか､ 南東部で４棟検出されてい

る｡
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ＳＨ02 (写真図版21)

検出状況 第１期調査と第３期調査の２期にわたる調査で検出した住居跡である｡ Ｂ地区の西隅で

検出している (第100図)｡ ＳＨ03・ＳＨ04と切り合い関係にあり､ 両住居跡を切っている｡

このため､ 住居跡全体を検出することができた｡ ただし､ 調査手法の都合上､ 第１期調査

の際､ 調査区周囲を遺構検出面より深く掘削している｡ よって､ この箇所については検出

することができなかった｡

形状・規模 平面形は長方形を呈するが､ 西辺に対して東辺が長く､ 長方形に近い台形状をなす (第

101図)｡ 東辺・南辺の規模は､ 3.50ｍ・5.13ｍである｡ また､ 北辺の西端部は検出できな

かったが､ 住居跡全体の形状から5.10ｍと復元することができる｡ 同様に､ 西辺の規模は

2.25ｍと復元できる｡ 以上の規模から復元される当住居跡の面積は14.7㎡と小型である｡

検出面からの床面の深さは15㎝を測り､ 住居跡中央部における床面の標高は11.34ｍであ

る｡

付属施設 主柱穴と周壁溝を検出した｡

主柱穴 ２穴 (Ｐ１・Ｐ２) 検出した｡ 本来は４穴からなるものと考えられるが､ 他の２穴は検

出することはできなかった｡

柱穴掘り形の平面形は円形をなし､ その規模は､ Ｐ１が34㎝､ Ｐ２が36㎝である｡ また､

床面からの深さは15㎝を測る｡ ２穴とも柱痕を検出することはできなかった｡ ２穴間の距

離は､ 4.00ｍである｡
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周壁溝 北西隅の検出できなかった箇所を除いては､ 全辺で検出された｡ 横断面は浅いＵ字形を

なし､ 床面における検出幅は16㎝～24㎝を測り､ 床面からの深さはわずか６㎝である｡

埋没状況 基本的に１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 土師器と須恵器が出土している｡ 土師器は甕の体部片が､ 須恵器は提瓶の体部片が出土

しているが､ いずれも小片のため図化できなかった｡ 提瓶の体部片には､ カキメが認めら

れる｡

時 期 出土土器､ およびＳＨ04との切り合い関係から､ 古墳時代３－３期に位置付けられる｡

ＳＨ03

検出状況 第３期調査で検出した住居跡で

ある｡ Ｂ地区の南西隅付近で検出

されている (第100図)｡ ＳＨ02と

切り合い関係にあり､ ＳＨ02に大

半を切られている｡ また､ 住居跡

の南側は調査区外に拡がっている｡

このため､ 検出できたのは住居跡

の一部に限られる｡

形状・規模 検出範囲が限られているため平

面形を断定することはできないが､

方形もしくは長方形をなすものと

考えられる (第102図)｡ 住居跡の

規模は､ 東西で3.20ｍと復元され､

南北方向で2.90ｍ以上と復元され

る｡

検出面からの床面の深さは８㎝を測り､ 住居跡中央部における床面の標高は11.80ｍで

ある｡

付属施設 何も検出できなかった｡

埋没状況 暗茶褐色シルト混じり暗灰色極細砂１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 遺物が全く出土していない｡

時 期 出土土器から時期を特定することは困難である｡ ＳＨ02との切り合い関係から､ 古墳時

代３－３期以前に位置付けられる｡

ＳＨ04 (写真図版21・84)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 第１期調査区の南西隅付近に位置する (第100図)｡

ＳＨ02と切り合い関係にあり､ 南西隅の一部がＳＨ02に切られている｡ また､ ４箇所で後

世の撹乱を受けているが､ 住居跡全体を伺う上では大きな影響は認められない｡ また､ 住

居跡南辺については､ 調査時に掘削した側溝のため､ 検出できなかった｡ この他､ 住居跡
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内の一部が､ 平安時代の墓ＳＸ02に切られている｡

形状・規模 平面形はほぼ方形を呈する (第103図)｡ 住居跡の規模は､ 主軸方向 (東西) で7.82ｍを

測り､ その直交方向は最大で7.90ｍ検出されている｡ 復元される床面積は61.77㎡である｡

検出面からの床面の深さは15㎝を測り､ 住居跡中央における床面の標高は11.33ｍである｡

付属施設 主柱穴とカマドを検出した｡

主柱穴 ３穴 (Ｐ１～Ｐ３) 検出した (第103図)｡ 本来は４穴からなるものと考えられるが､ 他

の１穴については､ 平安時代のＳＸ02に切られ､ 検出できなかった｡

各主柱穴の平面形はＰ２が楕円形を呈する以外は円形をなし､ その径はＰ１が45㎝､ Ｐ

３が40㎝を測る｡ Ｐ２の規模は61㎝×43㎝である｡ また､ 各主柱穴の床面からの深さは､

Ｐ１が31㎝､ Ｐ２が39㎝､ Ｐ３が36㎝である｡

柱痕については､ ３穴とも断面観察において確認することができ､ その規模はいずれも

径17㎝である (第104図)｡ 特にＰ３の断面観察において､ 柱痕幅が上側ほど狭くなってい

る様子を観察することができた｡ 柱が残存し､ 上部から腐食していった結果と考えられる｡

カマド 西辺のほぼ中央部で検出された｡ 残存状況は良好ではなく､ わずかにカマドと確認でき
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る程度のものである｡ ハの字形に開く袖部を検出したが､ 床面との比高は10㎝とわずかで

ある｡ 袖部は全体的に熱を受け､ 焼土化していた｡ 袖部の規模は､ 幅60㎝､ 長さ70㎝であ

る｡ 支脚となるものは認められなかった｡

埋没状況 上から､ 暗茶褐色シルト混じり暗灰色極細砂と暗灰色極細砂混じり暗黒褐色シルトの２

層からなる｡ その層相から判断して､ 上層については人為的に埋められたものと考えられ

る｡

出土遺物 土師器と須恵器が出土している (図版38)｡

土師器 椀と高杯が出土している｡

椀は681の１個体を図化することができた｡ 磨滅が著しく､ 内外面の調整を観察するこ

とはできない｡

高杯は､ 682と683の２個体図化することができた｡ 682は､ 杯部と脚部がわずかに図上

で接合できた結果､ 完形に復元できた個体である｡ 杯と脚部の接合は､ 脚部の上に椀がの

せられた形となっている｡ 683は､ 脚部のみの残存で､ 円形の透しが２箇所残存し､ 計４

箇所に穿たれていたものと復元することができる｡ 内面は絞り目が認められ､ 円孔の上部

にはヘラ削りが施されている｡

須恵器 杯Ｈ・杯Ｇ・高杯・甕が出土している｡

杯Ｈは､ 684～687の４個体を図化することができた｡ いずれも､ 同タイプに分類される

ものであるが､ 687が他より小型である｡ 杯Ｇ (688) は､ 口縁端部が外方水平方向に引き

延ばされている｡ 底部外面は､ 回転ヘラ削りにより仕上げられている｡

高杯は､ 脚部の小片が１点 (689) 出土している｡ 脚端部を外側に折り返し､ 帯状に肥

厚させている｡

甕は､ 690の１個体が出土している｡ 体部上半から口縁部にかけて残存する個体である｡

体部外面は平行叩きによる整形後､ カキメにより仕上げられている｡

時 期 出土土器､ およびＳＨ02との切り合い関係から､ 古墳時代３－２期に位置付けられる｡
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ＳＨ05

検出状況 第３期調査で検出された住居跡である｡ 第３期調査南西地区で検出している (第100図)｡

ＳＨ04の南側に位置する｡ 当住居跡の大半は南側調査区外へ拡がっており､ 検出できたの

は全体の1/4以下と考えられる｡ この他､ わずかではあるが､ 住居跡の北東隅がを土坑に

切られ､ 北西隅付近が後世の撹乱を受けている｡

形状・規模 平面形は方形もしくは長方形を呈するものと考えられる (第105図)｡ 住居跡の規模は､

東西方向で2.93ｍを測る｡ 検出面からの床面の深さは13㎝を測り､ 住居跡中央部における

床面の標高は11.79ｍである｡

付属施設 全く検出されていない｡

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり極細砂

１層からなる (第105図)｡ その

層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 遺物が全く出土していない｡

時 期 出土土器時期を特定すること

はできない｡ 埋土等の特徴から

判断して､ ３期～４期に位置付

けられる｡

ＳＨ06 (写真図版21)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区西部中央で検出されている (第100図)｡ Ｓ

Ｈ02～ＳＨ04の北側に位置する｡ ＳＨ07・ＳＨ08と切り合い関係にあるが､ 両住居跡を切っ

ている｡ このため､ 当住居跡はほぼ全体を検出することができた｡ ただし､ 北西隅付近が

後世の撹乱を受けている｡ また､ 南東隅と南辺中央部は柱穴と切り合い､ 柱穴に切られて

いる｡

形状・規模 平面形は方形に近い台形をなす (第106図)｡ その規模は､ 東西方向で5.90ｍ､ 南北方向

6.60ｍを測る｡ この規模を基準とした床面積は38.94㎡である｡ また､ 検出面からの床面

の深さは13㎝を測り､ 住居跡中央部における床面の標高は11.38ｍである｡

付属施設 主柱穴・土坑・周壁溝を検出した｡

主柱穴 南東隅で１穴 (Ｐ１) 検出したにとどまる (第106図)｡ 平面形は径40㎝の円形をなし､

床面からの深さは５㎝である｡ 柱痕を確認することはできなかった｡

土 坑 中央部やや東寄りで１基検出した｡ 平面形は楕円形をなし､ その床面における規模は１

ｍ×90㎝である｡ 横断面は皿形をなし､ 床面からの深さは５㎝である｡ 土坑内からは土師

器の高杯が出土している｡

周壁溝 南辺から西辺にかけて検出された｡ 横断面は浅いＵ字形をなし､ 床面における検出幅は

14㎝を測り､ 床面からの深さは７㎝である｡

埋没状況 暗茶褐色シルト混じり暗灰色シルト質極細砂～細砂１層からなる｡ その層相から判断し

て､ 人為的に埋められたものと考えられる｡
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出土遺物 土師器と須恵器が出土している (図版38)｡

土師器 高杯の接合部が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡

須惠器 杯Ｈと高杯が出土している｡ 杯Ｈは､ 691の１個体が出土している｡ 口縁部を中心に残

存する｡ 高杯は､ 脚部の一部が出土したが､ 小片のため図化できなかった｡ 長方形の透し

が認められる｡

時 期 出土土器､ およびＳＨ07・ＳＨ08との切り合い関係から､ ３－２期に位置付けられる｡

ＳＨ07 (写真図版22)

検出状況 第１期調査で検出された住居跡である｡ 調査区西部中央で検出している (第100図)｡ Ｓ

Ｈ02～ＳＨ04の北側に位置する｡ ＳＨ06と切り合い関係にあり､ 約1/4がＳＨ06に切られ

ている｡ このため､ 検出できたのは全体の約1/4に限られる｡ この他､ 住居跡内が後世の

撹乱を受けている｡

形状・規模 平面形は長方形をなす (第107図)｡ その規模は､ 西辺で6.00ｍ､ 南辺で4.90ｍを測り､

両辺を基準とした床面積は29.40㎡である｡ また､ 検出面からの床面の深さは10㎝を測り､
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住居跡中央部における床面の標高は11.36ｍである｡

付属施設 主柱穴を検出した｡

主柱穴 ２穴 (Ｐ１・Ｐ２) 検出した｡ 当初４穴で構成されていたと考えられるが､ 他の２穴は

ＳＨ06と後世の撹乱により検出できなかった｡ また､ Ｐ２については柱穴に切られ､ 約1/2

検出できたに過ぎない｡

Ｐ１・Ｐ２ともに､ 平面形は円形をなす｡ その規模は､ Ｐ１が30㎝､ Ｐ２が34㎝を測る｡

また､ それぞれの床面からの深さは８㎝､ 10㎝である｡ ２穴とも柱痕を確認することはで

きなかった｡

埋没状況 暗黒褐色シルト混じり暗灰色極細砂１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 須惠器の杯身が１個体 (692) 出土している (図版38)｡ 口縁端部は明確な端面を有し､

底部のヘラ削りは受け部直下まで及んでいる｡ 床面から出土している｡

時 期 出土土器､ およびＳＨ06との切り合い関係から､ １期に位置付けられる｡
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ＳＨ08 (写真図版22)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ (第100図)｡ 調査区西部中央､ ＳＨ02～ＳＨ04の

北側に位置する｡ ＳＨ06と切り合い関係にあり､ 約1/2がＳＨ06に切られている｡ このた

め､ 残存するのは約1/2に限られる｡ さらに､ 住居跡内が後世の撹乱を受けている｡

形状・規模 平面形は長方形もしくは方形をなすものと考えられる (第108図)｡ その規模は､ 西辺で

5.70ｍを測り､ 南辺で3.65ｍ検出している｡ 検出面からの床面までの深さは９㎝を測り､

住居跡中央部における床面の標高は11.45ｍである｡

付属施設 主柱穴を検出した｡

主柱穴 検出できたのは､ Ｐ１の１穴に限られる｡ 平面形は円形をなし､ その径は32㎝である｡

また､ 床面からの深さは10㎝である｡ 柱痕を確認することはできなかった｡

埋没状況 暗灰茶褐色極細砂混じりシルト１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋めら

れたものと考えられる｡

出土遺物 土師器と須惠器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

土師器 甕の体部片が出土している｡ 外面はハケ調整により仕上げられている｡

須惠器 杯・�・甕・器台が出土している｡ 杯は杯身の底部もしくは杯蓋の天井部で､ ヘラ切り
後は未調整である｡ �は､ 体部片が出土している｡ 甕は､ 体部の小片が出土しており､ 外
面には平行叩きが認められる｡ 器台は､ 把手付の器台で､ 把手の剥離痕が認められるとと

もに､ その上側に波状文が施されている｡

時 期 出土土器､ およびＳＨ06との切り合い関係から､ 古墳時代３－１期に位置付けられる｡
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ＳＨ09 (写真図版22)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である (第100図)｡ 調査区南部中央､ ＳＨ06～ＳＨ08の東

側に位置する｡ ＳＨ10と切り合い関係にあり､ ＳＨ10を切っている｡ 一方､ ＳＢ26・ＳＢ

27と一部平面的に重複し､ これらを構成するいくつかの柱穴に切られている｡ さらに､ 住

居跡西隅を中心に後世の撹乱を受けている｡

形状・規模 平面形は基本的には方形であるが､ 北東辺に対して南西辺が､ 南東辺に対して北西辺が

平行せず､ 全体的に歪んだ形状をなしている (第109図)｡ その規模は､ 南東辺で4.60ｍ､

北東辺で4.25ｍを測る｡ 検出面から床面までの深さは13㎝を測り､ 住居跡中央部における

床面の標高は11.38ｍである｡

付属施設 主柱穴とカマド痕を検出した｡

主柱穴 検出できたのは､ Ｐ１とＰ２の２穴に限られる｡ Ｐ１はＳＢ27―Ｐ１に切られているが､

平面形は約60㎝の円形と復元される｡ Ｐ２の平面形も円形をなし､ その径は33㎝である｡

また､ 床面からの深さは､ Ｐ１が７㎝､ Ｐ２が12㎝である｡ いずれも柱痕を確認すること

はできなかった｡

カマド痕 南東辺の北東隅近くで焼土の塊を検出した (第109図網掛部)｡ カマドの痕跡と考えられ

るが､ 調査では袖部等を検出することはできなかった｡

埋没状況 暗茶褐色シルト混じり暗灰色極細砂～細砂１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為
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的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡ 須恵器は､ 甕

の体部片が出土している｡ 外面は平行叩き整形後､ カキメが施されている｡ 土師器は､ 小

片のため器種の特定も困難である｡

時 期 出土土器､ およびＳＨ10との切り合い関係から､ 古墳時代３－２期に位置付けられる｡

ＳＨ10 (写真図版23)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区南部中央で検出している (第100図)｡ ＳＨ

06～ＳＨ08の東側に位置する｡ ＳＨ04・ＳＨ09・ＳＨ11と切り合い関係にあり､ いずれの

住居跡にも切られている｡ また､ ＳＢ26に切られ､ これらを構成するいくつかの柱穴に切

られている｡ さらに､ 住居跡北側を中心に後世の撹乱を受けている｡ このため､ 検出でき

たのは全体の1/2以下である｡

形状・規模 平面形は基本的には方形であるが､ 東辺と西辺が平行せず､ 全体的に歪んだ形状をなし

ている (第110図)｡ その規模は､ 東西方向で5.15ｍを測り､ 南北方向で4.80ｍを測り､ こ
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れらの規模から復元される床面積は24.72㎡である｡ 検出面から床面までの深さは17㎝を

測り､ 住居跡中央部における床面の標高は11.40ｍである｡

付属施設 何も検出されなかった｡

埋没状況 暗茶褐色シルト混じり暗灰色極細砂１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 土師器の甕の頸部片が出土している｡ 小片のため､ 図化はできなかった｡

時 期 出土土器から時期の特定は困難であるが､ ＳＨ04・ＳＨ09との切り合い関係から､ 古墳

時代３－１期に位置付けられる｡

ＳＨ11 (写真図版23)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区南部中央で検出している (第100図)｡ ＳＨ

09・ＳＨ10の東側に位置する｡ ＳＨ10・ＳＨ12と切り合い関係にあり､ 両住居跡を切って

いる｡ 一方､ 北東部約1/4強の範囲と南東隅の一部が後世の撹乱を受けている｡ このため､

検出できたのは､ 全体の約1/2に限られる｡

形状・規模 平面形は長方形を呈する (第111図)｡ その規模は､ 東西方向で4.32ｍを測り､ 南北方向
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で5.10ｍを測り､ これらの規模から復元される床面積は22.03㎡である｡ 検出面から床面

までの深さは10㎝を測り､ 住居跡中央部における床面の標高は11.40ｍである｡

付属施設 主柱穴３穴 (Ｐ１～Ｐ３) を検出した｡ 平面形は円形を呈し､ その規模・床面からの深

さは､ Ｐ１が30㎝・18㎝､ Ｐ２が33㎝・９㎝､ Ｐ３が26㎝・９㎝である｡ いずれの主柱穴

においても､ 柱痕を確認することはできなかった｡ また､ 主柱穴間の距離は､ Ｐ１－Ｐ２

間が3.20ｍ､ Ｐ１－Ｐ３間が2.15ｍである｡

埋没状況 暗黒褐色細砂混じりシルト１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋められた

ものと考えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器は､ 甕の体部片と杯身もしくは杯蓋の底部・天井部片が出土している｡ 甕の体部

には平行叩きが認められる｡ 杯身もしくは杯蓋は､ ヘラ切り後未調整である｡

土師器は､ 甕の体部片が床面から出土している｡ 外面は熱を受け､ 煤が付着している｡

時 期 出土土器､ およびＳＨ10・ＳＨ12との切り合い関係から､ ４－２期に位置付けられる｡

ＳＨ12 (写真図版23)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ (第100図)｡ 調査区南部中央､ ＳＨ09・ＳＨ10の

東側に位置する｡ ＳＨ11・ＳＨ13と切り合い関係にあり､ 両住居跡に切られている｡ さら
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に､ 南西隅と北東隅､ 及び東部全体が調査地を南北に貫く後世の撹乱を受けている｡ 以上

から､ 検出できたのは全体の約1/2である｡

形状・規模 平面形は方形もしくは長方形を呈する (第112図)｡ その規模は､ 南北方向で6.20ｍを測

り､ 東西方向で4.30ｍ残存している｡ 検出面から床面までの深さは12㎝を測り､ 住居跡中

央部における床面の標高は11.45ｍである｡

付属施設 住居跡北西隅で主柱穴１穴 (Ｐ１) を検出した｡ 平面形は円形を呈し､ その規模は径30

㎝を測る｡ 床面からの深さは12㎝である｡ 柱痕を確認することはできなかった｡

埋没状況 暗灰色極細砂混じり暗茶褐色シルト１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 全く出土していない｡

時 期 出土土器からの時期の特定は困難である｡ ＳＨ11・ＳＨ13との切り合い関係から､ 古墳

時代１期に位置付けられる｡

ＳＨ13 (写真図版24)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ (第100図)｡ 調査区南部中央､ ＳＨ09・ＳＨ10の

東側に位置する｡ ＳＨ12と切り合い関係にあり､ ＳＨ12を切っている｡ しかし､ 南西隅付

近が後世の撹乱を受け､ さらに東部全体が調査地を南北に貫く撹乱を受けている｡ 以上か

ら､ 検出できたのは極一部に限られる｡

形状・規模 平面形は方形もしくは長方形を呈する (第113図)｡ その規模は､ 南北方向で5.90ｍを測

る｡ 検出面から床面までの深さは14㎝を測り､ 住居跡中央部床面の標高は11.46ｍである｡

付属施設 全く検出されなかった｡

埋没状況 暗灰色極細砂混じり暗茶褐色シルト１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器の杯Ｈ蓋・高台もしくは環状つまみの一部・甕が出土している｡ いずれも､ 小片

のため図化できなかった｡

時 期 出土土器､ およびＳＨ11・ＳＨ13との切り合い関係から､ 古墳時代４－１期に位置付け

られる｡
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ＳＨ14 (写真図版24・90)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である (第100図)｡ 調査区南部中央､ ＳＨ11の南側に位置

する｡ ＳＨ15と切り合い関係にあり､ ＳＨ15に切られている｡ 他に､ 中世の柱穴・土坑等

に切られている｡ また､ 住居跡南部約1/4が､ 調査地を南北に貫く撹乱を受けている｡ こ

のため､ 検出できたのは全体の約3/4である｡

形状・規模 平面形は台形傾向にある (第114図)｡ やや歪んだ平面形をなしている｡ 住居跡の規模は､

北西―南東方向で4.30ｍを測る｡ 検出面から床面までの深さは11㎝を測り､ 住居跡中央部

における床面の標高は11.41ｍである｡

付属施設 北東辺のほぼ中央で､ カマド痕と考えられる焼土塊 (第114図網掛け部分) を検出した｡

60㎝×30㎝の範囲に及ぶが､ 明確なカマドに伴う施設を検出することはできなかった｡

埋没状況 暗灰色極細砂混じり暗茶褐色シルト１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯身もしくは杯蓋の一部､ および甕の体部片が出土している｡

土師器 甑の把手と体部片が出土している｡ 把手は､ 舌状をなすものである｡ 体部は､ 内面が横

方向のハケ調整により仕上げられている｡

鉄製品 鉄鏃が1点 (Ｍ28) 出土している (図版42)｡ 平根鏃の一部と考えられる｡ 刃部のみの残
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存で､ 残存長は3.35㎝である｡ 最大幅は1.25㎝で､ 厚さは3.5㎜を測る｡

時 期 出土土器､ およびＳＨ15との切り合い関係から､ 古墳時代３－１期に位置付けられる｡

ＳＨ15 (写真図版24)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である (第100図)｡ 調査区南部中央､ ＳＨ14の東側に位置

する｡ 調査地を南北に貫く撹乱を受け､ 住居跡の北西隅のみ検出されている｡ 遺構の断面

形状等の特徴から､ 竪穴住居跡の隅部と判断したものである｡ ＳＨ14と切り合い関係にあ

り､ ＳＨ14を切っている｡

形状・規模 平面形は方形もしくは長方形を呈するものと考えられる｡ 検出した範囲は､ 北西辺で

1.60ｍ､ 南東辺で65㎝である｡ 検出面から床面までの深さは14㎝を測り､ 住居跡中央部に

おける床面の標高は11.34ｍである｡

付属施設 何も検出されなかった｡

埋没状況 暗灰色極細砂混じり暗茶褐色シルト１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 土師器の小片が出土しているが､ 器種の特定は困難である｡

時 期 出土土器から時期の特定は困難である｡ ＳＨ14との切り合い関係から､ 古墳時代３－２

期以降に位置付けられる｡

ＳＨ16 (写真図版25)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区北西部で検出している (第100図)｡ ＳＨ06・

ＳＨ08の北側､ ＳＨ17・ＳＨ18の西側に位置する｡ 他の住居跡との切り合い関係は認めら

れないが､ 弥生時代の土坑ＳＫ28と古墳時代の掘立柱建物ＳＢ24を構成するＰ４と切り合

い関係にあり､ ＳＫ28を

切り､ ＳＢ24－Ｐ４に切

られている｡ また､ 住居

跡内の一部は後世の撹乱

を受けているが､ 当住居

跡全体を把握する上での

支障は認められない｡

形状・規模 平面形は方形を呈する

(第116図)｡ その規模は､

東西方向で5.15ｍ､ 南北

方向で4.70ｍを測り､ こ

れらの規模から復元され

る床面は24.20㎡である｡

検出面から床面までの深

さは22㎝を測り､ 住居跡

中央部における床面の標
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高は11.24ｍである｡

付属施設 主柱穴・カマド・周壁溝を検出した｡

主柱穴 ４穴からなると考えられるが､ 検出できたのは､ Ｐ１～Ｐ３の３穴に限られる｡ 他の１

穴については､ 弥生時代の土坑ＳＫ28と平面的に重複するものと考えられ､ 検出すること

はできなかった｡

いずれも平面形は円形をなす｡ 各主柱穴の床面における径・床面からの深さは､ Ｐ１が

23㎝・25㎝､ Ｐ２が18㎝・９㎝､ Ｐ３が23㎝・13㎝である｡ また､ 柱穴間の距離は､ Ｐ１－

Ｐ３間が1.20ｍ､ Ｐ２－Ｐ３間が1.10ｍである｡

カマド 東辺のほぼ中央で検出した (第116図)｡ ほぼ全体を検出できたが､ 燃焼部中央が後世の

撹乱を受けている (第115図)｡ また､ 住居跡検出面より上側は削平され､ 遺存していなかっ

た｡ このため､ カマドを中心とした詳細な土層観察をすることはできなかった｡

カマドは盛土により造られ､ 袖頂部と床面との比高は10㎝を測る｡ 住居跡内に袖部が張
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り出し､ ほぼ平行する｡ 住居跡東辺からの長さは､ 北側が65㎝､ 南側が52㎝を測る｡ また､

南側先端部との幅は50㎝である｡

袖部に囲まれた焚口は､ わずかに土坑状に窪み､ その規模は､ 主軸方向で65㎝､ その直

交方向で38㎝を測る｡ また､ 袖頂部と焚口最深部との比高は４㎝である｡ 焚口内では､ い

わゆる支柱は認められなかった｡ また､ 炭層・灰層等を確認することはできなかった｡

周壁溝 北東隅と南西隅で検出された｡ いずれも､ 住居跡のラインに平行する｡ その規模は､ 床

面における幅が13㎝～15㎝､ 床面からの深さが７㎝である｡

埋没状況 暗灰色極細砂混じり暗茶褐色シルト (１層) と暗褐灰色極細砂混じり暗黒褐色シルト

(２層) の２層からなる｡ その層相から判断して､ ２層とも人為的に埋められたものと考

えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している (図版38)｡

須恵器 杯身と�が出土している｡ 杯身は693の１個体が出土している｡ 口縁部は直立気味にた
ちあがり､ わずかに内傾する端面が認められる｡ �は､ 体部片が出土しているが､ 小片の
ため図化できなかった｡

土師器 甕が出土している｡ 図化できたのは､ 694と695の２個体である｡ 694は､ 小型の甕で､

体部内面はヘラ削り､ 外面はハケ調整により仕上げられている｡ 外面は熱を受け､ 赤変し

ている｡ 695は､ 布留式系の甕で､ 口縁部は水平な端面が認められる｡ 694同様､ 体部内面

はヘラ削り､ 外面はハケ調整により仕上げられている｡ また､ 外面は熱を受け､ 赤変して

いる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代２期に位置付けられる｡

ＳＨ17 (写真図版25～27・84・85・90)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区北西部に位置する (第100図)｡ ＳＨ16の東

側に位置する｡ ＳＨ18と切り合い関係にあり､ ＳＨ18を切っている｡ また､ 住居跡内の一

部は後世の撹乱を受けているが､ 当住居跡全体を把握する上での支障は認められない｡

形状・規模 平面形は､ 南北方向に長軸をとる長方形をなす (第117図)｡ その規模は､ 長軸方向で

5.28ｍ､ 短軸方向で3.60ｍを測り､ これらから復元される床面積は19.00㎡である｡ 検出

面から床面までの深さは18㎝を測り､ 住居跡中央部における床面の標高は11.30ｍである｡

付属施設 主柱穴・カマド・周壁溝・土坑を検出した｡

主柱穴 ４穴からなると考えられるが､ 検出できたのは､ Ｐ１とＰ２の２穴に限られる｡ 他の柱

穴については､ 後世の撹乱を受け､ 検出することはできなかった｡ いずれも平面形は円形

をなす｡ 各主柱穴の床面における径・床面からの深さは､ Ｐ１が36㎝・15㎝､ Ｐ２が36㎝・

21㎝である｡ また､ Ｐ１－Ｐ２間の柱間距離は1.90ｍである｡

カマド 東辺の中央より南側で検出した｡ ほぼ全体を検出できたが､ 遺存状況は良好ではなく､

袖部を中心にわずかに検出できたにすぎない｡

カマドは盛土により造られ､ 袖頂部と床面との比高は10㎝を測る｡ 住居跡内に袖部が張

り出し､ ほぼ平行する｡ 住居跡東辺からの長さは､ 北側が76㎝､ 南側が66㎝を測る｡ また､

裾部先端部間の幅は50㎝である｡
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袖部に囲まれた焚口は､ わずかに土坑状に窪み､ その規模は､ 主軸方向で56㎝､ その直

交方向で32㎝を測る｡ また､ 袖頂部と焚口最深部との比高は３㎝である｡ 焚口内では､ い

わゆる支柱は認められなかった｡ 全体的に､ カマド内には､ カマドの崩落によると考えら

れる焼土塊が多く含まれていた｡

なお､ 土坑状の窪み内からは､ 703の土師器甕が出土している (図版38)｡ 煮炊きに使用

されていたものと考えられる｡

周壁溝 南辺から西辺にかけて検出された｡ いずれも､ 住居跡のラインに平行する｡ その規模は､

床面における幅が16㎝､ 床面からの深さが７㎝である｡

土 坑 住居跡南東隅で検出された｡ 平面形は楕円形をなし､ その長軸方向は住居跡の長軸方向

とほぼ一致する｡ 床面における土坑の規模は､ 長軸方向で47㎝､ その直交方向で39㎝であ

る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における床面からの深さは10㎝である｡ 埋土は､ 暗黄

褐色極細砂混じり暗黒褐色シルト１層が堆積していた｡

また､ 土坑内からは､ 須恵器の杯身 (711) が出土している｡
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埋没状況 ２層からなる (第117図)｡ 層相から判断して､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡ 多くの土器は､ 住居跡床面上から､ 当時使用されていた

状況で出土している (第118図)｡

土器 土師器と須恵器が出土している｡

土師器 椀・皿・鉢・高杯・甕・堝が出土している｡

椀 696と697の２個体が出土している｡ ２個体とも同タイプに分類されるものである｡ 特に

697は口縁部から底部にかけて残存するもので､ 手づくね整形を基本とし､ 口縁部が横ナ

デにより仕上げられている｡ また､ 696の内面には､ ヘラミガキ痕が認められる｡

皿 698と699の２個体が出土している｡ 698は比較的深い皿で､ 口縁端部は器壁をつまむよ

うな横ナデ調整により､ 外端部がわずかに窪む傾向にある｡ 内外面ともていねいな横方向

のヘラミガキによって仕上げられている｡ その後､ 内面については､ 暗文状のヘラミガキ

が放射状に施されている｡ 放射状のヘラミガキは１段である｡

699は､ 698に対して浅い皿であるが､ 698同様､ 口縁端部がつまむような横ナデ調整に

より仕上げられている｡ 全体的に磨滅傾向にあるが､ 外面にはヘラミガキ痕がわずかに認

められる｡

高杯 700の１個体を図化することができた｡ 浅い皿形をなす杯部のみ残存する｡ 全体的に磨

滅が著しいが､ わずかに外面にヘラミガキ痕が認められる｡

鉢 701の１個体が出土している｡ 深い椀形をなす鉢で､ 口縁部外端部が斜上方につまみあ

げられている｡ 手づくね整形を基本とし､ 外面はハケ調整により､ 内面はナデ調整により､

仕上げられている｡

甕 702～707の６個体出土している｡ 702は､ 小型の甕で､ 内外面とも磨滅が著しい｡

703～706は長胴タイプの甕で､ 体部から口縁部にかけて残存する｡ いずれも､ 体部外面

は､ 縦方向のハケ調整により仕上げられている｡ また､ 内面はナデ調整を基本に仕上げら

れている｡

これに対して707の体部内面は､ ヘラ削りにより仕上げられている｡ 口縁部は内外面と

も熱を受け､ 赤変している｡

堝 708の１個体が出土している｡ 体部から口縁部にかけて残存し､ 肩部には把手が２箇所

に貼り付けられている｡ 把手は舌状をなし､ 上方に折り返されている｡ 体部は､ ハケ調整

後､ 把手が貼り付けられている｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯Ｈ・杯Ｇ・平瓶・甕が出土している｡

杯Ｈ蓋 709の１個体が出土している｡ 天井部はヘラ切り後､ ナデ調整が加えられている｡

杯Ｈ 710の１個体が出土している｡ わずかに口縁部を中心に残存する｡

杯Ｇ 711～713の３個体が出土している｡ 711の底部は､ 土坑内から出土したものである｡ ヘ

ラ切り後､ ナデ調整が加えられている｡ 712は､ 内面に釉の付着が認められることから､

杯と判断したものである｡ 外面にヘラ削り痕は認められない｡ 713の外面についても､ ヘ

ラ削り痕は認められない｡

平瓶 714の１個体が出土している｡ 体部から口縁部にかけて残存するが､ 把手およびその痕

跡は認められない｡ 体部外面と口縁部内外面に釉の付着が認められる｡
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甕 715の１個体が出土している｡ 住居跡床面で､ 置かれていたものが押しつぶされた状況

で出土している (第118図)｡ 口縁部を欠く以外､ 完形に復元できた個体である｡ 体部外面

は直交方向に平行叩きが施され､ 底部を中心にナデ調整が加えられている｡ 頸部外面には

櫛描波状文が施文されている｡ 櫛描波状文は､ １帯６条以上からなり､ ４帯は残存する｡

鉄製品 Ｍ30が１点出土している (図版42)｡ ほぼ完存する製品である｡ 鑿状を呈するが､ 断面

形が鋭角な三角形をなすため､ 種を特定することは困難である｡ 全長7.1㎝を測り､ 広端

部側に木質が遺存している｡ 広端部付近の断面は三角形をなし､ 背部の幅７㎜､ 最大幅1.

95㎝を測る｡ 先端部付近の断面は､ ７㎜×3.5㎜の長方形をなす｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－２期に位置付けられる｡

ＳＨ18 (写真図版27)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区北西部に位置する (第100図)｡ ＳＨ16の東

側に位置する｡ ＳＨ17と切り合い関係にあり､ ＳＨ17に切られている｡ また､ 住居跡の南

西隅が後世の撹乱を受けている｡

形状・規模 平面形は､ 方形を呈するが､ 各辺が平行せず全体的に歪んだ形状をなす｡ (第119図)｡
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その規模は､ 南北方向で4.60ｍ､ 東西方向で4.80ｍを測り､ これらの規模から復元される

床面積は22.08㎡である｡ 検出面から床面までの深さは15㎝を測り､ 住居跡中央部におけ

る床面の標高は11.35ｍである｡

付属施設 主柱穴１穴 (Ｐ１) を検出した｡ Ｐ１についても､ 後世の撹乱を受け､ 検出できたのは

全体の1/2以下である｡ 径40㎝と復元でき､ 床面からの深さは33㎝である｡

埋没状況 暗褐灰色シルト混じり極細砂１層からなる (第119図)｡ その層相から判断して､ 人為的

に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器の� (716) と高杯 (717) が出土している (図版40)｡ �は､ 外面に断面三角形
の突帯が認められ､ その上側と下側には櫛描波状文が施文されている｡ 上側の櫛描波状文

は12条からなる｡ 高杯は､ 杯部下半から脚部にかけて残存する｡ 脚柱径は3.8㎝である｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代１期に位置付けられる｡

ＳＨ19 (写真図版27)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区中央部北側に位置する (第100図)｡ ＳＨ13

の北側､ ＳＨ17・18の東側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認められないが､ 西

辺中央部と北辺中央部が後世の撹乱を受けている｡ また､ 全体的に検出面からの床面の深

さが浅いため､ 南東隅の一部は住居跡の立ち上がりが途切れている｡
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形状・規模 平面形は､ 基本的には長方形を呈するが､ 各辺が平行せず全体的にかなり歪んだ形状を

なす (第120図)｡ その規模は､ 南北方向で5.80ｍ､ 東西方向で3.90ｍを測り､ これらの規

模から復元される床面積は22.62㎡である｡ 検出面から床面までの深さは９㎝を測り､ 住

居跡中央部における床面の標高は11.35ｍである｡

付属施設 主柱穴３穴 (Ｐ１～Ｐ３) を検出した｡ 各主柱穴の床面における規模・床面からの深さ

は､ Ｐ１が32㎝・23㎝､ Ｐ２が28㎝・10㎝､ Ｐ３が28㎝・７㎝である｡ いずれの柱穴にお

いても柱痕を確認することはできなかった｡ また､ Ｐ１－Ｐ２・Ｐ２－Ｐ３の柱穴間の距

離は､ それぞれ1.60ｍ・2.80ｍである｡

埋没状況 暗灰色極細砂混じり暗灰色シルト１層からなる (第120図)｡ その層相から判断して､ 人

為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 甕の体部片が出土している｡ 外面には格子状の叩き目が認められる｡

土師器 甑の口縁部片が出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３－４期に位置付けられる｡

ＳＨ20 (写真図版28・85)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区中央部南東側に位置する(第100図)｡ＳＨ21

の西側に位置する｡ 弥生時代のＳＸ04の周溝と切り合い関係にあり､ その周溝を切ってい

る｡ しかし､ 当住居跡の大半は後世の撹乱を受けており､ 検出できたのは全体の約1/3に

限られる｡

形状・規模 後世の撹乱を受けているものの､ 平面形・規模については､ かろうじて復元可能である｡
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平面形は長方形をなし (第121図) ､ 東西方向に主軸方向をとる｡ その規模は､ 東西方向

で3.52ｍ､ 南北方向で5.90ｍを測り､ これらの規模から復元される床面積は20.76㎡であ

る｡ 検出面から床面までの深さは19㎝を測り､ 住居跡中央部における床面の標高は11.33

ｍである｡

付属施設 カマドを検出した｡ 東辺の中央より南側に位置し､ ほぼ全体を検出した｡

カマドは盛土により造られ､ 袖頂部と床面との比高は11㎝を測る｡ 住居跡内に袖部が張

り出し､ ほぼ平行する｡ 住居跡東辺からの長さは､ 北側が65㎝､ 南側が82㎝を測る｡ また､

裾部先端部間の幅は60㎝である｡

袖部に囲まれた焚口は､ わずかに土坑状に窪み､ その規模は､ 主軸方向で63㎝､ その直

交方向で38㎝を測る｡ また､ 袖頂部と焚口最深部との比高は３㎝である｡ 焚口内では､ い

わゆる支柱は認められなかった｡ 全体的に､ カマド内にはカマドの崩落によると考えられ

る焼土塊が多く含まれていた｡

埋没状況 暗赤褐色シルト混じり暗茶褐色シルト・暗灰色シルト質極細砂混じり暗茶褐色シルト２

層からなる (第121図)｡ その層相から判断して､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している (図版40)｡

須恵器 杯Ｈ・杯Ｇ・甕が出土している｡ 杯Ｈは718の１個体である｡ 口縁部を中心に残存する｡

杯Ｇは719の１個体で､ 完形に復元できた個体である｡ 底部外面は回転ヘラ削りにより仕

上げられている｡ また､ 底部に火襷痕がわずかに認められる｡

なお､ 甕については､ 口縁部片と体部片が出土しているが､ 小片のため図化できなかっ

た｡

土師器 椀・高杯・甕が出土している｡ 椀は720の１個体が出土している｡ 椀としては浅い､ 杯

に近い形態である｡ ほぼ完形に復元できたが､ 全体的に磨滅が著しい｡ 高杯は､ 721の１

個体が出土している｡ 脚部を中心に残存し､ 脚高が2.5㎝と低い｡ また､ 杯部は椀形をな

すものと考えられる｡

この他､ 甕については口縁部片が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３－２期に位置付けられる｡

ＳＨ21 (写真図版28・85)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区中央南東部に位置する (第100図)｡ ＳＨ20

の東側に位置する｡ 弥生時代の周溝墓ＳＸ04の周溝と切り合い関係にあり､ 周溝を切って

いる｡ しかし､ 当住居跡の中央部を中心に後世の撹乱を受けており､ 検出できたのは周壁

部を中心とした部分に限られる｡

形状・規模 後世の撹乱を受けているものの､ 平面形・規模については､ 復元可能である｡ 平面形は

比較的整った長方形をなし (第122図)､ 南北方向に主軸方向をとる｡ その規模は､ 南北方

向で4.00ｍ､ 東西方向で5.22ｍを測り､ これらの規模から復元される床面積は20.88㎡で

ある｡ 検出面から床面までの深さは８㎝を測り､ 住居跡中央部における床面の標高は11.37

ｍである｡

付属施設 主柱穴とカマドを検出した｡
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主柱穴 ４穴からなると考えられるが､ 検出できたの

は､ Ｐ１の１穴に限られる｡ Ｐ１についても､

一部は後世の撹乱を受けている｡ 平面形は円形

をなし､ 床面における径が40㎝､ 床面からの深

さが13㎝である｡

カマド 北辺の中央より東側で検出した (第123図)｡

基本的には後世の撹乱を受けず､ 全体が検出さ

れている｡

カマドは盛土により造られ､ 袖頂部と床面と

の比高は16㎝を測る｡ 住居跡内に袖部が張り出

し､ ほぼ平行する｡ 住居跡北辺からの長さは､

西側が65㎝､ 東側が78㎝を測る｡ また､ 裾部先

端部間の幅は65㎝である｡ なお､ 袖上部につい

ては残存状況が悪く､ 上面の幅が４㎝残存する

程度である｡

袖部に囲まれた焚口底部は､ 酸化層となり､

顕著に硬化している (第123図 網掛け部分)｡
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その規模は､ 主軸方向で62㎝､ その直交方向で34㎝を測る｡ 焚口内では､ いわゆる支柱は

認められなかった｡ 全体的に､ カマド内の埋土は､ 焼土塊と炭層が顕著に包含されていた｡

埋没状況 暗灰色シルト混じり極細砂１層からなる (第122図)｡ その層相から判断して､ 人為的に

埋められたものと考えられる｡

出土遺物 土師器と須恵器が出土している (図版40)｡

土師器 甕・高杯・皿が出土している｡

甕 722と723の２個体が出土している｡ 722は小型の甕で､ ほぼ完形に復元できた個体であ

る｡ 全体的に手づくね整形によるもので､ 外面はハケ調整により仕上げられている｡ また

外面には煤の付着が認められるとともに､ 熱を受け赤変している｡ 723は大型の甕で､ 長

胴タイプの甕と考えられる｡

高杯 724の１個体である｡ 皿の可能性も考えられたが､ 口縁端部の形状から､ 高杯の杯部と

判断した｡ 全体的に磨滅傾向にあるが､ 外面にはヘラミガキの痕跡がわずかに観察される｡

内面にも､ 放射状のヘラミガキ痕が認められる｡

皿 725の１個体である｡ 体部外面は横方向のヘラミガキにより仕上げられ､ 内面には放射

状のヘラミガキによる暗文が１段認められる｡

須恵器 杯Ｇ・杯蓋・高杯・提瓶・甕が出土している｡

杯Ｇは３個体 (726～728) 出土している｡ ３個体とも底部は回転ヘラ削りにより仕上げ

られている｡ また､ 726の内面には火襷痕が認められる｡ 727の口縁部外面には重ね焼痕が

認められる｡

この他､ 杯蓋・高杯・提瓶・甕については､ 小片のため図化できなかった｡ 提瓶は体部

片が出土しており､ 外面にはカキメが認められる｡ 甕も体部片が出土しており､ 外面には

格子状の叩き目が認められる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－２期に位置付けられる｡

ＳＨ22 (写真図版29)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区東端部中央に位置する (第100図)｡ ＳＨ21

の北側に位置する｡ 住居跡の半分近くは東側調査区外に拡がり､ 検出できたのは全体の1/2

強に限られる｡ ＳＢ37―Ｐ３・ＳＢ37―Ｐ４・ＳＤ30と切り合い関係にあり､ これらの遺

構に切られている｡ また､ 当住居跡の北西部を中心に後世の撹乱を受けている｡

形状・規模 西辺が弧状をなしているため､ 平面形はかなり歪んだ形状をなしている (第124図)｡ し

かし､ 北辺と南辺については､ ほぼ平行している｡ 東側が調査区外へ拡がっているため､

全体の規模を明確にすることはできないが､ 南北方向で5.20ｍを測る｡ また､ 東西方向に

ついては､ 3.50ｍ以上である｡ 検出面から床面までの深さは９㎝を測り､ 住居跡中央部に

おける床面の標高は11.35ｍである｡

付属施設 何も検出されていない｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土しているが､ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯Ｈ蓋・�・甕が出土している｡ 杯Ｈ蓋は口縁部片が出土している｡ �は体部片が出土
しており､ 体部は大型である｡ 甕は焼成不良の体部片が出土しており､ 外面は平行叩きに
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より整形されている｡

土師器 甕の体部片が出土している｡ 外面はハケ調整により仕上げられている｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３－２期に位置付けられる｡

ＳＨ23 (写真図版29・90)

検出状況 第１期調査で検出した住居跡である｡ 調査区南東隅に位置する (第100図)｡ ＳＨ21の東

側に位置する｡ 住居跡の一部は東側調査区外に拡がっている｡ また､ ＳＥ01と切り合い関

係にあり､ 北東隅はＳＥ01に切られている｡ この他､ 南西隅・北西隅・東半部は後世の撹

乱を受けている｡ このため､ 残存するのは全体の1/2以下である｡

形状・規模 平面形は､ 方形もしくは長方形をなすものと考えられる (第125図)｡ しかし､ 残存状況

が良好でないため､ 規模を明確にできるのは､ 南北方向の4.14ｍである｡ 東西方向につい

ては､ 3.45ｍを検出している｡ 検出面から床面までの深さは15㎝を測り､ 住居跡中央部に

おける床面の標高は11.24ｍである｡

付属施設 カマドを検出した｡ 西辺の中央より南側に位置する (第125図)｡ 東西両側とも後世の撹

乱を受け､ 検出できたのはわずかである｡ また､ 焚口中央部も平安時代の柱穴に切られて

いる｡

カマドは盛土により造られ､ 袖頂部と床面との比高は８㎝を測る｡ 住居跡内に袖部が張

り出し､ ほぼ平行する｡ 撹乱のため､ 焚口の規模については明らかにすることはできない｡

焚口内では､ いわゆる支柱は認められなかった｡ 全体的に､ カマド内には､ カマドの崩落

によると考えられる焼土塊が多く含まれていた｡

埋没状況 暗灰色極細砂混じり暗茶褐色シルト１層からなる (第125図)｡ その層相から判断して､
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人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 土師器と須恵器が出土している｡

土師器 甕が１個体 (729) 出土している (図版40)｡ 小型の甕で､ 体部から口縁部にかけて残存

する｡ 特に内面は粗雑な仕上げで､ 粘土紐痕が顕著である｡

須恵器 杯Ｇ蓋の口縁部片が出土している｡ 口径が小さく､ ７世紀代の特徴を示している｡

鉄製品 Ｍ31が１点出土している (図版42)｡ 釘状の製品であるが､ Ｘ線写真では頭部を確認す

ることはできず､ く字形に屈曲し､ 両端とも細く収められている｡ 実長は9.4㎝である｡

断面は4.5㎜×５㎜と､ 円形に近い｡ 全体の半分には木質痕が認められる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－１期に位置付けられる｡
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� 掘立柱建物跡

18棟 (ＳＢ23～ＳＢ40) 検出している｡ 調査区西半部中央と北東部に集中する傾向が認

められる｡ 掘立柱建物跡相互に切り合い関係が認められ､ 数期にわったて建て替えられた

ようである｡
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ＳＢ23

検出状況 調査区北西部で検出した (第126図)｡ 第

３期調査で検出した建物で､ 大半は西側調

査区外へ拡がっている｡ 整理段階で認識で

きた建物跡である｡ 検出できたのは建物東

辺に限られる｡ 南側へは拡がらないが､ 北

側へ拡がる可能性も考えられる｡

建 物 東辺２間分を検出している (第127図)｡

Ｐ１－Ｐ２間で1.55ｍ､ Ｐ２－Ｐ３間で

1.90ｍを測り､ Ｐ１－Ｐ３間で3.45ｍを測る｡

Ｐ１－Ｐ３を基準とした棟軸方向は､ Ｎ６°Ｗ

を示す｡

柱 穴 ３穴を検出したのみである｡ 柱穴の平面形は､

隅丸方形をなし､ その規模は50㎝～60㎝である｡

各柱穴の規模等は第24表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡ 須恵器は､ 杯

もしくは蓋の底部もしくは天井部片が出土している｡ ヘラ切り未調整である｡ 土師器は､

小片のため器種の特定は困難である｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３－４期に位置付けられる｡

ＳＢ24 (写真図版29・86)

検出状況 調査区西部中央で検出した (第126図)｡ ＳＢ25の北側に位置する｡ 第１期調査で検出し

た建物で､ 建物全体が調査区内で検出されている｡ 西桁行を中心に後世の撹乱を受け､ 検

出できたのは東桁行と北梁行が中心である (第129図)｡ ただし､ 建物全体の規模の復元は

可能である｡ また､ ＳＨ06・ＳＨ16と切り合い関係にあり､ 両住居跡を切っている｡

建 物 梁行２間､ 桁行４間の側柱建物である (第129図)｡ 平面形は､ 梁行・桁行ともに直交・

平行関係にあり､ 整った長方形をなす｡ 建物の規模は､ 北梁行 (Ｐ２－Ｐ４) で3.80ｍ､

東桁行 (Ｐ４－Ｐ８) で8.00ｍを測り､ 両者を基準とした建物の面積は30.40㎡である｡

また､ 東桁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ６°Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第25表の通りである｡

柱 穴 西桁行の３穴を除く､ ９穴を検出した｡ 多

くの柱穴の平面形は､ 方形もしくは長方形を

なし､ その主軸は建物の棟軸方向とほぼ一致

する｡ 柱穴の規模は､ Ｐ１とＰ３を除いては､

Ｐ４・Ｐ５・Ｐ８は一辺の長さが１ｍを越え

るものである｡ 一方､ Ｐ１・Ｐ３・Ｐ９は､

60～70㎝大と､ 小規模である｡ ただし､ いず

れの柱穴の検出面からの深さは､ Ｐ４とＰ８
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第24表 ＳＢ23 柱穴規模一覧

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 50×(45) － 11

Ｐ２ 51×47 － 16

Ｐ３ 66×(48) － 31

第128図 ＳＢ24の検出



を除いては30㎝以下と､ 浅い傾向にある｡ さらに､ いずれの柱穴においても､ 柱痕を確認

することはできなかった｡

なお､ 各柱穴の規模等は第25表の通りである｡

出土遺物 須恵器・土師器・韓式系土器が出土している (図版40)｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯Ｇ・�・甕が出土している｡ このなかで図化できたのは､ Ｐ８から出土した､
杯Ｇ１点 (730) と�の１点 (731) である｡ 730については､ 口縁部の形態から杯Ｇに分

類したものである｡ ただし､ 体部外面にはヘラ削りは認められない｡ 731の�は､ 口縁部
外面に８条からなる波状文が施されている｡

この他､ 小片のため図化できなかったが､ 杯Ｈ蓋と甕の体部片が出土している｡ 杯Ｈ蓋

の天井部外面にはヘラ削りが施されている｡ 甕の体部片の外面には平行叩きを施したもの

と､ 叩き整形後カキメを施した個体が認められる｡

土師器 甕が出土している｡ 体部片と口縁部片が出土しているが､ いずれも小片のため図化でき

なかった｡ ただし､ いずれも長胴タイプに分類されるものである｡ 外面はハケ調整により

― 146 ―

第３章 調査の成果

Ｂ

地

区

第129図 ＳＢ24

第25表 ＳＢ24 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北梁行
Ｐ２－Ｐ３ 1.85

3.80 1.90
Ｐ３－Ｐ４ 1.95

東桁行

Ｐ４－Ｐ５ 2.20

8.00 2.00
Ｐ５－Ｐ６ 2.00

Ｐ６－Ｐ７ 1.85

Ｐ７－Ｐ８ 1.95

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 76× － 16

Ｐ２ 90×73 － 26

Ｐ３ 65×65 － 23

Ｐ４ 98×102 － 38

Ｐ５ 103×100 － 26

Ｐ６ 93×90 － 13

Ｐ７ 82×82 － 9

Ｐ８ 118×110 － 30

Ｐ９ 70×63 － 17



仕上げられ､ 煤の付着した個体も認められる｡

韓式系土器 須恵器系の甕 (732・733) と土師質の甑 (734) が出土している｡ 甕は､ ２点ともＰ４

から出土している｡ 体部の小片であるが､ 外面に格子目叩きが認められる｡ 甑は､ Ｐ８か

ら出土したもので､ 把手の片方が出土している｡ 断面円形をなし､ 上側に断面Ⅴ字形の切

り込みが認められる (写真図版86)｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３－４期に位置付けられる｡

ＳＢ25 (写真図版30)

検出状況 調査区南西部で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物で､ 建物全体が調査区

内で検出されている｡ ＳＢ24の南側に位置し､ Ｐ１とＰ２がＳＢ24の柱穴に切られている｡

さらに､ ＳＨ06・ＳＨ07と切り合い関係にあり､ 両住居跡を切っている｡

建 物 梁行２間､ 桁行３間の総柱建物である (第130図)｡ ただし､ 建物内側の柱はＰ11の１穴

のみで､ やや変則的な総柱建物である｡ 平面形は､ 梁行・桁行ともに直交・平行関係にあ

り､ 整った長方形をなす｡ ただし､ 西桁行の柱通りがやや不規則で､ 北梁行の規模が小さ

くなっている｡

建物の規模は､ 南梁行 (Ｐ６－Ｐ８) で3.35ｍ､ 西桁行 (Ｐ１－Ｐ８) で3.55ｍを測り､

両者を基準とした建物の面積は11.89㎡である｡ また､ 両桁行の柱穴間の平均距離が1.20

ｍ以下と､ 他の同時期の掘立柱建物跡と比較して､ 狭くなっている｡ 各柱穴間の距離等は

第26表の通りである｡ また､ 東桁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ５°30″Ｗを示す｡

柱 穴 全ての柱穴が検出されている｡ ただし､ Ｐ２については､ ＳＢ24－Ｐ８に切られており､
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北側の底部付近を中心に検出されたにとどまる｡

また､ Ｐ１についても､ ＳＢ24－Ｐ９と平面的に

一致し､ その底部でわずかに検出されたものであ

る｡ このため､ 柱穴の規模は底部付近の規模であ

る｡

多くの柱穴の平面形は､ 隅丸方形もしくは長方

形を基本形とし､ その主軸は建物の棟軸とほぼ一

致する｡ 柱穴の規模は､ Ｐ２の一辺が１ｍを越え

る以外は､ 40㎝～70㎝の規模である｡ また､ 検出

面からの深さについても､ Ｐ６とＰ７が40㎝を超

える以外は､ 30㎝以下と浅い傾向にある｡ さらに､

Ｐ５・Ｐ６・Ｐ８で柱痕を検出した以外は､ 柱痕

を確認することはできなかった｡

また､ Ｐ６においては､ 柱を建てるにあたって､ 掘り方内をつき固めながら埋めていく

状況を確認することができた (第131図)｡

なお､ 各柱穴の規模等は第26表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯Ｈ・甕が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡ 杯Ｈ蓋の天

井部にはヘラ削りが施されている｡ 一方､ 杯Ｈの底部はヘラ切り未調整である｡ 甕は､ 体

部片が出土しており､ 外面には平行叩きが認められ､ その後カキメが施された個体も認め

られる｡

土師器 甕・高杯・竈が出土している｡ このなかで図化できたのが､ Ｐ５とＰ８から出土した甕

(735・736) である (図版40)｡ ２個体とも同タイプに分類されるもので､ 小型の丸胴形の

甕である｡ 内外面ともハケ調整を中心に仕上げられている｡

高杯については杯底部が､ 竃については庇部分が出土している｡ 竈の庇はハケ調整を中

心に仕上げられている｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３－４期に位置付けられる｡
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第26表 ＳＢ25 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北梁行
Ｐ１－Ｐ２ 1.70

3.10 1.55
Ｐ２－Ｐ３ 1.40

東桁行

Ｐ３－Ｐ４ 0.85

3.40 1.13Ｐ４－Ｐ５ 1.15

Ｐ５－Ｐ６ 1.40

南梁行
Ｐ６－Ｐ７ 1.60

3.35 1.68
Ｐ７－Ｐ８ 1.75

西桁行

Ｐ８－Ｐ９ 1.45

3.55 1.18Ｐ９－Ｐ10 1.05

Ｐ10－Ｐ１ 1.05

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 43×51 － 22

Ｐ２ 92×(58) － 18

Ｐ３ 75×55 － 10

Ｐ４ 45×45 － 18

Ｐ５ 45×37 13 23

Ｐ６ 70×74 21 41

Ｐ７ 63×55 － 41

Ｐ８ 58×60 13 26

Ｐ９ 55×60 － 19

Ｐ10 60×62 － 19

Ｐ11 72×55 － 23



ＳＢ26 (写真図版30)

検出状況 調査区南西部で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物で､ 建物全体が調査区

内で検出されている｡ 整理段階で認識できた建物跡である｡ ＳＢ25の南東側､ ＳＢ42の南

側に位置する｡ さらに､ ＳＨ09・ＳＨ10と切り合い関係にあり､ 両住居跡を切っている｡

なお､ 建物西桁・東桁部分を中心に後世の撹乱を受け､ 一部の柱穴が未検出である｡

建 物 南北方向に棟軸をもつ､ 梁行２間､ 桁行３間の側柱建物である (第132図)｡ ただし､ 東

桁行の１穴は､ 後世の撹乱を受け､ 検出することはできなかった｡ 平面形は長方形をなす

が､ 西桁行の柱通りが直線的ではないため､ やや歪んだ形状をなしている｡ ただし､ 両梁

行は平行している｡

建物の規模は､ 南梁行 (Ｐ１－Ｐ８) で3.75ｍ､ 東桁行 (Ｐ６－Ｐ８) で5.80ｍを測り､

両者を基準とした建物の面積は21.75㎡である｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第27表の通り

である｡

また､ 東桁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ16°30″Ｅを示す｡

柱 穴 東桁行の１穴を除く９穴が検出されている｡ 多くの柱穴の平面形は､ 隅丸方形もしくは

方形気味の円形をなし､ その主軸は建物の棟軸方向とほぼ一致する｡ なお､ Ｐ３について

は小規模な円形をなすが､ これは後世の撹乱の底部でわずかに柱穴の底部を検出した結果

である｡

柱穴の規模は､ Ｐ５の一辺が70㎝を越える以外は､ 40～60㎝の規模である｡ また､ 検出

面からの深さについては､ 20㎝～30㎝とほぼ一定している｡ さらに､ Ｐ５・Ｐ７・Ｐ８で

柱痕を検出した以外は､ 柱痕を確認することはできなかった｡

なお､ 各柱穴の規模等は第27表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯Ｇ蓋と杯が出土している｡ 杯Ｇ蓋は､ 口縁部を中心に残存し､ 内面に返りが認められ
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る｡ 杯も口縁部片が出土している｡

土師器 甕と甑が出土している｡ 甕は､ 体部片が出土している｡ 甑は底部の一部が出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－１期に位置付けられる｡

ＳＢ27 (写真図版30・90)

検出状況 調査区中央部西側で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物で､ 建物全体が調

査区内で検出されている｡ 整理段階で認識で

きた建物跡である｡ ＳＢ26の北側､ ＳＢ42の

東側に位置する｡ さらに､ ＳＨ09と切り合い

関係にあり､ ＳＨ09を切っている｡

建 物 東西方向に棟軸をもつ､ 梁行２間､ 桁行４

間の側柱建物である (第134図)｡ 平面形は長

方形をなすが､ 北桁行と西梁行の柱通りがや

や不揃いである｡ しかし､ 南北の桁行の規模

は同じであり､ 梁行についてもその差はわずかである｡

建物の規模は､ 東梁行 (Ｐ７－Ｐ９) で4.40ｍ､ 両桁行 (Ｐ３－Ｐ７･Ｐ１－Ｐ９) と

もに8.60ｍを測り､ 両者を基準とした建物の面積は37.84㎡である｡ なお､ 各柱穴間の距

離等は第28表の通りである｡

また､ 東梁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ７°Ｗを示す｡

柱 穴 全ての柱穴が検出されている｡ ただし､ Ｐ２とＰ12は､ 一部が他の柱穴に切られている｡

多くの柱穴の平面形は､ 隅丸方形・隅丸長方形・隅丸方形気味の円形をなし､ その主軸は

建物の棟軸と一致するものと､ 一致しないものが認められる｡

柱穴の規模は､ Ｐ３･Ｐ７・Ｐ９・Ｐ10の一辺が１ｍを越え､ 他の柱穴は60～90㎝と全

体的に大型である｡ また､ 検出面からの深さについては19㎝～47㎝と､ 平面の規模からす

ると浅い傾向にある｡ さらに､ Ｐ１・Ｐ４～Ｐ６・Ｐ９･Ｐ11・Ｐ12で柱痕を検出した以

外は､ 柱痕を確認することはできなかった｡ 検出した柱痕においても､ その規模は最大で

22㎝と小型である｡

また､ Ｐ４とＰ６では､ 柱を建てるにあたって､ 掘り方内をツき固めている状況を観察
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柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北梁行
Ｐ４－Ｐ５ 1.90

3.30 1.65
Ｐ５－Ｐ６ 1.40

南梁行
Ｐ１－Ｐ９ 2.05

3.75 1.88
Ｐ９－Ｐ８ 1.70

東桁行
Ｐ６－Ｐ７ 3.90

5.80 1.93
Ｐ７－Ｐ８ 1.90

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 52×44 － 29

Ｐ２ 40×32 － 36

Ｐ３ 20 － 33

Ｐ４ 41×36 － 23

Ｐ５ 71×62 16 26

Ｐ６ 65×61 － 26

Ｐ７ 53×53 16 27

Ｐ８ 55×63 17 26

Ｐ９ 45 － 28

第133図 ＳＢ27の検出



することができた (第135図)｡ さらにＰ６においては､ 柱痕の幅が上側ほど狭くなってい

た｡ これは､ 柱が完全に抜き取られずにいたことによるのではないか､ と考えられる｡

なお､ 各柱穴の規模等は第28表の通りである｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 須恵器と土師器が出土している (図版40)｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯Ｇ蓋・杯Ｂ蓋・杯・甕が出土している｡ 杯Ｈ蓋については､ 図化できたのは

Ｐ４出土の738の１個体である｡ 他に､ 図化できなかった個体のなかには､ 天井部がヘラ

削りされた個体も認められる｡

杯Ｇ蓋については､ 図化できたのはＰ11出土の739とＰ12出土の740の２個体である｡
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739については､ 内面に明確な返りが認められる｡ 一方､ 740については､ 内面がわずか

に突出傾向にあり､ 返りの痕跡をとどめるものである｡

杯Ｂ蓋は､ Ｐ11出土の741の１個体である｡ 口縁部を中心に残存し､ 端部が下方に折ら

れている｡ 口径9.6㎝と小型である｡

杯は､ 小片のため図化できなかった｡ 底部を中心に残存し､ ヘラ切り未調整である｡

甕は､ Ｐ12出土の口縁部片 (737) が出土している｡ 外面に､ わずかに波状文を観察す

ることができる｡ この他､ 図化できなかったが､ 体部の小片が出土している｡ 叩き整形後､

カキメが施されている｡

土師器 甕と高杯が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡ 甕は､ 口縁部片と体

部片が出土している｡ 体部片はいずれも外面がハケ調整により仕上げられている｡ 高杯は､

脚柱部から杯部にかけての一部が出土している｡

鉄製品 釣針 (Ｍ32) が出土している (図版42・第203図)｡ カエシを欠くが､ ほぼ完存する｡ 先

端にはアグが付く｡ 残存長は7.1㎝で､ アグから針先までの長さは1.0㎝を測る｡ また､ ア

グの幅は８㎜である｡ フトコロ幅は2.5㎝である｡ 断面は径５㎜の円形をなす｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－２期に位置付けられる｡
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第28表 ＳＢ27 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

西梁行
Ｐ１－Ｐ２ 2.30

4.60 2.30
Ｐ２－Ｐ３ 2.30

北桁行

Ｐ３－Ｐ４ 2.00

8.60 2.15
Ｐ４－Ｐ５ 2.15

Ｐ５－Ｐ６ 2.30

Ｐ６－Ｐ７ 2.15

東梁行
Ｐ７－Ｐ８ 2.40

4.40 2.20
Ｐ８－Ｐ９ 2.00

南桁行

Ｐ９－Ｐ10 2.10

8.60 2.15
Ｐ10－Ｐ11 2.30

Ｐ11－Ｐ12 2.10

Ｐ12－Ｐ１ 2.10

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 77×66 23 19

Ｐ２ 85×65 － 14

Ｐ３ 100×95 － 47

Ｐ４ 85×76 13 41

Ｐ５ 84×66 17 21

Ｐ６ 75×87 15 40

Ｐ７ 106×86 － 31

Ｐ８ 92×78 － 19

Ｐ９ 115×105 17 23

Ｐ10 85×104 － 39

Ｐ11 90×85 22 23

Ｐ12 75×(75) 15 28



ＳＢ28 (写真図版31)

検出状況 調査区北東部で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物で､ 建物全体が調査区

内で検出されている｡ 整理段階で認識できた建物跡である｡ ただし､ 建物中央部の大半が

後世の撹乱を受けている｡ このため､ 南側桁行の柱穴は両端を除いては検出できなかった｡

また､ ＳＤ28と本建物のＰ５が切り合い関係にあり､ Ｐ５が切られている｡ この他､ ＳＢ

29と平面的にほぼ重複し､ 東梁行の３穴全てがＳＢ29の東梁行の柱穴を切っている｡

建 物 東西方向に棟軸をもつ､ 梁行２間､ 桁行４間の側柱建物である (第136図)｡ ただし､ 桁

行については４穴を検出したにとどまり､ Ｐ４とＰ５の間隔から２間分と理解し､ 全体で

４間と判断したものである｡ 平面形は比較的整った長方形をなすが､ 両側梁行が平行する

のに対し､ 両梁行の規模が異なる｡

建物の規模は､ 東梁行 (Ｐ６－Ｐ８) で4.60ｍ､ 北桁行 (Ｐ３－Ｐ６) で8.65ｍを測り､

両者を基準とした建物の面積は39.79㎡である｡ 各柱穴間の距離等は第29表の通りである｡

また､ 東梁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ４°Ｗを示す｡

柱 穴 先述したように､ 多くの柱穴が未検出である｡ また､ 検出できた柱穴のかなでも､ Ｐ４

については､ 上面の多くが後世の撹乱を受け､ 当初の形態をとどめていない｡ 柱穴の平面

形は､ 基本的に隅丸方形もしくは隅丸長方形であるが､ Ｐ８のようにかなり歪んだ形状の

ものも認められる｡ また､ 柱穴の主軸は建物の棟軸とほぼ一致する傾向にある｡

柱穴の規模は､ Ｐ７とＰ８の一辺が１ｍを越える以外は､ 他の柱穴は50～80㎝の規模で

ある｡ また､ 検出面からの深さについては､ 平面の規模とほぼ比例し､ Ｐ７とＰ８が深く

なっている｡ また､ いずれの柱穴においても､ 柱痕を確認することはできなかった｡

なお､ 各柱穴の規模等は第29表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡
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須恵器 杯Ｈ・杯蓋・提瓶・甕が出土している｡ 杯Ｈは､ 底部片が出土しており､ 外面にはヘラ

削りが施されている｡ 杯蓋は､ 杯Ｈ蓋と､ Ｐ７からＭＴ10型式の特徴を有するものが出土

している｡ 提瓶については､ 体部片が出土しており､ カキメが施されている｡ 甕は､ 体部

片が出土しており､ 叩き整形後カキメが施されている｡

土師器 甕が出土している｡ 体部を中心に出土し､ いくつかの外面には煤の付着が認められる｡

また､ 長胴タイプの一部も出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－２期に位置付けられる｡ なお､ ＭＴ10型式の杯蓋について

は､ 柱を埋め建てるに際して､ 古いものが混入したものと考えられる｡

ＳＢ29

検出状況 調査区北東部で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物で､ 建物全体が調査区

内で検出されている｡ 整理段階で復元できた建物跡である｡ ただし､ 建物中央部の大半が

後世の撹乱を受けている｡ このため､ 検出できたのは東梁行と西梁行の２穴に限られる｡

また､ ＳＢ28と平面的に重複し､ 東梁行の柱穴がＳＢ28の東梁行の柱穴に切られている｡

建 物 東西方向に棟軸をもつ､ 梁行３間の側柱建物である (第137図)｡ 桁行については南桁行

の両側の柱穴が検出されているにとどまる｡ このため､ 柱間についての復元は困難である

が､ 他の建物の規模等から判断して､ ４間と考えられる｡ 東梁行の柱通りは不揃いで､ 平

面形はやや歪んだ長方形をなすものと考えられる｡

建物の規模は､ 東梁行 (Ｐ３－Ｐ６) で5.10ｍ､ 南桁行 (Ｐ１－Ｐ６) で10.00ｍを測

り､ 両者を基準とした建物の面積は51.00㎡である｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第30表の

通りである｡ また､ 西梁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ２°30″Ｗを示す｡

柱 穴 検出できたのは６穴に限られる｡ さらに､ 東梁行の柱穴はＳＢ28に切られており､ 全体
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第29表 ＳＢ28 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

西梁行
Ｐ１－Ｐ２ 2.00

4.35 2.18
Ｐ２－Ｐ３ 2.35

北桁行

Ｐ３－Ｐ４ 2.00

8.65 2.16Ｐ４－Ｐ５ 4.60

Ｐ５－Ｐ６ 2.05

東梁行
Ｐ６－Ｐ７ 2.45

4.60 2.30
Ｐ７－Ｐ８ 2.15

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 54×47 － 28

Ｐ２ 84×72 － 29

Ｐ３ 66×65 － 41

Ｐ４ (38)×30 － 23

Ｐ５ (65)×(53) － 22

Ｐ６ 80×63 － 33

Ｐ７ 127×86 － 61

Ｐ８ 129×107 － 48

第30表 ＳＢ29 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

東梁行

Ｐ３－Ｐ４ 1.70

5.10 1.70Ｐ４－Ｐ５ 1.65

Ｐ５－Ｐ６ 1.75

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 86×75 － 31

Ｐ２ 81×70 24 32

Ｐ３ (80)×(56) 18 38

Ｐ４ － 28

Ｐ５ 60×50 － 26

Ｐ６ 86×(82) － 48



の形状・規模は不明である｡ 柱穴の平面形は､ 基本的に方形傾向にあるが､ Ｐ５のように

楕円形に近いものも認められる｡ また､ 柱穴と建物の棟軸とがほぼ一致する傾向にある｡

柱穴の規模は､ 一辺が１ｍを越えるものはなく､ 60～80㎝の規模である｡ 検出面からの深

さは､ 26㎝～48㎝と比較的しっかりしている｡ また､ Ｐ２とＰ３を除いては､ 柱痕を確認

することはできなかった｡ なお､ 各柱穴の規模等は第30表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯・甕が出土している｡ 杯Ｈ蓋は､ 口縁部を中心に残存する｡ 杯は底部を中心

に残存し､ 未調整である｡ 甕は体部片が出土しており､ 叩き整形後カキメが施されている｡

土師器 甕の口縁部片が出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－２期に位置付けられる｡
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ＳＢ30

検出状況 調査区北東部で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物で､ 建物全体が調査区

内で検出されている｡ 整理段階で認識できた建物跡である｡ ただし､ 建物の北西部を中心

に後世の撹乱を受けている｡ また､ 西側

はＳＤ28と切り合い関係にある｡ このた

め､ 建物の西側については不明で､ 検出

できたのは建物東側に限られる｡ ＳＢ28・

ＳＢ29の南側に位置する｡

建 物 東西方向に棟軸をもつ側柱建物と考え

られる (第138図)｡ 建物東側が梁行にな

るのか桁行になるのか､ 明確にできない｡

建物の規模は､ 東側 (Ｐ２－Ｐ４) で

3.10ｍを測り､ 南側のＰ１－Ｐ２間は

2.45ｍを測る｡ なお､ 各柱穴間の距離等

は第31表の通りである｡ また､ 東側を基

準とした棟軸方向は､ Ｎ26°Ｅを示す｡

柱 穴 検出できたのは４穴に限られる｡ 柱穴

の平面形は隅丸方形をなし､ その規模は一辺70㎝大と一定している｡ 深さについても､ 26

㎝以下と浅い傾向にある｡ また､ 柱穴の主軸は建物の棟軸とほぼ一致する｡ また､ Ｐ２を

除いては､ 柱痕を確認することはできなかった｡ なお､ 各柱穴の規模等は第31表の通りで

ある｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｇと椀が出土している｡ 杯Ｇについては､ 口縁部片が出土しているが､ 小片のため図

化できなかった｡ 椀は､ Ｐ４から742の１個体が出土している (図版40)｡ 口縁部を中心に

残存し､ その立ち上がりから椀と判断したものである｡

土師器 甕の体部片が出土しているが､ 小片のため図化できなかった｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代５期に位置付けられる｡
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第31表 ＳＢ30 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

東側
Ｐ２－Ｐ３ 1.55

3.10 1.55
Ｐ３－Ｐ４ 1.55

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 70×65 － 24

Ｐ２ 73×62 17 21

Ｐ３ 75×70 － 26

Ｐ４ 77×75 － 17



ＳＢ31(写真図版31)

検出状況 調査区北東部で検出した (第126図)｡ 北東部建物群内に位置する (第139図)｡ 第１期調

査で検出した建物で､ 建物全体が調査区内

で検出されている｡ ただし､ 建物の北西部

と南東部は後世の撹乱を受けている｡ また､

東側の柱穴は第１期調査の際に掘削した側

溝により､ 一部を検出することができなかっ

た｡ ＳＢ32と平面的に多くが重複し､ ＳＢ

32と切り合い関係にある｡ 本建物の柱穴は､

ＳＢ32の柱穴に切られている｡ また､ Ｐ３

より南側の２穴と､ 南西隅の１穴は､ ＳＢ
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28とＳＢ32の柱穴と平面的に一

致し､ 検出することはできなかっ

た｡

建 物 南北方向に桁行をもつ側柱建

物である (第141図)｡ 梁行・桁

行ともにすべての柱穴が検出さ

れた箇所はないが､ 柱穴の検出

状況から､ 南北４間､ 東西２間

と考えられる｡

建物の規模は､ Ｐ２を除く隅

柱を検出することができなかっ

たが､ 北側梁行で4.80ｍ､ 東側

桁行で6.35ｍと復元することが

できる｡ また､ 両者をもとにし

た建物の面積は30.48㎡である｡

柱穴間の距離は､ Ｐ１－Ｐ２

間で1.80ｍ､ Ｐ２－Ｐ３間で

1.50ｍ､ Ｐ５－Ｐ６間で1.65ｍ､

Ｐ６－Ｐ７間で1.20ｍである｡ また､ 西桁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ20°Ｅを示す｡

柱 穴 検出できたのは７穴に限られる｡ Ｐ４に関しても､ 後世の撹乱の底部でわずかにその痕

跡を確認できたものである｡ 柱穴の平面形は隅丸方形もしくは隅丸長方形をなし､ その規

模は一辺80㎝大が多く､ １ｍを超えるものは認められない｡ また､ Ｐ２を除いては､ 柱穴

の主軸は建物の棟軸とほぼ一致する｡ Ｐ３とＰ７を除いては､ 柱痕を確認することはでき

なかった｡

なお､ 各柱穴の規模等は第32表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土しているが､ 土師器については小片のため､ 器種の特定も困難で

ある｡

須恵器は､ 杯Ｈ・杯Ｇ・杯身・杯蓋・高杯が出土している｡ 図化できたのは､ 杯Ｈと杯

Ｇで､ 共にＰ５から出土している (図版40)｡ 杯Ｈは､ 743の１個体が出土している｡ 口径

10.6㎝と小型である｡ 杯Ｇは､ 744の１個体である｡ 残存する範囲においてヘラ削りは認

められない｡

この他図化できなかったが､ 杯身の底部片

と杯蓋の天井部が出土している｡ 杯身は､ 底

部がヘラ切り未調整である｡ 杯蓋は､ 天井部

がヘラ削りにより仕上げられている｡

時 期 出土土器から３－３期に位置付けられる｡
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第32表 ＳＢ31 柱穴規模一覧

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 80×(90) － 15

Ｐ２ (50)×(40) － 27

Ｐ３ 55×(45) 22 36

Ｐ４ 94×94 － －

Ｐ５ 87×80 － 38

Ｐ６ 81×64 － 24

Ｐ７ 60×(70) 22 32



ＳＢ32 (写真図版31)

検出状況 調査区北東部で検出した (第

126図)｡ 北東部建物群内に位置

する (第139図)｡ 第１期調査で

検出した建物で､ 建物全体が調

査区内で検出されている｡ ただ

し､ 建物の北西部は後世の撹乱

を受けている｡ また､ 東側の柱

穴は第１期調査の際に掘削した

側溝により､ 一部を検出するこ

とができなかった｡ ＳＢ31と平

面的に多くが重複し､ ＳＢ31と

切り合い関係にある｡ 本建物の

柱穴が､ ＳＢ31の柱穴を切って

いる｡

建 物 南北方向に桁行をもつ､ 桁行

３間､ 梁行２間の側柱建物であ

る (第142図)｡ 北西隅の１穴を

欠く以外､ すべての柱穴が検出されている｡

建物の規模は､ 東側桁行で4.20ｍ､ 南梁行で3.10ｍを測り､ 両者をもとにした建物の面

積は13.02㎡である｡ また､ 東桁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ21°Ｅを示す｡ なお､ 各柱

穴間の距離等は第33表の通りである｡

柱 穴 柱穴の平面形は隅丸方形もしくは隅丸長方形をなす｡ その規模は一辺60㎝～70㎝大で､

１ｍを超えるものは認められない｡ また､ Ｐ２とＰ９を除いては､ 柱穴の主軸は建物の棟

軸とほぼ一致する｡ また､ Ｐ１～Ｐ３を除いては､ 柱痕を検出している｡ その規模は､ Ｐ

４の35㎝を除いては､ 20㎝大でほぼ一定している｡ なお､ 各柱穴の規模等は第33表の通り

である｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土しているが､ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯身・甕が出土している｡ 杯Ｈ蓋は､ 天井部がヘラ削りにより仕上げられてい
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第33表 ＳＢ32 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

東桁行

Ｐ２－Ｐ３ 1.35

4.20 1.05Ｐ３－Ｐ４ 1.40

Ｐ４－Ｐ５ 1.45

南梁行
Ｐ５－Ｐ６ 1.60

3.10 1.55
Ｐ６－Ｐ７ 1.50

西桁行
Ｐ７－Ｐ８ 1.50

－
Ｐ８－Ｐ９ 1.15

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 77×61 － 25

Ｐ２ 60×(75) － 25

Ｐ３ 55×(45) － 36

Ｐ４ 90×(60) 35 30

Ｐ５ 75×(55) 25 39

Ｐ６ 71×99 24 38

Ｐ７ 63×55 22 44

Ｐ８ 72×60 22 24

Ｐ９ 75×55 24 17

第142図 ＳＢ32



る｡ 杯身は､ 底部が未調整である｡ 甕は､ 体部片が出土しており､ 外面は叩き整形後カキ

メが施されている｡

土師器 甕と甑が出土している｡ 甕は体部片が出土しており､ 外面に煤の付着が認められる｡ 甑

は､ 把手が出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３－３期に位置付けられる｡

ＳＢ33

検出状況 調査区北東部で検出した

(第126図)｡ 北東部建物群内

に位置する (第139図)｡ 第

１期調査と第３期調査で検

出した建物である｡ 整理段

階で認識できた建物跡であ

る｡ 建物の北側は調査区外

に拡がっており､ 検出でき

たのは南半部に限られる｡

また､ 建物北西部は後世の

撹乱を受けている｡

ＳＢ31・ＳＢ32と平面的

に多くが重複し､ ＳＢ31・

ＳＢ32と切り合い関係にあ

る｡ 本建物の柱穴が､ 両建

物の柱穴に切られている｡

建 物 南北方向に桁行をもつ､

梁行２間の側柱建物である

(第143図)｡ 桁行については調査区外までのび､ 全体の規模は不明である｡ 東桁行をみる

と２間分検出しているが､ Ｐ２とＰ３の間が広く､ もう１穴ある可能性も考えられる｡

建物の規模は､ 南梁行で5.30ｍを測り､ 東側桁行で4.80ｍ検出している｡ 柱穴間の距離

がＰ１－Ｐ２間を除いて２ｍ以上と､ 他の建物より広い傾向にある｡ また､ 西桁行 (Ｐ５－

Ｐ６) を基準とした棟軸方向は､ Ｎ３°30″Ｗを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第34表の通りである｡
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第34表 ＳＢ34 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

東桁行
Ｐ１－Ｐ２ 1.70

－ 3.25
Ｐ２－Ｐ３ 3.10

南梁行
Ｐ３－Ｐ４ 2.55

5.30 2.65
Ｐ４－Ｐ５ 2.75

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 47×(44) 13 20

Ｐ２ － － 32

Ｐ３ 38×37 － 39

Ｐ４ 45×40 16 21

Ｐ５ 45×？ － 26

Ｐ６ (85)×(50) － 16



柱 穴 検出できたのは６穴に限られる｡ 柱穴の平面形は円形もしくは楕円形をなす｡ その規模

は､ Ｐ６が突出する以外は､ 40㎝大と比較的小型である｡ また､ Ｐ１とＰ４を除いては､

柱痕を検出することができなかった｡

なお､ 各柱穴の規模等は第34表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土しているが､ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯身・甕・壺が出土している｡ 杯身は､ 口縁部片が出土している｡ 甕と壺は､ 体部片が

出土しており､ 甕の外面には平行叩きが､ 壺の外面にはカキメが認められる｡

土師器 甕の体部片が出土している｡ 外面がハケ調整により仕上げられた小片と､ 煤が付着した

小片が出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－２期に位置付けられる｡

ＳＢ34

検出状況 調査区北東部で検出した (第126図)｡ 北東部建物群内に位置する (第139図)｡ 第３期調

査で検出した建物である｡ 南東隅の柱穴 (Ｐ５) の一部を欠く以外は､ 基本的に建物全体

が検出されている｡ ＳＢ35と平面的に重複し､ 一部の柱穴が切り合い関係にあり､ ＳＢ35

に切られている｡

建 物 南北方向に桁行をもつ､ 桁行２間､ 梁行２間の側柱建物である (第144図)｡ 東桁行の柱

通りがやや不揃いである以外は､ 各柱通りは良好である｡ このため､ 建物全体が整った長
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方形をなしている｡

建物の規模は､ 北梁行で2.85ｍ､ 西桁行で3.95ｍを測り､ 両者を基準とした建物の面積

は11.25㎡である｡ また､ 西桁行 (Ｐ１－Ｐ７) を基準とした棟軸方向は､ Ｎ21°Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第35表の通りである｡

柱 穴 全ての柱穴が検出されている｡ ただし､ ＳＢ35の柱穴に切られていることなどから､ 完

全に検出できた柱穴はＰ３・Ｐ４・Ｐ７の３穴に限られる｡ 柱穴の平面形は基本的に隅

丸方形をなすが､ Ｐ４は円形に近い形状をなす｡ Ｐ６を除いては､ 柱穴の主軸方向と棟軸

方向は､ ほぼ一致する｡

その規模は､ Ｐ１・Ｐ５・Ｐ６が90㎝を超える以外は､ 60㎝大とほぼ一定している｡ ま

た､ Ｐ６を除いては､ 柱痕が検出されている｡ その規模は､ Ｐ５を除いては､ いずれも30

㎝前後である｡ なお､ 各柱穴の規模等は第35表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｈ・杯Ｇ・甕・壺が出土しているが､ 杯Ｈを除いては､ 小片のため図化できなかった｡

杯Ｈは745の１個体がＰ８から出土している (図版40)｡ 口径11.5㎝と小型の杯である｡

この他､ 杯Ｇは口縁部片が､ 甕と壺は体部片が出土している｡ 甕の外面には平行叩きが､

壺の外面にはカキメが認め

られる｡

土師器 甕の体部片が出土してい

る｡ １点は､ 小型の丸胴タ

イプの甕である｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代

３－３期に位置付けられる｡

ＳＢ35 (写真図版32・86)

検出状況 調査区北東部で検出した

(第126図)｡ 北東部建物群

内に位置する (第139図)｡

第３期調査で検出した建物

である｡ ただし､ 建物南東
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第35表 ＳＢ34 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北梁行
Ｐ１－Ｐ２ 1.55

2.85 1.43
Ｐ２－Ｐ３ 1.30

東桁行
Ｐ３－Ｐ４ 1.80

3.80 1.90
Ｐ４－Ｐ５ 2.00

南梁行
Ｐ５－Ｐ６ 1.40

2.80 1.40
Ｐ６－Ｐ７ 1.40

西桁行
Ｐ７－Ｐ８ 1.95

3.95 1.98
Ｐ８－Ｐ１ 2.00

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 95×(95) 29 32

Ｐ２ 66×(50) 23 28

Ｐ３ 69×67 18 30

Ｐ４ 66×61 26 30

Ｐ５ 112×(62) 22 23

Ｐ６ 95×(40) － (41)

Ｐ７ 86×79 22 55

Ｐ８ 90×(70) 25 32



部の２穴は調査区外にあたるが､ 建物全体の規模等の復元は可能である｡ ＳＢ34と平面的

に重複し､ 一部の柱穴が切り合い関係にあり､ ＳＢ34を切っている｡

建 物 東西方向に桁行をもつ､ 桁行２間､ 梁行２間の総柱建物である (第145図)｡ 検出できた

範囲では柱通りが良好で､ 整った平面形をなしている｡

建物の規模は､ 西梁行で3.50ｍを測り､ 北桁行で4.45ｍと推定される｡ そして､ 両者を

基準とした建物の面積は15.57㎡である｡ また､ Ｐ１－Ｐ６を基準とした棟軸方向は､ Ｎ

８°Ｗを示す｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第36表の通りである｡

柱 穴 検出できたのは７穴である｡ ただし､ Ｐ３については､ 一部は調査区外に拡がっている

ことに加え､ 一部は中世のＳＤ23に切られており､ 検出できたのはほんのわずかである｡

また､ 北西隅の１穴 (Ｐ１) は､ 第１期調査の際の側溝の掘削により一部が削平されてい

る｡ 検出できた柱穴の平面形は､ 基本的に隅丸長方形をなす｡ また､ 柱穴の主軸方向と棟

軸方向は､ ほぼ一致する｡

その規模は､ Ｐ２・Ｐ４・Ｐ６は１ｍを超え､ 全体的に大型である｡ また､ Ｐ１を除い

ては､ 柱痕が検出されている｡ 検出面からの深さも､ Ｐ２・Ｐ５・Ｐ６は50㎝を越え､ 掘

り方の規模に対応している｡ その規模は､ いずれも30㎝前後と一定している｡

この他､ Ｐ５とＰ６の掘り方が片側のみ２段に掘り込まれていた (第146図)｡ 柱を埋め

立てる際の痕跡と考えられる｡ また､ 両柱穴においては､ 柱を埋め立てるにあたって､ 大

きな礫が柱に沿わせて埋められている様子を観察することができた｡

なお､ 各柱穴の規模等は第36表の通りである｡
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第36表 ＳＢ35 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北桁行
Ｐ１－Ｐ２ 2.05

4.45 2.23
Ｐ２－Ｐ３ 2.40

西梁行
Ｐ１－Ｐ４ 1.80

3.50 1.75
Ｐ４－Ｐ６ 1.70

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 54×(83) － －

Ｐ２ 109×85 32 53

Ｐ３ － － －

Ｐ４ 106×100 29 42

Ｐ５ 96×85 28 55

Ｐ６ 116×97 32 53

Ｐ７ (70)×(85) 28 36



出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｈ・杯Ｈ蓋・甕・壺が出土している｡ 図化できたのは杯Ｈ・杯Ｈ蓋・器台に限られ

(図版40)､ 他は小片のため図化できなかった｡

杯Ｈ 746と747の２個体を図化することができた｡ 746はＰ２から､ 747はＰ６から出土してい

る｡ 口縁部の立ち上がりに差が認められるが､ 口径はほぼ同規模である｡

杯Ｈ蓋 748の１個体を図化することができ､ Ｐ２から出土している｡ 残存する範囲においては､

ヘラ削りは認められない｡ 他に､ 図化できなかったが､ Ｐ１からも杯Ｈ蓋が出土しており､

天井部はヘラ削りにより仕上げられている｡

甕 749の小片で､ Ｐ１から出土している｡ 筒部の小片と考えられ､ 縦方向のハケ調整後､

横方向のすり消し沈線が３条認められる｡

その他 杯もしくは蓋の底部・天井部片が出土している｡ ヘラ切り後未調整である｡ また､ 甕と

壺の体部片が出土しており､ 甕の外面には平行叩きが､ 壺の外面にはカキメが認められる｡

土師器 杯・高杯・甕が出土しており､ 杯と高杯を図化することができた (図版40)｡

杯 751の１個体で､ Ｐ１から出土している｡ 底部は不安定で､ 口縁端部は斜外方に横ナデ

によりつまみだされている｡ 内外面とも磨滅が著しい｡

高杯 図化できたのは750の１個体で､ Ｐ５から出土している｡ 脚部のみ残存する｡ この他､

Ｐ７から高杯の口縁部片が出土している｡

甕 体部片が出土している｡ 外面に煤の付着した小片も認められる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－２期に位置付けられる｡

ＳＢ36

検出状況 調査区北東隅で検出した (第126図)｡ 北東部建物群内に位置する (第139図)｡ 第３期調

査で検出した建物である｡ 整理段階で確認した建物である｡ 建物の大半が調査区外へ拡がっ

ているものと考えられ､ 検出できたのは建物の一部に限られる｡ ＳＢ34・ＳＢ35の北側に

位置する｡ 両建物と切り合い関係にあり､ ＳＢ34の柱穴を切り､ ＳＢ35の柱穴に切られて

いる｡

建 物 ３穴を検出したのみであるため､ 総柱建物・

側柱建物の判断は困難である (第147図)｡ この

ため､ 建物の規模についても復元・推定は困難

である｡ Ｐ１－Ｐ２間・Ｐ２－Ｐ３間の柱穴間

距離は､ それぞれ1.60ｍ・1.80ｍである｡ また､

Ｐ１－Ｐ２を基準とした棟軸方向は､ Ｎ12°Ｗ

を示す｡

柱 穴 検出できたのは３穴に限られる｡ ただし､ Ｐ

１については､ 後世の撹乱を受け､ 検出できた

のは一部に限られる｡ 柱穴の平面形は､ 基本的

に隅丸方形をなし､ 柱穴の主軸方向と棟軸方向

は､ ほぼ一致する｡ その規模は､ 一辺が60㎝前
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後である｡ また､ Ｐ２のみ柱痕が検出されて

いる｡ なお､ 各柱穴の規模等は第37表の通り

である｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土しているが､ 土師器

は小片のため器種の特定も困難である｡ 須恵

器は､ 蓋・甕・壺が出土している｡ 図化できたのは､ 752の杯蓋１個体で､ Ｐ１から出土

している｡ 口縁部内面にわずかに返りが認められる｡

この他､ 甕は体部片が出土している｡ 壺も体部片が出土しており､ 外面はカキメにより

仕上げられている｡ さらに､ 肩部を中心に残存する小壺の小片も出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－２期に位置付けられる｡

ＳＢ37 (写真図版32)

検出状況 調査区東部中央で検出した (第126図)｡

第１期調査で検出した建物である｡ ただ

し､ 建物の大半が調査区外へ拡がってい

るものと考えられ､ 検出できたのは建物

の一部に限られる｡ ＳＢ31の南側に位置

する｡ また､ ＳＢ38と平面的に重複して

いるが､ 切り合い関係は認められない｡

建 物 建物の大半が調査区外へ拡がっている

ため､ 総柱建物・側柱建物の判断は困難

である (第148図)｡ このため､ 建物規模

の復元も困難である｡ Ｐ１－Ｐ２間・Ｐ

２－Ｐ３間・Ｐ３－Ｐ４間の柱穴間距離

は､ それぞれ1.90ｍ・2.10ｍ・1.60ｍで
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柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ (58)×(50) － 26

Ｐ２ 67×66 25 36

Ｐ３ 56×(54) － 25

第149図 ＳＢ37 柱穴断面

第148図 ＳＢ37



ある｡ また､ Ｐ２－Ｐ４を基準とした棟軸方向

は､ Ｎ５°Ｗを示す｡

柱 穴 ４穴を検出できたにとどまる｡ ただし､ Ｐ１

については､ 調査時に掘削した側溝に切られ､

検出できたのは一部に限られる｡ 柱穴の平面形

は､ 基本的に隅丸方形を基本とし､ 柱穴の主軸

方向と棟軸方向は､ Ｐ３を除いては一致しない｡ その規模は､ １ｍを越えるものはなく､

一辺が70㎝～80㎝前後である｡ また､ Ｐ１とＰ３において柱痕が検出されている｡

この他､ Ｐ１の断面観察においては､ 柱を埋め立てるにあたって､ 版築状に付き固めて

いる状況を観察することができた (第149図)｡ また､ Ｐ２の断面観察においては､ 柱抜き

取り後､ 掘り形内が埋めたてられている状況を確認することができた (第149図)｡

なお､ 各柱穴の規模等は第38表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｂ蓋・杯Ｇ蓋・杯Ｈ・甕が出土している (図版40)｡

杯Ｂ蓋は､ 753の１個体で､ Ｐ４から出土している｡ 天井部を中心に残存し､ 擬宝珠形

のつまみが付けられている｡ 杯Ｇ蓋は754の１個体で､ Ｐ３から出土している｡ 口縁部を

中心に残存し､ 内面にはわずかな返りが認められる｡ 杯Ｈは755の１個体で､ Ｐ４から出

土している｡ 完形に復元できたものであるが､ 口径8.3㎝と小型の杯である｡

土師器 甕の体部片が出土している｡ 外面には煤の付着が認められる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－２期に位置付けられる｡
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第38表 ＳＢ37 柱穴規模一覧

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 83×(45) 20 42

Ｐ２ 68×70 － 41

Ｐ３ 87×72 17 32

Ｐ４ 74×82 － 36



ＳＢ38 (写真図版31)

検出状況 調査区東部中央で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物である｡ ただし､ 建

物の北東部を中心に調査区外へ拡がっている｡ また､ 建物北西部は､ 後世の撹乱を受けて

いる｡ ＳＢ32の南側に位置する｡ ＳＢ37と平面的に重複しているが､ 切り合い関係は認め

られない｡

建 物 梁行２間の側柱建物である (第150図)｡ 桁行については､ 西側全体が検出されているが､

柱穴間の距離から判断して､ Ｐ４とＰ５の間にもう1穴存在した可能性が高い｡ 以上から､

桁行は３間の可能性が高いものと考えている｡ 南梁行の柱通りは良好ではないが､ 全体と

しては､ 比較的整った長方形をなしている｡

建物の規模は､ 西桁行 (Ｐ３－Ｐ５) で6.20ｍ､ 南梁行 (Ｐ１－Ｐ３) で4.15ｍを測り､

両者を基準とした面積は25.73㎡である｡ また､ 西桁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ20°Ｅ

を示す｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第39表の通りである｡

柱 穴 ５穴検出している｡ 柱穴の平面

形は､ 隅丸方形もしくは隅丸長方

形をなす｡ 柱穴の主軸方向と棟軸

方向は､ Ｐ３とＰ４を除いては一

致する｡ その規模は､ １ｍを越え

るものはなく､ 特にＰ１とＰ２は

40㎝大と比較的小規模である｡ ま

た､ Ｐ２とＰ５において柱痕が検

出されている｡ 特にＰ５において

は､ 平面的には柱痕を確認するこ

とはできなかったが､ 断面観察の

結果､ 柱が立ち枯れた状況を確認

することができた (第151図)｡ 同

じくＰ５においては､ 柱を埋め立てるにあたって､ 版築状につき固めている状況を観察す

ることができた｡

なお､ 各柱穴の規模等は第39表の通りである｡

出土遺物 須恵器の壺と土師器の甕の体部片が出土しているが､ いずれも小片のため図化できなかっ

た｡ 須恵器の壺の外面にはカキメが認められる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代５期に位置付けられる｡
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第39表 ＳＢ38 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

南梁行
Ｐ１－Ｐ２ 2.30

4.15 2.08
Ｐ２－Ｐ３ 1.85

西桁行
Ｐ３－Ｐ４ 2.20

6.20 3.10
Ｐ４－Ｐ５ 4.00

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 49×45 － 16

Ｐ２ 44×42 14 45

Ｐ３ 64×49 － 30

Ｐ４ 74×57 － 17

Ｐ５ 89×(86) － 49



ＳＢ39 (写真図版32)

検出状況 調査区南東部で検出した

(第126図)｡ 第１期調査で検

出した建物である｡ ただし､

建物の大半は南側調査区外へ

拡がっている｡ また､ 建物西

部は､ 後世の撹乱を受けてい

る｡ ＳＤ31の南側に位置し､

その位置関係から､ ＳＤ31と

は有機的な関係があるものと

考えられる｡

建 物 北側３間分を検出したにと

どまる (第152図)｡ このため､ 建物が総柱建物であるのか側柱建物であるのかについては

判断できない｡ また､ 柱穴間の距離から判断して､ Ｐ１が本建物を構成する柱穴ではない

可能性も考えられる｡ しかし､ ＳＤ31との関係から､ 同じ建物を構成する柱穴と判断した

ものである｡

Ｐ１－Ｐ４間の規模は4.65ｍを測り､ Ｐ１－Ｐ４間の直角方向を基準とした棟軸方向は､

Ｎ33°Ｅを示す｡ なお､ 各柱穴間の距離等は第40表の通りである｡

柱 穴 直列する４穴を検出している｡ 柱穴の平面形は､ いずれも隅丸方形をなす｡ 柱穴の主軸

方向と棟軸方向は､ Ｐ３を除いては一致しない｡ その規模は､ 一辺が50㎝規模である｡ Ｐ

１を除いては柱痕が検出されている｡ なお､ 各柱穴の規模等は第40表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯Ｇもしくは杯Ａの口縁部片と､ 杯もしくは蓋の底部もしくは天井部片が出土している｡

後者の外面はヘラ削りにより仕上げられている｡ この他､ 甕の体部片も出土している｡

土師器 甕の口縁部片が出土している｡ 長胴タイプの甕と考えられる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－３期に位置付けられる｡

ＳＢ40

検出状況 調査区南東部で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物で､ 整理過程で明らか

となった建物である｡ ＳＢ39の西側､ ＳＤ28の東側に位置する｡ ただし､ 建物の大半は後

世の撹乱を受け､ 南西部を中心に全く検出されていない｡

建 物 梁行３間の側柱建物と考られる (第153図)｡ 桁行については東側で１間分検出できたに

とどまる｡ 検出できた北梁行と東桁行は､ 柱通りが良好で､ 整った長方形傾向にある｡ た

― 168 ―

第３章 調査の成果

Ｂ

地

区

第152図 ＳＢ39

第40表 ＳＢ39 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北側

Ｐ１－Ｐ２ 2.05

4.65 1.16Ｐ２－Ｐ３ 1.35

Ｐ３－Ｐ４ 1.25

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 52×44 － 25

Ｐ２ 60×53 15 31

Ｐ３ 56×53 14 23

Ｐ４ 65×53 14 37



だし､ 全体の規模の把握は困難である｡ 東桁

行 (Ｐ１－Ｐ２) を基準とした棟軸方向は､

Ｎ35°Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第41表の通りで

ある｡

柱 穴 ４穴検出している｡ 柱穴の平面形は､ いず

れも隅丸方形もしくはそれに近い形態をなす｡

その規模は､ 一辺が40㎝～60㎝大とほぼ同規

模である｡ いずれの柱穴においても柱痕は検

出されていない｡ なお､ 各柱穴の規模等は第

41表の通りである｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ いずれも

小片のため図化できなかった｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯・壺が出土している｡ 杯Ｈ蓋の

天井部は､ ヘラ削りにより仕上げられている｡ 壺は頸部片が出土している｡

土師器 甕の口縁部片と体部片が出土している｡ 口縁部片は､ 長胴タイプの甕と考えられる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４－３期に位置付けられる｡

ＳＢ41

検出状況 調査区中央部北端で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物で､ 整理過程で明

らかとなった建物である｡ 建物の大半は北側調査区外へ拡がっているが､ その北側の第３

期調査では､ 後世の撹乱が著しく､ 対応する柱穴を検出することはできなかった｡ このた

め､ 検出できたのは南桁行を中心とした､ 建物南側に限られる｡ ＳＨ18の東側､ ＳＨ19の

北側に位置する｡

建 物 側柱建物と考られ､ 桁行で３間､ 梁行で１間検出している (第154図)｡ 検出できた西梁

行と南桁行は､ 柱通りが良好で､ 整った長方形傾向にある｡ ただし､ 全体の規模の把握は

困難である｡ また､ 南桁行の柱穴間の距離は､ Ｐ４－Ｐ５間が他より広くなっている｡ 西

梁行 (Ｐ１－Ｐ２) を基準とした棟軸方向は､ Ｎ２°Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第42表の通りである｡

柱 穴 ５穴検出している｡ 柱穴の平面形は､ いずれも隅丸長方形もしくは楕円形をなす｡ その

規模は､ Ｐ１が１ｍを越える以外､ 他の柱穴は50㎝以下である｡ いずれの柱穴においても

柱痕は検出されていない｡

なお､ 各柱穴の規模等は第42表の通りである｡
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第153図 ＳＢ40

第41表 ＳＢ40 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

北梁行
Ｐ２－Ｐ３ 1.40

3.00 1.50
Ｐ３－Ｐ４ 1.60

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 45×55 － 24

Ｐ２ 45×(25) － 25

Ｐ３ 60×50 － 19

Ｐ４ 62×55 － 9



出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｈと杯Ｇが出土している (図版40)｡ 杯Ｈは､ 756の１個体で､ Ｐ２から出土している｡

底部付近には､ 回転ヘラ削りの痕跡が認められる｡ 杯Ｇは､ 757の１個体で､ Ｐ３から出

土している｡ 口縁部から体部にかけて残存するが､ 外面にはヘラ削り痕は認められない｡

この他､ 小片のため図化できなかったが､ Ｐ１から杯蓋が出土している｡ 天井部はヘラ削

りにより仕上げられている｡

土師器 甕の体部片が出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３－４期に位置付けられる｡

ＳＢ42 (写真図版86・90)

検出状況 調査区西半部中央で検出した (第126図)｡ 第１期調査で検出した建物で､ 整理過程で明

らかとなった建物である｡ 一部後世の撹乱を受けているが､ 建物全体が検出されている｡

ＳＢ25の東側､ ＳＢ26の北側に位置する｡ また､ ＳＨ06・ＳＨ08・ＳＨ09と切り合い関係

にあり､ これらの遺構を切っている｡

建 物 梁行で２間の側柱建物と考られる (第155図)｡ 桁行については､ 東側では２間と考えら

れるが､ 西側については３間の可能性も考えられる｡ 南梁行の柱通りが不揃いで､ かつ両

桁行の規模が異なるため､ 全体的に歪んだ平面形をなしている｡ 建物の規模は､ 北梁行

(Ｐ３－Ｐ４) で3.90ｍ､ 東桁行 (Ｐ４－Ｐ６) で4.85ｍを測り､ 両者を基準とした建物

の面積は､ 18.91㎡である｡ また､ 東桁行を基準とした棟軸方向は､ Ｎ24°30″Ｅを示す｡

なお､ 各柱穴間の距離等は第43表の通りである｡
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第42表 ＳＢ41 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

南側

Ｐ２－Ｐ３ 2.05

4.65 1.16Ｐ３－Ｐ４ 1.35

Ｐ４－Ｐ５ 1.25

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 106×85 － 50

Ｐ２ 72×51 － 34

Ｐ３ 54×(50) － 32

Ｐ４ 72×58 － 10

Ｐ５ － － 19



柱 穴 北梁行の１穴は､ 後世の撹乱を受け検出することはできなかった｡ 柱穴の平面形は､ 隅

丸長方形もしくは隅丸方形をなす｡ その規模は､ Ｐ３が１ｍ近い規模である以外は､ 40㎝

～50㎝の規模でほぼ一定している｡ Ｐ５を除いては､ 柱痕は検出されていない｡ なお､ 各

柱穴の規模等は第43表の通りである｡

出土遺物 土器・土製品・石製品が出土している｡

土器 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯Ｈ・�・壺が出土している (図版40)｡ この中で図化できたのは､ 杯Ｈ蓋と

杯Ｈに限られる｡

杯Ｈ蓋は､ Ｐ３・Ｐ５・Ｐ７から出土しているが､ 図化できたのはＰ７から出土した758

の１個体である｡ 口縁部を中心に残存し､ 残存する範囲ではヘラ削りは認められない｡ こ

の他､ Ｐ３とＰ５から出土した杯Ｈ蓋の天井部は､ ヘラ削りにより仕上げられている｡

杯Ｈは､ Ｐ７から出土した759の１個体である｡ 口縁部を中心に残存し､ 口径は12.3㎝

である｡

この他､ Ｐ３から�が､ Ｐ７から壺が出土しているが､ いずれも体部の小片である｡
土師器 甕の体部片が出土している｡ 外面はハケ調整により仕上げられている｡ 小片のため図化
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第43表 ＳＢ42 建物・柱穴規模一覧

柱 間
柱穴間距離
(ｍ)

側面距離
(ｍ)

柱穴間平均
距離 (ｍ)

西桁行
Ｐ１－Ｐ２ 3.65

5.05 2.53
Ｐ２－Ｐ３ 1.40

北梁行 Ｐ３－Ｐ４ 3.90

東桁行
Ｐ４－Ｐ５ 2.10

4.85 2.43
Ｐ５－Ｐ６ 2.75

南梁行
Ｐ１－Ｐ７ 1.90

3.65 1.83
Ｐ７－Ｐ６ 1.75

柱穴№
平面規模
(㎝)

柱痕規模
(㎝)

深 さ
(㎝)

Ｐ１ 55×52 － 30

Ｐ２ 42×43 － 39

Ｐ３ 98×78 － 15

Ｐ４ 55×(67) － 24

Ｐ５ 45×40 16 24

Ｐ６ 48×43 － 25

Ｐ７ 58×54 － 31



できなかった｡

土製品 紡錘車が１点 (760) 出土している (図版40)｡ 算盤形をなす紡錘車で､ 完存する｡ 全体

的に手づくねにより成形され､ ナデ調整により仕上げられている｡ 最大径が3.65㎝を測り､

中央部における厚さは1.55㎝である｡ また､ 中央部には円孔が認められ､ その径は6.5㎜

を測る｡

石製品 紡錘車 (Ｓ18) がＰ３から出土している (図版42)｡ 平面形はほぼ円形をなし､ 約1/2残

存する｡ 直径は4.60㎝を測り､ 厚さは最大で８㎜である｡ 中央部には径6.50㎜の穿孔が認

められる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３－３期に位置付けられる｡� 柱穴

はじめに 建物を構成する柱穴以外に､ 多くの当該期の柱穴が検出されている｡ これらの柱穴の中

には､ 遺物が良好な状態で出土した例が認められる｡ そこで､ このような柱穴について､

出土遺物を中心に報告する｡ 報告する柱穴は､ ８穴 (Ｐ15～Ｐ22) である (第125図)｡

Ｐ15

検出状況 調査区南西部で検出した (第126図)｡ ＳＢ42南西隅の柱の東側に位置する｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｈ蓋の口縁部片が出土している｡ 758と同タイプである｡

土師器 皿と甕が出土している｡ 皿は､ 761の１個体が出土している (図版41)｡ 口径25.5㎝と大

型の皿で､ 内外面ともユビオサエとナデ調整により仕上げられている｡ 全体的に磨滅が著

しいが､ 内面に暗文状のヘラミガキが放射状に１段認められる｡

甕は､ 小片であるが､ 体部片が出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４期に位置付けられる｡

Ｐ16

検出状況 調査区西半部南側で検出した (第126図)｡ ＳＢ26の範囲内に位置する｡

出土遺物 須恵器の杯Ｈ蓋が１個体 (762) 出土している (図版41)｡ 口縁部を中心に残存し､ 残存

する範囲において､ ヘラ削りは認められない｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３期～４期に位置付けられる｡

Ｐ17

検出状況 調査区西半部中央で検出した (第126図)｡ ＳＢ42の範囲内に位置する｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ 須恵器は､ 甕の小片で､ 外面に縄蓆文が認められる

(764：図版41)｡ 土師器は､ 甕の口縁部の小片が出土している｡

時 期 出土土器から､ １期～２期に位置付けられる｡
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Ｐ18 (写真図版90)

検出状況 調査区西半部中央で検出した (第126図)｡ ＳＢ27－Ｐ３と平面的に一致し､ Ｐ３を切っ

ている｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 須恵器の杯身もしくは杯蓋の口縁部片と､ 甕の体部片が出土している｡ 甕の外面は､ 叩

き整形後､ カキメが加えられている｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

鉄製品 鉄鏃が1点 (Ｍ29) 出土している (図版42)｡ 刃部を中心に残存する｡ 残存長は4.10㎝で

ある｡ 刃部の長さは3.15㎝､ 幅は1.4㎝である｡ 厚みは３㎜である｡ 茎部の残存長は9.5㎜

で､ 幅9.5㎜・厚さ2.5㎜と薄く仕上げられている｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３期～４期に位置付けられる｡

Ｐ19

検出状況 調査区中央部で検出した (第126図)｡ ＳＢ27－Ｐ10の南側､ ＳＨ13の西側に位置する｡

出土遺物 須恵器の壺が１点 (765) 出土している (図版41)｡ 壺Ｌの底部と考えられ､ 球形の体部

に外方に踏ん張る高台が付く｡ 高台は､ 底部をヘラナデ整形後､ 貼り付けられている｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代５期に位置付けられる｡

Ｐ20 (写真図版86)

検出状況 調査区中央部南側で検出した (第126図)｡ ＳＨ14と平面的に重複するが､ 調査では前後

関係を明らかにすることはできなかった｡

出土遺物 須恵器の杯Ｈ蓋が１点 (763) 出土している (図版41)｡ 口縁部を中心に残存し､ 外面に

ヘラ記号と考えられる沈線が認められる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３期に位置付けられる｡

Ｐ21

検出状況 調査区東半部南側で検出した (第126図)｡ ＳＤ28の東側､ ＳＢ40の南西側に位置する｡

出土遺物 須恵器の甕 (767) が出土している (図版41)｡ 頸部を中心に残存し､ 外面には櫛描波状

文と断面三角形の突帯１条が２セット認められる｡ 櫛描波状文は､ ２帯とも16条からなる｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代５期に位置付けられる｡

Ｐ22

検出状況 調査区西端部中央で検出した (第126図)｡ 第２期調査で検出された遺構である｡ ＳＨ07

の西側に位置する｡

出土遺物 土師器の甕が１点 (766) 出土している (図版41)｡ 口縁部を中心に残存するが､ 内外面

とも磨滅が著しい｡ 口径11.3㎝と小型の甕である｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３期～４期を中心とした時期に位置付けられる｡
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� 土坑

６基 (ＳＫ17～ＳＫ22) 検出している｡

ＳＫ17 (写真図版87)

検出状況 調査区中央西端部で検出した (第99図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ 遺構の多

くは西側調査区外へ拡がっており､ 検出できたのは一部に限られる｡ 一部､ 中世の柱穴に

切られている｡

形状・規模 検出範囲が限られており､ 全体の形状は不明である｡ 横断面は逆台形をなすものと考え

られる｡

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり極細砂１層が堆積していた｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 土師器が出土している (図版41)｡ 高杯の杯部 (768) で､ ほぼ完存する｡ 有稜タイプの

高杯であるが､ 磨滅が著しい｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代１期に位置付けられる｡

ＳＫ18

検出状況 調査区南西端部で検出した (第99図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ ＳＨ04の南

側､ ＳＨ05の北西側に位置する｡ 中世の土坑ＳＫ13と切り合い関係にあり､ 大半がＳＫ13

に切られている｡

形状・規模 平面形は楕円形をなすものと考えられる｡ 東西方向に主軸をもち､ 主軸方向で1.10ｍ､

その直交方向で１ｍを検出した｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における検出面からの深

さは10㎝である｡

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり極細砂１層が堆積していた｡ その層相から判断して､ 人為的に埋

められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器の甕の体部片と土師器の小片が出土している｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代後期に位置付けられる｡

ＳＫ19

検出状況 調査区西半部で検出した (第99図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＨ06・ＳＨ

08の南東側､ ＳＨ09の西側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認められないが､ 大

半が後世の撹乱を受けている｡ このため､ 検出できたのは全体の約1/2に限られる｡

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなすものと考えられる｡ 東西方向に主軸をもち､ 主軸方向で70㎝

を検出し､ その直交方向で1.27ｍを測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における検出面

からの深さは15㎝である｡

出土遺物 土師器と須恵器が出土している｡ 土師器は椀の口縁部片が､ 須恵器は杯もしくは杯蓋の

体部片と甕の体部片が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかった｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３期～４期に位置付けられる｡
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ＳＫ20

検出状況 調査区中央部南側で検出した (第99図)｡

第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＤ28の

西側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係

は認められず､ 完存する｡

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなすが､ 北半部はや

や歪んだ形状をなしている (第156図)｡ 南北

方向に主軸をもち､ 主軸方向で1.08ｍ､ その

直交方向で83㎝を測る｡ 横断面は逆台形をな

し､ 最深部における検出面からの深さは15㎝

である｡

埋没状況 暗茶褐色シルト混じり暗灰色シルト質極細

砂1層が堆積していた (第156図)｡ その層相

から判断して､ 人為的に埋められたものと考

えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡ 須恵器は､

杯蓋の口縁部片・�の体部片・甕の体部片が
出土している｡ 杯蓋については､ 返りを伴うものと伴わないタイプが出土している｡ 土師

器は甕の体部片が出土している｡ 外面がハケ調整により仕上げられている｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代４期に位置付けられる｡

ＳＫ21

検出状況 調査区南東部で検出した (第99図)｡ 第１

期調査で検出した遺構である｡ ＳＤ31の南側

に位置する｡ また､ ＳＢ39と平面的に重複す

るが､ ＳＢ39との前後関係は調査では明らか

にすることはできなかった｡ また､ 南端部は

調査区外へ拡がっている｡ このため､ 検出で

きたのは一部に限られる｡

形状・規模 溝状を呈する遺構で､ 平面形は隅丸長方形をなすものと考えられる｡ 南北方向に主軸を

もち､ 主軸方向で1.15ｍ検出し､ その直交方向で80㎝を測る｡ 横断面は皿形をなし､ 最深

部における検出面からの深さは12㎝である｡

埋没状況 暗茶褐色シルト混じり暗灰色極細砂１層が堆積していた (第157図)｡ その層相から判断

して､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 土師器の甕の体部片と椀の底部片が出土している｡ いずれも小片のため図化できなかっ

た｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３期に位置付けられる｡
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ＳＫ22 (写真図版90)

検出状況 調査区南東部で検出した (第99図)｡ 第１期調査で検出

した遺構である｡ ＳＨ21の南東隅付近に位置する｡ ＳＨ23

の西側にあたる｡ 他の遺構との切り合い関係は認められず､

完存する｡

形状・規模 平面形は隅丸長方形をなす (第158図)｡ 東西方向に主軸

をもち､ 主軸方向で84㎝､ その直交方向で43㎝を測る｡ 横

断面はＵ字形をなし､ 最深部における検出面からの深さは

16㎝である｡

埋没状況 暗褐色シルト１層が堆積していた (第158図)｡ その層相

から判断して､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 須恵器と土師器が出土している｡ 須恵器は壺の肩部片が

出土している｡ 外面には平行叩きが､ 内面には同心円文が

認められる｡ 土師器は､ 小片のため器種の特定は困難であ

る｡

鉄製品 不明品 (Ｍ26) が出土している (図版42)｡ 両端を欠き､ 一部が関部状に突出する｡ 鉄

鏃の可能性も考えられる｡ 残存長は5.0㎝である｡ 断面は方形に近い長方形をなし､ その

厚さは4.5㎜～６㎜､ 幅は６㎜～７㎜を測る｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３期～４期に位置付けられる｡� 井戸

ＳＥ01 (写真図版33・34・87・90)

検出状況 調査区南東隅で検出した (第99図)｡ 第

１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ22の

東側に位置する｡ ＳＨ23と切り合い関係に

あり､ ＳＨ23を切っている｡ 一方､ 北側と

南側の肩部は後世の撹乱を受けている｡ ま

た､ 東側約1/2は調査区外に拡がっている｡

よって､ 検出できたのは全体の1/2弱であ

る｡

掘り方 平面形は隅丸長方形をなす (第160図)｡ 遺構検出面で検出できたのは西側の一部に限ら

れる｡ このため､ 掘り方の平面形は不明である｡ 検出面における掘り方の規模は､ 西側肩

部と水溜中心部との距離が1.80ｍであることから､ 全体では3.60ｍと復元することができ

る｡ 掘り方は２段にわたって掘り込まれ､ 底部から50㎝のレベルが段となっている｡ その

横断面はいずれも逆台形をなす｡ そして､ 最深部における検出面からの深さは1.64ｍであ

る｡ 掘り方内は､ 黒褐色礫混じり極細砂質シルトが埋められていた｡ 底部の標高は9.70ｍ

である｡
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水 溜 刳り抜き材が転用されていた｡ ２枚の刳り抜き材 (Ｗ１・Ｗ２) を合せたもので､ 平面

がほぼ円形になるように置かれていた｡ その規模 (内径) は､ 東西で70㎝､ 南北で80㎝を

測る｡ 上部は腐敗し､ 底部から40㎝までが遺存していた｡ なお､ 水溜の底部と掘り方の底

部は一致する｡

井戸枠 Ｗ１ (第161図) は､ 丸太材をくりぬいたものである｡ 外側は､ 皮部分に近く､ 全体的

に加工痕は認められない｡ 残存長42.10㎝､ 幅93.85㎝を測り､ 復元される径は約76㎝であ

る｡ 中心部が最も厚く､ 13.50㎝を測る｡ スギ (第４章第３節)｡

Ｗ２ (第162図) も､ Ｗ１と同様で丸太材を刳りぬいたものである｡ また､ 加工痕は認

められない｡ 残存長40.30㎝を測り､ 幅は1.204ｍである｡ 復元される径は約１ｍである｡

中心部が最も厚く残存し､ 11.30㎝を測る｡ カヤ (第４章第３節)｡

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり極細砂1層が堆積していた (第160図)｡ その層相から判断して､

人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 須恵器と土師器が出土している (図版41)｡ 多くは水溜内およびその上層からの出土で

ある (第163図)｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯Ｈ・杯Ｇ・杯Ｂ・壺・�他が出土している｡
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杯Ｈ蓋 769の１点を図化した｡ 天井部はヘラナデの後ナデ調整により仕上げられている｡

杯Ｈ 770の１点を図化することができた｡ 口径12.9㎝と小型の杯である｡

杯Ｇ 771と772の２点を図化することができた｡ 771は杯Ａに近い形態をなし､ 底部はヘラ切

り後未調整である｡ 772は､ 杯Ｇと判断したが､ 口径7.4㎝と大変小型で､ 口径に対して深

い椀形をなす｡ 残存する範囲においては､ ヘラ削りは認められない｡

杯Ｂ 773の１点を図化することができた｡ 底部を中心に残存し､ 比較的小型の高台が貼り付
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けられている｡

壺 774～776の３点を図化することができた｡ 774は､ 壺Ｅの口径が小さいタイプである｡

775は､ 平瓶の口縁部の可能性が考えられる｡ 776は､ 壺Ｌと考えられ､ 頸部から肩部にか

けて残存する｡ 頸部に２条､ 肩部に１条の凹線状の沈線が認められる｡� 777の１点が出土している｡ 体部のみ残存し､ 中央部に径1.5㎝の孔が穿たれている｡

他 小片のため図化できなかったが､ 杯Ｂ蓋・甕・提瓶が出土している｡ 甕は体部から頸部

にかけて残存する｡ 提瓶は肩部を中心に残存し､ 釦状の粘土塊が貼り付けられている｡

土師器 椀・皿・甕が出土している｡

椀 780の１個体が出土している｡ 底部を中心に残存し､ 斜下方に踏ん張る高台が貼り付け

られている｡ 内外ともヘラミガキにより仕上げられている｡

皿 779の１個体が出土している｡ 全体的に磨滅傾向にあるが､ ユビオサエとナデ調整によ

り仕上げられている｡ 底部内外面にヘラミガキ痕がわずかに認められるが､ 暗文を確認す

ることはできない｡ 全面に化粧土が塗布されている｡

甕 778・781・782の３個体が出土している｡ 778は､ 底部を中心に残存し､ ナデとユビオサ

エにより仕上げられている｡ 内面に指頭圧痕が顕著に認められることから､ 型造りによる

可能性も考えられる｡ 781は､ 大型の長胴タイプの甕と考えられる｡ 口縁部を中心に残存

する｡ 一方､ 782は小型の甕で､ 完形に復元することができた｡ 外面はハケ､ 内面はユビ

ナデを基調として仕上げられている｡

鉄製品 鉄鏃が１点 (Ｍ27) 出土している (図版42)｡ 両端を欠き､ 関部を中心に残存する｡ 残

存長は4.4㎝である｡ 平根タイプの鉄鏃と考えられる｡ 刃部は1.65㎝残存し､ 断面は厚さ3.

5㎜の長方形をなす｡ 最大幅は8.5㎜である｡ 茎部は2.75㎝残存し､ 断面は４㎜×４㎜の方

形をなす｡

時 期 出土土器から､ 古墳時代３期～４期に位置付けられる｡� 溝

８条 (ＳＤ24～ＳＤ31) 検出している｡

ＳＤ24

検出状況 調査区北西隅で検出した (第99図)｡ 第３期調査で

検出した遺構である｡ ＳＤ25・ＳＤ26と切り合い関係

にあり､ 両遺構を切っている｡ 東西方向にほぼ直線的

にのびる溝で､ 西端は調査区外へのび､ 東端は後世の

撹乱を受け途切れている｡

形状・規模 検出した長さは９ｍである｡ 検出面における幅は45

㎝～85㎝を測り､ 横断面は皿形をなす｡ 最深部における検出面からの深さは10㎝である｡

底部の標高は､ 西端部で11.77ｍ､ 東端部で11.84ｍと西側へわずかに傾斜している｡

埋没状況 淡黄灰色シルト質極細砂１層が堆積していた (第164図)｡

出土遺物 須恵器の小片が出土しているが､ 器種の特定は困難である｡

時 期 出土土器から､ ６世紀～７世紀初頭に位置付けられる｡
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ＳＤ25

検出状況 調査区北西隅で検出した (第99図)｡ 第３期調査で

検出した遺構である｡ ＳＤ24と切り合い関係にあり､

ＳＤ24に切られている｡ 北西－南東方向にほぼ直線的

にのびる溝で､ 北西端は調査区外へのび､ 南東端はＳ

Ｄ24に切られている｡

形状・規模 検出した長さは５ｍである｡ 検出面における幅は34

㎝～45㎝を測り､ 横断面は皿形をなす｡ 最深部における検出面からの深さは６㎝である｡

底部の標高は､ 北西端で11.72ｍ､ 南東端で11.80ｍと北西側へわずかに傾斜している｡

埋没状況 暗褐灰色シルト混じり極細砂1層が堆積していた (第165図)｡ その層相から判断して､

人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器の小片が出土しているが､ 器種の特定は困難である｡

時 期 出土土器から時期を特定することは困難であるが､ ＳＤ24との切り合い関係から､ 古墳

時代３期と考えられる｡

ＳＤ26

検出状況 調査区北西隅で検出した (第99図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ ＳＤ24と切り

合い関係にあり､ ＳＤ24に切られている｡ 南北方向にほぼ直線的にのびる溝で､ 北端は調

査区外へのび､ 南端はＳＤ24に切られている｡

形状・規模 検出した長さは1.80ｍである｡ 検出面における幅は1.38ｍ～1.50ｍを測り､ 横断面は皿

形をなす｡ 最深部における検出面からの深さは10㎝である｡ 底部の標高は､ 11.61ｍであ

る｡

埋没状況 褐灰色シルト混じり極細砂１層が堆積していた｡ その層相から判断して､ 人為的に埋め

られたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器の小片が出土しているが､ 器種の特定は困難である｡

時 期 出土土器から時期を特定することは困難であるが､ ＳＤ24との切り合い関係から､ 古墳

時代３期と考えられる｡

ＳＤ27

検出状況 調査区中央北端部で検出した (第99図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ ＳＤ24の

東側に位置する｡ 東西方向にほぼ直線的にのびる溝であるが､ 検出できたのは北側の肩部

に限られる｡ 北端は後世の撹乱を受け､ 東端は調査区外へのびている｡

形状・規模 検出した長さは2.80ｍである｡ 横断面は逆台形をなすものと考えられる｡ 最深部におけ

る検出面からの深さは29㎝である｡ 底部の標高は､ 11.56ｍである｡

出土遺物 須恵器の杯の小片が出土している｡

時 期 出土土器から古墳時代３期～４期と考えられる｡
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ＳＤ28 (写真図版35・88・89)

検出状況 調査区東半部で検出した (第99図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ 南北方向にほ

ぼ直線的にのびる溝で､ 両端とも調査区外へのびている｡ 途中､ 数箇所で後世の撹乱を受

けている｡ 他の遺構との顕著な切り合い関係は認められない｡

形状・規模 検出した長さは33ｍである｡ 検出面における幅は1.80ｍ～2.95ｍを測り､ 横断面は皿形

をなす｡ 最深部における検出面からの深さは27㎝である｡ 底部の標高は､ 北端部で11.18

ｍ､ 南端部で11.14ｍと､ 顕著な傾斜は認められない｡

埋没状況 ２層～３層が堆積していた (第166図)｡ 中央部の下層には中礫の混入が認められた｡ 基

本的に各層とも､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している (図版41)｡

須恵器 杯Ｈ蓋・杯Ｈ・杯Ｇ・高杯・�・甕・壺・すり鉢が出土している｡
杯Ｈ蓋 783の１個体が出土している｡ 口縁部を中心に残存し､ 口径は13.6㎝である｡

杯Ｈ 784～787の４個体が出土している｡ 口径が12㎝大の784と785､ 11㎝大の786と787の２タ

イプに分類できる｡ 787を除いては､ 底部がヘラ削りにより仕上げられている｡

杯Ｇ 788の１個体が出土している｡ ほぼ完形に近い個体で､ 口縁部外面には重ね焼痕が認め

られることから､ 杯Ｇと判断したものである｡

高杯 789の１個体が出土している｡ 脚部を中心に残存するが､ 残存する限り透かし穴は認め

られない｡� 790の１個体が出土している｡ 内外面とも回転ナデにより仕上げられているが､ 底部外

面を中心に静止ヘラ削りにより仕上げられている｡ 残存する範囲において､ 孔は認められ

ない｡

甕 口縁部を中心に残存する792・795と体部の小片791が出土している｡ 791は､ 外面に擦り

消し沈線が認められる｡
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壺 体部片が１点 (793) 出土している｡ 短頸壺の体部と考えられる｡ 体部外面下半はヘラ

削りにより仕上げられている｡

すり鉢 794の１個体が出土している｡ 底部を中心に残存し､ 底部中央部には径２～2.5㎜の小孔

が穿たれている｡ すり面はヘラナデにより仕上げられているが､ 使用痕は認められない｡

土師器 甕と甑 (796) が出土している｡ 図化できたのは､ 甑の把手のみで､ 舌状をなす｡ 把手

上面には断面Ｖ字形の抉りが認められる｡ 深さは１㎝である｡

甕は体部片が出土しており､ 外面はハケ調整により仕上げられている｡

時 期 出土土器から古墳時代３－３期と考えられる｡

ＳＤ29

検出状況 調査区東半部南側で検出した (第99図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＤ28の

東側､ ＳＨ20の西側に位置する｡ 東西方向にほぼ直線的にのびる溝で､ 両端とも調査区内

で収束している｡ なお､ 他の遺構との顕著な切り合い関係は認められない｡

形状・規模 検出した長さは2.30ｍである｡ 検出面における幅は30㎝を測り､ 横断面は皿形をなす｡

最深部における検出面からの深さは４㎝である｡ 底部の標高は､ 11.46ｍである｡

埋没状況 暗褐色シルト混じり極細砂１層が堆積していた｡

出土遺物 須恵器と土師器の小片が出土しているが､ 器種の特定は困難である｡

時 期 出土土器から古墳時代後期と考えられる｡

ＳＤ30 (写真図版35)

検出状況 調査区東半部中央で検出した (第99図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＤ28の

東側､ ＳＨ21の北側に位置し､ ＳＢ30からＳＢ38にかかる位置にある｡ また､ ＳＨ22と切

り合い関係にあり､ ＳＨ22を切っている｡ 東西方向にほぼ直線的にのびる溝で､ 両端とも

調査区内で収束している｡

形状・規模 検出した長さは4.80ｍである｡ 検出面における幅は30㎝～50㎝を測り､ 横断面はＵ字形

をなす｡ 最深部における検出面からの深さは16㎝である｡ 底部の標高は､ 11.30ｍ前後で

一定している｡

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり極細砂１層が堆積していた｡ 中礫の混入が認められた｡ その層相

から判断して､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 須恵器の杯Ｈと壺が出土している｡ 杯Ｈは798の１個体が出土している (図版42)｡ 外面

には火襷痕が認められる｡ 壺は､ 図化できなかったが､ 体部の小片が出土している｡ 外面

は平行叩き整形後､ カキメにより仕上げられている｡

時 期 出土土器から古墳時代３－３期と考えられる｡

ＳＤ31 (写真図版35)

検出状況 調査区南東隅で検出した (第99図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＨ20の東側､

ＳＢ39の北側に位置する｡ ＳＢ39と方向性が一致することから､ 有機的な関係があったも

のと考えられる｡ また､ ＳＨ21と切り合い関係にあり､ ＳＨ21を切っている｡ 東西方向に
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ほぼ直線的にのび､ 東部で南側へ屈曲傾向にある｡

西端部は調査区内で収束し､ 南端部は調査区外への

びている｡

形状・規模 検出した長さは6.12ｍである｡ 検出面における幅

は53㎝～１ｍを測り､ 横断面は逆台形をなす｡ 最深

部における検出面からの深さは26㎝である｡ 底部の

標高は､ 西端部で11.34ｍ､ 南端部で11.19ｍと､ 南

側へ傾斜している｡

埋没状況 ２層からなる (第167図)｡ 両層とも､ その層相から判断して､ 人為的に埋められたもの

と考えられる｡

出土遺物 須恵器と土師器が出土している｡

須恵器 杯Ｈ・高杯・壺が出土している｡ 図化できたのは､ 799の高杯１個体である (図版42)｡

脚部のみ残存する｡

杯Ｈと壺については､ 小片のため図化できなかった｡ 杯Ｈは古墳時代３期の特徴を示す

ものである｡ 壺は､ 体部片が出土しており､ 外面は叩き整形後カキメが加えられている｡

土師器 甕が出土している (図版42)｡ 797の１個体で､ 口縁部を中心に残存する｡ 外面は､ 熱を

受け赤変している｡

時 期 出土土器から古墳時代４－３期と考えられる｡� 包含層

出土遺物 土器と鉄製品が出土している｡

土器 須恵器と土師器が出土している (図版42)｡

須恵器 杯蓋・杯身・�・高杯・円面硯が出土している｡
杯蓋 800と802の２個体を図化することができた｡ 800は､ 天井部のほぼ全体がヘラ削りによ

り仕上げられ､ 口縁端部は内傾する端面を有する｡ ＴＫ47～ＭＴ15型式に位置付けられる

ものである｡ 802についても､ 口縁部境まで天井部はヘラ削りが施され､ 口縁端部は水平

な端面を有する｡ ＴＫ47型式に位置付けられるものである｡

杯身 801の１個体を図化することができた｡ 底部のヘラ削りは全体の2/3の範囲におよび､ 口

縁端部は内傾する端面を有する｡ 外面には火襷痕が認められる｡ ＴＫ47～ＭＴ15型式に位

置付けられるものである｡� 803の１個体を図化することができた｡ 口縁部を中心に残存する｡

高杯 804の１個体を図化することができた｡ 杯底部を中心に残存する｡ 杯部外面中央部と口

縁部境にヘラ描沈線が施され､ その間と中央部ヘラ描沈線の内側には､ 櫛先による列点文

が互いに方向を変え､ 綾杉状に施されている｡ 列点文は､ カキメ施文後に施されている｡

また､ 脚部との境には､ 透かしの一部が１箇所残存する｡

円面硯 805の１個体を図化することができた｡ 脚端部を中心に残存し､ 長方形の透かしが穿た

れている｡ 透かしの幅は1.8㎝である｡ また､ 透かしの内面側は面取りが施されている｡

土師器 椀・高杯・甕が出土している｡
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椀 806と807の２個体を図化することができた｡ 806は､ 底部は丸底に近く､ 半球形をなす｡

全体的に磨滅傾向にある｡ 807は､ 内外面ともナデ調整により仕上げられている｡ 特に外

面はヘラミガキに近いヘラナデである｡ また､ 内面には放射状の暗文が１段施されている｡

高杯 808の１個体を図化することができた｡ ほぼ完形近くまで復元できた個体である｡ 杯部

は内湾傾向にある｡ 杯部はナデ調整､ 脚部はヘラミガキにより仕上げられている｡

甕 809と810の２個体を図化することができた｡ 809は､ いわゆる布留式甕に分類されるも

ので､ 口縁端部は水平な端面を有する｡ 810は､ 長胴タイプの甕で､ 内面には被熱痕が認

められる｡

鉄製品 鎌が１点 (Ｍ33) 出土している (図版42)｡ 刃部の先端約1/3が残存する｡ また､ 先端を

欠く｡ 断面は鋭角な三角形をなし､ 背幅は５㎜､ 刃幅は最大で3.4㎝を測る｡ 残存長は6.3

㎝である｡
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４. 弥生時代の遺構と遺物

当該期の遺構としては､ 土器棺・周溝墓・土坑・溝を検出している｡ 全体的に当該期の

遺構は散在する傾向にある｡ 住居跡は検出されていない｡
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� 墓

ＳＸ03とＳＸ04の２基検出している｡ ＳＸ03は土器棺､ ＳＸ04は方形周溝墓である｡

ＳＸ03 (写真図版36・91)

検出状況 調査区北部中央で検出した土器棺墓で

ある (第168図)｡ 第１期調査で検出した

遺構である｡ 他の遺構との切り合い関係

は認められないが､ 一部は後世の撹乱を

受け､ 検出できたのは全体の約1/2であ

る｡

掘り方 平面形は円形を呈するものと考えられ

る (第169図)｡ その規模は､ 南北方向で

45㎝を測り､ 東西方向で33㎝残存する｡

横断面はＵ字形に近い逆台形をなし､ 最

深部における検出面からの深さは､ 17.5

0㎝である｡

土器棺 壺 (812) が棺として転用されていた

(第169図)｡ 底部を土坑底に据え､ 掘り

方内ほぼ中央に､ 正位に置かれていた｡

上部については､ 後世の削平を受け､ 基本的に遺構検出面までしか遺存していなかった｡

壺の内部には高坏の一部 (811) が落ち込んでいた｡ 棺の蓋として転用されていたもの

と考えられる｡ 高坏の内面を上向きにして出土していたが､ 高坏を正位に据えていたのか

どうかについては判断できない｡

出土遺物 壺と高坏が出土している (図版43)｡

壺 (812) は､ 広口壺の体部と考えられる｡ 少なくとも頸部まではあったものと考えら

れるが､ 削平を受け､ 体部上半までの残存にとどまる｡ 体部上半には､ 上から櫛描波状文

と櫛描波状文のセットが２セット認められる｡

高坏 (811) は､ 坏部下半から接合部にかけて残存する｡ 坏部は内外面ともヘラミガキ

により仕上げられている｡

時 期 出土遺物から判断して､ Ⅳ期前半と考えられる｡

ＳＸ04 (写真図版36・91)

検出状況 調査区南東部で検出した (第168図)｡ 第１期調査で検出し､ 整理過程で明らかとなった

方形周溝墓である｡ 北周溝内での土器の出土状況および､ 北周溝が東端で屈曲傾向にある

こと､ 対応する溝状遺構が方向的・時期的に合致することから､ 方形周溝墓と判断した｡

北周溝については両端とも後世の撹乱を受けて途切れていた｡ また東側については､ 古

墳時代の竪穴住居により切られ､ 上部が削平されていた｡ 南周溝についても､ 西端は後世

の撹乱を受け途切れていた｡ 東端部は古墳時代の柱穴に切られていた｡ さらに､ 西周溝・
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東周溝に対応する箇所については､ 古墳時代の竪穴住居跡及び後世の撹乱を受け､ 検出す

ることはできなかった｡ また､ 主体部についても同様である｡

形状・規模 北周溝と南周溝の間隔から､ 平面形は長方形をなすものと考えられる (第170図)｡ 南北

方向の規模は､ 北周溝南側肩部と南周溝北側肩部間で5.64ｍを測る｡ また各周溝の検出長

は､ 北周溝が6.50ｍ､ 南周溝が1.90ｍである｡

各周溝の規模は､ 幅が北側で90㎝～1.50ｍ､ 南側で1.20ｍを測る｡ 横断面は逆台形もし

くは皿形をなし､ 最深部における検出面からの深さは､ 北側で20㎝､ 南側で18㎝を測る｡

埋没状況 両周溝とも１層からなる｡ 層相から判断して､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 北周溝内底部から壺・甕・鉢・高坏が出土している｡ 特に､ 壺 (813) については､ そ

の出土状況 (写真図版36) から､ 周溝底部に供献されていたものと考えられる｡

図化できたのは､ 水差壺の１点 (813) に限られる (図版43)｡ 完形に復元できた個体で､

肩部には半環状の把手が１箇所に付く｡ 口縁部外面には６条の凹線文が施文されている｡

また､ 体部中位には櫛状工具による刺突列点文が認められる｡

この他､ 甕は底部片が､ 高杯は水平口縁タイプの坏部片と脚部片が出土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ Ⅳ－３期と考えられる｡
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� 土坑

６基 (ＳＫ23～ＳＫ28) 検出している｡

ＳＫ23

検出状況 調査区南西端で検出した (第168図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ 本遺構の一部

は西側調査区外へ拡がっており､ 検出できたのは一部に限られる｡ また､ 中世の建物ＳＢ

18と平面的に重複し､ ＳＢ18に切られている｡

形状・規模 平面形は方形もしくは長方形をなすものと考えられる｡ 東西もしくは南北方向に主軸を

もち､ その規模は､ 南北方向で1.63ｍを測り､ 東西方向で1.27ｍ検出した｡ 横断面は逆台

形をなし､ 最深部における検出面からの深さは６㎝である｡

出土遺物 弥生土器片が出土しているが､ 小片のため器種の特定は困難である｡

時 期 出土遺物から判断して弥生時代と考えられるが､ 時期の特定は困難である｡

ＳＫ24

検出状況 調査区南西部で検出した (第168図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ ＳＨ03検出後

に確認できた遺構である｡ ＳＫ26北西側に位置する｡ 中世の建物ＳＢ19と平面的に重複し､

一部がＳＢ19に切られている｡

形状・規模 平面形は楕円形をなすものと考えられる｡ 南西－北東方向に主軸をもち､ その規模は､

主軸方向で70㎝検出し､ その直交方向で54㎝を測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部にお

ける検出面からの深さは14㎝である｡

埋没状況 暗茶灰褐色シルト混じり極細砂１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋めら

れたものと考えられる｡

出土遺物 壺と高坏が出土している (図版42)｡ 壺は､ 814の１個体が出土している｡ 広口壺の口縁

部で､ 頸部には指頭圧痕文突帯が貼り付けられている｡ 口縁端部は無文である｡ 高坏は､

815の１個体が出土している｡ 椀形高坏の坏部で､ 口縁外端部に粘土帯を貼り付け､ 口縁

部はわずかに水平な面を有する｡

時 期 出土遺物から判断して､ Ⅲ期と考えられる｡

ＳＫ25 (写真図版91・92)

検出状況 調査区南西部で検出した (第168図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ26の南西

側､ ＳＫ24の南側に位置する｡ 遺構の一部は南側調査区外へ拡がっている｡ このため､ 検

出できたのは全体の約1/2に限られる｡ 柱穴と規模・形態は同様であるが､ 土器がまとまっ

て出土したため､ 土坑として報告する｡

形状・規模 平面形は円形もしくは楕円形をなすものと考えられ､ その規模は東西方向で30㎝を測る｡

横断面は箱形をなし､ 最深部における検出面からの深さは30㎝である｡

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり極細砂１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋められ

たものと考えられる｡

出土遺物 壺・甕・鉢・高坏が出土している (図版43)｡

壺 底部が１点 (820) 出土している｡ 広口壺の底部と考えられる｡
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甕 816～819の４点図化することができた｡ いずれも同タイプの甕である｡ ただし､ 818の

口縁部端面にはヘラによるキザミ目が刻まれている｡

鉢 把手付鉢 (822・823) と台付鉢 (821) が各１個体出土している｡

把手付鉢は､ 胎土・色調等の類似から､ 口縁部片 (822) と底部片 (823) を図上で復元

したものである｡ 底部は､ 脚状の体部に凹面状をなす円盤を下側から充填させている｡ さ

らに､ 口縁部下端と体部下半剥離痕から､ 把手が貼り付けられていたものと考えられる｡

口縁部外面には､ 上から３条の凹線文・櫛描直線文・櫛描波状文が施文されている｡

また､ 脚部には､ 上から３条・６条・３条のヘラ描沈線が描かれ､ 上段と中段のヘラ描

沈線間には､ 綾杉状のヘラ描沈線が描かれている｡ さらに､ 中段と下段のヘラ描沈線間に､

ヘラ描による鋸歯文が描かれている｡ 鋸歯文は２条のヘラ描沈線からなる｡ また､ ３段の

ヘラ描沈線は､ 螺旋状に描かれている｡ ヘラ描はいずれも鋭利なヘラ先が使用されている｡

821は､ 台部は残存しないが､ その形態から台付鉢と判断したものである｡ 口縁部外面

には３条の凹線文が認められ､ 体部最大径部には貝殻刺突文が２段にわたって施されてい

る｡

高坏 水平口縁高坏 (824) が出土している｡ 坏部内外面および口縁部内面はていねいなヘラ

ミガキにより仕上げられ､ 最後に口縁部内外面が横ナデ調整により仕上げられている｡

時 期 出土遺物から判断して､ Ⅳ－１期と考えられる｡

ＳＫ26 (写真図版37・91・92)

検出状況 調査区南西部で検出した (第168図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ25の北東

側に位置する｡ 他の遺構との切り合い関係は認められず､ 完存する｡ ＳＫ26同様､ 柱穴と

規模・形態は同様であるが､ 土器がまとまって出土したため､ 土坑として報告する｡

形状・規模 平面形は円形をなし､ その規模は径23㎝を測る｡ 横断面は箱形をなす｡

埋没状況 暗黒褐色シルト１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋められたものと考え

られる｡

出土遺物 壺と複合土器が出土している (図版43・44)｡

壺 825～828・830の５個体が出土している｡

825は広口壺で､ 口縁部を中心に残存する｡ 口縁部は外方に大きく巻き込み､ 内面に３

個２段の円形浮文が貼り付けられている｡

826は､ 広口壺の体部と考えられ､ 上半部を中心に残存する｡ 外面には､ 上から櫛描波

状文・櫛描直線文・櫛描波状文・櫛描斜格子文・櫛描直線文が施文されている｡ 櫛描直線

文と櫛描波状文の原体は６本から､ 斜格子文の原体は３本からなる｡

827は､ 無頸壺と考えられ､ 口縁部はく字形に屈曲する｡ 口縁端面には円形浮文が等間

隔で貼り付けられている｡ 体部には､ 上から櫛描直線文と櫛描波状文のセットが２セット

認められ､ 櫛描波状文の上には円形浮文が４個セットで貼り付けられている｡ 円形浮文は､

口縁部の円形浮文と同規模である｡

828も無頸壺で､ 上半部を中心に残存する｡ 断面三角形の突帯が４条貼り付けられ､ そ

の頂部にキザミ目が同時に刻まれるとともに､ ３本がセットとなる棒状浮文が貼り付けら
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れている｡ その後､ 棒状浮文の際に径５㎜の小円孔が穿たれている｡ また､ 口縁外端部も

口縁部に対して直交するナデにより､ わずかに外方に肥厚し､ その頂部にキザミ目が刻ま

れている｡ 体部外面には､ 中位付近に櫛描斜格子文を施文後､ 上から､ 櫛描直線文・櫛描

波状文・櫛描直線文・櫛描直線文・貝殻刺突文・貝殻刺突文が施されている｡

830は､ 台付無頸壺の台部で､ 完存する｡ 台部には涙滴形の透孔が10箇所に穿たれてい

る｡ 台部と体部の接合部外面には断面三角形の突帯が２条貼り付けられている｡

複合土器 829の１個体が出土している｡ 器台に壺を載せた形態のものと考えられるが､ 壺部分は

ほとんど残存していない｡ 器台と壺の接合部は､ 明確な段となっており､ その直下外面に

は３条の凹線が引かれている｡ また､ 器台筒部外面には２条の断面三角形の突帯が貼り付

けられている｡ さらに､ 台部外面には２条の凹線がひかれている｡

時 期 出土遺物から判断して､ Ⅲ－２期と考えられる｡

ＳＫ27

検出状況 調査区西端部中央で検出した (第168図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ28の

南西側に位置する｡ 本遺構の東側は､ 第１期調査の際の側溝掘削により消失していた｡ ま

た､ 西側の一部は西側調査区外へ拡がっている｡ このため､ 検出できたのは一部に限られ

る｡

形状・規模 平面形は方形もしくは長方形をなすものと考えられる｡ 横断面は皿形をなし､ 最深部に

おける検出面からの深さは19㎝である｡

埋没状況 暗褐灰色シルト混じり極細砂１層からなる｡ その層相から判断して､ 人為的に埋められ

たものと考えられる｡

出土遺物 弥生土器片が出土しているが､ 小片のため器種の特定は困難である｡

時 期 出土遺物から判断して､ 弥生時代と考えられるが時期の特定は困難である｡

ＳＫ28 (写真図版37・38・92～94)

検出状況 調査区北西部で検出した (第168図)｡

第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ

27の北東側に位置する｡ 古墳時代の竪穴

住居ＳＨ16と平面的に重複し､ ＳＨ16に

切られている｡

形状・規模 ＳＨ16に上面が一部削平されていたた

め､ やや歪んだ形状をなしている｡ 平面

形は楕円形に近い形態をなすものと考え

られ､ 北西－南東方向に主軸をとる｡ その規模は主軸方向で1.82ｍ､ その直交方向で1.20

ｍを測る｡ 横断面は逆台形をなし､ 最深部における検出面からの深さは35㎝である｡

埋没状況 遺構内は土器で埋め尽くされており､ 遺構内の埋土を確認することはできなかった｡

出土遺物 弥生土器が大量に出土している (第171図)｡ これらは良好な一括資料と考えられる｡ 器

種としては､ 壺・甕・高坏が出土している (図版44～46)｡
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壺 広口壺・受口壺・底部が出土している｡

広口壺 831～842の12個体が出土している｡ まず､ 口縁部の形状において､ ①端部を上下方向に

拡張させるタイプ､ ②口縁端部を下方に大きく拡張させるタイプ､ ③口縁部を下方に巻き

込むタイプ､ ④口縁部を下方へ大きく拡張させるとともに､ 上方へもわずかに拡張させる

タイプ､ が認められる｡

① 831～833の３個体である｡ 831は､ 口縁端部を上下方向に拡張させ､ 端面に櫛描直線文

を施文後､ 円形浮文が貼り付けられている｡ 832の端面には､ ３条の凹線が引かれている｡

また､ 頸部にも凹線文が一定の間隔で３条引かれている｡ 833の口縁端面には３条の凹線

が引かれ､ その上に棒状浮文が貼り付けられている｡

② 834～838の５個体である｡ 834は､ 口縁端面には４条の凹線が引かれ､ その上に５本セッ

トの棒状浮文が貼り付けられている｡

835の外面には､ まず櫛描波状文を２帯施文後､ ７本もしくは８本を単位とする棒状浮

文が一定の間隔で貼り付けられている｡ その間に円形浮文が１個貼り付けられている｡ ま

た､ 口縁部内面にも櫛描波状文が１帯施文されている｡

836の口縁端面には､ まず７条の凹線文が引かれている｡ その後､ ６本を一組とする棒

状浮文が一定の間隔で貼り付けられ､ その間に円形浮文群が貼り付けられている｡ 円形浮

文群は､ 上段と下段に各８個､ その中間に１個の円形浮文を単位とし､ これが１単位となっ

ている｡ 中段の円形浮文は､ 上下段の円形浮文が径５㎜に対して､ 径1.4㎝と大型である｡

そして､ 円形浮文と棒状浮文のセットが､ ４ないし５あったものと推定される｡ また､ 口

縁部内面には径５㎜の円形浮文が一定の間隔で貼り付けられている｡ さらに､ その内側に

は径２㎜の小円孔が２穴セットで穿たれている｡

837は､ 口縁端面が弧状をなす｡ ２帯の櫛描波状文を施文後､ ４本の棒状浮文と１個の

円形浮文が交互に貼り付けられている｡ また､ 口縁部内面には櫛状工具による刺突文が施

されている｡ さらに､ 頸部外面には５条の凹線文が､ 体部上部には上から櫛描直線文と櫛

描波状文のセットが１セット認められる｡

838は､ 口縁部端面に６条の凹線を施文後､ 棒状浮文が間隔をあけて貼り付けられてい

る｡ ただし､ この間隔は一定していない｡ また､ 頸部外面には指頭圧痕文突帯が１条貼り

付けられている｡

③ 839の１個体である｡ 口縁部外面には２帯の櫛描波状文が施文されている｡ また頸部に

は凹線文が４条残存する｡

④ 840～842の３個体が出土している｡ 840は､ 口縁部端面に８条の凹線が引かれ､ その上

に４本セットの棒状浮文が貼り付けられている｡ また､ 口縁部内面には３穴がセットの小

孔が穿たれている｡

841は､ 口縁端面に６条の凹線が引かれ､ その上に７・８本を単位とする棒状浮文が貼

り付けられていたようである｡ 凹線の上に棒状浮文の剥離痕のみ認められた｡ 口縁部内端

部には断面三角形の突帯が１条貼り付けられ､ その内側に櫛描波状文を施文後､ ２個１単

位の小円孔が穿たれている｡

842も､ 形態的特徴は841とほぼ同様である｡ ただし､ 端面の凹線文は５条で､ 棒状浮文
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は７本が単位となっている｡ 口縁部内面には断面蒲鉾形の突帯が１条あり､ その内側には

３穴が１セットとなる小円孔が穿たれている｡ 計４セットあったものと復元される｡

受口壺 843と844の２個体が出土している｡ 843は､ 口縁部と頸部境に３条の凹線が引かれてい

る｡ 一方､ 844には凹線はなく､ 頸部に指頭圧痕文突帯が１条貼り付けられている｡

底部 845～850の６個体が出土している｡ 広口壺もしくは受口壺の底部片と考えられ､ 外面は

ヘラミガキにより仕上げられている｡ なお､ 846の内面には爪圧痕が認められた｡ 848につ

いては､ 内面の縦方向のヘラ削りの存在から､ 甕に分類される可能性も否定できない｡

甕 851～867の17個体が出土している｡ 口縁部を中心に残存する個体は､ 基本的な形態的特

徴はほぼ同じである｡ ただし､ 法量的な差が認められる｡ この他､ 857は熱を受け､ 赤変

している｡ また､ 860の口縁端面には２条の凹線文が引かれている｡

底部から体部にかけて残存する個体は､ 内面を縦方向のヘラ削り､ 外面を縦方向のヘラ

ミガキを基調として仕上げられている｡ なお､ 867の底部中央には径1.2㎝の穿孔が焼成後

に穿たれている｡

高坏 坏部と脚部が出土している｡

坏部は､ 868の１個体である｡ 直立する口縁部に対して､ 体部が直線的である｡ 内外面

ともヘラミガキにより仕上げられている｡

脚部は､ 869～873の５個体である｡ 871の脚下部外面には､ ６条のヘラ描沈線が描かれ､

最下段の沈線の下側には鋸歯文が､ その上にはヘラ描沈線を軸とした綾杉紋が描かれてい

る｡ 鋸歯文・綾杉紋ともヘラ描によるものである｡ 872については､ 台付鉢の可能性も考

えられる｡

時 期 出土遺物から判断して､ Ⅳ－３期と考えられる｡

ＳＫ29 (写真図版95)

検出状況 調査区中央部南側で検出した (第168図)｡ 第１期調査で検出した遺構である｡ ＳＫ28の

南側に位置する｡ 古墳時代の竪穴住居跡ＳＨ09と平面的に重複し､ ＳＨ09の床面で検出し

ている｡ 古墳時代の柱穴と切り合い関係にあり､ 東西両端が切られている｡

形状・規模 平面形は楕円形をなすものと考えられ､ 北西－南東方向に主軸をとる｡ その規模は主軸

方向で1.10ｍ検出し､ その直交方向で1.05ｍを測る｡ 横断面は皿形をなし､ 最深部におけ

る検出面 (ＳＨ09床面) からの深さは８㎝である｡

埋没状況 暗灰褐色細砂混じりシルト１層が堆積していた｡ 埋土内には焼土塊・炭片などが含まれ､

その層相から人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 土器と石器が出土している｡

土器 甕が１個体 (880) 出土している (図版47)｡ 如意形口縁をなす甕で､ 底部を除いて残存

する｡ 体部内面には､ 炭化物の付着が認められる｡

石器 サヌカイト製の打製石鏃が１点 (Ｓ19) 出土している (図版48)｡ 平基式の石鏃で､ 完

存する｡ 全長2.26㎝､ 最大幅1.68㎝､ 最大厚5.5㎜を測り､ 重量は2.1ｇである｡

時 期 出土遺物から判断して､ Ⅳ期と考えられる｡
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３条 (ＳＤ32～ＳＤ34) 検出している｡

ＳＤ32

検出状況 調査区中央部で検出した (第168図)｡ 第１期

調査で検出した遺構である｡ 南北方向にほぼ直

線的にのびる溝で､ 北端部が東側へ屈曲してい

る｡ 両端とも後世の撹乱を受け､ 途切れている｡

中世の溝ＳＤ22に切られている以外､ 顕著な切

り合い関係は認められない｡

形状・規模 検出した長さは16.50ｍである｡ 検出面にお

ける幅は70㎝～95㎝を測り､ 横断面はやや深い

皿形をなす (第172図)｡ 最深部における検出面からの深さは20㎝である｡ 底部の標高は､

南端部で11.33ｍ､ 北端部で11.36ｍと､ ほぼ一定している｡

埋没状況 暗茶褐色シルト混じり暗灰色シルト質極細砂１層からなる (第172図)｡ その層相から判

断して､ 人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 壺が１個体 (874) 出土している (図版47)｡ 口縁部を中心に残存し､ 頸部にはヘラ描沈

線が２条認められる｡ また､ 口縁端面には１条の凹線が認められる｡

時 期 出土遺物から判断して､ 後期後半と考えられる｡

ＳＤ33

検出状況 調査区南東部で検出した (第168図)｡ 第１期調査で

検出した遺構である｡ 南北方向にほぼ直線的にのびる

溝で､ 南端部が調査区内で収束し､ 北端部は調査区外

へのびている｡ 後述するＳＤ34と同一遺構の可能性が

考えられる｡ 他の遺構との切り合い関係は認められな

い｡

形状・規模 検出した長さは2.10ｍである｡ 検出面における幅は

35㎝を測り､ 横断面は逆台形をなす (第173図)｡ 最深部における検出面からの深さは12㎝

である｡ 底部の標高は､ 北端部で11.23ｍを測る｡

埋没状況 暗灰褐色シルト混じり極細砂１層からなる (第173図)｡ その層相から判断して､ 人為的

に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 弥生時代中期の壺の体部片が出土している｡ 小片のため図化できなかったが､ Ⅲ～Ⅳ期

の特徴を示すものである｡

時 期 出土遺物から判断して､ Ⅲ期～Ⅳ期と考えられる｡

ＳＤ34

検出状況 調査区北東部で検出した (第168図)｡ 第３期調査で検出した遺構である｡ 南北方向にほ
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第172図 ＳＤ32断面

第173図 ＳＤ33断面



ぼ直線的にのびる溝で､ 南端部が調査区外へのび､ 北端部は第１期調査の側溝と古墳時代

の柱穴に切られている｡ 前述したようにＳＤ33と同一遺構の可能性が考えられる｡ また､

多くが古墳時代の掘立柱建物跡ＳＢ34とＳＢ35に切られている｡

形状・規模 検出した長さは７ｍである｡ 検出面における幅は82㎝～１ｍを測り､ 横断面は逆台形を

なす｡ 最深部における検出面からの深さは26㎝である｡ 底部の標高は､ 北端部で11.24ｍ､

南端部で11.21ｍとほぼ一定している｡

埋没状況 黒褐色シルト混じり暗灰茶褐色極細砂質シルト１層からなる｡ その層相から判断して､

人為的に埋められたものと考えられる｡

出土遺物 弥生土器の小片が出土している｡

時 期 出土遺物から判断して､ 弥生時代と考えられるが､ 時期の特定は困難である｡� 包含層 (写真図版93～95)

はじめに 遺構以外のいわゆる包含層から多くの土器が出土している｡ そこで､ 残存状況が良好で､

当遺跡を検討するうえで重要と考えられる遺物について図化した｡

出土遺物 壺・甕・高坏が出土している (図版47)｡

壺 体部片と無頸壺が出土している｡

体部片 875・876・879の３点を図化したが､ いずれも広口壺の体部片と考えられる｡

875は､ 体部上半が残存し､ 外面には､ 上から櫛描直線文と櫛描波状文のセットが２セッ

ト認められ､ 下段のセットの上に円形浮文が等間隔に貼り付けられている｡

876は､ 口縁部を除いて完形に復元できた個体である｡ 875同様､ 櫛描直線文と櫛描波状

文のセットが２セット施文され､ 下段のセットの上に２個が対となった円形浮文が貼り付

けられている｡ ３対残存することから､ 当初は４対あったものと考えられる｡ また､ 体部

下半には隅丸長方形の穿孔が焼成後に行われている｡

879は､ 体部中位から底部にかけて完形に復元できたが､ 装飾は残存していなかった｡

無頸壺 877と878の２点を図化した｡ 877は､ 口縁部がく字形に屈曲し､ 甕と類似する｡ 体部上

半内面がヘラ削りにより仕上げられていることから､ 壺と判断したものである｡ 878も同

様の形態的特徴を有するが､ 肩部に紐穴が穿たれていることから､ 壺と判断したものであ

る｡ 紐穴は２個が１対となるものである｡

甕 881～885の５個体を図化した｡ いずれも同タイプに分類されるもので､ 883がその典型

例とすることができる｡ なお､ 881と883の底部中央部には穿孔が認められる｡ 881は焼成

後に､ 883は焼成前に穿たれたものである｡

高坏 脚部・水平口縁高坏・椀形高坏が出土している｡

脚部は､ 886の１点を図化することができた｡

水平口縁高坏は､ 887の１個体である｡ 口縁部を中心に残存し､ 装飾は認められない｡

内外面ともヘラミガキにより仕上げられている｡

椀形高坏も､ 888の１個体である｡ 坏部を中心に残存し､ 内外面ともていねいなヘラミ

ガキにより仕上げられている｡
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第４節 Ｃ地区の調査� 概要

調査区は､ 国旗掲揚台建設箇所である

ため､ 12㎡と､ 大変狭小である｡ 遺構は

１面で検出されている｡ 検出面は､ 現地

表面から1.60ｍの深さである｡� 遺構

検出遺構 調査区北部で溝状遺構 (ＳＤ35) を検

出した (第174図・写真図版39)｡

検出状況 東西方向にほぼ直線的にのびる遺構で､

両端とも調査区外へ拡がっている｡ 検出

した長さは３ｍで､ 検出面における幅は

60㎝である｡ 横断面は浅いＵ字形をなし､

最深部における検出面からの深さは18㎝

である｡

埋土は､ 暗褐灰色シルト混じり極細砂

１層からなり､ その層相から判断して､

人為的に埋められたものと考えられる｡

遺構内からは､ 小片のため図化できなかったが､ 複合口縁壺の口縁部片が出土している｡

時期 出土土器から､ 庄内期を中心とした時期と考えられる｡� 遺物

出土土器 出土したのは土器に限られる｡ 土器のなかでも図化できた

のは889の１個体である (第175図)｡ 須恵器の杯Ｇ蓋で､ 口

縁部を中心に残存する｡ 内面に返りがわずかに認められる｡� 小結

以上のように､ 調査面積が限られていることもあり､ 検出した遺構は溝状遺構に限られ

る｡ しかし､ 当地区の調査の結果､ Ａ地区北東部で検出した旧河道が､ 当地区まで及ばな

いことが明らかとなった｡ したがって､ Ａ地区で検出した旧河道の幅は､ 38ｍ未満である

ことが明らかとなった｡

また､ 当地区で検出した溝状遺構は､ 旧河道と同様､ 完新世段丘Ⅰ面に伴う氾濫原面が

埋没していく過程で､ 形成されたものと考えられる｡
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第174図 Ｃ地区平面図

第175図 Ｃ地区出土土器



第４章 分析・鑑定

第１節 石製品の石材鑑定
藤根 久 (パレオ・ラボ)

１. はじめに

市之郷遺跡から出土した石製品について肉眼および実体顕微鏡観察による石材同定を行った｡ なお､

サヌカイト製石器が30点ほど出土しているが､ 蛍光Ｘ線分析による産地推定を行っている (サヌカイト

の産地推定を参照)｡

２. 試料と方法

試料は､ 溝や河道またはピットから出土した石製品6試料である (第44表)｡

岩石同定は､ 肉眼および実体顕微鏡を用いて各岩石を構成する鉱物の種類や構造を記載し､ 非破壊で

岩石の同定を行った｡

３. 結果

以下に､ 各石製品の岩石学的

特徴について記載し､ 岩石を同

定した (第44表)｡ なお､ 巻首

図版12に各石製品の実体顕微鏡

写真を示した｡

試料№1

片理を示す黒灰色の泥質岩である｡ 剥離部分は淡褐色を呈す｡ 粘板岩｡

試料№2

灰色の斑点粒子からなる暗青色の細粒質岩である｡ やや片理構造がある｡ ホルンフェルス｡

試料№3

にぶい光沢のある茶褐色の蝋質岩である｡ 滑石｡

試料№4

透明の石英､ 白色の長石､ 黒色雲母､ 黒色の輝石類など結晶鉱物から構成される完晶質岩石である｡

閃緑岩｡

試料№5

細粒 (1.5mm以下) の結晶またはその抜け跡などの斑晶からなる明黄褐色の斑晶質岩石である｡ ただ

し､ 流理構造は明瞭でない｡ 流紋岩｡

試料№6

透明の石英､ 黄白色の柱状の長石､ 雲母類などの斑晶からなる黄褐色の斑晶質岩石である｡ 石基

(matrix) はオリーブ色である｡ 流紋岩｡
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第44表 出土した石質遺物とその岩石名

試料№ 製品名 地区名 出土遺構 遺物№ 岩石名
１ 磨製石剣 Ａ地区 ＳＤ14 Ｓ15 粘板岩
２ 片刃石斧 Ａ地区 ＳＤ10 517 ホルンフェルス
３ 紡錘車 Ｂ地区 ＳＢ42 760 滑石
４ 叩き石 Ａ地区 Ｐ230 1044 閃緑岩
５ 磨り石 Ａ地区 旧河道 Ｓ16 流紋岩
６ 磨り石 Ａ地区 旧河道 Ｓ17 流紋岩



４. 考察
兵庫県姫路市周辺では､ 中生代の白亜紀-古第三紀､ 花崗岩類､ 閃緑岩類､ 相生層群などの流紋岩お

よびディサイト火砕岩類及び溶岩や安山岩類が広く分布している｡ また､ 古生代の二畳紀の舞鶴層群の

千枚岩粘板岩・砂岩・チャート・石灰岩なども分布している｡

なお､ 滑石が含まれる蛇紋岩類は､ 県北部地域の古生代の三畳紀変成岩類として分布している (地質

調査所､ 1981)｡

こうした周辺地域の地質学的状況から､ 周辺地域において石製品の石材調達は可能と考えられる｡

引用文献

地質調査所 (1981) 20万分の1地質図. 通商産業省工業技術院地質調査所
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第２節 市之郷遺跡出土サヌカイトの産地推定

竹原弘展 (パレオ・ラボ)

１. はじめに

兵庫県姫路市市之郷に所在する市之郷遺跡より出土したサヌカイト資料について､ エネルギー分散型

蛍光Ｘ線分析装置による元素分析を行い､ 産地を推定した｡

２. 試料と方法

分析対象資料は市之郷遺跡より出土したサヌカイト30点で､ 時期は弥生時代とみられる (第46表)｡

試料は風化層に覆われていたため､ サンドブラストを用いて一部新鮮面を表出させ､ 測定箇所とした｡

分析装置は､ ㈱セイコーインスツルメンツ社製のエネルギー分散型蛍光X線分析計SEA-2001Lを使用し

た｡ 装置の仕様は､ X線管はRhターゲット､ X線検出器はSi(Li) 半導体検出器である｡ 測定条件は､ 測

定時間300sec､ 照射径10㎜､ 電流1～63μA (デッドタイムが20％未満になるよう設定)､ 電圧50kV､ 試

料室内雰囲気真空に設定した｡

産地推定には､ 黒曜石産地推定法において用いられている蛍光Ｘ線分析によるX線強度を用いた判別

図法(例えば望月2004)を､ 分析対象をサヌカイトに置き換えて適用した｡ 本方法は､ まず各試料を蛍光

X線分析装置で測定し､ その測定結果のうち､ カリウム(K)､ マンガン(Mn)､ 鉄(Fe)とルビジウム(Rb)､

ストロンチウム(Sr)､ イットリウム(Y)､ ジルコニウム(Zr)の合計7元素のX線強度 (cps；count per

second) について､ 以下に示す指標値を計算する｡

１). Rb分率=Rb強度×100/(Rb強度+Sr強度+Y強度+Zr強度)

２). Sr分率=Sr強度×100/(Rb強度+Sr強度+Y強度+Zr強度)

３). Mn強度×100/Fe強度

４). log(Fe強度/K強度)

そしてこれらの指標値を用いた２つの判別図 (横軸Rb分率－縦軸Mn強度×100/Fe強度の判別図と横

軸Sr分率－縦軸log(Fe強度/K強度)の判別図) を作成し､ 各地の原石データと遺跡出土遺物のデータを

照合して､ 産地を推定するものである｡ 原石試料も､ 採取原石を割って新鮮な面を表出させた上で産地

推定対象試料と同様の条件で測定した｡ 第45表に各原石採取地とそれぞれの試料点数を示す｡

第45表 原石採取地と判別群名称
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エリア 判別群 原石採取地 (試料点数)
二上山 春日山 春日山みかん畑内 (10)

讃岐

国分台１ 自衛隊演習場付近 (5)､ 神谷神社前 (13)､ 高産霊神社谷 (12)､ 国分台下
みかん畑 (5)､ 蓮光寺 (10)国分台２

赤子谷・法印谷 赤子谷第１地点 (5)､ 赤子谷第2地点 (5)､ 法印谷 (10)
金山 北峰道路脇 (10)､ 金山南麓 (10)
城山 城山南側 (5)､ 城山北側 (5)

雄山・雌山 雄山 (5)､ 雌山 (5)
双子山 双子山南嶺 (10)



３. 分析結果

第46表に測定値から算出された指標値､ 第176図・第177図に､ サヌカイト原石の判別図と遺跡出土試

料をプロットした図を示す｡ なお､ 両図は視覚的にわかりやすくするため､ 各判別群を楕円で取り囲ん

である｡

判別図は､ 讃岐エリアの原石は雄山･雌山以外は非常に近接しており重複部分も多く､ 明確な区別は

難しい｡ しかし､ 二上山エリアの原石と讃岐エリアの原石は明確にプロットされる位置が異なり､ 十分

に区別可能である｡

遺跡出土試料のうち､ 24点が金山の範囲､ ２点が金山と赤子谷・法印谷の重複域､ １点が金山と城山

の重複域､ ２点が国分台１の範囲にプロットされた｡ 分析№９は､ 合致する判別群が無かった｡ 第46表

に産地推定結果を示す｡ 比較対象となる原石産地が少ないため､ 他の産地の可能性が無いとは言い切れ

ないが､ 少なくとも判別図の一致しなかった産地のサヌカイトではないとはいえる｡

４. 終わりに

市之郷遺跡より出土したサヌカイトについて､ 蛍光X線分析を用いた判別図法による産地推定を行っ

た結果､ 30点の資料のうち､ 29点は讃岐地方産の可能性が高いと推定された｡ 分析№９は産地不明であっ

た｡

引用文献

望月明彦 (2004) 用田大河内遺跡出土黒曜石の産地推定. かながわ考古学財団調査報告167 用田大河

内遺跡, 511-517, 財団法人 かながわ考古学財団.

第46表 分析対象資料と産地推定結果
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分析№ 製品名 地区名 出土遺構 Rb分率
Mn×100
Fe

Sr分率 log
Fe
K

判 別 群 エリア

1 剥片 Ａ地区 ＳＤ03 12.03 3.38 39.03 1.85 金山or赤子谷・法印谷 讃岐
2 剥片 Ａ地区 ＳＤ04 12.14 3.55 37.89 1.85 金山 讃岐
3 剥片 Ａ地区 ＳＤ04 12.61 3.68 38.72 1.85 金山 讃岐
4 剥片 Ａ地区 ＳＤ05 13.71 3.17 38.17 1.77 国分台1 讃岐
5 石鏃 Ａ地区 ＳＤ05 13.07 3.56 38.90 1.83 金山 讃岐
6 剥片 Ａ地区 ＳＤ12 13.36 3.49 37.98 1.85 金山 讃岐
7 剥片 Ａ地区 ＳＤ12 12.99 3.57 39.24 1.83 金山 讃岐
8 剥片 Ａ地区 ＳＤ12 13.32 3.42 39.52 1.85 金山 讃岐
9 石核 Ａ地区 ＳＤ21 11.19 2.40 43.07 1.74 ？ 不明
10 剥片 Ａ地区 ＳＤ08 13.67 3.65 38.70 1.82 金山 讃岐
11 剥片 Ａ地区 ＳＤ08 13.67 3.64 39.03 1.86 金山 讃岐
12 石鏃 Ａ地区 ＳＤ08 13.27 3.57 38.93 1.90 金山 讃岐
13 石核 Ａ地区 旧河道 12.92 3.50 38.62 1.85 金山 讃岐
14 石核 Ａ地区 旧河道 13.12 3.60 38.20 1.85 金山 讃岐
15 剥片 Ａ地区 旧河道 12.50 3.51 38.22 1.88 金山 讃岐
16 剥片 Ａ地区 旧河道 12.85 3.58 39.06 1.84 金山 讃岐
17 石鏃 Ａ地区 旧河道 14.82 3.12 39.69 1.69 国分台1 讃岐
18 石核 Ａ地区 旧河道 12.52 3.43 38.07 1.84 金山 讃岐
19 剥片 Ａ地区 旧河道 13.08 3.51 38.16 1.82 金山 讃岐
20 石核 Ａ地区 旧河道 11.76 3.41 38.92 1.91 金山or赤子谷・法印谷 讃岐
21 剥片 Ａ地区 旧河道 12.90 3.51 39.14 1.87 金山 讃岐
22 石核 Ａ地区 旧河道 13.33 3.56 39.05 1.82 金山 讃岐
23 剥片 Ａ地区 旧河道 12.64 3.59 40.50 1.88 金山 讃岐
24 石核 Ａ地区 旧河道 13.10 3.47 37.91 1.84 金山 讃岐
25 剥片 Ａ地区 旧河道 12.90 3.47 38.52 1.89 金山 讃岐
26 剥片 Ａ地区 旧河道 13.18 3.63 39.98 1.88 金山or城山 讃岐
27 剥片 Ａ地区 旧河道 12.14 3.56 38.48 1.87 金山 讃岐
28 剥片 Ａ地区 旧河道 13.10 3.68 39.81 1.86 金山 讃岐
29 剥片 Ｂ地区 ＳＫ28 13.08 3.39 38.93 1.82 金山 讃岐
30 石鏃 Ｂ地区 ＳＫ29 13.66 3.66 38.18 1.89 金山 讃岐
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第176図 サヌカイト産地推定判別図 (１)
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第177図 サヌカイト産地推定判別図 (２)



第３節 木材の樹種同定

藤根 久 (パレオ・ラボ)

１. はじめに

姫路市市之郷に所在する市之郷遺跡の調査では､ 古墳時代後期 (６世紀後半～７世紀初頭) の井戸枠

材や柱材が検出された｡ ここでは､ これら井戸枠材と柱材について樹種同定を行った｡

２. 試料と方法

木材試料は､ 井戸枠材2試料と柱材1試料である (第47表)｡ 試料は､ 木材の3方向 (横断面・接線断面・

放射断面) について､ 剃刀を用いて薄い切片を採取し､ ガムクロラールで封入して永久プレパラートを

作製した｡ 作製したプレパラートは､ 光学顕微鏡で木材組織を観察・同定した｡

３. 結果

樹種同定の結果､ 東側

井戸枠材が常緑針葉樹ス

ギ､ 西側井戸枠材がカヤ､

柱材がスギであった｡ こ

れらの樹木は､ 遺跡周辺に普通に生育していた樹木と考えられる｡� カヤ Torreya nucifera Sieb. et Zucc. イチイ科 第178図 2a-2c (№2)

仮道管・放射柔細胞からなり樹脂細胞をもたない針葉樹材である｡ 早材から晩材への移行はゆるやか

である｡ 分野壁孔はスギ型が2個ある｡

カヤは､ 本州の宮城県以南・四国・九州の暖帯から温帯下部の山地に生育する常緑高木である｡ 材は､

水湿に強く加工しやすい｡� スギ Cryptomeria japonica D.Don スギ科 第178図 1a-1c (№1), 3a-3c (№3)

仮道管・放射柔細胞・樹脂細胞からなる針葉樹材である｡ 晩材の量が多く晩材の仮道管の壁は極めて

厚い｡ 樹脂細胞は年輪の後半に散在する｡ 分野壁孔は大きく､ 孔口が水平に大きく開いたスギ型で１分

野に２個ある｡

スギは､ 本州以南の暖帯から温帯下部の湿気のある谷間に生育する常緑高木である｡ 材は､ やや軽軟

で加工は容易である｡
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第47表 出土木材と樹種同定結果

試料№ 部材名称 遺構 時期 樹種

１ 東側井戸枠 ＳＥ01 古墳時代後期 (６世紀後半～７世紀初頭) スギ

２ 西側井戸枠 ＳＥ01 古墳時代後期 (６世紀後半～７世紀初頭) カヤ

３ 柱材 － 古墳時代後期 (６世紀後半～７世紀初頭) スギ
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第178図 木材組織の光学顕微鏡写真 (ａ：横断面, ｂ：接線断面, ｃ：放射断面)



第５章 遺物のまとめ

第１節 弥生時代の土器

はじめに ここでは､ 土器を中心にまとめていく｡ 当該期の遺構・遺物は､ 中期初頭・中期・後期

と､ 大きく３時期からなる｡ 以下､ 当該期の土器の分析を通じて各遺構の時期を明らかに

していくことにする｡

１. 中期初頭

概 要 出土地区はＡ地区第３面に限られ､ 出土遺構としては､ Ｐ07・ＳＤ09・ＳＤ12・旧河道・

包含層に限られる｡ 器種としては､ 壺・甕・鉢が出土している｡

壺 広口壺に限られる｡ 口頸部が残存するものについては､ 広口壺ａに分類されるものと考

えられる｡ 110・269・286・312・313・601がその典型例である｡ 110は頸部外面に４条の

ヘラ描沈線が描かれ､ 269と601は断面三角形突帯､ 286は断面三角形突帯と指頭圧痕文突

帯､ 312と313は内面に断面三角形突帯が貼り付けられている｡

この他､ 体部片として287・288・316～319が出土している｡ ヘラ描沈線と半截竹管によ

る加飾で､ 櫛描文は認められない｡ 以上から､ 中期初頭､ ｢播磨弥生土器集成と編年(１)｣

における ｢Ⅱ－１期｣ に位置付けられるものと考えられる｡

甕 如意形口縁甕と逆Ｌ字形甕が出土している｡ 前者としては､ 111・112・273・274・289・

290・320・322・325・326・611が該当する｡ 頸部に３条～８条のヘラ描沈線が認められ､

口縁端部にキザミが刻まれるものと刻まれないものが認められる｡ 多条のものが多く､ 多

くはⅡ期に位置付けられるものと考えられる｡

後者は､ 321・323・324の３個体である｡ 特に､ 321と323については､ 外面に多条の沈

線が施され､ 新しい傾向を示している｡ 当タイプもⅡ期に位置付けられるものと考えられ

る｡

鉢 275の１個体が出土している｡

小結 以上から､ Ｐ07出土資料及び､ ＳＤ12出土資料については､ Ⅱ－１期に位置付けられる

ものと考えられる｡

ＳＤ09出土資料については､ 基本的にはＳＤ12と同時期と考えられるが､ 櫛描直線文と

櫛描波状文で加飾された272の存在から､ Ⅱ－３期まで下がる可能性が考えられる｡

２. 中期中葉～後葉

はじめに 今回報告する土器のなかで､ 当該期の土器が最も多量に出土している｡ 器種ごとに分類

するとともに､ その時期を検討し､ さらには地域的な特徴についても検討を加えることに

する｡ 対象となる主な遺構は､ ＳＫ09・ＳＫ10・ＳＤ11・ＳＤ13～ＳＤ17・旧河道・ＳＸ

03・ＳＸ04・ＳＫ24～ＳＫ26・ＳＫ28である｡
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� 広口壺について

はじめに 当該期の土器のなかで､ 広口壺は量的に最も多く､ 形態・装飾においてかなりのバリエー

ションが認められる｡ ここでは､ 広口壺の分類と､ 加飾パターンとの関連を検討したい｡

Ⅰ. 広口壺の分類

形態分類 多量に出土しているが､ 口縁部を中心に残存する個体が大半である｡ そこで､ 口縁部の

形態を中心に分類し､ 頸部・体部まで残存する個体については､ そのつど考慮することに

する｡ そこで､ 口縁部の形態的特徴を基準に､ 以下の４型式 (広口壺Ａ～広口壺Ｄ) に分

類する｡ 分類にあたっては､ 頸部への加飾も考慮することにする｡

広口壺Ａ 頸部から口縁部にかけてスムーズに外反する形態を基本形とするもの｡ 一部を除いては､

端面を有する｡ 端部の形態により10タイプ (ａ～ｊ) に細分できる｡

ａ：全体的に肥厚気味であるが､ 端部の顕著な拡張が認められないもの (334・336)｡

ｂ：口縁端部が玉縁状をなすもの (278・303)｡

ｃ：口縁端部下端を斜下方へつまみ出すようなナデの後､ 内端部を突帯状につまみ出すも

の (355～358)｡

ｄ：ｃに対して､ 内端部のつまみ上げがより顕著なもの (339～345・346・359・814)｡

ｅ：口縁端部をわずかに斜下方へ拡張させるもの (354)｡

ｆ：口縁端部を斜下方へ大きく拡張させるもの (277・295・360・361・364～367・841・

842)｡ なお､ 841と842については､ 口縁部内面に突帯を貼り付けることから､ 後述す

る広口壺Ｃと類似する｡ ただし､ 後述する広口壺Ｃには口縁端部を大きく拡張させる

ものがないため､ ここでは広口壺Ａに分類する｡

ｇ：ｆに対して､ 内端部もわずかにつまみ上げるもの (362・363)｡

ｈ：ｆ同様､ 斜下方へ端部を拡張させるが､ 頸部側へ巻き込むように弧状をなすもの (837・

839)｡

ｉ：口縁端部を下方につまみ､ 直立する端面を有するもの (353・834)｡

ｊ：口縁端部を上下にわずかにつまみ出すもの (113・343・347～351)｡ 上下のつまみ出

しは､ ほぼ均等である｡

広口壺Ｂ 広口壺Ａに対して､ 口縁部の外反が上半部で大きく変化するタイプ｡ 端部の形態により

４タイプに細分できる｡

ａ：口縁部が水平方向に屈折もしくは外反し､ 受口状をなすもの (337・338・342・454・

456)｡

ｂ：口縁部が斜下方へ屈曲するもの (114・276・455)｡

ｃ：口縁部を大きく外反させるもの (370・372)｡

ｄ：口縁部を大きく外反させ､ さらにその先端を内側に屈曲させるもの (368・369・371・

373・602)｡

広口壺Ｃ 口縁部内面への突帯の貼り付けを行うもの｡ 口縁部形態及び突帯の貼り付け本数等によ

り､ 細分できる｡

口縁部形態としては､ 口縁端部付近が屈曲傾向にあるもの (ア)､ 口縁部上半部が大き
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く外反し端面が形成されないもの (イ)､ 端部を下端につまみ出し明瞭な端面を有するも

の (ウ)､ 口縁部内端部を中心に拡張させ突帯状をなすとともに端面を有するもの (エ)､

形態的にはｂと類似するが端面が形成されるもの (オ)､ の５タイプに細分できる｡

以上の口縁部形態と突帯の貼り付けから､ 以下の10タイプ (ａ～ｊ) に細分できる｡

ａ：口縁部形態アに対して､ ２条の突帯が貼り付けられるもの (390・394)｡

ｂ：口縁部形態イに対して､ ２条の突帯が貼り付けられるもの (388・389)｡

ｃ：口縁部形態ウに対して､ ２条の突帯が貼り付けられるもの (385・392・393)｡

ｄ：口縁部形態オに対して､ ２条の突帯が貼り付けられるもの (387・391)｡

ｅ：口縁部形態ウに対して､ １条の突帯が貼り付けられるもの (374)｡

ｆ：口縁部形態エに対して､ １条の突帯が貼り付けられるもの (375～382)｡

ｇ：口縁部形態エに対して､ ２条の突帯が貼り付けられるもの (383・384・386)｡

ｈ：口縁部形態イに対して､ ３条の突帯が貼り付けられるもの (395)｡

ｉ：口縁部形態ウに対して､ ３条の突帯が貼り付けられるもの (396)｡

ｊ：口縁部形態オに対して､ ３条の突帯が貼り付けられるもの (397)｡

広口壺Ｄ 他地域系の壺｡ 335と352の２個体である｡ 352は讃岐地方の可能性が高い｡

Ⅱ. 広口壺の加飾パターン

はじめに 広口壺の分類を行う前提として､ 口頸部の加飾パターンをまとめておきたい｡ これは､

本書で報告する広口壺の多くは口頸部を中心に残存するためである｡

広口壺の加飾箇所としては､ 大きく､ ①口縁部端面､ ②口縁部内面､ ③頸部の３箇所に
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第48表 口縁部端面加飾パターン

第１段階 第２段階 第３段階

ア ：無文

イ ：円形浮文

ウ ：貝殻文

エ ：竹管文

オ ：櫛描波状文

カ ：櫛描波状文 →円形浮文

キ ：櫛描波状文 →円形浮文＋棒状浮文

ク ：キザミ目 (直行)

ケ ：キザミ目 (斜行)

コ ：キザミ目 (斜行) →円形浮文

サ ：キザミ目 (斜格子)

シ ：キザミ目 (斜格子) →円形浮文

ス ：キザミ目 (綾杉)

セ ：キザミ目 (綾杉) →円形浮文

ソ ：キザミ目 (綾杉) →竹管文

タ ：凹線文

チ ：凹線文 →円形浮文

ツ ：凹線文 →棒状浮文

テ ：凹線文 →円形浮文＋棒状浮文

ト ：凹線文 →キザミ目

ナ ：凹線文 →キザミ目 →円形浮文



限られる｡ 以下､ これら３箇所において認められる加飾パターンについて検討してみたい｡

この検討にあたっては､ 最初の加飾を ｢加飾第１段階｣､ その後の加飾を ｢加飾第２段階｣､

さらなる加飾を ｢加飾第３段階｣ と呼称する｡

口縁部端面 ア：無文､ イ：円形浮文､ ウ：貝殻文､ エ：竹管文､ オ：櫛描波状文､ ク：キザミ目､

タ：凹線文､ の７タイプに分類できる (第48表)｡ アは､ 加飾が全くなされないものであ

る｡ 上記のアを除いた加飾 (加飾第１段階) については､ まずそれぞれが単独で行われて

いる (イ～オ・サ・ス・タ)｡ さらにキザミ目については､ 直行するもの (ク)､ 斜行する

もの (ケ)・斜格子状のもの (サ)・綾杉状のもの (ス) の４タイプが認められる｡

ところで､ 櫛描波状文・キザミ目・凹線文ついては､ さらに加飾が行われている (加飾

第２段階)｡ まず､ 櫛描波状文については､ 円形浮文を貼り付けるもの (カ)､ 円形浮文と

棒状浮文を貼り付けるもの (キ) が認められる｡ キザミ目については､ 円形浮文を貼り付

けるもの (コ・シ・セ)､ 竹管文を押すもの (ソ) が認められる｡ ただし､ 直行タイプの

キザミ目には加飾が行われた例は認められない｡

凹線文については､ 加飾第２段階として､ 円形浮文を貼り付けるタイプ (チ)､ 棒状浮

文を貼り付けるもの (ツ)､ 円形浮文と棒状浮文を付けるもの (テ)､ キザミ目を加えるも

の (ト) が認められる｡ さらに､ キザミ目の上に円形浮文を貼り付けるもの (ナ) が認め

られる (加飾第３段階)｡

口縁部内面 大きく､ ①：無文､ ②：扇状文､ ③：櫛描波状文､ ④：列点文､ ⑤：斜格子文､ ⑥：円

形浮文､ ⑦：竹管文､ ⑧貼り付け突帯､ の６タイプに分類できる｡ ①から⑦については､

加飾第１段階のみである｡ 貼り付け突帯についても､ 第１段階のみのものも認められる｡

貼り付け突帯に対する加飾 (加飾第２段階) としては､ 櫛描波状文とキザミ目に限られ

る｡ 一部を除いてキザミ目にはさらに装飾が加えられる (加飾第３段階)｡ 竹管文を押す

タイプ (⑪)､ 櫛描波状文を描くタイプ (⑫)､ 扇状文を描くタイプ (⑬) の３タイプであ

る (第49表)｡

頸部 Ⅰ無紋､ Ⅱ凹線文､ Ⅲ指頭圧痕文突帯､ Ⅳ断面三角形突帯､ の４タイプに分類できる｡

さらなる加飾は認められない｡

加飾の組合せ 以上､ Ⅰ：口縁部端面､ Ⅱ：口

縁部内面､ Ⅲ：頸部の３箇所の加

飾パターンについてみてきた｡ そ

こで､ それぞれ相互の加飾の組合

せについてみておきたい｡ これを

まとめたのが第50表である (写真

図版96～103)｡ 第50表の頸部の

｢◎｣ は多い､ ｢○｣ は認められる､

を示すものである｡

端面と内面 一つの特徴として､ 口縁端面の

装飾が１例に限られる場合を除い

て､ 口縁端面と内面間で特定の装
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第49表 口縁部内面加飾パターン

第１段階 第２段階 第３段階

① ：無文

② ：扇状文

③ ：櫛描波状文

④ ：列点文

⑤ ：斜格子文

⑥ ：円形浮文

⑦ ：竹管文

⑧ ：貼り付け突帯

⑨ ：貼り付け突帯 →櫛描波状文

⑩ ：貼り付け突帯 →キザミ目

⑪ ：貼り付け突帯 →キザミ目 →竹管文

⑫ ：貼り付け突帯 →キザミ目 →櫛描波状文

⑬ ：貼り付け突帯 →キザミ目 →扇状文



飾同士が結びつく例はないことである｡ 口縁端面のある装飾に対して､ 必ず複数の内面の

加飾パターンが対応している｡

次に､ 口縁端面を中心にみると､ 口縁端面が加飾されたものとの組み合わせで最も多い

のは､ ①つまり無文との組み合わせである｡ 逆に､ 口縁端面が無文のものは､ 内面に加飾

するものは２例のみである｡ したがって､ 口縁部の加飾は口縁端面が中心であるといえる

のではないかと考えられる｡

さらに､ 口縁内面の装飾のなかで､ 最も多くの口縁端面の装飾と対応しているのは､ ⑩

である｡ 特に､ キザミ目とキザミ目の関係が強く感じられる｡

端面と頸部 頸部と口縁端部の関係では､ 頸部が凹線に対応するのは､ ３例 (ウ：338・キ：837) を

除いて､ 口縁端面の加飾第１段階が凹線のものに限られる｡ 凹線文相互の関係が強いもの

と考えられる｡

また､ 頸部が無文のものは､ 端面が無文との関係が強い傾向にある｡ 逆に､ 頸部が断面

三角形突帯のものと指頭圧痕文突帯については､ 多くの口縁端面の装飾と対応している｡

特定の装飾との結びつきを認めることは困難である｡

以上､ 口縁端面を中心に､ 口縁内面及び頸部との装飾の関連性についてみてきた｡ 一部

を除いては､ 全体的に装飾の組み合せは多岐にわたる傾向を読み取ることができる｡
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第50表 広口壺口縁部 加飾パターンの組み合せ

口 縁 部 内 面 頸 部

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

口

縁

端

面

ア � � � � ◎ ◎ ○

イ � � �
ウ � ○

エ � � ○

オ � � � ○ ○

カ �
キ � � ○

ク � � � ◎

ケ � � ◎

コ �
サ � ○

シ � �
ス �
セ � � ○

ソ �
タ � ○ ○

チ � ○ ○

ツ � � � � � ◎ ○ ○

テ �
ト � ○

ナ � � �



― 210 ―

第５章 遺物のまとめ

第179図 広口壺の分類と加飾パターン (１－１)
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第180図 広口壺の分類と加飾パターン (１－２)
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第181図 広口壺の分類と加飾パターン (２－１)
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第182図 広口壺の分類と加飾パターン (２－２)
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第183図 広口壺の分類と加飾パターン (３－１)
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第184図 広口壺の分類と加飾パターン (３－２)



Ⅲ. 小結

以上の広口壺分類と加飾パターンの関係をまとめたのが､ 第179図～第184図である｡

分類と加飾 各型式において､ 複数個体出土したものの多くは､ 複数の加飾パターンと相関関係にあ

る｡ 基本的に､ １型式＝１加飾パターンという相関関係は認められない｡ 特定の型式と特

定の加飾パターンとの関係を見出すことは困難である｡ 特に､ 個体数の多い広口壺Ａｆの

場合､ 10の加飾パターンに対応している｡ 広口壺Ａｄ・Ｂｄ・Ｃｆについても､ ５パター

ンに対応している｡

以上から､ 広口壺に関しては､ 形態的にバリエーションが多岐に及ぶ上に､ 加飾との対

応も多岐にわたる｡ つまり､ 少なくとも､ 形態と加飾を組み合わせが､ かなりのバリエー

ションに及ぶことが指摘できる｡ これが､ 当該期の広口壺の特徴の一つといえる｡� 広口壺を除く壺の分類

受口壺・直口壺・細頸壺・短頸壺・無頸壺・水差・台付壺が出土している (第185図・

第186図)｡

受口壺 口縁部が複合口縁状をなすものであるが､ 口縁部が直線的なもの (Ａ) と､ 内湾傾向に

あるもの (Ｂ) とに分類できる｡ Ｂについては､ 494の１個体に限られる｡ Ａについては､

さらに､ ３タイプに細分できる｡

ａ：口縁部のたち上りが短く､ 内傾するもの (495)｡

ｂ：口縁部が直立する小型のもの (296)｡

ｃ：口縁部が直立する大型のもの｡ 口縁部外面に斜格子文とキザミ目を加飾するもの

(493)､ 凹線を加飾するもの (843・844)､ が認められる｡

直口壺 口縁部が斜方向に立ち上がるもの (Ａ) と､ 短く直立するもの (Ｂ) とに分類できる｡

Ｂは､ 短頸直口壺と称されるもので､ 301の１個体に限られる｡ Ａは､ 口頸部を断面三角

形突帯で飾るタイプ (ａ：491・492・489) と､ 凹線文で飾るタイプ (ｂ：490) に細分で

きる｡

細頸壺 496と497の２個体が出土している｡

短頸壺 口縁部が短く屈曲するものである｡ 大型で頸部に指頭圧痕文突帯を貼り付けるタイプ

(Ａ) と､ 比較的小型で頸部が無紋のタイプ(Ｂ)に分類できる｡ Ａについては､ 458と459

の２個体である｡ Ｂについては､ さらに､ 中型 (ａ：460)､ 小型 (ｂ：461・877・878)､

ｂの口縁端面を加飾するもの (ｃ：462・463・464)､ の３タイプに細分できる｡

無頸壺 口縁部の形態を中心に､ ５タイプに細分できる｡

Ａ：口縁部がく字形をなすもの (827)｡

Ｂ：口縁部は内傾し､ 外面に断面三角形の突帯が貼り付けられるもの (828)｡

Ｃ：口縁部は内傾し､ 外面は凹線により飾られるもの (465)｡

Ｄ：口縁部は大きく内傾し､ 外面は凹線により飾られるもの (283・468)｡

Ｅ：漏斗状の体部に口縁部が内側に屈曲し､ 脚部をともなうもの (470他)｡ 接合部外面に

は断面三角形の突帯が貼り付けられている｡ 口縁部に加飾され､ 凹線 (ａ)､ 凹線→

キザミ目 (ｂ)､ キザミ目 (ｃ) が認められる｡
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第185図 弥生時代中期 壺の分類 (１)



Ｆ：口縁部は大きく内傾し､ 口縁部がわずかに外反するもの (306)｡

水 差 口頸部の加飾から､ ３タイプ (Ａ～Ｃ) に分類できる｡

Ａ：口頸部に装飾を加えないもの (488)｡

Ｂ：頸部外面に断面三角形の突帯が貼り付けられるもの (487)｡

Ｃ：口頸部外面を凹線で飾るもの (604・813)｡ ただし､ 両者は加飾方法が異なる｡

台付壺 台部が残存するのみで､ 全体の形態は不明である｡ ここでは､ 台部を中心に分類する｡

Ａ：台部が短く外方に踏ん張るタイプ｡ 加飾は認められない｡ 下方から充填されるタイプ

(ａ：116・305) と､ 壺側から充填されるタイプ (ｂ：477・480・483・484)､ 台部と

壺が一体で造られるタイプ (ｃ：485)､ が認められる｡

Ｂ：台部が短く直立し､ 外面に指頭圧痕文突帯が貼り付けられるタイプ (479)｡

Ｃ：大型の台部で､ 外面に凹線が加飾されるもの (281・486)｡

Ｄ：台部はハの字形をなし､ 外面には断面三角形の突帯が貼り付けられるもの (478)｡

Ｅ：台部高が高いもの (481)｡ 接合部外面は凹線により飾られている｡
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第186図 弥生時代中期 壺の分類 (２)



� 壺以外の分類

甕・鉢・高坏・器台・蓋・台形土器・複合土器が出土している (第187図)｡

甕 基本的な形態は同じである｡ ただし､ 法量的に､ 口径15㎝前後､ 口径23㎝前後､ 口径32

cm前後の､ ３タイプに分類できる｡

鉢 ３タイプに分類できる｡

Ａ：いわゆるく字口縁鉢に分類されるもの (533・534)｡

Ｂ：いわゆる直口鉢に分類されるもの｡ 体部が直線的なもの (ａ：537) と､ 半球形をな

すもの (ｂ：538) に細分できる｡ さらに後者は､ 加飾されるもの (536・538・539)

と無文のもの (535) が認められる｡

Ｃ：いわゆる把手付鉢 (823)｡

Ｄ：いわゆる台付鉢 (821)｡

高坏 大きく２タイプに分類できる｡ なお､ 脚部もかなり出土しているが､ 坏部から脚部まで

残存する個体は出土していない｡ このため､ 坏部を中心に分類する｡ また､ 脚部について

も別途分類する｡

Ａ：いわゆる水平口縁高坏である｡ 口縁部の形態から２タイプに細分できる｡

ａ：口縁部内面に突帯が付かないもの (540～542)｡ ３個体とも､ 細分が可能である｡

ｂ：口縁部内面に突帯が付くもの｡ 口縁端面に装飾が加えられるもの (ｂ1：543～

547・549) と､ 加えられないもの (ｂ2：548・550・551・824・887) に､ 細分で

きる｡

Ｂ：いわゆる椀形高坏である｡ 坏部の形態から５タイプに細分できる｡

ａ：坏部が浅い皿形をなし､ 体部から口縁部にかけて変化のないもの (563)｡

ｂ：口縁部が短く外側水平方向に屈曲するもの (560・815)｡

ｃ：ｂに対して､ 口縁部外面に突帯が貼り付けられるもの｡ 突帯は､ １条貼り付けら

れるもの (ｃ1：559) と､ ２条貼り付けられるもの (ｃ2：556・558)､ ３条貼り

付けられるもの (ｃ3：557・562)､ が認められる｡

ｄ：体部に対して口縁部が直立傾向にあり､ 口縁部外面に凹線がひかれるもの (282・

300・552・553・868)｡

ｅ：口縁部が内湾傾向にあり､ 口径に対して坏部が深い傾向にあるもの (561)｡

ｆ：体部に対して口縁部が屈曲し斜上方にたちあがるもの (888)｡

高坏脚部 高坏Ａに伴うと考えられるもの (脚部Ａ) と､ 高坏Ｂに伴うと考えられるもの (脚部Ｂ)

に分類できる｡

脚部Ａ：脚部に対する加飾からさらに細分できる｡

ａ：装飾が認められないもの (302・564・566・567・569・576・578)｡

ｂ：脚部に断面三角形の突帯が貼り付けられるもの (565・568)｡

ｃ：脚部に断面三角形の突帯が貼り付けられ､ ヘラ描沈線も加えられるもの (575)｡

ｄ：脚部にヘラ描沈線が引かれるもの (570)｡

ｅ：脚部にヘラ描による鋸歯文が描かれるもの (571～574・583・584)｡

脚部Ｂ：585～587の３個体が出土している｡
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第187図 弥生中期の土器 (壺以外)



器台 筒部から口縁部にかけて直線的なもの (Ａ：590・592) と､ 筒部に対して口縁部が大き

く外反するもの (Ｂ：593)､ の２タイプが出土している｡

蓋 天井部のつまみが底部状をなすもの (594) と釦状のもの (595・596) が出土している｡

台形土器 612の１個体が出土している｡

複合土器 829の１個体が出土している｡� 小結

以上､ 当該期の土器の分類を中心に検討してきた｡ 以下では､ 上記の土器の具体的な時

期の検討を行うとともに､ 地域的な特色について明らかにしていきたい｡

時期の検討 ここでは ｢播磨弥生土器集成｣ をもとに､ 時期の明らかな型式について検討する｡

壺 広口壺を中心に､ 時期について判断できるものを以下､ 列挙する｡

広口壺 Ａａ：336の類例が東有年・沖田遺跡土坑５(２)から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣ で

はⅣ－１期に位置付けられている｡

Ａｄ：359の類例が中垣内天神山古墳群４－土坑(３)から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣

ではⅣ－３期に位置付けられている｡

Ａｅ：354の類例が川島遺跡土坑10(４)から出土している｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器集成｣

ではⅣ－３期に位置付けられている｡

Ａｆ：842の類例が､ 福田片岡遺跡土坑１(５)・川島遺跡土坑10から出土している｡ いずれ

も､ ｢播磨弥生土器集成｣ ではⅣ－３期に位置付けられている｡ 365の類例について

も､ 川島遺跡土坑10から出土している｡

なお､ 当タイプの土器においては､ 口縁部に凹線を施す加飾パターン (�・�・�・�・�) と施さない加飾パターン (�・�・�・�) が認められる｡ 両者は時
期差を反映したものと考えられ､ 特に前者はⅣ期以降に位置付けられるものと考え

られる｡

Ｂｄ：371の類例が川島遺跡土坑22から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣ ではⅢ－２期

に位置付けられている｡ また､ 373の類例として､ 玉津田中遺跡ＳＲ46002から出土

している(６)｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器集成｣ ではⅢ－２期に位置付けられている｡

Ｃｄ：391の類例が東有年・沖田遺跡土坑11から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣ では

Ⅲ－２期に位置付けられている｡

Ｃｆ：380の類例が東有年・沖田遺跡土坑５から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣ では

Ⅳ－１期に位置付けられている｡

Ｃｇ：383・384の類例が東有年・沖田遺跡土坑５から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣

ではⅣ－１期に位置付けられている｡

受口壺 Ａａ：495の類例が播磨八幡遺跡土壙４から出土している(７)｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器集

成｣ ではⅣ－２期に位置付けられている｡ 一方､ 川島遺跡土坑10からも出土してい

るが､ Ⅳ－３期に位置付けられている｡

Ａｃ：493の類例が玉津田中遺跡ＳＢ40001から出土している｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器

集成｣ ではⅣ－２期に位置付けられている｡ 一方､ 844の類例が川島遺跡土坑10か
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ら出土しているが､ Ⅳ－３期に位置付けられている｡

Ｂ ：494の類例として､ 頸部の施文は異なるが､ 福田片岡遺跡土坑１から出土している｡

当遺構は､ ｢播磨弥生土器集成｣ ではⅣ－３期に位置付けられている｡

直口壺 Ｂ ：301の類例が川島遺跡土坑20から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣ ではⅣ－３期

に位置付けられている｡

細頸壺 496の類例が東有年・沖田遺跡土坑６から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣ ではⅢ－

２期に位置付けられている｡ また､ 497の類例が玉津田中遺跡ＳＲ46002から出土している｡

当遺構は､ ｢播磨弥生土器集成｣ ではⅢ－２期に位置付けられている｡

短頸壺 Ｂｃ：464の類例が長尾谷遺跡288－土坑から出土している(８)｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器

集成｣ ではⅣ－３期に位置付けられている｡

無頸壺 Ｂ ：828の類例が玉津田中遺跡ＳＲ46002から出土している｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器

集成｣ ではⅢ－２期に位置付けられている｡

Ｄ ：283の類例が六角遺跡ＳＫ121から出土している(９)｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器集成｣

ではⅣ－４期に位置付けられている｡

Ｅｂ：470の類例が北山遺跡ＳＫ28から出土している(10)｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器集成｣

ではⅣ－２期に位置付けられている｡

水 差 Ｃ ：813の類例が中垣内天神山古墳群４－土坑から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣

ではⅣ－３期に位置付けられている｡

台付壺 Ａａ：305と同様な充填法の類例として､ 北山遺跡土坑28出土例があげられる｡ ただし､

台部高など細部においては異なる特徴も認められる｡ 当該土坑は､ ｢播磨弥生土器

集成｣ ではⅣ－１期に位置付けられている｡

鉢 時期について判断できるものを以下､ 列挙する｡

鉢Ａ 534の類例が北山遺跡土坑28出土例の中に認められる｡ ただし､ 北山遺跡例の方が､ 法

量的に口径に対して浅い傾向にある｡ ｢播磨弥生土器集成｣ ではⅣ－１期に位置付けられ

ている｡

鉢Ｂａ 537の類例が玉津田中遺跡ＳＲ46002から出土している｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器集成｣

ではⅢ－２期に位置付けられている｡

鉢Ｃ 823の類例が東有年・沖田遺跡土坑12から出土している｡ 共伴土器から､ Ⅳ－１期を中

心とした時期と考えられる｡

高坏 時期について判断できるものを以下､ 列挙する｡

高坏Ａ ａ：542の類例が東有年・沖田遺跡土坑１から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣ では

Ⅲ－２期に位置付けられている｡

ｂ１：546の類例が東有年・沖田遺跡土坑５から出土しており､ ｢播磨弥生土器集成｣ では

Ⅳ－１期に位置付けられている｡

ｂ２：551の類例が北山遺跡土坑28出土例の中に認められる｡ ｢播磨弥生土器集成｣ ではⅣ－

１期に位置付けられている｡

高坏Ｂ ｃ３：557の類例が亀田遺跡ＳＫ411出土例の中に認められる(11)｡ ｢播磨弥生土器集成｣ で

はⅢ－１期に位置付けられている｡
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ｆ：888の類例が養久山・前地遺跡494土器群出土例の中に認められる(12)｡ ｢播磨弥生土

器集成｣ ではⅣ－４期に位置付けられている｡

器台 590の類例が玉津田中遺跡ＳＲ46002から出土している｡ 当遺構は､ ｢播磨弥生土器集成｣

ではⅢ－２期に位置付けられている｡

遺構の時期 上記の検討結果をもとに､ 当該期の遺構の時期を検討してみたい｡

ＳＤ11 広口壺Ａｆ (277) 及び無頸壺Ｄ (283) の出土から､ Ⅳ－３期からⅣ－４期に位置付け

られる｡

ＳＤ14 広口壺Ａｆ (295) の出土からⅣ－３期に位置付けられる｡

ＳＤ15 直口壺Ｂ (301) の出土からⅣ－３期に位置付けられる｡

ＳＤ17 台付壺Ａａ (305) の出土からⅣ－１期に位置付けられる｡

ＳＸ04 水差Ｃ (813) の出土から､ Ⅳ－３期に位置付けられる｡

ＳＫ25 鉢Ｃ (823) と高坏Ａｂ2 (824) の共伴から､ Ⅳ－１期に位置付けられる｡

ＳＫ26 無頸壺Ｂ (828) からⅢ－２期に位置付けられる｡

ＳＫ28 広口壺Ａｆの出土から､ Ⅳ－３期に位置付けられる｡

次に､ 上記以外の遺構について､ 時期を検討したい｡

Ｐ08 先の検討では明らかにできなかったが､ 口縁端面に凹線が引かれていることから､ Ⅳ－

２期以降と考えられる｡

ＳＫ09 115からⅣ－２以前と考えられる｡ 114 (広口壺Ｂｂ) と同タイプの壺が､ ＳＤ11から出

土している｡

ＳＫ24 広口壺Ａｄ (加飾�：814) が出土している｡ 加飾�については､ 凹線文を伴わないこ
とから､ Ⅲ期に位置付けられるものと考えられる｡

ＳＸ03 口縁部まで残存しないため､ 時期の特定は困難である｡ 812の体部の文様構成から､ Ⅳ

期前半に位置付けられるものと考えられる｡

旧河道 当該期の土器が最もまとまって多量に出土している｡ しかし､ 先の検討結果を合わせる

と､ Ⅲ－１期 (高坏Ｂｃ3)・Ⅲ－２期 (広口壺Ｂｄ・広口壺Ｃｄ・細頸壺・鉢Ｂａ・高坏

Ａａ・器台) からⅣ－３期 (広口壺Ａｄ・同Ａｅ・同Ａｆ・受口壺Ａａ・受口壺Ｂ・短頸

壺Ｂｃ) までの時期差が認められる｡ Ⅱ期の型式も出土していることから､ 旧河道出土土

器群に関しては､ 良好な一括資料とはいいがたく､ 時期幅をもつ資料と位置付けることが

できる｡

以上から､ 当該期の遺構は､ 大きく､ Ⅲ期に位置付けられる遺構と､ Ⅳ期に位置付けら

れる遺構とに､ 分けることができる｡ ただし､ 旧河道については､ 時期を特定することは

困難で､ 中期を通して堆積したものと考えられる｡

地域性の検討 以上､ 中期中葉～後葉の土器について､ 分類および共伴関係をもとに時期を中心に検討

してきた｡ 最後に､ 地域性について触れておきたい｡

当該期の土器の大半は､ 西播磨地域に一般的な土器である｡ これらの中にあって､ 細頸

壺と無頸壺Ｂは､ 西播磨においては一般的ではなく､ 東播磨等より東側でよく見られるも

のである｡
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３. 後期

当該期の土器は､ ＳＤ08出土資料に限られる｡ そこで､ ＳＤ08出土土器の分類を行うと

ともに､ その資料の一括性について検討していく｡� 器種分類

器種分類 壺・甕・鉢・高坏・器台・蓋が出土している｡

壺 広口壺・直口壺・長頸壺・細頸壺・他地域系が出土している (第188図)｡

広口壺 口縁部の形態から､ Ａ～Ｅの５タイプに分類できる｡

Ａ：口縁部が外反し､ 端面を有するもの (124・126・130・132)｡ 口縁部は肥厚せず､ 加

飾は認められない｡

Ｂ：Ａと形態的には類似するが､ 明確な端面が認められないもの (131)｡

Ｃ：口縁部がく字形に屈曲するもの (125)｡

Ｄ：直立する頸部から口縁部が外反し､ 端面を拡張させ凹線を加飾させるもの (128・129)｡

Ｅ：頸部から口縁部が外反し､ 端部を下方に拡張させ凹線を加飾させるもの (127)｡

直口壺 136の１個体が出土している｡

長頸壺 大きく､ 頸部から口縁部にかけて大きな変化が認められないいわゆる長頸壺 (Ａ) と､

頸部に対して口縁部が屈曲して開く広口長頸壺 (Ｂ) に､ 分類できる｡

長頸壺Ａ 体部と口頸部の境が明瞭であるもの (ａ) と､ 明瞭でないもの (ｂ) とに分類できる｡

また､ ａは突出した平底であるのに対して､ ｂは丸底に近い平底傾向にある｡ なお､ ａ・

ｂともに､ 口縁部と体部の形態からさらに細分できる｡

ａ1：口頸部が長く､ 口縁部の外反がわずかであるもの (144)｡

ａ2：ａ1に対して口縁部が大きく外反するもの (145)｡

ａ3：ａ1と口縁部の形態は同じであるが､ ａ1より口頸部が短いもの (150・152)｡

ｂ1：頸部から口縁部にかけて直立傾向にあり､ 口頸部が長いもの (163・164)｡

ｂ2：ｂ1に対して口縁部が外反傾向にあるもの (165)｡

ｂ3：ｂ1に対して口頸部がより長いもの (156)｡

ｂ4：ｂ2に対して口頸部が短いもの (155)｡

ｂ5：ｂ1に対して口頸部が短いもの (158)｡

ｂ6：ｂ5に対して口頸部がさらに短いもの (154)｡

長頸壺Ｂ 167の１個体のみである｡

細頸壺 168と169の２個体が出土している｡ 169は搬入土器であり､ 本来的にはタイプを異にす

るものである｡

他地域系 細頸壺の169は､ その胎土から讃岐産もしくは生駒西麓産のから搬入されたものである｡

甕 外面をハケ調整により仕上げるもの (Ａ)､ 叩きにより仕上げるもの (Ｂ)､ ナデ調整に

より仕上げるもの (Ｃ)､ にわけることができる (第189図)｡

甕 Ａ 内面全面をヘラ削りにより仕上げるものと､ 大半をナデ調整により仕上げるもの (ｂ：

171・179・194) に細分できる｡
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ａ：頸部までヘラ削りがおよび､ 頸部付近は横方向にヘラ削りが施されている｡ 底部は平

底ではあるが明確に突出しない｡ なお､ 外面のハケ調整であるが､ 全面に施されるも

の (Ａａ1：170・172～178) に対して､ 全面ではなく一部叩き目が残るもの (Ａａ2：
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第189図 弥生後期の甕



193・195・196) も認められる｡

ｂ：完存する個体がないため､ ヘラ削りが全く施されないのかについては判断できない｡

171のように､ 底部付近のみヘラ削りが施されていた可能性も考えられる｡

甕 Ｂ 内面をヘラ削りにより仕上げるもの (ａ：189～192)､ 大半をハケ調整により仕上げる
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もの (ｂ：198・199・202～205)､ 大半をナデ調整により仕上げるもの (ｃ：197・200・2

09・212・213・215) に細分できる｡ 甕Ｂの底部は､ 甕Ａに対して､ 突出した平底形態を

なす特徴が認められる｡ また､ 量的に多く出土しており､ 法量的な差も認められる｡

甕 Ｃ 内面もナデ調整により仕上げるもの (ａ：218～224) と､ 内面はハケ調整により仕上げ

るもの (ｃ：225) とに細分できる｡

甕 Ｄ 口縁端部を上方につまみあげるもの｡ 分割成形技法によるが､ 内面をハケ調整により仕

上げるもの (ａ：204) と､ ナデ調整により仕上げるもの (ｂ：197) が認められる｡

鉢 くの字口縁鉢 (Ａ)､ 直口鉢 (Ｂ)､ 小型丸底鉢 (Ｃ) に細分できる (第190図)｡

鉢 Ａ 232～235の４個体が出土している｡ 口径に対して浅いタイプ (ａ：232) と深いタイプ

(ｂ：233～235) に分類可能である｡

鉢 Ｂ 形態的特徴から､ ａ～ｃの３タイプに細分できる｡

ａ：体部から口縁部にかけて直線的なもの (244)｡

ｂ：体部から口縁部にかけて内湾し､ 口径に対して深いもの (240・241)｡

ｃ：体部から口縁部にかけて内湾し､ 口径に対して浅いもの｡ いわゆる半球形をなすもの

で､ 外面がヘラミガキによる仕上げ (ｃ1：237・239)､ 叩きによる仕上げ (ｃ2：238・

242)､ ハケ調整による仕上げ (ｃ3：236)､ が認められる｡

鉢 Ｃ 243と608の２個体が出土している｡ 口径に対して浅いもの (ａ：608) と深いもの (ｂ：

243) に分類できる｡

高坏 皿形高坏 (Ａ) と有稜高坏 (Ｂ) に分類できる (第190図)｡

高坏Ａ 246と247の２個体が出土している｡ 両者には法量的な差が認められる｡

高坏Ｂ 坏部の形態から､ ａ～ｅの５タイプに細分できる｡

ａ：体部に対して短い口縁部が立ち上がるもの (254・255・610)｡

ｂ：体部に対して短い口縁部が直立気味に立ち上がり､ 口縁部外面に凹線が施されるもの

(251)｡

ｃ：ａより口縁部の立ち上がりが大きなもの (252～258)｡

ｄ：体部より口縁部の立ち上がりの方が大きなもの (262)｡

ｅ：体部と口縁部の境が不明瞭なもの (261)｡

器台 ６個体出土しているが､ 残存状況が良好なものが265の１個体に限られ､ 分類を行うこ

とはできない (第190図)｡ ただし､ 265と他では法量的な差が顕著である｡ また､ 265と266

とでは受け部端部の特徴が異なる｡

蓋 245の１個体が出土しているのみである (第190図)｡� 時期の検討

壺 特徴的なのは､ 広口壺Ｅである｡ その特徴から､ Ⅴ－３期に位置付けられる｡

甕 甕Ａと甕Ｂを中心に検討する｡

甕Ａ ａ1は､ 全体的に薄く仕上げられていることからⅤ－３期に位置付けられる｡

甕Ｂ ｂは分割成形技法によるものである｡ よって､ Ⅴ－４期以降に位置付けられる｡

甕Ｃ Ⅴ－５期以降に位置付けられる｡
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鉢 鉢Ｃについては､ 庄内期以降に位置付けられるタイプである｡

高坏 高坏Ａと高坏Ｂの各型式を中心に検討する｡

Ａ 247は､ 半田山遺跡土壙１出土例に類似する(13)ことから､ Ⅴ－５期に位置付けられる｡

ただし､ 日輪寺遺跡ＳＨ03一括土器群出土例(14から､ 庄内期まで下がる可能性も考えられ

る｡

Ｂａ 体部に対して口縁部が直立気味であることからⅤ－３期に位置付けられる｡

Ｂｂ 坏部の特徴がＢａと同じであることからⅤ－３期に位置付けられる｡

Ｂｃ 口縁部が屈曲からやや直立してから外反するものと､ 屈曲部からただちに外反するもの

がある｡ これらは､ Ⅴ－３期からⅤ－４期に位置付けられる｡

Ｂｄ 坏部が深くなることからⅤ－５期に位置付けられる｡

以上が､ ＳＤ08出土資料の検討結果である｡ ＳＤ08出土資料は､ 比較的同時期性が高い

と考えられたが､ タイプごとに分析すると､ 古いものではⅤ－３期､ 新しいものではⅤ－

５期・庄内期に位置付けられるものが認められる｡ 高坏脚部の248についても､ 当該期に

位置付けられるものと考えられる｡

以上から､ ＳＤ08出土資料については､ Ⅴ－３期から庄内期にかけての時期幅をもった

資料と考えたい｡ ただし､ その出土量から判断して､ Ⅴ－３期が中心と考えられる｡ 特に､

Ⅴ－３期の高坏Ｂｃの多くが最下層から出土している｡ 一方､ Ⅴ－４期以降の甕Ｂｃの数

点は､ 上層から出土している｡ したがって､ Ⅴ－５期・庄内期の資料については､ ＳＤ08

が埋没する段階で入り込んだものと考えられる｡

４. まとめ

以上､ 当該期の土器についてまとめてきた｡ Ⅱ期からⅤ期の遺物が認められ､ 量的には

Ⅲ期からⅣ期が主体をしめる｡ Ⅴ期についても､ 遺構は限られるが､ 量的には多量に出土

している｡

以上をまとめたのが､ 第191図～第196図である｡
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[註]� 大手前大学史学研究所 『弥生土器集成と編年－播磨編－』 大手前大学史学研究所オープン・リサー

チ・センター研究報告第５号 2007 以下､ 本書については､ ｢播磨弥生土器集成｣ と呼称する｡� 中田宗伯 『東有年・沖田遺跡－ほ場整備事業に伴う発掘調査－』 赤穂市教育委員会 2003

以下､ 当遺跡に関しては本報告による｡� 岸本道昭 『中垣内天神山・三昧山古墳群』 龍野市教育委員会 1998 以下､ 当遺跡に関しては本報

告による｡� 櫃本誠一 『川島・立岡遺跡』 太子町教育委員会 1971 以下､ 当遺跡に関しては本報告による｡� 岡崎正雄 『福田片岡遺跡』 兵庫県教育委員会 1991 以下､ 当遺跡に関しては本報告による｡� 甲斐昭光 『玉津田中遺跡－第５分冊－』 兵庫県教育委員会 1996 以下､ 当遺跡に関しては本報告

による｡� 阿久津久 『播磨八幡遺跡』 八幡遺跡調査会 1974 以下､ 当遺跡に関しては本報告による｡� 岸本道昭 『長尾・小畑遺跡群－播磨龍野企業団地開発に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』 龍野市

教育委員会 1999 以下､ 当遺跡に関しては本報告による｡� 高瀬一嘉 『六角遺跡－山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告Ⅹ－』 兵庫県教育委員会 1994

以下､ 当遺跡に関しては本報告による｡
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第191図 弥生時代中期の土器 (１－１)



� 岸本道昭 『北山遺跡－1988・1989年度県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』 龍野

市教育委員会 2001 以下､ 当遺跡に関しては本報告による｡� 深江英憲・高木芳史 『亀田遺跡－太子竜野バイパス関係 埋蔵文化財調査報告書－』 兵庫県教育委

員会 2000 以下､ 当遺跡に関しては本報告による｡� 岸本道昭 『養久山・前地遺跡－揖龍広域ごみ処理施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』 龍

野市教育委員会 1995 以下､ 当遺跡に関しては本報告による｡� 渡辺 昇 『半田山－山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告Ⅸ－』 兵庫県教育委員会 1989� 山田清朝 『日輪遺跡発掘調査報告書－日輪寺遺跡第４次～第７次調査－』 神戸市教育委員会 2002
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第193図 弥生時代中期の土器 (２－1)
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第194図 弥生時代中期の土器 (２－２)
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第195図 旧河道出土土器 (１)
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第196図 旧河道出土土器 (２)



第２節 古墳時代の土器

１. はじめに

当該期の土器は､ 基本的に須恵器を伴う時期のものである｡ そこで､ 出土須恵器をもと

に時期を考えていくことにする｡

２. 時期の検討

出土土器から判断して､ ５期 (第１期～第５期) に分けることができる｡

第１期 古墳時代中期 (５世紀) に位置付けられる資料である｡ ＳＨ07出土資料とＳＨ18出土資

料が該当する｡ ＴＫ208型式に位置付けられるものと考えられる｡ この他､ ＳＫ17出土資

料についても､ 当該期に位置付けられるものと考えられる(１)｡

第２期 ６世紀中葉を中心とした時期の資料である｡ ＳＨ16出土資料が該当し､ ＭＴ15～ＴＫ10

に位置付けられる｡

第３期 ６世紀後半を中心とした時期の資料である｡ 杯Ｈ・杯Ｈ蓋が主体の時期である｡ 杯Ｇ・

杯Ｇ蓋が認められない資料が該当する｡ ＳＨ01・ＳＨ04・ＳＨ06・ＳＨ20・ＳＢ05・ＳＢ

07・ＳＢ11・ＳＢ13・ＳＢ14・ＳＢ24・ＳＢ31・ＳＢ34・ＳＢ42・ＳＤ04～ＳＤ07・ＳＤ

28・ＳＤ30・ＳＥ01出土資料が該当する｡ これらの遺構は３期に細分できる (第197図～

第201図)｡

ただし､ ＳＢ34出土資料・ＳＤ04出土資料・ＳＤ06出土資料・ＳＤ28出土資料について

は､ 第４期までさがる可能性は否定できない｡ 特に､ ＳＤ04出土資料・ＳＤ28出土資料に

ついては､ 杯Ｇが存在するが､ 杯Ｈが主体であることから､ 第３期には機能し､ 第４期以

降に埋没したものと考えたい｡

第４期 いわゆる ｢飛鳥Ⅰ｣ 以降の時期である｡ 杯Ｇ・杯Ｇ蓋の出現を基準とするが､ 前期との

境は不明瞭である｡ ＳＨ11・ＳＨ13・ＳＨ17・ＳＨ21・ＳＨ23・ＳＢ09・ＳＢ10・ＳＢ27・

ＳＢ35・ＳＢ36・ＳＢ37・ＳＤ07・ＳＤ31・ＳＥ01出土資料である｡

ＳＨ17出土資料・ＳＢ35出土資料については､ 畿内産土師器の存在から､ 当該期と判断

した(２)｡ ＳＤ31出土資料については､ 図化できなかった資料に杯Ｈが含まれている｡ しか

し､ 799の脚部は小型であることから､ 当該期に位置付けた｡

この他､ ＳＨ11・ＳＨ13・ＳＨ23については､ 図化できなかった共伴資料から､ 当該期

に位置付けられるものと判断している｡

第５期 ＳＢ30出土資料とＳＤ03出土資料が該当する｡ ＳＤ03出土資料については､ 出土土器か

らみて時期幅が考えられる｡ 畿内産土師器皿Ｂが出土していることから､ 飛鳥Ⅳ期 (７世

紀後半) 以降と考えられる(３)｡ ＳＢ30出土資料については､ より新しく位置付けられる可

能性も考えられる｡

この他､ ＳＨ23出土資料とＳＢ25出土資料については､ 土師器のみの出土であることか

ら､ 時期を特定することはできなかった｡ 後節の遺構のまとめにおいて､ 切り合い等から

その時期を明らかにしていきたい｡
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第２節 古墳時代の土器

第197図 古墳時代の土器 (１)
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第198図 古墳時代の土器 (２－１)
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第199図 古墳時代の土器 (２－２)
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第２節 古墳時代の土器

第201図 古墳時代の土器 (３－２)



３. まとめ

資料の一括性 以上が､ 当該期の土器の概要である｡ 多くの資料は､ 良好な一括資料とは言い難いもの

である｡ 特に､ 竪穴住居については､ 多くの土器が持ち去られたと考えられ､ 時期の特定

の困難なものが大半である｡ また､ 掘立柱建物跡についても､ 細片での出土が多く､ 時期

の特定が困難である｡ 溝出土資料については､ 層位的に取上げることができなかったこと

もあり､ 一括性については疑問である｡

第３期と第４期 以上の状況のなか､ 第３期と第４期に多くの資料が集中することが明らかである｡ ま

た､ 第３期と第４期との境については､ 良好な一括資料とは言い難い面もあることから､

相対的な時期差と考えておきたい｡ つまり､ 両期は大きくみるとほぼ同一期で､ そのなか

で古い傾向にある時期 (第３期) と新しい傾向にある時期 (第４期) と､ 理解するもので

ある｡

以上をまとめたのが､ 第197図～第201図である｡

[註]� 辻 美紀 ｢古墳時代中・後期の土師器に関する一考察｣ 『国家形成期の考古学－大阪大学考古学研

究室10周年記念論集－』 大阪大学考古学研究室 1999� 林部 均 ｢西日本の飛鳥・奈良時代の畿内産土師器｣ 『考古学研究』 155 1992� 小森俊寛 『京から出土する土器の編年的研究－日本律令的土器様式の成立と展開､ ７～19世紀－』

2005
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第３節 中世の土器

１. はじめに

当該期の土器は､ 量的には多くない｡ 編年がほぼ確立されている須恵器を中心に検討し

ていくことにする｡

２. 須恵器の検討

概要 壺・椀・皿・捏鉢・甕が出土している｡ 特に､ 甕を除く器種を検討対象とする｡

壺 ＳＤ22から出土した２個体である｡ 特に660は､ 神出古窯跡群鴨谷３号窯(１)に類例が認

められ､ 10世紀後半を中心とした時期に位置付けられている｡

椀 大きく２タイプ (Ａタイプ・Ｂタイプ) に分類することができる｡ Ａタイプは､ 内面見

込みが落ち込み､ 底部が平高台をなすものである (13・19・20・632・633・649・672～

678)｡ Ｂタイプは､ 内面見込みの落ち込みは認められず､ 平高台をなさないものである

(７・８・15)｡

Ａタイプは､ 11世紀後半を中心とした時期に､ Ｂタイプは13世紀前半を中心に位置付け

られるものである｡

捏鉢 ＳＫ03出土の16とＳＸ02出土の650である｡ 16は､ 口縁部の特徴から12世紀代に､ 650は

11世紀後半に位置付けられるものである｡

小結 以上の結果､ 大きく､ 10世紀代 (第１期)､ 11世紀後半 (第２期)､ 12世紀後半～13世紀

前半 (第３期) の３時期に分けることができる｡

３. 遺構の時期

上記の検討結果をもとに､ 主な遺構出土資料の時期について検討していきたい｡

第１期 ＳＤ22出土資料のみである｡

第２期 ＳＫ01出土資料・ＳＤ23出土資料・ＳＸ01出土資料が該当する｡ ＳＸ01出土資料につい

ては､ 須恵器椀の底部形態が不明であるが､ 深い椀形をなすことと､ 土師器皿が当期の

ＳＤ23出土資料に類似することから､ ここに位置づけたものである｡ ＳＤ23よりは若干新

しい傾向にあるものと考えられる｡

この他､ ＳＢ01・ＳＢ04出土資料については､ 須恵器椀の口縁部片であるが､ その形態

から第２期に位置付けられるものと考えられる｡

さらに､ 図化できた資料のないＳＢ02については､ ＳＢ02－Ｐ１から第２期に位置付け

られる須恵器椀が出土している｡

第３期 ＳＫ02出土資料・Ｐ02出土資料・Ｐ04出土資料・ＳＫ03出土資料・ＳＢ20出土資料・Ｐ

11出土資料・ＳＸ02出土資料が該当する｡ ＳＸ02出土資料については､ 龍泉窯系青磁碗の

出土から､ 13世紀以降と考えられ､ 当期のなかでも新しい時期に位置付けられる｡

この他､ ＳＢ03出土資料については､ 白磁碗Ⅳ類が出土していることから､ 第３期に位

置付けられる｡ ＳＢ18出土資料・ＳＫ12出土資料・ＳＫ15出土資料については､ 土師器皿

のみが出土している｡ いずれも､ 手づくね整形によるもので､ 口縁部が横ナデ調整により
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仕上げられ､ ＳＸ02出土資料と同タイプである｡ よって､ 第３期に位置付けられる｡

さらに､ 図化できた資料のないＳＢ22については､ ＳＢ22－Ｐ07からＰ13・Ｐ14出土の

土師器皿と同タイプの皿が出土している｡ このタイプの皿は､ 市之郷遺跡の県第１次調査

で第３期の遺構から出土している｡ 同じく､ ＳＫ05からは､ 高台が平底化した須恵器椀が

出土していることから､ 当期に位置付けられる｡

以上の検討結果をまとめたのが､ 第202図である｡

４. まとめ

当該期の土器について､ その特徴をまとめておきたい｡

第２期と第３期の土師器を比較すると､ 第２期は轆轤整形によるものが目立つ｡ 托形土

器・杯についても同様である｡ 一方､ 第３期になると､ 手づくね整形によるものが大半を

占めるようになる｡

[註]� 平成14年度兵庫県教育委員会調査｡ 平成23年２月刊行予定｡
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第４節 土器以外の遺物

１. はじめに

前節までは､ 土器について検討してきた｡ 本節では､ 土器以外に注目すべき遺物につい

て若干の検討を加えたい｡ ここでは､ 磨製石剣・鉄製釣針・渡来系遺物を検討対象とする｡

２. 磨製石剣について

概要 ＳＤ14から出土している｡ 当該遺構は､ 本章第１節の検討では､ 弥生時代Ⅳ－３期に位

置付けられるものである｡ 石材は､ 粘板岩である (第４章第１節)｡

特徴 従来の分類では､ 鉄剣形石剣に分類されるものである(１)｡ 製作技法は､ 寺前直人の研

究(２)によると､ 研磨により鎬を作り出すＡ技法によるものである｡ 完存しないが､ 残存長

13.10㎝と比較的大型である｡ 柄部の長さ８㎝､ その研磨面の幅２㎜は､ 寺前の集計によ

ると､ Ａ技法に普遍的な数値であるようである｡ また､ 時期についても､ Ａ技法の盛行す

る時期にあたるものである｡

以上から､ 本遺跡出土の磨製石剣は､ 当該期のＡ技法による磨製石剣と､ 共通する特徴

を備えたものであるといえよう｡

類例 本遺跡出土例は完存しないが､ 残存する範囲において､ 神足遺跡 (京都府長岡京市) 出

土例(３)に近いものと考えられる｡ ただし､ 柄部から刃部まで同方向に研磨されている点で､

特徴を異にする｡ ところで､ 市之郷遺跡の所在する播磨においては､ 亀田遺跡(４) (揖保郡

太子町) で同タイプと考えられる小片が出土している以外､ 類例は認められない(５)｡

３. 鉄製釣針について

概要 ＳＢ27の柱穴内から１点 (Ｍ32) 出土している｡ ＳＢ27については､

先の検討結果 (本章第２節) から４期－２ (７世紀前半) に位置付け

られている｡ したがって､ 当製品についても､ ほぼ７世紀前半を中心

とした時期に位置付けられるものと考えられる｡

釣針の分類 Ｍ32は､ 残存長7.1㎝を測る大型の釣針である｡ 単式釣針で内アグ

式に分類される(６)ものである (第203図)｡ 古墳時代に位置付けられる

釣針の特徴と一致するものである(７)｡ 山中氏は､ このような大型品は

外洋で使用されたものと推定されている(８)｡ さらに大野氏は､ 軸が長くフトコロ幅がある

タイプは､ 口の大きな魚や口腔膜の弱い魚に適応するとされている｡

市之郷遺跡は､ 市川に面してはいるものの､ 推定される海岸線から直線で約５㎞内陸部

に位置する｡ したがって､ 市之郷遺跡の住民が外洋で漁撈を行っていたかどうかは疑問で

ある｡ むしろ､ 釣針の出土は､ 漁撈を行っていた海人との交流の結果と考えたい｡

釣針の分布 ところで､ 古墳時代の鉄製釣針については､ 播磨では辻垣内遺跡 (姫路市) と壺根古墳

10号石棺(相生市)から出土している(９)｡ ただし､ 壺根古墳10号石棺出土例に関しては､ 針

先を中心に欠けており､ アグの有無を確認することはできない｡ また､ 辻垣内遺跡出土

例(10)については､ 採集資料であるため､ 時期的な根拠を欠くものである｡
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やや古い研究ではあるが､ 山中英彦によると､ 古墳時代における鉄製釣針の分布は､ 瀬

戸内海東端部(畿内地域)､ 瀬戸内海中央部 (吉備地域)､ 瀬戸内海西端部 (関門地域) の

３地区に分布の中心があるようである(11)｡ 市之郷遺跡は前２者の中間地域にあたる｡

つまり､ 今回の釣針の出土は､ 顕著な分布域外から出土したものとしても､ 意義のある

ものといえよう｡

４. 渡来系遺物について

概要 市之郷遺跡の県第１次調査では､ 渡来人の住居と考えられる住居跡をはじめとして､ 多

くの韓式系土器が出土している｡ しかし､ 今回の調査では､ 顕著な出土例は認められない｡

わずかに､ ＳＢ24・ＳＢ42・Ｐ17から出土しているに過ぎない｡

渡来系遺物 具体的には､ ＳＢ24から格子目叩きの甕の小片と甑の把手が､ ＳＢ42からは算盤形の紡

錘車が､ Ｐ17から擦り消し縄蓆文のある甕の小片が､ それぞれ出土している｡ 紡錘車を除

いては､ 小片での出土であることから､ 埋没過程で紛れ込んだものと考えられる｡

いずれにしても､ 調査地一帯に渡来系遺物が存在し､ さらにはそれをもたらした人々が

存在したことは明らかである｡

[註]� 佐原 真 ｢大和川と淀川｣ 『古代の日本５ 近畿』 角川書店 1970� 寺前直人 ｢弥生時代の武器形石器｣ 『考古学研究』 第45巻第２号 1998� 長岡京市史編さん委員会 『長岡京市史 資料編一』 1991� 深江英憲 『亀田遺跡 (第２分冊) －亀田遺跡Ⅰ地点の調査－』 兵庫県教育委員会 2000� 第11回播磨考古学研究集会実行委員会 『石器からみた弥生時代の播磨』 2010� 立石菜穂 ｢漁具と考古学｣ 『考古学ジャーナル』 №344 1992� 大野左千夫 ｢漁撈｣ 『古墳時代の研究 ４生産と流通Ⅰ』 雄山閣 1991

なお第203図は､ 本論から転用したものである｡� 山中英彦 ｢古墳時代の鉄製漁撈具｣ 『考古学ジャーナル』 №344 1992� 相生市史編纂専門委員会 『相生市史 第一巻』 兵庫県相生市・相生市教育委員会 1984� 埋蔵文化財研究会 『海の生産用具－弥生時代から平安時代まで－』 1986� 山中英彦 ｢鉄製漁撈具出土の古墳について｣ 『古代探叢－滝口宏市先生古希記念考古学論集－』 滝

口宏市先生古希記念考古学論集編集委員会 1975
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第６章 遺構のまとめ

第１節 弥生時代の遺構� 概要

はじめに 前章第１節で､ 弥生時代の遺物について分析を行ってきた｡ この結果､ 弥生時代中期は､

Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期の３時期からなることが明らかとなった｡ また､ 後期については､ Ⅴ－

３期を中心とした遺構・遺物であることが明らかとなった｡ 以上の検討結果をもとに､ 当

該期の遺構 (第204図) の変遷をまとめたのが､ 第205図～第206図である｡� 遺構の変遷�期 Ｐ07・ＳＤ09・ＳＤ12・旧河道が該当する｡ これらの遺構はＡ地区に限られるもので､

Ｂ地区では検出されていない｡ また､ Ｂ地区では当該期の土器もほとんど出土していない｡

当該期の遺構は､ 旧河道と溝状遺構がほとんどで､ 集落の周縁部の様相を示している｡ ま

た､ 旧河道に関しては､ 当期の直前に完新世段丘Ⅰ面が形成され､ これと平行し当地が氾

濫原面となる｡ この氾濫原面が埋没していく過程で形成された微凹地と考えられる｡

また､ Ｐ07については､ 柱穴として報告してきたが､ 円形の落ち込みと理解すべきもの

と考えられる｡�期 ＳＫ24・ＳＫ26・旧河道が該当する｡ 当期になってはじめて､ Ｂ地区に遺構が認められ

るようになる｡ 旧河道については､ 前期から引き続くものである｡ 当期についても､ 検出

された遺構は､ 周縁的な様相を示している｡�期 Ｐ08・ＳＫ09・ＳＫ25・ＳＫ28・ＳＸ03・ＳＸ04・ＳＤ11・ＳＤ14・ＳＤ17・旧河道が

該当する｡ これらの遺構は､ 出土土器から前半と後半の２時期に分けることができる｡ 前

半に位置付けられるのは､ ＳＫ09・ＳＫ25・ＳＤ17・ＳＸ03で､ 他は後半に位置付けられ

るものである｡ 旧河道に関しては､ 当期を通じて存在したものと考えられる｡ ただし､ 当

該期にはほぼ埋没する｡

当期の特徴としては､ ＳＸ03・ＳＸ04のように埋葬施設が登場することである｡ いずれ

もＢ地区である｡ 周溝墓に関しては､ ＪＲ高架工事に伴う調査 (県第１次調査) のＤ地区

西側で検出されている｡ これらと､ 一連の遺構の可能性が考えられる｡�期 ＳＤ08とＳＤ32に限られる｡ ＳＤ08は後期を通じて埋没している｡� まとめ�期・�期 弥生時代の遺構は､ 時期的にはⅢ・Ⅳ期が中心である｡ 遺構としては､ 溝状遺構が中心

で､ 集落本体を検出することはできなかった｡ 出土土器の多さから判断して､ 近くに集落

があったものと考えられる｡ 微地形から判断して､ 東側の完新世段丘Ⅰ面上にあったもの

と考えられる｡ ＪＲ高架工事に伴う調査 (県第１次調査) では､ Ⅳ期の住居跡が検出され

ている｡�期 Ⅴ期については､ 周辺の調査でも顕著な遺構は検出されていない｡
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第206図 弥生時代の遺構変遷 (２)



― 252 ―

第６章 遺構のまとめ

第207図 古墳時代の遺構



第２節 古墳時代の遺構

１. はじめに

前章第２節の検討の結果､ 当該期の遺構は第207図の通りである｡ 本節では､ 竪穴住居

と掘立柱建物跡について､ その概要をまとめ､ これをもとに遺構の変遷を検討する｡

１. 竪穴住居について

はじめに 竪穴住居は､ 計23棟検出されている｡ その概要は第51表のとおりである｡ 当該期の竪穴

住居の特徴は以下の通りである｡

規模等 住居跡の規模は､ ＳＨ04が61.77㎡と突出している｡ 他は､ ＳＨ01とＳＨ06が30㎡後半

である｡ 以外は､ 20㎡代が多く､ ＳＨ02・ＳＨ09・ＳＨ17は20㎡以下である｡ また､ 平面

形は方形を基本とするが､ ＳＨ02・ＳＨ17・ＳＨ20・ＳＨ21のように長方形の例も認めら

れる｡ さらには､ ＳＨ19のように極端に歪んだ形状のものも認められる｡

出土土器 竪穴住居内からの出土遺物が､ ＳＨ17を除いて極端に少ない点が指摘できる｡ これは､

住居の廃絶にあたり､ 意識的に土器等を持ち出した結果と考えられる｡ 一方､ ＳＨ17につ

いてはかなり良好に残存しており､ 廃絶の状況が他の住居跡とは異なる特徴を示している｡

付属施設 主柱穴以外の施設としては､ カマドもしくはその痕跡が検出されている｡ ただし､ カマ

ド自体が良好に残存する住居跡は認められない｡ カマドの存在は確認できたが､ カマド内

で使用されていた支脚や甕等､ あるいは顕著な炭層も検出されなかった｡

同じ市之郷遺跡のなかでも､ 日出住宅に伴う調査 (県第３次調査) 等では､ カマド内に

支脚が残存する例が少なからず認められた点とは､ 大きく異なる｡ 本報告例は､ 意識的に
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第51表 竪穴住居一覧

№ 地区
規模
(ｍ)

床面積
(㎡)

棟軸方向 付属施設

ＳＨ01 Ａ地区 5.78×6.75 35.58 主柱穴・カマド・周壁溝
ＳＨ02 Ｂ地区 3.50×5.10 14.70 主柱穴・周壁溝
ＳＨ03 Ｂ地区 3.20×
ＳＨ04 Ｂ地区 7.82×7.90 61.77 主柱穴・カマド
ＳＨ05 Ｂ地区 2.93×
ＳＨ06 Ｂ地区 5.90×6.60 38.94 主柱穴・土坑
ＳＨ07 Ｂ地区 6.00×4.90 29.40 主柱穴
ＳＨ08 Ｂ地区 5.70× 主柱穴
ＳＨ09 Ｂ地区 4.60×4.25 11.38 主柱穴・カマド痕
ＳＨ10 Ｂ地区 5.15×4.80 24.72
ＳＨ11 Ｂ地区 4.32×5.10 22.03 主柱穴
ＳＨ12 Ｂ地区 6.20× 主柱穴
ＳＨ13 Ｂ地区 5.90×
ＳＨ14 Ｂ地区 4.30× カマド痕
ＳＨ15 Ｂ地区
ＳＨ16 Ｂ地区 5.15×4.70 24.20 主柱穴・カマド
ＳＨ17 Ｂ地区 5.28×3.60 19.00 主柱穴・カマド
ＳＨ18 Ｂ地区 4.60×4.80 22.08 主柱穴
ＳＨ19 Ｂ地区 5.80×3.90 22.62 主柱穴
ＳＨ20 Ｂ地区 3.52×5.90 20.76 カマド
ＳＨ21 Ｂ地区 4.00×5.22 20.88 主柱穴・カマド
ＳＨ22 Ｂ地区 5.20×
ＳＨ23 Ｂ地区 4.14× カマド



破壊された結果ではないかと考えられる｡ これは､ 後述する､ 住居跡内から土器が出土し

ていないことと関連するのではないかと考えられる｡

切り合い 住居跡は計23棟検出されたが､ 単独で検出された例はＳＨ01をはじめとして､ 数例に限

られる｡ 多くは切り合い関係をもって検出されている｡ また､ 掘立柱建物跡と切り合い関

係にある住居については､ 全て掘立柱建物跡に切られている｡

２. 掘立柱建物跡について

はじめに 当該期の掘立柱建物跡は､ 計33棟検出されている｡ その概要は第52表のとおりである｡

当該期の掘立柱建物跡の特徴は以下の通りである｡

構造 総柱建物と側柱建物が検出されている｡ 総柱建物は､ ２間×２間・２間×３間・３間×

３間からなる｡ 側柱建物は､ ２間×４間・２間×３間・２間×２間からなる｡ なお､ 庇を

伴う建物は１棟も検出されていない｡

規模 総柱建物では､ ＳＢ10とＳＢ14が20㎡を越え､ 最も大規模である｡ いずれも柱間が３間
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第52表 掘立柱建物一覧

建 物 地 区 構 造 柱 間 規 模 面積(㎡) 棟軸方向 時 期
ＳＢ05 Ａ地区 総柱 ２間×２間 3.05×3.55 10.82 Ｎ27°Ｅ ３－３期
ＳＢ06 Ａ地区 総柱 ２間×２間 3.20×3.70 11.84 Ｎ21°Ｅ ３－３期
ＳＢ07 Ａ地区 総柱 ２間×３間 3.10×3.66 11.34 Ｎ27°Ｅ ３－３期
ＳＢ08 Ａ地区 総柱 ２間×２間 3.90×3.27 12.75 Ｎ20°Ｅ ３－３期
ＳＢ09 Ａ地区 － － － Ｎ28°Ｅ ４－３期
ＳＢ10 Ａ地区 総柱 ３間×３間 4.50×4.50 20.25 Ｎ33°Ｅ ４－３期
ＳＢ11 Ａ地区 － － － Ｎ22°30″Ｅ ３－３期
ＳＢ12 Ａ地区 総柱 ２間×３間 4.60×3.90 17.94 Ｎ40°30″Ｅ ４－３期
ＳＢ13 Ａ地区 側柱 (２間)×４間 5.25×1.65 8.66 Ｎ17°30″Ｅ ３－３期
ＳＢ14 Ａ地区 総柱 ３間×３間 5.00×4.15 20.75 Ｎ42°Ｅ ４－３期
ＳＢ15 Ａ地区 側柱 ２間× 3.85× Ｎ36°Ｗ ３－２期
ＳＢ16 Ａ地区 総柱 ２間×３間 3.40×4.05 13.77 Ｎ34°Ｅ －
ＳＢ17 Ａ地区 総柱 ２間×３間 3.85×3.70 14.24 Ｎ13°Ｅ ３－３期
ＳＢ23 Ｂ地区 (２間)× Ｎ６°Ｗ ３－４期
ＳＢ24 Ｂ地区 側柱 ２間×４間 3.80×8.00 30.4 Ｎ６°Ｅ ３－４期
ＳＢ25 Ｂ地区 総柱 ２間×３間 3.35×3.55 11.89 Ｎ５°30″Ｗ ３－４期
ＳＢ26 Ｂ地区 側柱 ２間×３間 3.75×5.80 21.75 Ｎ16°30″Ｅ ４－１期
ＳＢ27 Ｂ地区 側柱 ２間×４間 4.40×8.60 37.84 Ｎ７°Ｗ ４－２期
ＳＢ28 Ｂ地区 側柱 ２間×４間 4.60×8.65 39.79 Ｎ４°Ｗ ４－２期
ＳＢ29 Ｂ地区 側柱 ３間× 5.10×10.00 51 Ｎ２°30″Ｗ ４－２期
ＳＢ30 Ｂ地区 側柱 ２間× 3.10× － Ｎ26°Ｅ ５期
ＳＢ31 Ｂ地区 側柱 ２間×４間 4.80×6.35 30.48 Ｎ20°Ｅ ３－３期
ＳＢ32 Ｂ地区 側柱 ２間×３間 4.20×3.10 13.02 Ｎ21°Ｅ ３－３期
ＳＢ33 Ｂ地区 側柱 ２間× 5.30× － Ｎ３°30″Ｗ ４－２期
ＳＢ34 Ｂ地区 側柱 ２間×２間 2.85×3.95 11.25 Ｎ21°Ｅ ３－３期
ＳＢ35 Ｂ地区 総柱 ２間×２間 3.50×4.45 15.57 Ｎ８°Ｗ ４－２期
ＳＢ36 Ｂ地区 － － － － Ｎ12°Ｗ ４－２期
ＳＢ37 Ｂ地区 － － － － Ｎ５°Ｗ ４－２期
ＳＢ38 Ｂ地区 側柱 ２間×３間 6.20×4.15 25.73 Ｎ20°Ｅ ５期
ＳＢ39 Ｂ地区 － － － － Ｎ33°Ｅ ４－３期
ＳＢ40 Ｂ地区 側柱 ３間× 3.00× Ｎ35°Ｅ ４－３期
ＳＢ41 Ｂ地区 側柱 Ｎ２°Ｅ ３－４期
ＳＢ42 Ｂ地区 側柱 ２間× 3.90×4.85 18.91 Ｎ24°30″Ｅ ３－３期



×３間からなっている｡ 他は､ 10㎡大である｡

側柱建物については､ ＳＢ29が51㎡と突出した規模である｡ 続いて､ ＳＢ27・ＳＢ28が

40㎡弱､ ＳＢ24・ＳＢ31が30㎡強となっている｡ 以上の建物は､ いずれもその柱間が２間

×４間となっている｡ 以下は､ 10～20㎡代となっている｡

柱穴 柱穴の掘り方平面形は､ 総柱建物は､ 方形もしくは方形を指向する｡ 側柱建物について

は､ 方形のものと円形気味のものが認められる｡ このなかで､ 先に大規模であった２間×

４間の建物については､ いずれも方形もしくは方形傾向にある｡ また､ その規模も一辺が

１ｍを越えるものが多く見られる｡ 強度が必要な建物は､ 掘り方の平面形は方形であった

と言えそうである｡

柱穴棟軸方向 大きく５タイプ (ａ～ｂ) に分類できる (第208図)｡ ａタイプはＮ２°Ｅ～Ｎ８°Ｅ､ ｂ

タイプはＮ12°Ｅ～Ｎ17°30″Ｅ､ ｃタイプはＮ20°Ｅ～Ｎ28°Ｅ′､ ｄタイプはＮ33°Ｅ′～Ｎ

36°Ｅ″､ ｅタイプはＮ40°30″Ｅ～Ｎ42°Ｅ､ の範囲を示すものである｡ 当地に残存する飾

磨郡条里の方向はＮ23°Ｅ､ 市之郷廃寺の示す方位はＮ３°Ｗである｡ このなかで､ ａタイ

プの建物が市之郷廃寺の示す方位とほぼ一致する｡

３. 井戸

概要 Ｂ地区南東隅で１基 (ＳＥ01) 検出されている｡ 出土土器の検討から､ ４期－２に位置

付けられるものである｡

特徴 ＳＥ01の特徴として､ 水溜の材として､ 丸木船が転用されていることである｡ 丸木船を

一定の幅にカットし､ カットされた２枚を合せてほぼ円形になるように組み合わされてい

る｡ このような例としては､ 若王寺遺跡(１)ＳＥ06を挙げることができる｡ 当該資料は６世

紀中頃と､ 本遺跡より古く位置付けられるものである｡
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第208図 掘立柱建物跡の棟軸方向



立地 ＳＥ01は､ Ｂ地区の南東隅で検出されたが､ 当地は当該期の集落の縁辺部と考えられる

地区にあたる｡ Ａ地区で検出した溝状遺構 (ＳＤ03～ＳＤ06) が､ ＳＥ01の東側を通って

いるものと考えられる｡ 基本的にこれらの溝が掘られた地区は､ 弥生時代に旧河道であっ

た箇所とほぼ一致するものである｡ したがって､ 微地形的に低い箇所にあたるところであ

る｡ 微地形的に低い箇所は､ 基盤層を構成する礫層のレベルが低いところである｡ つまり､

井戸の掘削にあたって､ より掘削しやすい箇所を選定したものと考えられる｡

水位の変化 ところで､ ＳＥ01の底部の標高は9.70ｍである｡ また､ ＪＲ高架に伴う調査で検出した

中世の井戸 (ＳＥ04) 底部の標高は､ 9.60ｍとほぼ同じである｡ この井戸は鎌倉時代後期

に位置付けられていることから､ ６世紀後半以降鎌倉時代後期までは､ 水位に変化はなかっ

たものと考えられる｡

４. 遺構の変遷

はじめに 遺構の変遷については､ 前章で検討した出土資料の検討結果を基本とする｡ それに加え

て､ 遺構相互の切り合い関係および方向性を考慮し､ 変遷を捉えていくことにする｡

１期 ＳＨ12・ＳＨ07・ＳＨ18・ＳＫ17が該当する｡ ＳＨ07・ＳＨ18・ＳＫ17については､ 出

土土器から判断したもので､ ＴＫ208型式を中心とした時期と考えられる｡

このなかで､ ＳＨ12については､ 布留式系の甕が出土し､ 須恵器が出土していないこと

から､ さらに古く位置付けられる可能性が考えられる｡

２期 ＳＨ16が該当する｡

３期 大きく４時期に分けることができる｡

３－１期 ＳＨ01・ＳＨ08・ＳＨ10・ＳＨ14の竪穴住居とＳＤ06から構成される｡ ＳＤ06が住居跡

群の境界域をなしているものと考えられる｡

ＳＨ08とＳＨ10は次期の遺構との切り合い関係から､ 当該期に位置付けられるものであ

る｡ また､ ＳＨ14については､ ＳＨ10との方向性の一致から､ 当該期に位置付けた｡ ＳＨ

01については､ 次期に位置付けられる可能性も考えられる｡

３－２期 ＳＨ04・ＳＨ06・ＳＨ09・ＳＨ20・ＳＨ22・ＳＢ15・ＳＤ05から構成される｡ ＳＢ15に

ついては､ 出土土器とＳＨ20等の竪穴住居の方向性が類似することから､ 当該期に位置付

けた｡ ＳＤ05は､ ＳＤ06を切っていることから､ 当期まで遡るものと判断した｡

３－３期 ＳＨ02・ＳＢ05～ＳＢ08・ＳＢ11・ＳＢ13・ＳＢ17・ＳＢ31・ＳＢ32・ＳＢ34・ＳＢ42・

ＳＤ05・ＳＤ07・ＳＤ28・ＳＤ30から構成される｡ ＳＢ07とＳＢ08､ ＳＢ31とＳＢ32はそ

れぞれ共存しないため､ ＳＢ07→ＳＢ08・ＳＢ31→ＳＢ32と建て替えられている｡

ＳＤ07とＳＤ28は､ その方向性と位置関係及び出土土器から判断して､ 同一の遺構と判

断した｡ また､ ＳＤ30はこの溝と直交関係にある｡ これらの溝が､ ＳＢ17・ＳＢ31・ＳＢ

32・ＳＢ34を区画しているものと考えられる｡ この区画の北縁がＳＤ05と考えられる｡ 他

の遺構についても､ 方向性がほぼ一致することから､ 当該期に位置付けたものである｡

ＳＢ05～ＳＢ08・ＳＢ11・ＳＢ17は､ 方向性に若干のばらつきが認められるが､ ＳＤ05

に沿うように建てられていたものと考えられる｡

３－４期 ＳＨ19・ＳＢ23・ＳＢ24・ＳＢ25・ＳＢ41・ＳＤ04から構成される｡ ＳＢ24とＳＢ25は
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切り合い関係があり､ ＳＢ25→ＳＢ24と建て替えられている｡ ＳＢ25を除く３棟は､ 方向

性が一致する｡ ＳＤ04が､ 前期のＳＤ05に引き続き北縁をなすものと考えられる｡

なお､ ＳＢ24については､ 図化した土器は古い傾向にあるが､ 図化できなかった土器に

新しい傾向のものが見られることと､ 他の建物の方向性から､ 当該期に位置付けた｡

４期 大きく３時期に分けることができる｡

４－１期 ＳＨ13・ＳＨ23・ＳＢ26・ＳＤ04から構成される｡ ＳＤ04は出土土器から時期幅が認め

られることから､ 前期から引き続くものと判断している｡ ＳＤ04を除いては､ 方向性が一

致することから同時期と判断したものである｡

４－２期 ＳＨ11・ＳＨ17・ＳＨ21・ＳＥ01・ＳＢ27・ＳＢ28・ＳＢ29・ＳＢ33・ＳＢ35・ＳＢ36・

ＳＢ37・ＳＤ04から構成される｡ ＳＢ28とＳＢ29､ ＳＢ35とＳＢ36は切り合い関係があり､

ＳＢ29→ＳＢ28・ＳＢ35→ＳＢ36と建て替えられている｡

４－３期 ＳＢ09・ＳＢ10・ＳＢ12・ＳＢ14・ＳＢ39・ＳＢ40・ＳＤ03・ＳＤ31から構成される｡

ＳＤ31がＳＢ39を区画しているものと考えられる｡ 他の建物についても､ 方向性の一致か

ら､ 同時期と判断している｡

ＳＤ03については､ 出土遺物からはより新しい傾向にある｡ しかし､ 調査の結果､ 埋没

→再掘削が行われていることから､ 当期まで遡る可能性を考えた｡

この他､ ＳＢ16がＳＢ10と方向性が一致することから､ 当期の可能性が考えられる｡ し

かし､ ＳＤ03との関係を調査では明らかにすることはできなかった｡ このため､ ＳＢ16に

関しては､ 当期の可能性があるにとどめたい｡

５期 ＳＢ30・ＳＢ38・ＳＤ03から構成される｡

小 結 以上をまとめたのが第209図～第213図である｡ 以下､ 何点かの問題について検討する｡

これによると､ １期から３－１期までは､ 竪穴住居のみで構成されている｡ ３－２期に

なると竪穴住居に混じって掘立柱建物が建てられる｡ さらに､ ３－３期になると竪穴住居

は急激に減少し､ 掘立柱建物が主流となる｡ 同時に､ 溝で区画された建物群や倉庫群が出

現する｡ そして､ ４－２期を最後に竪穴住居が見られなくなる｡

一般的に､ 竪穴住居→掘立柱建物と変遷したものと言われている｡ 確かに､ 今回の調査

で明らかとなった竪穴住居と掘立柱建物をみると､ 竪穴住居→掘立柱建物という変遷が認

められる｡ しかし､ 竪穴住居→掘立柱建物という変遷は一期に起こったのではなく､ ある

程度の時間を要したことが明らかとなった｡

掘立柱建物群 ３－２期に掘立柱建物が出現して以降､ ５期まで掘立柱建物は存続する｡ 側柱建物は居

住施設もしくは作業施設､ 総柱建物は倉庫と考えられる｡

側柱建物と総柱建物の関係をみると､ ３－２期と５期は側柱建物のみであるが､ ３－３

期と４－３期は側柱建物と総柱建物がセットとなっている｡ しかも､ 総柱建物が３－３期

は４棟､ ４－３期は５ないし６棟と､ 各期とも複数存在する｡ そして､ 両期とも､ 総柱建

物が居住域の北側にある点も共通した特徴として､ 指摘することができる｡ その北側に掘

られたＳＤ03・ＳＤ05が､ 防御的機能を果たした可能性も考えられる｡

なお､ 建物の方向性から､ それぞれ１期ずつの存続としたが､ 数期にわたって存続した

可能性も否定できない｡
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第209図 古墳時代の遺構変遷 (１)
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第210図 古墳時代の遺構変遷 (２)
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第211図 古墳時代の遺構変遷 (３)
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第212図 古墳時代の遺構変遷 (４)
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第213図 古墳時代の遺構変遷 (５)



４. 建物群の特徴

上記の検討結果をもとに､ その特徴を明らかにしていきたい｡

掘立柱への移行 ４－２期を最後に竪穴住居から掘立柱建物への移行が完了する｡ この時期は､ ７世紀前

半頃と考えられる｡ 広瀬和雄の研究(２)によると､ 畿内では山城の７世紀前半まで主流であっ

た例を除いては､ ７世紀以降は掘立柱建物に移行しているとされている｡ 少なくとも､ 市

之郷遺跡では竪穴住居から掘立柱建物への以降は､ 畿内地域の傾向と比較すると､ 遅いよ

うである｡

建物群と溝 ３－１期までは竪穴住居のみで構成されていたが､ この段階までは建物群の北側に溝は

存在しない｡ 次の段階になり掘立柱建物が出現するとともに､ 溝が掘削されるようになる｡

区画の機能を果たしていたものと考えられる｡ 特に､ ３－４期においては倉庫が出現する｡

溝の掘削は､ 倉庫を守る役割も果たしていたものと考えられる｡

建物群の構成 ここでは､ 掘立柱建物群を中心に検討する｡ ３－4期から４－３期にかけては､ 側柱と

総柱建物が共存する｡ 側柱建物が主屋 (居住施設) で､ 総柱建物が倉庫として機能したも

のと考えられる｡ さらに､ ４－２期までは竪穴住居も併存することから､ 側柱建物が居住

機能以外の機能をはたした可能性も考えられる｡

倉庫と他の建物の位置関係をみると､ ３－４期以外は､ 倉庫は建物群の北側に建てられ

る傾向にある｡ ３－４期に関しては､ 建物群の西側に建てられる傾向にある｡ この傾向は､

主屋と倉庫の位置関係を調べた山中敏史・石毛彩子によると､ 最も多くみられるパターン

のようである(３)｡ その後､ 山中敏史の再度の分析(４)においても､ 倉庫が屋舎の西側あるい

は北側に設けられるⅠ類が最も多くみられるとされている｡ これは､ 本報告と共通する特

徴である｡

なお､ ３－３期と４－３期において､ 側柱建物と倉庫の棟軸方向は厳密には一致しない｡

特に､ 倉庫の棟軸方向にバラツキが目立つ｡ これは､ 北側の溝を意識した結果と考えられ

る｡ 溝の方向に合せ､ 一定の間隔をとるように建てられたものと考えられる｡

倉庫の立地 倉庫が建立された北側は､ 弥生時代においては旧河道があったように､ かつて後背湿地

であったところである｡ つまり､ 地形的には､ 倉庫の立地条件は､ 居住域よりは良好とは

言い難い状況である｡

５. まとめ

豪族居宅 以上､ 当該期の遺構群についてまとめてきた｡ 建物群については､ 広瀬和雄の建物群類

型(１)のⅡ１Ａ型に分類されるものである｡ 特に､ ３－３期以降にみられる建物群について

は､ 複数の倉を含む建物群からなるもので､ 豪族居宅として理解できるものと考えられる｡

その中心的な時期は､ ３－３期から４－３期と考えられる｡ この間､ 建物の建て替えが行

われ､ 主屋と倉庫の構成は異なるが､ 豪族居宅であり続けたことは間違いないと考えられ

る｡

３－３期と３－４期は､ ６棟・４棟の倉庫を伴う｡ 山中敏史(５)は､ この倉の所有率の高

さが居宅の特徴の一つと指摘されている｡ また､ 倉庫の少ない３－４期と４－２期におい

ては､ 集落ではまれな４間以上の建物が存在する｡ また､ 一辺１ｍを越える規模の柱穴も､
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これを指示するものである｡ ただし､ 建物の面積に関しては､ 40㎡以上の建物の有無が居

宅析出の重要なフィルターとされているが､ ＳＢ28の39.79㎡が最高である (第52表)｡

建物群の時期 ところで､ 今回報告する調査地の東側では市之郷廃寺が調査で明らかとなっている(６)

(第214図)｡ 市之郷廃寺に関しては､ その出土瓦の特徴から､ ７世紀後半まで遡るとされ

ている(７)｡ ここで問題となるのは､ 先に検討した建物群の変遷のなかで､ 最も盛行する時

期の１つである４期の年代である｡

４期に関しては､ いわゆる西編年(８)の ｢飛鳥Ⅰ｣､ 佐藤編年(９)の ｢難波Ⅲ｣ 段階に相当

するものと考えられる｡ そして､ この時期の年代については､ 西氏は７世紀第１四半期､

佐藤 隆氏は７世紀第２四半期～第３四半期に位置付けられている｡ また､ 白石太一郎氏

も佐藤氏とほぼ同様の年代観を示されている(10)｡

ただし､ 本報告の資料は良好な一括資料とは言い難く､ より細かな段階に当てはめるこ

とは困難と考えている｡

氏寺建立氏族 いずれにしても､ 少なくとも４期の後半は､ 市之郷廃寺と時期的にほぼ平行する可能性

が高いものと考えられる｡ そこで第208図をみると､ ＳＢ23・ＳＢ25・ＳＢ27～ＳＢ29・

ＳＢ33・ＳＢ35・ＳＢ37が､ 市之郷廃寺が示す方向性とほぼ一致する｡ このなかでＳＢ23

とＳＢ25を除く建物は､ いずれも４－２期に位置付けた建物である｡ 以上から､ 上記の建

物を含めた当該期の遺構群が市之郷廃寺とほぼ同時期に位置付けることが可能ではないか

と考えられる｡

したがって､ 今回の調査で明らかとなった建物群については､ 氏寺建立氏族の居宅であ

る可能性が高いものと考えられる｡ つまり､ ６世紀後半以降以降､ 当地を拠点として活動

し､ その結果が､ 市之郷廃寺の建立にいたったものと考えられる｡

[註]� 渡辺 昇 『若王寺遺跡』 兵庫県教育委員会 2006� 広瀬和雄 ｢畿内の古代集落｣ 『国立歴史民俗博物館研究報告 第22集』 国立歴史民俗博物館 1989� 山中敏史・石毛彩子 ｢地方豪族の居宅と稲倉｣ 『古代の稲倉と村落・郷里の支配』 奈良国立文化財

研究所 1998� 山中敏史 ｢地方豪族居宅の建物構造と空間的構成｣ 『古代豪族居宅の構造と機能』 独立行政法人

国立文化財機構 奈良文化財研究所 2007� 前掲 (4)� 平成20年度 兵庫県教育委員会調査� 今里幾次 ｢市之郷廃寺｣ 『姫路市史 第七巻下 資料編 考古』 姫路市市史編集専門委員会 2010� 西 弘海 『土器様式の成立とその背景』 1986� 佐藤 隆 ｢難波地域の新資料からみた７世紀の須恵器編年－陶邑窯跡編年の再構築に向けて－｣

『大坂歴史博物館 研究紀要 第２号』 財団法人大坂市文化財協会 2003� 白石太一郎 ｢須恵器の暦年代｣ 『年代のものさし－陶邑の須恵器』 大坂府立近つ飛鳥博物館 2006
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第214図 市之郷廃寺と４期－３建物群
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第215図 中世の遺構



第３節 中世の遺構

１. はじめに

前章第３節での検討結果をもとに､ 当該期の遺構 (第215図) の変遷について検討する｡

２. 遺構の変遷

大きく､ 第１期から第３期の３時期に分けることができる｡

第１期 ＳＤ22のみである｡

第２期 ＳＢ01・ＳＢ02・ＳＢ04・ＳＫ01・ＳＤ23・ＳＸ01が該当する｡

第３期 ＳＢ03・ＳＢ18・ＳＢ20・ＳＢ22・Ｐ02・Ｐ04・Ｐ11・ＳＫ02・ＳＫ03・ＳＫ05・ＳＫ

15・ＳＸ02が該当する｡ この他､ 出土土器からは時期を判断できなかったが､ ＳＡ01・Ｓ

Ｂ19・ＳＢ21についても､ その方向性から当該期に位置付けられるものと考えられる｡

以上の検討結果をまとめたのが､ 第216図・第217図である｡

３. まとめ

第２期と第３期を中心に若干の検討を加えたい｡

第２期 Ａ地区南西隅にＳＢ01とＳＫ01､ Ａ地区南東隅からＢ地区北東隅にかけてＳＢ02・ＳＢ

04・ＳＤ23､ Ｂ地区南西隅にＳＸ01､ と大きく３地区に遺構が集中している｡ それぞれが､

屋敷地を形成していたものと考えられる｡

特に､ ＳＤ23については､ ＳＢ02・ＳＢ04を区画する機能があったものと考えられる｡

この他､ ＳＸ01は､ 直接伴う建物は検出されなかったが､ 屋敷墓と考えられる｡

第３期 Ａ地区南西部にＳＫ05､ Ａ地区東部にＳＢ03とＳＫ02・ＳＫ03､ Ｂ地区南西部にＳＢ18・

ＳＢ19・ＳＢ20・ＳＸ02､ Ｂ地区東部にＳＢ21・ＳＢ22､ と４箇所に遺構が集中している｡

少なくとも､ Ａ地区南西部を除く３箇所に屋敷地が形成されていたものと考えられる｡ な

お､ Ａ地区南西部については､ ＳＫ05の機能を明らかにすることができないため､ 当地に

屋敷地があったのかについての判断は避けたい｡

特に､ Ｂ地区南西部では､ 掘立柱建物３棟と屋敷墓と考えられるＳＸ02がセットで検出

されている｡ また､ Ｂ地区東部では２棟の掘立柱建物があり､ この西側が柵により区画さ

れている｡

小 結 第２期と第３期の屋敷地の位置をみると､ Ａ地区東部とＢ地区南西部は平面的にほぼ一

致する｡ したがって､ 第２期以降､ 両屋敷地はその場所が固定されたものと考えられる｡

また､ 市之郷遺跡県第１次調査では､ Ｂ地区の南部でも当該期の掘立柱建物数棟からなる

遺構群が検出されている｡ 今回報告するＢ地区南西部の屋敷同一の屋敷地の可能性も考え

られる｡ 少なくとも､ 数棟の建物と屋敷墓からなる屋敷地が､ 市之郷遺跡内に数箇所点在

していたものと考えられる｡
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第216図 中世の遺構変遷 (１)
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第217図 中世の遺構変遷 (２)



第４節 総括

最後に､ 調査成果について箇条書きにし､ 本報告のまとめとしたい｡

１. 市之郷遺跡は､ 市川右岸に形成された遺跡で､ 調査地は完新世段丘Ⅱ面に立地する｡

２. 検出した遺構は､ 大きく､ 弥生時代・古墳時代・中世の３時期からなる｡

３. 弥生時代の遺構は､ 中期が中心となる｡ しかし､ 旧河道や溝状遺構が中心で､ 集落の周縁部的な様

相を示している｡ この他､ 後期の溝状遺構も検出されている｡ 当該期の遺構に関しては､ 上記の通り

であるが､ 旧河道をはじめとして､ 当該期の土器が多量に出土している｡ 本遺跡の弥生時代中期・後

期の土器を検討するうえで､ 良好な資料と考えられる｡

４. 古墳時代の遺構は､ 後期から飛鳥時代が中心である｡ 主な遺構は竪穴住居と掘立柱建物跡からなる｡

これらの遺構は､ 相互に顕著な切り合い関係にあり､ 出土遺物・主軸方向等から10期に分けることが

できる｡ これの遺構群については､ 豪族の居宅と考えられる｡

特に､ 古墳時代３期－３と４期－３は､ 複数の倉庫群を有する居宅で､ 当地で有力な豪族の居宅

であったものと考えられる｡ 特に４期－３については､ 調査地の東側に建立された市之郷廃寺と時期

的に重なるものである｡ したがって､ 当該期の居宅については､ 氏寺建立氏族の居宅である可能性が

考えられる｡

５. 中世の遺構に関しては､ 平安時代中期・平安時代後期・鎌倉時代前半の､ 大きく３時期にわたって

遺構群が検出されている｡ このなかで､ 平安時代後期と鎌倉時代前半に関しては､ 屋敷地として理解

できるものである｡ 平安時代中期の遺構に関しては､ 溝状遺構のみであるため､ その位置付けは困難

である｡
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観察表１
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

1 Ａ地区 第１面 ＳＢ02 須恵器 皿 9.70 2.00 口縁部1/7 普通 灰

2 Ａ地区 第１面 ＳＢ03 須恵器 捏鉢 3.80 口縁部わずか 普通 灰

3 Ａ地区 第１面 ＳＢ03 須恵器 椀 16.50 2.40 口縁部1/12 普通 灰

4 Ａ地区 第１面 ＳＢ03 白磁 碗 17.30 5.00 口縁部1/6 良好 灰白

5 Ａ地区 第１面 ＳＢ03 土製品 土錘 ほぼ完存 灰白

6 Ａ地区 第１面 ＳＢ04 須恵器 椀 15.30 3.10 口縁部1/10 普通 灰～灰白

7 Ａ地区 第１面 Ｐ02 須恵器 椀 6.50 3.10 底部1/10
やや
不良

灰

8 Ａ地区 第１面 Ｐ04 須恵器 椀 5.90 2.10 底部1/6 普通 灰白

9 Ａ地区 第１面 Ｐ01 須恵器 皿 7.40 1.50 口縁部1/6 普通 黄灰

10 Ａ地区 第１面 Ｐ03 土師器 杯 8.60 2.60 底部1/2弱
灰白～にぶい
橙

11 Ａ地区 第１面 Ｐ05 土師器 皿 7.70 5.70 0.85
口縁部2/3・
底部ほぼ完存

灰白～褐灰

12 Ａ地区 第１面 ＳＫ01 土師器 皿 8.35 6.15 1.30 1/4 浅黄橙～橙

13 Ａ地区 第１面 ＳＫ01 須恵器 椀 6.20 1.30 底部わずか 不良 灰白

14 Ａ地区 第１面 ＳＫ01 須恵器 捏鉢 3.90 底部1/3 不良 灰白

15 Ａ地区 第１面 ＳＫ02 須恵器 椀 16.20 5.60 6.10
口縁部1/8弱
底部1/2弱

不良 灰白～褐灰

16 Ａ地区 第１面 ＳＫ03 須恵器 捏鉢 30.80 10.90 11.20 1/2弱 普通 灰白～灰

17 Ａ地区 第１面 ＳＫ03 土師器 甕 5.60 口縁部わずか にぶい橙～橙

18 Ａ地区 第１面 ＳＫ03 土師器 皿 7.60 0.75 口縁部1/4 にぶい橙

19 Ａ地区 第１面 包含層 須恵器 椀 15.20 5.60 5.40
口縁部～底部
1/8

普通 灰白

20 Ａ地区 第１面 包含層 須恵器 椀 8.80 4.10 3.65 口縁部1/4 普通 灰

21 Ａ地区 第１面 包含層 青白磁 合子蓋 6.30 1.40 口縁部1/6
明オリーブ灰
～灰白

22 Ａ地区 第１面 包含層 土師器 杯 8.20 1.80 底部1/3弱
浅黄橙～にぶ
い橙

23 Ａ地区 第２面 ＳＨ01 土師器 甕 27.80 24.00 25.00 11.60 口縁部1/7弱
灰白～にぶい
橙

24 Ａ地区 第２面 ＳＨ01 土師器 ミニチュア 4.50 2.10 ほぼ完存 にぶい黄橙

25 Ａ地区 第２面 ＳＨ01 須恵器 杯身 2.70 体部わずか 普通 灰

26 Ａ地区 第２面 ＳＢ05 須恵器 杯Ｇ 13.30 3.00
口縁部～底部
わずか

やや
不良

灰～灰白

27 Ａ地区 第２面 ＳＢ05 須恵器 杯Ｈ 14.90 3.65 口縁部1/9 普通 灰

28 Ａ地区 第２面 ＳＢ07 土師器 高杯 16.00 3.65 坏部1/9 橙

29 Ａ地区 第２面 ＳＢ10 須恵器 杯蓋 1.25 口縁部わずか 不良 灰白～黄灰

30 Ａ地区 第２面 ＳＢ11 須恵器 杯蓋 16.80 2.80 口縁部1/12 普通 灰
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微細なチャート・石英・長石含
む

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：回転ナデ｡

1

微細なチャート・長石含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

1

１㎜以下の長石・チャート・石
英含む

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

1

精良
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

1

微細なチャート・長石・クサリ
レキ含む

1 40

１㎜以下の石英含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

1

２㎜以下のチャート・長石・石
英含む

外面：底部回転糸切り→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

底部回転糸切り 1

５㎜大のチャート・２㎜大の長
石含む

外面：底部回転糸切り→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

底部回転糸切り 1

精良
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

1

３㎜以下のチャート・長石・石
英含む

外面：底部回転糸切り→体部回転ナデ｡
内面：体部回転ナデ｡

底部回転糸切り 1

微細なクサリレキ含む
外面：底部ヘラ切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部ヘラ切り 1 40

0.5～２㎜大の石英・チャート
含む

外面：底部ヘラ切り→ナデ→口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部ナデ｡

1

0.5～２㎜大の石英・長石含む
外面：底部回転糸切り→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

1

0.5～３㎜大の石英・長石含む
外面：底部糸切り→体部回転ナデ｡
内面：磨滅｡

1 40

３㎜以下のチャート含む
外面：底部回転糸切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

1

１cm以下のチャート含む
外面：底部回転糸切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部ナデ｡

1 40

１～４㎜大の長石多く含む
外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部横ナデ｡

1

１㎜以下の石粒含む
外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

1

１㎜以下の長石わずかに含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転糸切り 1

0.5～１㎜大の長石含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転糸切り 1 40

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

1

0.1～2.5㎜大の長石・クサリレ
キ含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

1

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部ナデ｡

2

1.5㎜以下の石英・チャート・
長石含む

外面：底部～口縁部指オサエ｡
内面：底部～口縁部指オサエ｡

2 40

３㎜以下の石英・チャート含む
外面：体部回転ナデ｡
内面：体部回転ナデ｡

2

微細なチャート・長石含む
外面：底部回転ヘラ削り→口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

2

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：体部回転ヘラ削り→ナデ→口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

2

３㎜大の石英・長石・チャート・
クサリレキ多く含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部ヘラナデ｡

2

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

2

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：天井部回転ヘラ削り→口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

2
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31 Ａ地区 第２面 ＳＢ09 須恵器 杯Ｇ 2.50
体部～底部
1/3強

普通 灰

32 Ａ地区 第２面 ＳＢ13 須恵器 杯身 2.00 口縁部わずか 普通 灰

33 Ａ地区 第２面 ＳＢ13 須恵器 杯身 12.20 3.30
口縁部～体部
わずか

普通 灰

34 Ａ地区 第２面 ＳＢ14 須恵器 杯身 12.70 2.60 口縁部わずか 普通 灰

35 Ａ地区 第２面 Ｐ06 須恵器 杯 10.10 2.65 口縁部1/6 不良 灰白

36 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 杯Ａ 14.10 9.40 2.65 口縁部わずか
やや
不良

灰～灰白

37 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 杯Ａ 11.80 8.15 2.85
口縁部1/10・
底部1/4

普通 灰白～黄灰

38 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 杯Ｂ蓋 2.40 つまみ完存 普通 灰白

39 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 杯Ｂ 8.80 1.50 底部1/4弱
やや
不良

灰白

40 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 杯Ｂ 7.40 2.50 底部1/2弱 普通 灰白～灰黄

41 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 杯Ｂ 9.10 2.10 底部1/4
やや
不良

灰白

42 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 杯Ｂ蓋 17.90 0.95 口縁部1/5弱
やや
不良

灰白

43 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 杯Ｂ 9.90 2.00 底部1/4 普通 灰～灰白

44 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 稜椀 7.70 2.90 底部1/6 普通 灰白

45 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 壺 13.50 3.80 底部1/8 普通 灰白

46 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 壺 10.60 4.00 底部1/8 普通 灰白～灰

47 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 鉢 25.60 4.90 口縁部1/12 普通 灰

48 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 甕 22.40 16.80 7.10
口縁部1/12
頸部1/5強

普通 灰

49 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 壺 10.10 5.15 高台1/6 普通 灰～灰白

50 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 須恵器 壺 12.90 4.00 底部1/3 普通
灰白～オリー
ブ灰

51 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 土師器 皿 16.80 3.00 口縁部1/7 橙

52 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 土師器 椀 8.20 4.70 底部1/2弱
にぶい黄橙～
灰黄褐

53 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 土師器 甕 16.80 15.20 16.00 11.30 口縁部1/2 浅黄橙～灰白

54 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 土師器 甕 17.00 14.50 5.25 口縁部1/4弱
にぶい橙～に
ぶい黄橙

55 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 瓦 平瓦 1/4 不良 灰白

56 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 瓦 平瓦 1/3
やや
不良

灰白～黄

57 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 緑釉陶器 碗 体部わずか 普通 灰白

58 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 緑釉陶器 碗 体部わずか 普通 灰白

59 Ａ地区 第２面 ＳＤ03 緑釉陶器 碗 体部わずか 不良
灰白～オリー
ブ灰

60 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 甕 22.20 18.40 9.60 口縁部1/5
やや
不良

灰～灰白
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2.5㎜以下の石英・長石含む
外面：底部ヘラ切り→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

2

微細な長石含む
外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

2

微細な長石含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

2

微細な長石含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

2

微細な長石含む
外面：体部ナデ→口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

2

0.1～４㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部回転糸切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

2

微細な石粒わずかに含む
外面：底部ヘラ切り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

2

0.1～３㎜大の長石・チャート
含む

外面：天井部回転ナデ→つまみナデ｡
内面：天井部回転ナデ｡

つまみ径3.4㎝ 2

微細な石粒わずかに含む
外面：底部ヘラ切り・体部回転ナデ→高台貼付け｡
内面：底部回転ナデ→仕上げナデ｡

2

微細な石粒わずかに含む
外面：底部回転ヘラ切り→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ→底部ナデ｡

高台高１㎝ 2

微細な石粒わずかに含む
外面：底部回転ヘラ削り→ナデ｡ 体部回転ナデ→高台貼付け｡
内面：底部～体部回転ナデ→底部仕上げナデ｡

2

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：天井部ヘラ削り→ナデ→口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

2

微細な石粒わずかに含む
外面：底部回転ヘラ切り→ナデ｡ 体部回転ナデ→高台貼付け｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

内面ヘラ記号 2

微細な石粒わずかに含む
外面：底部回転ヘラ削り｡ 体部回転ナデ→高台貼付け｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

2

１㎜以下の砂粒わずかに含む
外面：底部ナデ→体部回転ヘラ削り→体部下端回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

2

微細な石粒わずかに含む
外面：底部ナデ→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

2

0.1～１㎜大の長石含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

2

0.1～５㎜大の長石・チャート
含む

外面：頸部～口縁部回転ナデ｡
内面：頸部～口縁部回転ナデ｡

2

微細な石粒わずかに含む
外面：体部回転ヘラ削り→ナデ｡
内面：体部回転ナデ→ナデ｡

高台高1.10㎝ 2

微細な砂粒わずかに含む
外面：底部ナデ→高台回転ナデ｡
内面：底部同心円文→ナデ｡

高台高2.50㎝ 2 40

0.1～３㎜大の長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：底部ヘラ切り→ナデ｡ 体部～口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

2

0.1～４㎜大の砂粒やや多く含
む

外面：底部ナデ→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ→底部ナデ｡

高台高1.3cm 2

１～２㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

2 40

0.1～4.5㎜大の長石・チャート・
クサリレキ・石英含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

2 41

１～1.5㎜大の石粒含む
凹面：ヘラ削り｡
凸面：平行叩き｡

480ｇ 2

１～５㎜大の石粒含む
凹面：布目→糸切り｡
凸面：平行叩き｡

3

土師質
外面：体部回転ナデ｡
内面：体部回転ナデ｡

土師質
外面：体部回転ナデ｡
内面：体部回転ナデ｡

土師質
外面：体部回転ナデ｡
内面：体部回転ナデ｡

１～1.5㎜大の石粒含む
外面：体部叩き→口頸部回転ナデ｡
内面：体部当具痕→口頸部回転ナデ｡

3
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61 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 壺 10.20 8.00 4.40 口縁部わずか
やや
不良

灰～灰白

62 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 壺 7.80 8.10 2.90 口縁部1/4 普通 灰～灰白

63 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 壺 7.00 5.30 底部1/4 普通 灰～灰白

64 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 壺 7.10 2.75 底部完存 普通 灰～灰白

65 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｈ蓋 14.80 3.00 口縁部1/7 普通 灰

66 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｈ蓋 14.60 3.10 口縁部1/7 良好 灰～灰白

67 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｈ蓋 13.20 2.55 口縁部1/8弱 不良
灰白～にぶい
黄橙

68 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｈ蓋 13.50 2.10 口縁部1/4 普通 灰

69 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｈ 14.05 4.20 1/4強 普通 灰～灰白

70 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｈ 12.55 4.00 口縁部4/5 不良 黄灰～灰白

71 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｈ 12.30 3.90
口縁部わずか
底部1/4

不良 灰白

72 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｈ 11.30 3.65 1/2 普通 灰白～灰

73 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｇ 13.10 7.80 3.70
口縁部1/7
底部1/4

不良 灰白～浅黄

74 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｇ 10.90 7.20 3.75 1/4 普通 灰白

75 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｂ蓋 2.70 天井部1/4 普通 灰白

76 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 須恵器 杯Ｂ 14.60 11.40 4.10
口縁部1/7
底部1/4

やや
不良

灰白

77 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 土師器 竈 焚口わずか 橙～にぶい橙

78 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 土師器 甕 19.75 16.60 4.15 口縁部1/7 にぶい橙

79 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 土師器 甕 19.00 15.80 5.65 口縁部1/3 普通
にぶい黄橙～
明褐

80 Ａ地区 第２面 ＳＤ04 土師器 甕 15.50 2.65 口縁部1/6
にぶい橙～褐
灰

81 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 杯Ｈ蓋 13.50 2.75 口縁部1/9 普通 灰白

82 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 杯Ｈ 12.60 2.80 口縁部1/6強 普通 灰

83 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 杯Ｈ 12.40 2.20 口縁部1/4弱
やや
不良

黄灰～灰白

84 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 杯Ｈ 9.75 3.50 完存
やや
不良

灰白

85 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 土師器 椀 12.70 4.30 口縁部わずか 橙～にぶい橙

86 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 杯Ｈ蓋 13.50 4.25 口縁部1/4 普通 灰～灰白

87 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 高杯 7.40 脚部1/2
やや
不良

灰～灰白

88 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 高杯 4.90 7.10 脚部1/2 普通 灰～灰白

89 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 横瓶 17.50 14.40 53.50 20.20
口縁部～体部
わずか

やや
不良

灰白～灰

90 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 横瓶 10.50 9.35 6.50
口縁部ほぼ完
存

やや
不良

灰白
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１～1.5㎜大の石粒含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

3

砂粒含む
外面：口頸部回転ナデ｡
内面：口頸部回転ナデ｡

3

１～４㎜大の石粒含む
外面：底部～体部回転ヘラ削り｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

3

１～２㎜大の石粒多く含む
外面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡
内面：底部指オサエ→体部ナデ｡

3

0.1～３㎜大の長石含む
外面：天井部～口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

3

微細な砂粒わずかに含む
外面：天井部回転ヘラ削り→口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

3

0.1～９㎜大の長石・チャート
含む

外面：天井部～口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

3

微細な砂粒わずかに含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

3

３㎜大の砂粒わずかに含む
外面：底部回転ヘラ削り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部ナデ｡

3 41

５㎜大の長石含む
外面：底部回転ヘラ削り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

3 41

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：底部回転ヘラ削り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

3

４㎜大の長石含む
外面：底部ヘラ切り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部ナデ｡

3 41

微細な砂粒含む
外面：底部回転ヘラ切り｡
内面：磨滅｡

3 41

１㎜大の石粒含む
外面：底部回転ヘラ切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

3

微細な砂粒わずかに含む
外面：天井部回転ヘラ削り→回転ナデ｡
内面：天上部～体部回転ナデ｡

3

微細な砂粒わずかに含む
外面：底部回転ヘラ削り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部ナデ｡

3

１～３㎜大の長石・石英・チャー
ト多く含む

外面：ハケ→ナデ｡
内面：ハケ｡

3

0.5～１㎜大の石英・長石含む
外面：口頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部ナデ｡

3

２㎜以下の石英・チャート多量
に含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

3

0.5㎜大の石英含む
外面：口頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

3

精良
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

3

0.1～１㎜大の長石含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

3

0.1～２㎜大のチャート・長石
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

3

0.1～４㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部ヘラ切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部ナデ｡

底部ヘラ記号 3 41

0.1～２㎜大の長石・チャート・
クサリレキ・石英多く含む

外面：体部ヘラナデ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部指オサエ→横ナデ｡

3

0.1～４㎜大の長石・チャート
含む

外面：天井部ヘラ切り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

3 41

精良
外面：脚部回転ナデ｡
内面：脚部ヘラナデ｡

脚柱径4.3cm 3

0.1～７㎜大のチャート・長石
含む

外面：脚部回転ナデ｡
内面：脚部絞り目｡

4 41

微細な石粒わずかに含む
外面：体部叩き→口縁部回転ナデ｡
内面：体部当具痕→口縁部回転ナデ｡

4

0.1～2.5㎜の長石・チャート含
む

外面：体部叩き成形→口縁部回転ナデ｡
内面：体部当具痕→口縁部回転ナデ｡

4
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観察表４
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

91 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 須恵器 � 3.70 10.35 7.15 体部完存 普通 灰～灰白

92 Ａ地区 第２面 ＳＤ05 土師器 甕 12.35 11.10 13.75 10.60
口縁部～体部
1/2強

浅黄橙～黄橙

93 Ａ地区 第２面 ＳＤ06 須恵器 杯Ｈ 10.10 3.80 口縁部1/2弱
やや
不良

灰白～灰黄褐

94 Ａ地区 第２面 ＳＤ06 須恵器 杯Ｇ 10.90 4.20 3.55 1/4弱
やや
不良

灰白～灰

95 Ａ地区 第２面 ＳＤ06 須恵器 高杯 8.15 脚部わずか 普通 灰～灰白

96 Ａ地区 第２面 ＳＤ07 須恵器 杯Ｇ蓋 8.00 2.00
口縁部～天井
部1/6

普通 灰～灰白

97 Ａ地区 第２面 包含層 須恵器 杯Ｈ蓋 12.90 3.80 天井部1/4 不良 灰白

98 Ａ地区 第２面 包含層 須恵器 杯Ｇ 10.05 3.05 口縁部1/3 普通 灰

99 Ａ地区 第２面 包含層 須恵器 杯Ｇ 11.00 3.50 口縁部1/4 普通 灰白

100 Ａ地区 第２面 包含層 須恵器 杯Ｂ蓋 14.60 2.25 口縁部1/8 普通 灰

101 Ａ地区 第２面 包含層 須恵器 杯Ｂ 14.70 11.80 3.95
口縁部わずか
底部1/5

普通 灰白～灰

102 Ａ地区 第２面 包含層 須恵器 高杯 4.60 10.90 5.70 脚部4/5 良好 灰

103 Ａ地区 第２面 包含層 須恵器 甕 22.80 18.15 10.45
口縁部ほぼ完
存

不良 にぶい黄橙

104 Ａ地区 第２面 包含層 須恵器 甕 17.20 13.75 5.65 口縁部1/4 普通 灰

105 Ａ地区 第２面 包含層 須恵器 提瓶 4.75 14.60 16.50 体部2/3 普通 灰白

106 Ａ地区 第２面 包含層 土師器 甕 14.20 13.20 16.80 16.20
口縁部1/2
体部3/4

にぶい赤橙～
浅黄橙

107 Ａ地区 第２面 包含層 土師器 甕 12.45 11.30 13.95 12.35
口縁部1/2
体部～底部完存

にぶい橙～浅
黄橙

108 Ａ地区 第２面 包含層 土師器 椀 9.40 5.20 3.80 1/3 浅黄橙～褐灰

109 Ａ地区 第２面 包含層 土師器 甑 23.80 15.60 口縁部1/9 灰褐～明赤褐

110 Ａ地区 第３面 Ｐ07 弥 生 壺 17.40 10.60 14.10 口縁部1/4 灰白～褐灰

111 Ａ地区 第３面 Ｐ07 弥 生 甕 30.60 29.30 8.80 口縁部1/16
にぶい黄橙～
にぶい褐

112 Ａ地区 第３面 Ｐ07 弥 生 甕 28.80 27.10 8.00 口縁部1/8 灰白～褐灰

113 Ａ地区 第３面 Ｐ08 弥 生 壺 14.00 2.50 口縁部1/6
橙～にぶい黄
橙

114 Ａ地区 第３面 ＳＫ09 弥 生 壺 13.30 3.50 口縁部完存 橙

115 Ａ地区 第３面 ＳＫ09 弥 生 壺 9.90 10.10 頸部3/7
褐灰～にぶい
橙

116 Ａ地区 第３面 ＳＫ09 弥 生 壺 8.80 10.25 8.80 底部1/8
にぶい褐～明
褐灰

117 Ａ地区 第３面 ＳＫ09 弥 生 壺 27.25 8.60 21.00
体部1/3
底部完存

褐灰～にぶい
橙

118 Ａ地区 第３面 ＳＫ09 弥 生 壺 14.30 12.80 6.60 口縁部1/4
赤橙～にぶい
黄橙

119 Ａ地区 第３面 ＳＫ09 弥 生 甕 15.40 14.20 17.40 9.45 口縁部2/7弱 にぶい橙～橙

120 Ａ地区 第３面 ＳＫ09 弥 生 甕 15.90 14.00 3.20 口縁部1/6
にぶい橙～浅
黄橙
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Ａ

地

区

胎 土 調 整 備 考 図
版
写真
図版

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部ヘラ削り→ナデ→体部回転ヘラ削り｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

体部穿孔 (径1.45㎝) 4 42

0.1～２㎜大の長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：体部～口縁部磨滅｡
内面：体部指オサエ・ナデ｡

4 42

１～1.5㎜大の石英・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

4 42

1～1.5㎜大の石粒含む
外面：底部ヘラ切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部ナデ｡

4 42

１～1.5㎜大の石粒多く含む
外面：脚部回転ナデ｡
内面：脚部上半しぼり痕｡ 脚部下半回転ナデ｡

4

微細な石粒多く含む
外面：天井部回転ヘラ削り→ナデ→口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

4

0.5㎜大の長石含む
外面：天井部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

ヘラ記号あり 4

0.5㎜大の長石含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

4

0.5㎜大の長石・石英含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

4

0.5㎜大の長石・石英含む
外面：天井部回転ヘラ削り→天井部～口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

4

0.5～１㎜大の長石・雲母含む
外面：底部ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部仕上げナデ｡

4

0.1～３㎜大の長石・チャート
含む

外面：脚部回転ナデ｡
内面：脚部回転ナデ｡ 杯部ナデ｡

4 42

0.5～1.5㎜大の石英含む
外面：体部叩き→口縁部回転ナデ｡
内面：体部当具痕→口縁部回転ナデ｡

4 43

0.5～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：頸部～口縁部回転ナデ｡
内面：頸部～口縁部回転ナデ｡

4

0.1～７㎜大の長石・チャート
やや多く含む

外面：体部下半回転ヘラ削り→体部上半～頸部回転ナデ｡
内面：底部ヘラナデ→体部ナデ→体部上半～頸部回転ナデ｡

4 43

0.1～３㎜大の長石・チャート・
石英含む

外面：底部～体部下半ヘラ削り→体部ハケ→口縁部指オサエ・横ナデ｡
内面：底部～体部ハケ→指オサエ→横ナデ｡

体部上半外面煤付着 4 43

0.1～６㎜大のチャート・長石・
クサリレキ・石英多く含む

外面：底部ヘラ削り→体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ヘラナデ→体部ハケ→口縁部横ナデ｡

外面被熱 4 43

１㎜大の長石含む
外面：底部指ナデ→体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ→口縁部横ナデ｡

4

7.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部～口縁部ハケ→ナデ｡
内面：体部ナデ・指オサエ→口縁部ナデ｡

4

0.5～2.5㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部～口縁部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部磨滅｡

5 44

４㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

5

５㎜以下のチャート､ １㎜以下
のクサリレキ・長石含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ→口縁部横ナデ｡

5 44

1.5㎜大の長石・チャート含む
外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

5

1.5㎜大の石英・長石・チャー
ト・雲母多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部～口縁部横ナデ｡

5 44

３㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部～頸部ハケ→体部ナデ｡
内面：体部ヘラナデ→頸部ハケ｡

5

0.5～１㎜大の長石・石英・チャー
ト多く含む

外面：体部ハケ→脚部横ナデ｡
内面：体部指オサエ→脚部横ナデ｡

5

0.5～３㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ→ヘラミガキ｡
内面：底部指ナデ→体部ハケ｡

体部下半穿孔(1.9c
m×2cm以上)

5 44

0.1～2.5㎜大のチャート・クサ
リレキ・長石多く含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

5

1.5㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部板ナデ→口縁部横ナデ｡

5

２㎜大の石英・長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

5
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観察表５
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

121 Ａ地区 第３面 ＳＫ09 弥 生 甕 15.80 14.10 3.30 口縁部1/7弱 にぶい橙

122 Ａ地区 第３面 ＳＫ09 弥 生 甕 31.40 29.80 37.20 21.00
口縁部～体部
1/9

黒褐～橙

123 Ａ地区 第３面 ＳＫ10 弥 生 高坏 14.30 3.85 脚部1/12 橙～淡赤橙

124 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 14.20 10.20 15.20 13.00 口縁部1/2 橙

125 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 13.55 11.10 19.50 11.10 口縁部4/5 にぶい橙

126 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 11.80 8.60 8.10 口縁部1/6 にぶい橙

127 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 19.40 12.70 29.55 7.05 39.40
口縁部2/3
頸部以下完存

橙～にぶい橙

128 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 16.10 11.70 5.40 口縁部2/5
浅黄橙～にぶ
い橙

129 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 16.40 11.70 4.95 口縁部1/3 にぶい橙

130 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 13.70 9.80 5.10 口頸部1/4
灰黄褐～にぶ
い黄橙

131 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 12.00 13.80 3.55 口縁部1/4
にぶい黄橙～
明黄褐

132 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 14.00 11.80 7.20 口縁部2/9
にぶい橙～灰
黄褐

133 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 17.40 5.60 10.80 底部完存
にぶい黄橙～
灰黄褐

134 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 26.60 6.00 15.20
底部完存
体部1/6

にぶい橙

135 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 18.85 5.00 17.30
体部1/2
底部完存

浅黄橙～灰白

136 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 9.50 8.35 17.20 4.85 19.80
口縁部
底部完存

浅黄橙

137 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 5.70 4.85 底部完存
灰黄～にぶい
黄橙

138 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 4.90 5.20 底部2/3
にぶい橙～褐
灰

139 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 6.75 2.80 底部完存
にぶい黄橙～
黄灰

140 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 4.40 2.70 底部完存 灰黄褐～橙

141 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 5.20 6.90 底部完存
にぶい黄橙～
黒褐

142 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 13.50 3.90 11.20
体部1/5
底部完存

にぶい橙

143 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 13.90 10.60
口縁部～頸部
1/8

にぶい橙～橙

144 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 12.90 9.30 17.70 5.35 27.90
口縁部1/3
体部～底部完存

にぶい橙～に
ぶい黄橙

145 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 15.90 10.10 15.10 口頸部1/2 橙～浅黄橙

146 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 9.70 19.00 15.90 頸部1/6 橙

147 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 12.00 9.05
口縁部～頸部
1/4

灰白

148 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 12.30 9.90 10.90 口縁部4/9 にぶい橙

149 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 7.50 頸部1/3 にぶい黄橙

150 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 11.80 9.25 11.40 口縁部3/4 灰白
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版
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1.5㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

5

２㎜以下の石英・チャート含む
外面：口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→ナデ→口縁部横ナデ｡

5

１㎜大のクサリレキ・長石含む
外面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡
内面：脚端部横ナデ｡

5

0.1～３㎜大の長石・石英・チャー
ト含む

外面：体部ナデ→ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：底部指オサエ→ヘラ削り→ハケ→口縁部横ナデ｡

5 44

0.1～５㎜大の長石・クサリレ
キ・チャート・石英含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部ハケ→ヘラ削り→口縁部指オサエ→横ナデ｡

5 44

１㎜大の長石・石英・チャート・
雲母含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

5

0.1～７㎜大の石英・長石・チャー
トやや多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ→ヘラミガキ→口頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ヘラナデ→体部ハケ→口縁部ヘラミガキ｡

6 44

2.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキやや多く含む

外面：体部～頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

6

0.5～１㎜大の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

6

１～２㎜大の長石・石英・クサ
リレキ含む

外面：口頸部ハケ→横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

6

１～４㎜大の石英・長石含む
外面：頸部ヘラミガキ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：頸部～口縁部ナデ→口縁部横ナデ｡

6

５㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキ含む

外面：体部～頸部叩き→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部ナデ→口縁端部横ナデ｡

6

0.1～４㎜大の長石・石英・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：底部ヘラナデ｡ 体部ハケ→ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ハケ｡

6

１～３㎜大の長石・チャート含
む

外面：底部ヘラナデ｡ 体部叩き→ハケ→ヘラミガキ｡
内面：体部中位ヘラ削り→体部下半ハケ→ナデ｡

6

１～４㎜大の石英・長石・チャー
ト非常に多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部下半指ナデ｡
内面：体部ハケ｡

6

４㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ→ナデ・ヘラミガキ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：底部～体部ナデ→口縁部横ナデ｡

底部に木の葉文 6 45

１～４㎜大の石英・クサリレキ
含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ・ナデ｡
内面：底部指オサエ→体部ハケ｡

6

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部指オサエ・ナデ→体部ハケ→ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ハケ｡

6

1.5㎜大の石英・クサリレキ含
む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ｡
内面：底部～体部ハケ｡

6

２㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキ含む

外面：底部ヘラミガキ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ハケ｡

6

4.5㎜以下のクサリレキ含む
外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ハケ→ナデ｡

6

２㎜以下の石英・チャート多く
含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ｡
内面：底部～体部ヘラ削り｡

6

７㎜以下のクサリレキ多く含む
外面：頸部～口縁部磨滅｡
内面：頸部ハケ｡ 口縁部磨滅｡

7

１～５㎜大のチャート・長石・
クサリレキ・石英含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ→ヘラミガキ→口頸部ヘラミガキ→口縁端部横ナデ｡
内面：底体部指ナデ・ヘラナデ→体部指オサエ・ナデ→口頸部ハケ→口縁端部横ナデ｡

7 45

１～3.5㎜大のチャート含む
外面：体部ナデ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

7

１㎜大の長石・チャート含む
外面：体部磨滅｡ 頸部ヘラミガキ｡
内面：体部ナデ・指オサエ→頸部磨滅｡

7

１㎜以下の石英・長石多く含む
外面：頸部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

7

6.5㎜以下の石英・チャート・
クサリレキ・長石やや多く含む

外面：頸部ヘラミガキ→口縁部指ナデ→横ナデ｡
内面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

7

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む｡

外面：頸部叩き→ハケ｡
内面：ハケ→ナデ｡

7 45

0.5～５㎜大の石英・長石・ク
サリレキ・チャート含む

外面：体部ナデ→口縁部ヘラミガキ→口縁端部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部指オサエ→口縁部ハケ→ナデ｡

7



― 282 ―

観察表６
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

151 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 12.30 9.25
口縁部～頸部
1/8

橙

152 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 11.05 7.80 15.80 4.50 23.80 ほぼ完存
にぶい橙～浅
黄橙

153 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 13.00 9.70 9.50 口縁部1/5 橙～浅黄橙

154 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 9.65 8.40 13.60 16.30 口縁部完存 橙～にぶい橙

155 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 10.30 8.35 13.55 14.15 口縁部2/3
にぶい橙～に
ぶい褐

156 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 11.50 9.50 14.60 5.90 15.10 ほぼ完存 にぶい橙

157 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 10.35 6.25 口縁部1/4
褐灰～にぶい
橙

158 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 10.30 9.30 12.40 15.10
口縁部～体部
1/4

にぶい橙～に
ぶい黄橙

159 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 10.80 6.80 口縁部2/7 橙

160 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 10.00 8.90 7.20 口縁部1/4 にぶい橙

161 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 9.80 6.15 口縁部1/4 橙～灰白

162 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 12.55 5.30 15.75
体部5/6
底部完存

橙～にぶい橙

163 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 11.70 10.05 14.50 4.20 25.20
口縁部完存
体部1/4

浅黄橙～にぶ
い橙

164 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 8.90 8.30 15.80 4.70 24.00
口縁部～体部
4/5・底部完存

橙～褐灰

165 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 10.40 9.00 16.20 20.60
口縁部完存
体部3/4

橙～灰白

166 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 10.60 8.20 9.50 口縁部4/5 橙～浅黄橙

167 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 12.75 10.30
口縁部ほぼ完
存

橙～にぶい橙

168 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 4.10 4.35 13.00 口頸部1/2
にぶい黄橙～
橙

169 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 壺 4.55 3.40 7.65 口縁部1/4 明赤褐～明褐

170 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 17.00 13.90 21.85 5.60 29.75
口縁部3/4
底部1/2

橙～褐灰

171 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 14.10 12.45 17.35 5.10 22.10
口縁部ほぼ完存
体部2/3・底部完存

褐灰～にぶい
橙

172 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 16.80 15.15 5.55 口縁部1/4弱
にぶい黄橙～
黄灰

173 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 17.20 15.60 7.00 口縁部1/5 にぶい橙

174 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 14.85 11.90 6.85
口縁部1/3
体部1/9

浅黄橙～灰白

175 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 15.40 13.80 5.10 口縁部1/5 灰黄褐

176 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 14.20 12.40 18.40 22.10 口縁部1/2弱
にぶい橙～に
ぶい褐

177 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 14.95 13.00 5.90 口縁部3/5 橙

178 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 13.70 10.90 5.50 口縁部1/3強 橙

179 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 12.30 11.30 16.00 14.65 口縁部2/3
橙～にぶい黄
橙

180 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.50 9.20 底部1/2強
明赤褐～にぶ
い黄橙
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2㎜以下の石英・クサリレキ多
く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ｡

7

１㎜以下の石英・チャート多く
含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ→口頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→体部上半ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

7 45

１㎜大の長石・チャート含む
外面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

7

0.1～７㎜大の長石・チャート・
石英やや多く含む

外面：体部～口縁部ハケ→体部下半ナデ・口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部～口縁部ハケ→口縁部ナデ｡

7 46

0.1～５㎜大の長石・チャート・
石英含む

外面：体部～口縁部ハケ→口縁部指オサエ→ナデ｡
内面：体部～頸部ハケ→口縁部ナデ｡

7 47

５㎜以下の長石・石英含む
外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

底部穿孔 (径６㎜) 7 46

0.5㎜大の長石・石英・チャー
ト含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

7

１㎜以下のクサリレキ・チャー
ト多く含む

外面：体部叩き→ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指ナデ→口縁部ハケ｡

7

３㎜以下の石英・チャート多く
含む

外面：口頸部磨滅｡
内面：口頸部指ナデ→口縁端部ナデ｡

7

２㎜以下のチャート・クサリレ
キ多く含む

外面：口縁部ハケ→ヘラミガキ｡
内面：口縁部磨滅｡

7

0.5㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

7

0.5～２㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：底部ナデ｡ 体部～頸部指オサエ・ナデ｡
内面：底部指オサエ→体部～頸部ナデ｡

外面被熱 7

0.5～1.5㎜大のチャート・長石・
石英・クサリレキわずかに含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

8 46

１～３㎜大のチャートやや多く
含む

外面：底部指オサエ｡ 体部～口縁部磨滅｡
内面：底部～頸部ハケ｡

8 47

１～３㎜大の長石・チャート・
石英多く含む

外面：体部叩き→ナデ→口頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

8 47

１～２㎜大の長石・チャート多
く含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部指オサエ・ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部指オサエ｡

8

１～６㎜大の長石・クサリレキ
含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部指ナデ→口縁部横ナデ｡

8 47

１～２㎜大の石英・チャート含
む

外面：口頸部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

8 48

0.5㎜大のチャート・長石・雲
母・角閃石含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

8 48

0.5～1.5㎜大のチャート・石英・
長石多く含む

外面：底部指ナデ｡ 体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

体部下半外面煤付着 8 48

0.5～1.5㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：底部～体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

8 48

１㎜以下の石英他を多量に含む
外面：体部叩き→ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

8

4.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部ハケ→横ナデ｡

8

0.5～2.5㎜大のチャート・長石・
クサリレキ含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

8

1.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキやや多く含む

外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

外面煤付着 8

0.1～５㎜大の長石・石英・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

体部外面中位煤付着 8 49

3.5㎜以下の石英・チャート・
長石・クサリレキ多く含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

口縁端部外面煤付着 8

2.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

口縁部外面煤付着 8

２㎜以下の石英等多量に含む
外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部上半ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

頸部～肩部外面煤付
着

8 49

４㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部磨滅｡
内面：底部～体部ヘラ削り→ナデ｡

8
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№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

181 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 22.70 20.60 27.60 11.70 口縁部1/6
にぶい黄橙～
黄灰

182 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.20 8.40 底部完存 橙

183 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 4.70 8.10 底部1/2弱
灰黄褐～にぶ
い黄橙

184 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.50 6.40 底部完存
にぶい橙～褐
灰

185 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.00 4.90 底部1/2
灰黄褐～にぶ
い黄橙

186 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 14.35 3.90 12.20
体部1/3
底部完存

にぶい黄橙～
淡黄

187 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.80 6.50 底部完存
にぶい褐～灰
黄褐

188 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 4.65 5.55 底部1/2 橙～褐灰

189 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 21.85 17.60 8.35 口縁部1/2 浅黄橙～灰白

190 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 13.85 11.95 20.20 4.50 26.60 口縁部1/3 浅黄橙～灰白

191 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 13.80 11.20 5.40 口縁部1/2
浅黄橙～にぶ
い黄橙

192 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 14.40 12.00 4.70 口縁部1/3 橙～浅黄橙

193 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 10.90 13.30 4.30 12.90
体部1/3
底部完存

にぶい黄褐～
明褐灰

194 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 17.45 14.90 23.85 18.45 口縁部1/4 橙～浅黄橙

195 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 14.10 11.30 17.60 3.70 21.65
口縁部ほぼ完存・
体部2/3・底部完存

灰白～黒褐

196 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 16.20 14.05 23.15 13.60 口縁部3/4 浅黄橙～灰

197 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 13.90 10.95 15.40 3.90 17.65
口縁部1/3
底部完存

灰褐～にぶい
橙

198 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 26.25 23.50 32.95 27.40
口縁部2/3
体部1/3

浅黄橙～にぶ
い橙

199 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 25.55 22.00 30.95 28.05 口縁部1/3 浅黄橙～褐灰

200 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 23.25 21.75 17.05
口縁部～体部
ほぼ完存

にぶい黄橙～
灰黄褐

201 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.30 9.10 底部2/3 にぶい橙

202 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 23.60 20.05 28.40 7.90 33.40
口縁部完存
底部1/4

浅黄橙～灰白

203 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 18.00 14.40 23.35 4.60 30.00
口縁部6/7
底部完存

灰白～褐灰

204 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 15.70 12.15 19.90 17.00 口縁部4/5
にぶい黄橙～
褐灰

205 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 15.90 12.90 14.80 8.70 口縁部1/5
にぶい橙～浅
黄橙

206 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.50 5.80 底部完存 橙

207 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.15 5.25 底部完存
にぶい黄橙～
灰黄褐

208 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 4.90 3.20 底部完存
灰褐～にぶい
褐

209 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 17.50 14.70 24.85 5.60 30.20 ７/8 橙～褐灰

210 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 15.35 12.00 5.35 口縁部1/8 にぶい橙
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４㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラナデ→口縁部横ナデ｡

9

３㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキやや多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ→ナデ｡
内面：底部～体部ヘラ削り→ナデ｡

外面煤付着 9 49

８㎜以下のチャート・クサリレ
キやや多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部磨滅｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り→ナデ｡

9

2㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ｡
内面：底部～体部ヘラ削り｡

9

１㎜大の長石・石英やや多く含
む

外面：底部～体部ハケ｡
内面：底部～体部ヘラ削り→ナデ｡

9

６㎜以下の石英・クサリレキ多
量に含む

外面：底部ナデ｡ 体部叩き｡
内面：底部～体部ヘラ削り｡

9

２㎜以下のチャート・クサリレ
キ多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部叩き｡
内面：底部～体部ヘラ削り｡

9

２㎜以下の石英やや多く含む
外面：底部叩き→ナデ｡ 体部叩き→ナデ｡
内面：底部～体部ヘラ削り→ナデ｡

9

0.5㎜～２㎜大のチャート・石
英・長石・クサリレキ多く含む

外面：体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

9

１～３㎜大の石英・長石多く含
む

外面：底部ナデ→体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

体部下半外面煤付着 9 49

１～３㎜大の長石・チャート・
石英・クサリレキ多く含む

外面：体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

9

２㎜以下のチャート・石英多く
含む

外面：体部叩き→ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部ハケ→横ナデ｡

9

0.1～７㎜大の長石・チャート・
石英多く含む

外面：底部～体部指オサエ・ナデ→体部叩き→ハケ｡
内面：底部～体部ヘラ削り→ナデ｡

体部中位以下煤付着・
底部被熱

9

0.5～４㎜大の石英・チャート・
長石・クサリレキ多く含む

外面：体部叩き→ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

体部下半煤付着 9 49

0.5～１㎜大の石英・長石含む
外面：底部ナデ｡ 体部叩き→ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

体部中位煤付着 9 50

0.5～５㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：体部叩き→ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

9

0.5～１㎜大の石英・長石含む
外面：底部ナデ→体部叩き→ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ハケ→体部ナデ→口縁部横ナデ｡

9 50

0.5～1.5㎜大のチャート・長石
含む

外面：体部叩き→肩部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

体部下半外面煤付着 10 50

0.5～1.5㎜大の長石・チャート・
石英含む

外面：体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

体部下半外面煤付着 10

１～３㎜大の長石・チャート多
く含む

外面：体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

口縁部～体部上半煤
付着

10 50

１㎜大の長石・チャートわずか
に含む

外面：体部叩き→ヘラ削り｡
内面：底部ナデ→体部ハケ｡

外面煤付着 10

0.1～４㎜大の長石・チャート・
クサリレキ・石英含む

外面：底部ナデ｡ 体部～口縁部叩き→体部上半ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部ハケ→横ナデ｡

10 50

0.5～1.5㎜大の石英・チャート・
長石・クサリレキ含む

外面：体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

体部外面下半煤付着 10 51

0.5～１㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部叩き→下半ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

体部下半外面煤付着 10 50

５㎜以下のクサリレキ含む
外面：体部叩き→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

外面中位煤付着 10

７㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキわずかに含む

外面：底部ナデ→体部叩き→ナデ｡
内面：底部～体部ハケ→ナデ｡

11

１㎜以下の砂粒多く含む
外面：底部ナデ｡ 体部叩き｡
内面：底部～体部ハケ→ナデ｡

内面煤付着 11

１㎜以下の長石・チャート・石
英多く含む

外面：体部叩き→ナデ｡
内面：底部～体部ハケ｡

底部木の葉文 11

0.5～1.5㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部叩き→ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部ナデ→口縁部横ナデ｡

体部下半煤付着 11 51

0.5～１㎜大の長石・石英・チャー
ト含む

外面：体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

口縁部外面煤付着 11
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№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

211 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 15.50 12.60 4.55 口縁部1/4 橙～浅黄橙

212 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 13.30 11.20 15.85 10.50
口縁部1/5
体部1/7

にぶい橙～褐
灰

213 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 16.95 13.70 23.95 5.40 31.90 1/2
にぶい黄橙～
淡赤橙

214 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 15.00 20.85 12.30
頸部～体部
1/4

黄褐～にぶい
黄褐

215 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 13.40 4.00 14.40
体部1/5
底部3/4

灰黄褐～暗灰

216 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 13.40 11.10 5.40 口縁部1/2弱
橙～にぶい黄
橙

217 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 14.70 4.20 11.45 底部完存
にぶい黄橙～
にぶい橙

218 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 16.90 14.10 10.95
口縁部1/3
体部1/6

灰白

219 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 13.80 11.60 19.20 15.45
口縁部3/4
体部1/4

浅黄橙～灰黄
褐

220 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 17.60 13.90 7.40 口縁部1/8
淡赤橙～明褐
灰

221 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 18.55 15.80 5.80 口縁部1/5 褐灰～灰白

222 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 14.80 11.20 6.30 口縁部1/3
にぶい黄橙～
浅黄橙

223 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 11.60 8.30 12.90 11.40
口縁部1/3
体部1/5

赤褐～暗赤褐

224 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 12.80 11.00 6.55
口頸部ほぼ完
存

浅黄橙

225 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 13.70 12.00 12.60 6.65 口縁部1/6 橙～にぶい橙

226 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 6.55 2.90 底部完存 にぶい橙

227 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.10 3.15 底部ほぼ完存 橙

228 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.00 3.90 底部完存
にぶい黄橙～
灰白

229 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 5.20 7.00 底部完存
にぶい橙～浅
黄橙

230 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 4.90 6.95 底部完存
橙～にぶい黄
橙

231 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 甕 3.60 6.85 底部完存
褐灰～にぶい
黄橙

232 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 20.50 17.85 4.05 10.30
口縁部～体部
3/7・底部完存

にぶい黄橙～
黄灰

233 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 18.65 15.70 16.40 11.95
口縁部1/8
体部1/5

褐灰～明褐灰

234 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 22.80 19.00 20.45 9.70 口縁部1/4
にぶい橙～に
ぶい褐

235 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 19.00 15.60 16.70 8.30 口縁部1/7 橙～にぶい橙

236 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 18.90 4.90 9.10
口縁部1/4
底部完存

橙～灰白

237 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 14.65 3.40 7.55
口縁部～体部
3/5・底部完存

にぶい黄橙～
明赤褐

238 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 13.75 3.50 7.60 底部完存 にぶい黄橙

239 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 10.55 3.55 7.00
口縁部～体部
1/6・底部完存

橙～灰褐

240 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 17.35 3.95 13.10
口縁部1/3
底部完存

浅黄橙～にぶ
い黄橙
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１㎜以下のクサリレキ多く含む
外面：体部叩き｡ 口縁部磨滅｡
内面：体部～口縁部磨滅｡

11

0.5～１㎜大のチャート・長石
含む

外面：体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

体部外面下半煤付着 11

１㎜以下のクサリレキ・チャー
ト多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

体部下半外面煤付着 11 51

0.1～４㎜大の長石・雲母・角
閃石やや多く含む

外面：体部叩き→頸部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 頸部横ナデ｡

体部外面煤付着
搬入品

11

１～1.5㎜大の長石含む
外面：底部ナデ→体部叩き｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ｡

体部外面中位煤付着 11

0.1～2.5㎜大の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ→ナデ→口縁部横ナデ｡

口縁部外面煤付着 11

４㎜以下の石英・チャート・長
石・クサリレキ多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部叩き→ナデ｡
内面：底部～体部板ナデ→ナデ｡

11

0.5～３㎜大のチャート・長石
含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部指ナデ→口縁部横ナデ｡

11

４㎜以下の石英・チャート多量
に含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

11

0.5～１㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部ハケ→横ナデ｡

11

0.5㎜大の長石・石英・チャー
ト含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

11

１～2.5㎜大のチャート・クサ
リレキやや多く含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部ナデ→口縁部横ナデ｡

11

0.5～１㎜大のチャート・長石
含む

外面：体部板ナデ→口縁部指ナデ→横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

11 51

２㎜以下の石英・チャート・長
石・クサリレキやや多く含む

外面：体部～口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラナデ→口縁部横ナデ｡

11

3.5㎜以下の石英・チャート・
長石・クサリレキ多く含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

12

0.5～２㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：底部ナデ→体部ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ→ナデ｡

12

0.5～１㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：磨滅｡
内面：底部～体部ヘラ削り｡

底部穿孔 (径９㎜) 12

２㎜以下のチャート・石英多く
含む

外面：底部ナデ｡ 体部叩き｡
内面：底部～体部ヘラ削り｡

底部穿孔 (径５㎜) 12

0.5～２㎜大のチャート・長石・
石英・クサリレキ含む

外面：底部～体部ナデ｡
内面：底部指オサエ→体部ナデ｡

12

１㎜以下のクサリレキ・長石多
く含む

外面：底部ナデ｡ 体部叩き｡
内面：底部～体部ヘラ削り→ナデ｡

底部穿孔径１㎝ 12

１～1.5㎜大の長石・クサリレ
キ含む

外面：底部指ナデ｡ 体部磨滅｡
内面：底部指オサエ→体部ハケ｡

底部穿孔 (径５㎜) 12

2.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

12 51

0.5㎜大のチャート・長石・石
英含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

体部外面下半煤付着 12

0.5～１㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

体部～口縁部外面煤
付着

12

0.1～４㎜大の長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

12

0.5～３㎜大の石英・チャート・
長石・クサリレキやや多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部～口縁部ハケ→口縁端部横ナデ｡
内面：体部ハケ｡

底部穿孔 (径7.5㎜) 12 51

４㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：底部指オサエ→ナデ｡ 体部指オサエ→口縁部横ナデ→体部～口縁部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ→体部～口縁部ヘラミガキ｡

12 52

0.1～2.5㎜大の長石・チャート・
クサリレキやや多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部～口縁部叩き→ナデ｡
内面：底部～口縁部ナデ｡

12 52

１～２㎜大の長石・チャート多
く含む

外面：底部ナデ｡ 体部～口縁部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：底部指オサエ→体部～口縁部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

12 52

１㎜以下のクサリレキ含む
外面：底部ナデ｡ 体部下半横ナデ｡ 体部中位以上ナデ｡
内面：底部～口縁部ハケ｡

12
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観察表９
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

241 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 15.10 12.10
口縁部～体部
2/3

橙～褐灰

242 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 12.00 4.10 6.55
口縁部1/2強
底部2/3

にぶい橙～浅
黄橙

243 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 11.00 9.20 10.10 7.50
口縁部1/7
体部1/4

にぶい橙～橙

244 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 鉢 9.35 4.70 8.40
口縁部1/2強
底部完存

にぶい橙～に
ぶい黄橙

245 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 蓋 14.80 5.00 1/2強 橙～褐灰

246 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 31.75 5.00 口縁部1/4弱 褐灰～灰黄褐

247 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 19.60 3.60 9.50 口縁部3/4
浅黄橙～灰黄
褐

248 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 4.10 4.90 8.50 筒部完存 浅黄橙

249 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 3.30 脚部わずか にぶい橙

250 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 17.80 12.95 脚部4/5 橙～にぶい橙

251 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 29.40 4.50 口縁部1/12
にぶい黄橙～
橙

252 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 28.60 4.70 口縁部1/8
にぶい黄橙～
にぶい橙

253 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 30.30 4.40 18.90 19.65
口縁部わずか
体部以下1/2

橙

254 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 27.40 3.10 口縁部1/10 浅黄橙～橙

255 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 26.50 3.95 口縁部1/9
灰黄褐～にぶ
い黄橙

256 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 29.10 4.30 16.20
口縁部1/5
脚部1/2

浅黄～にぶい
橙

257 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 36.45 4.20 21.20
口縁部1/6
脚部1/2

橙～浅黄橙

258 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 35.00 4.70 16.40 21.90 ほぼ完存 浅黄橙

259 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 12.25 9.05 底部1/3 橙

260 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 15.65 5.85 脚部1/4 灰褐～褐灰

261 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 21.95 4.00 口縁部1/6 にぶい橙～橙

262 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 高坏 22.30 4.30 14.80 17.30
口縁部1/2弱
脚部1/2強

橙～浅黄橙

263 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 器台 12.45 筒部1/4 浅黄橙～灰白

264 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 器台 10.50 筒部完存
浅黄橙～にぶ
い黄橙

265 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 器台 31.20 15.00 31.70 29.40
口縁部ほぼ完
存・底部1/3

にぶい橙～褐
灰

266 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 器台 22.10 2.40 口縁部1/8
にぶい橙～灰
黄褐

267 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 器台 25.20 6.10 底部1/8 灰白

268 Ａ地区 第３面 ＳＤ08 弥 生 器台 27.00 3.60 脚部1/3 浅黄橙～灰白

269 Ａ地区 第３面 ＳＤ09 弥 生 壺 19.50 9.30 9.30 口縁部1/2強
にぶい黄橙～
灰黄褐

270 Ａ地区 第３面 ＳＤ09 弥 生 壺 8.00 7.15 底部完存
にぶい黄橙～
褐灰
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胎 土 調 整 備 考 図
版
写真
図版

１～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部叩き→ナデ→口縁部指オサエ・ナデ｡
内面：体部指ナデ→口縁部指オサエ｡

12 52

0.1～３㎜大の石英・長石・チャー
ト・クサリレキやや多く含む

外面：体部～口縁部叩き→底部～体部指オサエ・ナデ→体部～口縁部ナデ｡
内面：底部～体部ハケ→口縁部ナデ｡

12 52

１㎜以下の長石・チャートわず
かに含む

外面：体部ナデ→口縁部指オサエ→ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部指オサエ→ナデ｡

12

0.1～３㎜大の長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：底部ヘラ切り→ナデ｡ 体部～口縁部指オサエ→ナデ｡
内面：底部指オサエ→体部指ナデ→口縁部横ナデ｡

12 52

１～３㎜大の雲母含む
外面：つまみ指オサエ→体部～口縁部ヘラミガキ→口縁端部横ナデ｡
内面：天井部指オサエ→体部～口縁部ヘラミガキ｡

つまみ径3.6㎝ 12 53

0.1～５㎜大の長石・チャート・
クサリレキやや多く含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

12

３㎜以下のチャート・石英・長
石・クサリレキやや多く含む

外面：脚部ヘラ削り｡ 坏部横ナデ→ヘラミガキ｡
内面：脚部ヘラ削り→ナデ｡ 坏部ヘラミガキ｡

12 53

１㎜以下の長石・石英・チャー
ト・雲母含む

外面：筒部ヘラミガキ｡
内面：筒部ナデ｡

12 53

1.5㎜以下の長石､ 微細な石英
含む

外面：脚部ヘラミガキ｡
内面：脚部磨滅｡

12

0.5～１㎜大の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：脚部ヘラミガキ→端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ｡

12 53

１㎜以下のチャート・クサリレ
キ・雲母多く含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部ヘラミガキ｡

13

0.1～2.5㎜大のクサリレキ・チャー
ト・長石含む

外面：口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部指オサエ→ナデ｡

13

１～２㎜大の長石・石英含む
外面：脚部～坏体部ヘラミガキ｡
内面：脚部ナデ｡ 坏部ヘラミガキ｡

13 53

１㎜以下の長石・石英・クサリ
レキ多く含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

13

１㎜以下の長石・石英多く含む
外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部磨滅｡

13

2.5㎜以下の石英・長石・チャー
トやや多く含む

外面：脚部～口縁部ヘラミガキ→口縁端部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り｡ 体部～口縁部ナデ→口縁部横ナデ｡

13

１～４㎜大の長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：脚部ヘラミガキ｡ 体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

13 53

１～２㎜大の長石・チャート含
む

外面：脚部ハケ→ヘラミガキ→坏部ヘラミガキ→口縁端部横ナデ｡
内面：脚部ハケ→ナデ｡ 坏部ハケ→ヘラミガキ｡

13 54

0.1～４㎜大の長石・チャート・
クサリレキ多く含む

外面：脚部ハケ→ヘラミガキ｡
内面：脚部ヘラ削り｡

13 54

0.5～２㎜大の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：脚部磨滅｡ 脚端部横ナデ｡
内面：脚部磨滅｡ 脚端部横ナデ｡

13

0.5～３㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

13

0.1～４㎜大の長石・チャート・
クサリレキ・石英含む

外面：脚部ハケ→ヘラミガキ｡ 坏部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡ 坏部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

透し径1.20㎝ 13 54

１㎜以下のクサリレキわずかに
含む

外面：筒部ナデ｡ 裾部ヘラミガキ｡
内面：筒部ヘラ削り｡ 裾部ナデ｡

13

１㎜以下のチャート・クサリレ
キ多く含む

外面：筒部ヘラミガキ｡
内面：筒部ハケ→ナデ｡

13

４㎜以下のチャート・クサリレ
キ・長石・石英やや多く含む

外面：筒部～口縁部ハケ→筒部下半ヘラミガキ・口縁部ヘラナデ｡
内面：底部ハケ→筒部指オサエ・ナデ→口縁部ヘラミガキ｡

14 54

１㎜以下のクサリレキ・雲母多
く含む

外面：口縁部ハケ→口縁端部横ナデ｡
内面：口縁部ハケ→ヘラミガキ｡

14

0.5㎜大の長石・チャート､ １
～２㎜大の雲母含む

外面：筒部ヘラミガキ→底部横ナデ｡
内面：筒部ヘラ削り→ヘラミガキ→底部横ナデ｡

14

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

14

0.1～５㎜大のクサリレキ・長
石・チャート・石英多く含む

外面：口頸部ヘラミガキ→口縁端部横ナデ｡
内面：口頸部ナデ→口縁端部横ナデ｡

14 54

0.5～３㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ→底部～体部ナデ｡

14
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観察表10
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

271 Ａ地区 第３面 ＳＤ09 弥 生 壺 11.00 13.25 底部2/3弱
灰黄褐～にぶ
い黄橙

272 Ａ地区 第３面 ＳＤ09 弥 生 壺 36.00 11.80 体部わずか 橙

273 Ａ地区 第３面 ＳＤ09 弥 生 甕 26.60 25.60 8.30 口縁部1/4強
にぶい橙～明
褐灰

274 Ａ地区 第３面 ＳＤ09 弥 生 甕 28.80 27.20 5.40 口縁部1/12 褐灰～灰黄褐

275 Ａ地区 第３面 ＳＤ09 弥 生 鉢 10.00 5.30 口縁部1/5 にぶい褐

276 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 壺 11.80 3.10 口縁部1/3
灰白～にぶい
黄橙

277 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 壺 18.60 10.20 8.00 口縁部1/4 灰黄褐～橙

278 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 壺 16.90 4.10 口縁部1/3 灰白

279 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 壺 17.80 7.50 頸部1/4 橙

280 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 壺 11.00 6.30 底部1/5
褐灰～にぶい
橙

281 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 壺 16.70 7.60 台部1/2
にぶい橙～褐
灰

282 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 高坏 38.00 4.90 口縁部わずか 浅黄橙～褐

283 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 壺 18.00 21.40 4.20 口縁部1/9
にぶい黄橙～
褐灰

284 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 甕 4.35 4.20 底部完存
にぶい黄褐～
にぶい橙

285 Ａ地区 第３面 ＳＤ11 弥 生 甕 3.00 3.60 底部1/4 灰白～暗灰

286 Ａ地区 第３面 ＳＤ12 弥 生 壺 21.00 10.55
口縁部1/5
頸部1/4

にぶい黄橙～
灰白

287 Ａ地区 第３面 ＳＤ12 弥 生 壺 6.20 体部わずか 橙

288 Ａ地区 第３面 ＳＤ12 弥 生 壺 5.20 体部わずか
にぶい橙～灰
白

289 Ａ地区 第３面 ＳＤ12 弥 生 甕 30.20 12.40 口縁部1/5
にぶい橙～灰
褐

290 Ａ地区 第３面 ＳＤ12 弥 生 甕 24.30 21.80 17.35 口縁部1/12
にぶい黄橙～
浅黄橙

291 Ａ地区 第３面 ＳＤ13 弥 生 甕 27.70 25.20 3.60 口縁部1/8 灰白

292 Ａ地区 第３面 ＳＤ13 弥 生 甕 4.20 8.60
体部1/4
底部1/3

褐灰～灰黄褐

293 Ａ地区 第３面 ＳＤ13 弥 生 甕 6.00 2.55 底部1/4 灰白～褐灰

294 Ａ地区 第３面 ＳＤ13 弥 生 高坏 10.60 4.00 脚部1/4 浅黄橙～灰白

295 Ａ地区 第３面 ＳＤ14 弥 生 壺 23.30 2.60 口縁部1/6 橙～浅黄橙

296 Ａ地区 第３面 ＳＤ14 弥 生 壺 14.40 6.90 口縁部1/2弱 橙～浅黄橙

297 Ａ地区 第３面 ＳＤ14 弥 生 甕 14.30 12.20 4.00 口縁部1/6弱
浅黄橙～灰黄
褐

298 Ａ地区 第３面 ＳＤ14 弥 生 甕 5.70 7.10 底部1/4 橙～黄灰

299 Ａ地区 第３面 ＳＤ14 弥 生 高坏 10.10 2.30 脚部1/4 橙～灰

300 Ａ地区 第３面 ＳＤ14 弥 生 高坏 38.30 13.10
口縁部～体部
1/6

浅黄橙～黄橙
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４㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキ多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ→ナデ｡
内面：底部指ナデ→体部ナデ｡

14

0.1～３㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ｡

14

３㎜以下のチャート・石英・長
石多量に含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

14 55

0.5～２㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：体部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

14

2.5㎜以下の石英・長石・クサ
リレキ含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラナデ→口縁部横ナデ｡

14 55

0.1～2.5㎜大の長石・チャート・
クサリレキ・石英多く含む

外面：頸部ハケ→口頸部横ナデ｡
内面：口頸部横ナデ｡

14 55

0.1～２㎜大の長石・クサリレ
キ・チャート含む

外面：頸部～口縁部横ナデ｡
内面：頸部指オサエ→口頸部横ナデ｡

14

0.5～２㎜大の石英・チャート
含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

14

0.1～４㎜大の長石・チャート・
石英やや多く含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ→体部上部ヘラ削り→頸部横ナデ｡

14 55

0.5～２㎜大の石英・長石含む
外面：磨滅｡
内面：底部～体部ナデ｡

15

１㎜大の石英・クサリレキ多く
含む

外面：体部ナデ｡
内面：磨滅｡

15 55

0.5～１㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

15

0.1～４㎜大の石英・雲母・チャー
ト含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

15

0.5㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：磨滅｡
内面：底部～体部指オサエ→ナデ｡

底部穿孔 (径４㎜) 15

0.5㎜大の石英・長石含む
外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部指オサエ→ナデ｡

15

0.5～３㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：頸部ナデ→口縁端部横ナデ｡
内面：頸部ナデ｡

15

0.5～３㎜大のチャート・石英・
長石非常に多く含む

外面：体部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ｡

15 55

0.5～２㎜大の石英・チャート・
長石多く含む

外面：体部横ナデ｡
内面：体部指オサエ｡

15

0.5～３㎜大の石英・チャート・
長石多く含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

15 55

0.5～２㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部ナデ｡
内面：体部指オサエ→口縁部ナデ｡

15

0.5㎜大の石英・チャート含む
外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

15

0.5～１㎜大のチャート・石英・
長石

外面：底部ナデ｡ 体部下半ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ヘラ削り｡

15

0.5～３㎜大の石粒含む
外面：体部ナデ｡
内面：底部～体部ナデ｡

15

0.5～１㎜大の石英・チャート・
長石多く含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

15

１～４㎜大の石英・チャート多
く含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部ヘラナデ→端部横ナデ｡

15

１～1.5㎜大の石英・チャート
多く含む

外面：口頸部横ナデ→頸部凹線｡
内面：口頸部横ナデ｡

15 55

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

15

１㎜大の石英・長石・チャート・
雲母多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部指オサエ→体部ナデ｡

15

１～1.5㎜大の長石・石英含む
外面：脚端部横ナデ｡
内面：脚端部ヘラ削り｡

15

１～２㎜大のクサリレキ・チャー
ト・長石多く含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

15 55
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観察表11
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

301 Ａ地区 第３面 ＳＤ15 弥 生 壺 10.15 10.10 6.60 口縁部1/5 灰白～浅黄橙

302 Ａ地区 第３面 ＳＤ15 弥 生 高坏 12.90 11.10 脚部1/4 橙～にぶい橙

303 Ａ地区 第３面 ＳＤ16 弥 生 壺 16.00 11.20 4.10 口縁部1/4 灰白

304 Ａ地区 第３面 ＳＤ16 弥 生 甕 8.10 5.25 底部ほぼ完存
にぶい黄橙～
灰黄

305 Ａ地区 第３面 ＳＤ17 弥 生 壺 20.45 8.80 12.20
体部1/5
脚部完存

灰白～褐灰

306 Ａ地区 第３面 ＳＤ18 弥 生 壺 11.20 14.60 5.60
口縁部～体部
1/5

浅黄橙～橙

307 Ａ地区 第３面 ＳＤ18 弥 生 壺 6.10 体部わずか
浅黄橙～にぶ
い橙

308 Ａ地区 第３面 ＳＤ18 弥 生 壺 10.40 5.15 底部1/4強
にぶい黄橙～
褐灰

309 Ａ地区 第３面 ＳＤ18 弥 生 甕 13.90 5.00 底部1/3弱 浅黄橙～褐灰

310 Ａ地区 第３面 ＳＤ21 弥 生 壺 6.00 7.15 底部1/8
にぶい黄橙～
橙

311 Ａ地区 第３面 ＳＤ21 弥 生 甕 5.35 3.00 底部1/3
にぶい橙～に
ぶい黄褐

312 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 34.60 5.40 口縁部わずか 灰白～浅黄橙

313 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 32.00 10.70 口縁部1/4強 橙～浅黄橙

314 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 15.50 3.30 口縁部1/7
にぶい黄橙～
灰黄褐

315 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 鉢 5.10 口縁部わずか にぶい橙

316 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.10 体部わずか
にぶい橙～に
ぶい黄橙

317 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.80 体部わずか にぶい黄橙

318 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.30 体部わずか
にぶい黄橙～
灰黄

319 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.40 体部わずか 浅黄橙

320 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 24.80 23.80 24.80 9.50 口縁部1/18 にぶい黄橙

321 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 34.10 36.20 6.10 口縁部わずか 浅黄橙

322 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 33.60 31.90 6.70 口縁部1/10 浅黄橙

323 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 18.00 4.50 口縁部1/12
にぶい橙～に
ぶい黄橙

324 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 18.90 20.30 17.00 口縁部1/7
にぶい黄橙～
にぶい橙

325 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 19.40 18.00 6.00 口縁部1/12
にぶい黄橙～
褐灰

326 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 13.10 13.00 3.65 口縁部1/12 灰黄褐

327 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 9.80 12.50 底部2/3 褐灰～淡赤橙

328 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 10.80 9.60 底部完存 にぶい橙

329 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 5.10 5.20 底部1/2弱
にぶい黄橙～
灰白

330 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 5.80 5.25 底部完存 灰褐
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版
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図版

0.5㎜以下の石英含む
外面：口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

15

4.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡

16

微細な石英・クサリレキ多く含
む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

16

１㎜以下の砂粒を多量に含む
外面：底部ナデ｡ 体部ハケ｡
内面：底部指オサエ→体部ヘラ削り｡

16

0.5～３㎜大のチャート・石英・
長石含む

外面：脚部～体部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部横ナデ｡ 体部ハケ｡

16

１～1.5㎜大の石英・長石含む
外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部磨滅｡

16 56

１㎜大の石粒含む
外面：体部ハケ→ナデ｡
内面：ナデ｡

16

１～３㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：底部磨滅｡ 体部ナデ｡
内面：底部～体部ナデ｡

16

１㎜大の石英・長石含む
外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ→体部ナデ｡

16

１～1.5㎜大のチャート含む
外面：体部磨滅｡
内面：体部ナデ｡

16

微細な石粒多量に含む
外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

16

３㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキ非常に多く含む

外面：口縁部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：口縁部ナデ｡

16

３㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部ヘラミガキ｡
内面：口頸部ナデ｡

16 56

3.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：口縁部ナデ｡
内面：口縁部ナデ｡

16

３㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキやや多く含む

外面：口縁部指オサエ→ナデ｡
内面：口縁部ナデ｡

16

3.5㎜以下のチャートやや多く
含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

16

４㎜大の石英・長石・チャート
多く含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

16 56

2.5㎜以下のチャート・石英・
長石・クサリレキわずかに含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

16

４㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ非常に多く含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

16

４㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

16

４㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキ多く含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部ナデ｡

16

３㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキ多く含む

外面：体部～口縁部横ナデ｡
内面：体部板ナデ→ナデ→口縁部横ナデ｡

16 56

３㎜以下の長石・チャート・ク
サリレキ多く含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部ナデ｡

16 56

2.5㎜以下の石英・チャート・
長石・クサリレキ含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部ナデ｡

16

2.5㎜以下のチャート・クサリ
レキわずかに含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

17

1.5㎜以下のチャートわずかに
含む

外面：体部～口縁部ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

17 56

0.5～４㎜大のチャート・長石・
石英・クサリレキ多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→体部ナデ｡

体部外面煤付着 17 56

0.5～４㎜大のチャート・長石・
石英・クサリレキ多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部磨滅｡
内面：底部指オサエ・ナデ→体部ナデ｡

17 56

0.1～５㎜大の長石・クサリレキ・
チャート・石英やや多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ→体部ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ→体部板ナデ｡

17

0.1～４㎜大のクサリレキ・チャー
ト・石英・長石多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ→体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ｡

17
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331 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 7.85 9.20 底部1/4
浅黄橙～にぶ
い黄橙

332 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 6.80 5.65 底部1/2
にぶい黄橙～
灰黄褐

333 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 5.90 6.10 底部1/2弱 灰黄褐

334 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 33.00 10.80 口縁部1/4
にぶい橙～浅
黄橙

335 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 22.60 2.10 口縁部1/10 にぶい褐

336 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 22.60 3.25 口縁部1/4 にぶい橙

337 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 21.60 16.20 6.40 口縁部1/6 灰黄褐

338 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 21.55 12.20 7.80 口縁部1/3 浅黄橙～灰白

339 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 19.80 10.80 7.30 口縁部1/6
にぶい橙～浅
黄橙

340 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 18.20 8.60 5.10 口縁部1/6 橙

341 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.90 10.10 5.60 口縁部1/2弱 灰白

342 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.80 10.20 6.65 口縁部1/4弱 灰白

343 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 13.10 2.60 口縁部1/6弱
灰黄褐～にぶ
い黄橙

344 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 16.50 8.60 8.10
口縁部1/4
頸部完存

橙

345 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 22.40 13.80 6.80 口縁部1/6 橙

346 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.80 11.00 6.45 口縁部1/4
にぶい橙～浅
黄橙

347 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.60 6.70 口頸部1/4 橙

348 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 12.80 9.00 24.80 21.20 口縁部1/8 浅黄橙

349 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 23.20 15.45 6.60 口縁部1/3強 橙～灰白

350 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.65 12.50 8.65 口縁部2/3
にぶい橙～浅
黄橙

351 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.60 4.20 口縁部1/4 浅黄橙

352 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 23.80 2.75 口縁部わずか 黄灰～灰白

353 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 21.60 12.90 6.10 口縁部1/3 にぶい黄橙

354 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 22.00 13.30 8.30 口縁部1/4 橙～浅黄橙

355 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 22.15 13.70 8.00 口縁部1/2 浅黄橙

356 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.00 14.60 7.10 口縁部1/5 橙

357 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 18.80 11.20 6.95 口縁部1/4 にぶい橙～橙

358 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.80 12.00 5.70 口縁部1/4 橙

359 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 16.85 8.80 6.95
口縁部ほぼ完
存

橙

360 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 21.20 7.10
口縁部1/12
頸部1/5

灰白～橙
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0.1～４㎜大のチャート・クサリ
レキ・石英・長石やや多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ヘラナデ→体部ナデ｡

17

0.1～５㎜大の長石・チャート
多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部指オサエ→ナデ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→体部ナデ｡

17

0.1～４㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：底部～体部ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ｡

17

0.5～１㎜大のチャート・長石・
石英・クサリレキ含む

外面：頸部ハケ→口縁部ナデ｡
内面：頸部指オサエ・ナデ→口縁部ハケ→横ナデ｡

17 57

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

円形浮文径 (８㎜～
１㎝)

17 57

微細な石英・長石多量に含む
外面：頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

17

１㎜以下の長石・石英・チャー
ト・雲母含む

外面：頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

17 57

0.5～１㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

17 57

１㎜以下の石英・長石多量に含
む

外面：体部～頸部ハケ→頸部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：磨滅｡

17

１～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

17

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

浮文径 (端面１cm・
内端面８㎜)

17

１㎜以下の石英・長石・クサリ
レキ多く含む

外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ｡ 頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

17

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

17

１㎜以下のチャート・石英多量
に含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

17 57

１～1.5㎜大の長石・チャート・
石英多く含む

外面：頸部ハケ→ヘラナデ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部ヘラミガキ｡

18

１㎜大の長石・石英・チャート
多く含む

外面：頸部ハケ→ヘラナデ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

18

1㎜以下の石英・チャート多く
含む

外面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

18

微細な石粒わずかに含む
外面：体部ヘラミガキ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→肩部横ナデ→頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

18 57

0.1～２㎜大の長石・チャート・
クサリレキやや多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径 (８㎜) 18

0.5～１㎜大の石英・チャート・
長石・クサリレキ含む

外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部指オサエ→口頸部横ナデ｡

18 57

１～２㎜大の石英・チャート・
長石・クサリレキ多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

18

１㎜大の石英・長石・チャート
多量に含む

外面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

搬入品 円形浮文径８㎜
～１cm・竹管文径1.10cm

18 58

１㎜大の長石・チャート・石英・
軟岩含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部ヘラミガキ｡

18

１㎜以下の石英・チャート多量
に含む

外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

18 58

0.5～1.5㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

18 58

１㎜以下の長石・石英・雲母・
チャート多く含む

外面：頸部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部ヘラミガキ｡

円形浮文径９㎜～
１㎝

18

１㎜以下の石英・長石・雲母多
量に含む

外面：体部ハケ→頸部～口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

18

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部ヘラミガキ｡

18

１㎜以下の石英・チャート多く
含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

円形浮文径８㎜ 18

１㎜以下の石英・チャート・長
石多量に含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

18
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観察表13
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

361 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 21.50 5.45 口縁部1/4 浅黄橙

362 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.75 5.10 口縁部5/6 浅黄橙

363 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 16.70 5.75 口縁部1/6 橙～淡橙

364 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.90 7.10 口縁部1/4 浅黄橙～橙

365 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.80 5.95 口頸部1/4 浅黄橙～黄灰

366 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.06 14.90 8.10 口縁部1/2弱
灰褐～にぶい
橙

367 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 18.80 9.80 7.00 口縁部1/4 にぶい橙

368 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 10.60 6.80 3.40 口縁部1/7
にぶい橙～浅
黄橙

369 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 12.80 4.80 口縁部1/4
橙～にぶい黄
橙

370 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 12.00 3.15 口縁部1/4 橙

371 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 16.60 4.50 口縁部1/6 浅黄橙～褐灰

372 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.50 9.50 5.60
口縁部ほぼ完
存

浅黄橙～灰黄
褐

373 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.00 10.10 4.60 口縁部1/8 にぶい黄橙

374 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 12.20 8.00 6.00 口縁部2/3 橙～灰黄褐

375 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 19.80 2.10 口縁部1/4 浅黄橙

376 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 16.80 9.00 6.10 口縁部1/3 にぶい橙

377 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 15.70 8.00 6.60 口縁部1/6 にぶい橙

378 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.00 3.40 口縁部1/6 にぶい橙

379 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 19.30 9.20 5.80 口縁部1/3 橙

380 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 15.50 9.40 5.80 口縁部1/4 にぶい橙

381 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 18.20 9.40 8.30 口縁部1/2 浅黄橙

382 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.70 1.50 口縁部1/8 浅黄橙

383 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.70 3.80 口縁部1/6 にぶい橙

384 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 18.10 9.80 10.30 口縁部1/6 にぶい橙

385 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.20 10.00 7.60 口縁部1/6 浅黄橙

386 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 19.50 4.90 口縁部1/3 にぶい橙

387 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.20 8.90 7.40 口縁部1/4 褐灰

388 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 13.00 3.90 口縁部1/4 にぶい橙

389 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.50 9.20 7.60 口縁部1/4 にぶい橙

390 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 21.40 10.80 9.90 口縁部1/5
にぶい黄橙～
橙
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版
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図版

１㎜大の石英・長石・クサリレ
キ多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：磨滅｡

円形浮文径1.4㎝ 18

２㎜以下のクサリレキ・石英わ
ずかに含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部横ナデ｡

19 58

１㎜以下の長石・チャート・ク
サリレキ多量に含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

19

１㎜以下の石英・チャート多量
に含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部横ナデ→頸部～口縁部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径1.2㎝ 19

１㎜以下の石英・チャート含む
外面：口頸部横ナデ｡
内面：頸部ヘラナデ→口縁部横ナデ｡

19

0.5㎜大の長石・石英含む
外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部横ナデ→口縁部ナデ｡

19 58

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部剥離｡ 口縁部横ナデ｡

19 58

１～2.5㎜大の長石・石英・チャー
ト含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部横ナデ｡

19

１㎜大の長石・クサリレキ・雲
母含む

外面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

竹管文径４㎜ 19 58

１㎜以下の長石・チャート多く
含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

19 59

１～1.5㎜大の長石・チャート
多く含む

外面：頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径６～８㎜ 19

１～1.5㎜大の長石・石英・チャー
ト多く含む

外面：体部ナデ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部～口縁部横ナデ｡

19

１㎜以下の石英・チャート・長
石・雲母含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部剥離｡

円形浮文径８～９㎜ 19

1.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→ナデ→頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

紐穴径1.5㎜ 19 59

１㎜以下の石英・長石・チャー
トやや多く含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

19

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

19 59

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径５～６㎜ 19

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径６㎜ 19

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径５㎜
紐穴径２㎜

19 59

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径６㎜
紐穴径２㎜

19

１㎜以下の長石・石英多く含む
外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

浮文径７㎜・紐穴径
2㎜・竹管文径４㎜

19 60

１㎜以下の石英・チャート含む
外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

浮文径4.5～5.5㎜・紐穴
径2.5㎜・竹管文径4.5㎜

19 59

１㎜大の石英・チャート・長石
含む

外面：頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部横ナデ｡

紐穴径３㎜ 19 60

１㎜以下の長石・チャート・石
英多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指ナデ・ナデ→口縁部横ナデ｡

20

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径７～８㎜ 20

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：頸部ハケ→口頸部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径５㎜
紐穴径２㎜

20

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

20

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト・雲母わずかに含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

紐穴径2.5㎜ 20 60

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

紐穴径３㎜ 20 60

１㎜大の石英・長石・チャート
多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

外面被熱
紐穴径３㎜

20



― 298 ―

観察表14
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

391 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 18.80 1.70 口縁部1/12 にぶい橙

392 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.08 2.60 口縁部1/6 浅黄橙

393 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.80 2.45 口縁部1/10 にぶい橙

394 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 19.60 3.50 口縁部1/10 浅黄橙

395 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 25.20 3.30 口縁部1/5 橙

396 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 22.00 7.40 口縁部1/3 にぶい黄橙

397 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 22.20 2.30 口縁部1/6
にぶい橙～に
ぶい褐

398 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.50 体部わずか 浅黄橙

399 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 30.00 7.90 体部1/10 にぶい橙

400 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 15.50 5.00 体部わずか 浅黄橙

401 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.30 体部1/8 にぶい橙

402 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 27.01 11.40 体部1/8 橙～にぶい橙

403 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 6.70 体部わずか 浅黄橙～灰白

404 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.00 体部わずか 橙～浅黄橙

405 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 3.50 体部わずか にぶい橙

406 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 3.80 体部わずか 浅黄橙

407 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.80 16.10 9.70 体部1/4 にぶい橙

408 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 9.60 21.75 13.80 頸部1/4 にぶい橙

409 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 24.40 9.00 体部わずか
にぶい黄橙～
灰白

410 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.00 体部わずか 浅黄橙

411 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか 浅黄橙～橙

412 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか
浅黄橙～にぶ
い橙

413 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.30 体部わずか にぶい橙～橙

414 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか 浅黄橙～灰白

415 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 6.40 体部わずか にぶい黄橙

416 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 6.20 体部わずか 浅黄橙

417 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.10 体部わずか にぶい橙

418 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか 淡橙～灰白

419 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか
にぶい橙～浅
黄橙

420 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.00 体部わずか 浅黄橙
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１㎜大の石英・チャート含む
外面：口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

紐穴径３㎜ 20

１㎜大のチャート・石英・長石
含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

紐穴径２㎜
竹管文径6㎜

20 60

1㎜大の石英・チャート・長石
含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

竹管文径６㎜ 20 61

１㎜以下のチャート・長石わず
かに含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

20

１～２㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

全面被熱 20

１㎜大の長石・石英・チャート
多く含む

外面：頸部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径1.2㎝ 21

１㎜大の石英・チャート・長石
多く含む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

被熱により赤変
浮文径９㎜～1.1㎝ 紐穴径３㎜

21

１㎜以下の石英・チャート・長
石・雲母含む

外面：体部ハケ→ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

円形浮文径８㎜ 21

１～２㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→ナデ｡
内面：体部ハケ｡

21

１㎜以下の砂粒含む
外面：体部ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

円形浮文径７㎜ 21

1㎜大の石英・雲母・長石・チャー
ト含む

外面：体部ヘラミガキ｡
内面：体部ナデ｡

21

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ｡
内面：体部ハケ→上半ナデ｡

円形浮文径１cm 21 61

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

21

１㎜大の石英・長石・チャート・
雲母含む

外面：体部ハケ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

竹管文径５㎜ 21

１㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：体部ハケ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

21 61

１㎜以下の石英・チャート・長
石含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

21

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト・雲母含む

外面：体部ハケ→頸部ナデ｡
内面：体部ハケ→頸部横ナデ｡

21

0.1～１㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ハケ→頸部ヘラミガキ｡
内面：体部ハケ→頸部指オサエ・ナデ｡

21

１㎜以下の石英・クサリレキ多
く含む

外面：体部ハケ→体部下半ヘラミガキ｡
内面：体部ハケ｡

21

１㎜以下の長石・チャート・角
閃石含む

外面：体部ハケ｡
内面：体部ハケ｡

21

１㎜以下のチャート多量に含む
外面：体部ハケ｡
内面：体部ヘラミガキ｡

21

２㎜以下のチャート多く含む
外面：体部ヘラミガキ｡
内面：体部磨滅｡

21 61

１～２㎜大の石英・チャート含
む

外面：体部ナデ・ハケ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

21 61

１㎜以下のチャートわずかに含
む

外面：体部ハケ｡
内面：体部磨滅｡

21 61

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト・雲母含む

外面：体部ハケ｡
内面：体部ハケ｡

22

１㎜以下の石英・チャート・長
石・雲母含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部磨滅｡

22

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト・雲母含む

外面：体部ヘラミガキ｡
内面：体部ハケ｡

22

１㎜以下の石英・チャート多量
に含む

外面：体部ハケ｡
内面：体部ハケ｡

22 61

１㎜以下の長石・チャート多く
含む

外面：体部ハケ｡
内面：体部ハケ｡

22

１㎜以下の石英・チャート・長
石含む

外面：体部ハケ→ナデ｡
内面：体部ハケ｡

22 62
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観察表15
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

421 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか 浅黄橙～灰白

422 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか 浅黄橙

423 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか にぶい黄橙

424 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか 浅黄橙

425 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか
にぶい橙～灰
黄

426 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか にぶい橙

427 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか 浅黄橙

428 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか 浅黄橙

429 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 体部わずか にぶい黄橙

430 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 28.50 7.80 26.15 底部完存 浅黄橙～橙

431 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 26.20 7.30 29.70
底部1/2
体部1/4

浅黄橙

432 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 19.50 7.20 9.50 底部完存 橙

433 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 21.40 6.60 19.30
体部1/2
底部完存

橙

434 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 25.20 6.90 14.90 底部完存 橙

435 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.00 5.20 10.30
体部1/2
底部完存

浅黄橙

436 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.30 3.75 底部ほぼ完存
にぶい黄橙～
褐灰

437 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 9.00 6.85 底部1/2 橙

438 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 6.80 5.10 底部完存 橙

439 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 9.80 8.20 底部完存 浅黄橙

440 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 16.90 19.10 底部1/2弱 橙～明赤褐

441 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.00 18.50 底部1/2 浅黄橙

442 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.25 6.30 底部4/5 灰白～浅黄橙

443 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.30 6.40 底部完存 浅黄橙

444 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 10.70 8.35 底部ほぼ完存 浅黄橙～褐灰

445 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.60 9.30 底部完存
にぶい橙～に
ぶい褐

446 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 35.60 9.85 17.75 底部完存 橙

447 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 19.00 13.00 底部1/9
浅黄橙～にぶ
い橙

448 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.90 11.10 底部完存 橙

449 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.40 9.90 底部ほぼ完存 橙

450 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.80 9.20 底部完存 にぶい橙
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１㎜以下のチャート・長石多量
に含む

外面：体部叩き→ヘラミガキ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

22 62

３㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

62

0.5～１㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ｡
内面：体部ヘラ削り→ナデ｡

62

0.5～１㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

62

0.5～１㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

円形浮文径６㎜ 62

１㎜以下の長石・雲母含む
外面：体部ハケ｡
内面：体部ナデ｡

円形浮文径１㎝ 62

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト・雲母含む

外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

竹管文径７㎜ 63

１㎜大のチャート・雲母含む
外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

円形浮文径５～７㎜ 63

１㎜大の石英・長石・チャート・
雲母含む

外面：体部上半ナデ・下半ヘラミガキ｡
内面：体部板ナデ｡

63

0.1～2.5㎜大のチャート・クサ
リレキ含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部ハケ→ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→体部ハケ｡

22

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：底部ヘラナデ｡ 体部上半ハケ→体部下半ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り→体部上半ハケ→ナデ｡

体部下半外面煤付着 22 63

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：底部ヘラナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラ削り→ハケ→ナデ｡

22 63

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：体部下半ヘラミガキ｡ 体部上半ハケ→ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

22 63

0.1～２㎜大のチャート・クサ
リレキ多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→体部ヘラナデ｡

22

１㎜大の石英・長石・チャート
多く含む

外面：体部ヘラミガキ｡
内面：体部指ナデ｡

22 64

５㎜以下の長石・チャート・ク
サリレキ・石英多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ→体部ハケ｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ｡

22

１～1.5㎜大の長石・チャート・
石英含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ハケ→ナデ｡

22

１～1.5㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ→体部ヘラ削り｡

22

１～２㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ナデ・指ナデ｡

22

１～２㎜大の石英・チャート含
む

外面：底部ヘラミガキ→体部ハケ→ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ハケ｡

23

１～２㎜大の長石・チャート含
む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラナデ→ナデ｡

23

１㎜大のチャート・石英・長石
多量に含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指ナデ→体部横ナデ｡

23

１㎜大の石英・長石・チャート
多く含む

外面：底部ヘラナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ナデ｡

23 64

1.5㎜以下の石英・チャート・
長石・クサリレキ多く含む

外面：底部指ナデ｡ 体部ナデ→ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラナデ｡

23

0.1～３㎜大のチャート・長石・
石英・クサリレキ多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ→体部ヘラナデ｡

23

2㎜以下の石英・チャート多く
含む

外面：底部指オサエ→ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ→体部ハケ｡

23

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ→ナデ｡
内面：底部～体部ハケ｡

23

１㎜以下のチャート・長石・石
英多く含む

外面：底部磨滅｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部磨滅｡

23

１㎜大の石英・長石・チャート
多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ナデ｡

23

１㎜大の石英・長石・チャート
多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ→ナデ→体部ハケ→ナデ｡

23



― 302 ―

観察表16
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
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底径
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器高
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残 存 焼成 色 調

451 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 6.80 8.25
底部完存
体部1/6

にぶい黄橙～
にぶい橙

452 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 11.60 9.50 底部1/2弱
浅黄橙～にぶ
い橙

453 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 9.00 7.50 5.95 口縁部1/4弱
灰黄褐～にぶ
い黄橙

454 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 9.70 7.15 14.70 5.95 14.90 完存
にぶい橙～浅
黄橙

455 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 10.50 3.10 口縁部1/3弱
にぶい橙～灰
黄褐

456 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 9.30 6.80 4.00 口縁部1/4弱 にぶい橙

457 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.40 7.60 10.00 5.00 9.50
口縁部1/2
底部完存

にぶい橙～浅
黄橙

458 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 30.80 27.50 7.50 口縁部1/4
灰白～にぶい
黄橙

459 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 26.00 22.30 8.50 口縁部1/4 灰黄褐

460 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 28.20 28.00 6.70 口縁部1/5弱
にぶい橙～灰
褐

461 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.30 15.70 9.45 口縁部1/4 灰白～浅黄橙

462 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 15.20 14.40 5.90 口縁部1/4弱 橙

463 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.90 14.40 5.30 口縁部1/5
にぶい橙～に
ぶい黄橙

464 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 16.00 14.80 4.70 口縁部1/3 灰白

465 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.20 3.60 口縁部1/7弱 橙～灰白

466 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 19.80 4.90 口縁部わずか にぶい黄橙

467 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 19.40 4.10 口縁部1/10 にぶい橙

468 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.20 20.40 3.30 口縁部1/7弱 灰白

469 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 14.10 17.10 5.50 口縁部1/7 橙

470 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 13.70 6.00 10.75 15.10
口縁部1/5
脚部1/2

浅黄橙～明褐
灰

471 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 6.60 8.20
接合部ほぼ完
存

橙

472 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.15 7.80 脚部3/4 にぶい黄橙

473 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.40 11.00 9.10 脚部7/9 淡橙～灰白

474 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.50 12.50 7.35 脚部1/5
にぶい橙～灰
白

475 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.50 16.00 9.80 脚部1/6 橙

476 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 6.80 12.15 10.70 脚部1/3 にぶい橙

477 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 10.15 14.20 12.40 脚部わずか 橙～灰褐

478 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.55 10.70 14.90 脚部完存 橙～灰褐

479 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 9.50 8.90 3.80 底部1/2強 にぶい黄橙

480 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 6.00 8.30 9.30 脚部3/4 淡橙～橙
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１㎜以下のチャート・長石多く
含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラミガキ｡

23

0.1～５㎜大の長石・クサリレ
キ含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→体部ナデ｡

23

１㎜以下の石英・長石わずかに
含む

外面：体部～頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口頸部横ナデ｡

24

0.1～２㎜大のチャート・石英
含む

外面：底部指オサエ・ナデ→体部ハケ→体部下半ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

24 64

1.5㎜以下の石英・チャートわ
ずかに含む

外面：口頸部横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

24 64

1.5㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：体部～頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

24

１㎜大の石英・長石・チャート
多く含む

外面：底部ヘラ削り→ナデ→体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

24 64

１～３㎜大のクサリレキ・チャー
ト・長石多く含む

外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ｡ 頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

24

１～２㎜大の長石・チャート・
石英含む

外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

24

0.1～２㎜大の長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：体部ハケ→口縁部回転ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部回転ナデ｡

体部外面煤付着 24 64

0.5～２㎜大の石英・チャート・
長石やや多く含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

24

1.5㎜以下の石英・チャート・
クサリレキ多く含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径７㎜ 24

1.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

24 64

0.5㎜大の石英・長石・雲母・
チャートわずかに含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部ハケ→横ナデ｡

24

１㎜大の石英・チャート多く含
む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

紐穴径4.5～６㎜ 24

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

24

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

紐穴径４㎜ 24

１㎜大のチャート多く含む
外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

24

３㎜以下のチャート含む
外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

24

0.5～５㎜大のチャート・石英・
長石・クサリレキ多く含む

外面：脚端部横ナデ｡ 体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡ 体部ナデ→口縁部横ナデ｡

24 65

0.5㎜大の石英・長石・雲母・
チャート含む

外面：脚部横ナデ→体部ヘラミガキ｡
内面：脚部ヘラ削り｡ 体部ヘラミガキ｡

紐穴径４㎜ 24

0.1～３㎜大のクサリレキ・チャー
ト・長石含む

外面：脚部柱部横ナデ→体部ヘラ削り｡
内面：脚部ナデ｡ 体部ナデ｡

24

0.5～1.5㎜大の石英・チャート・
クサリレキ・長石多く含む

外面：脚部～体部ハケ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ｡ 体部ハケ｡

24 65

２㎜大のチャート・石英多く含
む

外面：脚部ハケ→体部ヘラミガキ｡ 脚端部横ナデ｡
内面：脚部ハケ｡

24

１㎜大の石英・長石・雲母・チャー
ト含む

外面：脚部ハケ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡

24 65

0.5～１㎜大の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：脚端部横ナデ｡ 体部磨滅｡
内面：脚端部横ナデ｡ 体部指オサエ・ナデ｡

24 65

0.5～1.5㎜大のチャート・石英・
クサリレキ・長石多く含む

外面：脚部横ナデ→体部ヘラミガキ｡
内面：脚部ナデ｡ 体部ナデ｡

25

0.5～1.5㎜大の石粒含む
外面：脚部横ナデ｡ 体部ヘラ削り→ナデ｡
内面：脚部ヘラナデ｡ 体部ヘラ削り｡

孔径5.5㎜ 25 65

１㎜大のチャート・長石・石英
多量に含む

外面：体部ハケ→ヘラミガキ｡ 脚部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→脚部横ナデ｡

25

0.5～２㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：脚部～体部ヘラミガキ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡ 体部ハケ｡

25 65
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観察表17
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

481 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.50 10.75 12.10 脚部1/3 明赤褐

482 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.20 11.90 6.55 脚部1/4
にぶい橙～黄
灰

483 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.80 12.05 5.85 底部5/6
浅黄橙～にぶ
い橙

484 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.90 7.60 5.05 底部2/3弱 にぶい橙

485 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 7.20 9.60 3.30 底部3/4 にぶい橙

486 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 17.30 7.20 口縁部1/4弱 黄橙～明黄褐

487 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 10.00 9.80 21.10 14.35 口縁部1/5 橙

488 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 8.05 8.00 15.40 6.70 19.00
口縁部1/2弱
体部以下完存

黄灰～灰白

489 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 16.40 5.50 口縁部1/6 灰黄褐

490 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 13.40 11.40 8.00 22.70
口縁部1/3
底部完存

にぶい橙～灰
白

491 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 13.40 9.60 11.40 口縁部1/2 淡黄

492 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 9.20 26.40 8.00 28.40
頸部～体部
1/2・底部完存

橙

493 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 27.50 23.00 13.60 口縁部1/6
橙～にぶい黄
橙

494 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.60 17.00 8.30 口縁部1/4 にぶい橙

495 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 20.10 6.50 口縁部1/9 橙

496 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 6.60 6.00 12.50
口縁部ほぼ完
存

浅黄橙

497 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 壺 5.20 体部わずか
にぶい橙～黄
灰

498 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 32.15 30.35 7.05 口縁部1/5 淡橙～灰白

499 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 32.00 30.75 6.80 口縁部1/6
にぶい橙～淡
橙

500 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 32.00 30.00 6.00 口縁部1/8 橙

501 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 21.65 19.10 9.20 口縁部1/5 浅黄橙～灰白

502 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 22.10 19.50 24.00 9.50 口縁部1/9
にぶい黄褐～
にぶい黄橙

503 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 23.80 20.50 5.20 口縁部1/6弱 にぶい橙

504 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 21.80 20.15 6.15 口縁部1/4
にぶい黄橙～
褐灰

505 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 23.40 21.40 4.90 口縁部1/6 灰白

506 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 9.80 13.10 底部完存 にぶい橙

507 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 17.55 15.40 5.50 口縁部1/6 灰白

508 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 17.70 15.80 4.65 口縁部1/6 灰白～褐灰

509 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 18.60 16.50 5.40 口縁部1/5 褐灰～灰黄褐

510 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 16.80 14.50 17.45 7.25 口縁部1/5 浅黄橙～褐灰
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0.5～1.5㎜大のチャート・石英・
長石含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：脚部ヘラ削り→ナデ→脚端部横ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡

25 66

１㎜以下の石英・チャート多量
に含む

外面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ハケ→脚端部横ナデ｡

25 66

0.1～２㎜大のクサリレキ・石
英・チャート・長石含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部指オサエ→横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡

25

0.1～２㎜大のチャート・石英
含む

外面：脚部～体部ヘラミガキ→脚端部指オサエ→横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡ 体部ヘラナデ｡

25

0.1～２㎜大の長石・チャート・
石英やや多く含む

外面：脚部ナデ→ハケ｡
内面：脚部ナデ｡ 体部ハケ｡

円孔径６㎜ 25

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：磨滅｡
内面：剥離｡

25

１㎜以下の石英・チャート多量
に含む

外面：体部ハケ→体部下半ヘラミガキ→体部上半ナデ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径６～７㎜ 25

５㎜以下の長石・チャート・石
英多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：底部ヘラ削り→体部ハケ→口縁部横ナデ｡

25 66

１㎜大の石英・長石・チャート
多く含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

25

１㎜以下の石英・長石・雲母・
チャート含む

外面：底部ヘラナデ→体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

25

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：口頸部ナデ｡

26 66

0.5～３㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ→頸部横ナデ｡
内面：底部～頸部ナデ｡

26 67

１㎜大の石英・長石含む
外面：体部～頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

26

１㎜大の石英・長石含む
外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

26

1.5㎜以下の石英・チャート・
長石やや多く含む

外面：体部ナデ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

26

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：頸部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：口縁部ナデ｡

竹管文径１㎜ 26 67

１㎜以下のチャート・長石含む
外面：体部ナデ｡
内面：体部ナデ｡

円形浮文径３㎜ 26 66

0.5～１㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

26

0.5～１㎜大のチャート・長石・
石英やや多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部ナデ｡

26

１㎜大の石英・チャート含む
外面：体部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

26

0.5～１㎜大のチャート・石英・
長石やや多く含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

26

0.1～2.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部ハケ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

体部中位外面煤付着 26

0.1～２㎜大のクサリレキ・長
石・チャート多く含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

口縁部外面煤付着 26

0.5～１㎜大の石英・チャート・
長石・クサリレキ含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

26

１㎜大の石英・長石・チャート・
雲母多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

26

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

26

0.5～１㎜大の石英含む
外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

27

0.5㎜大の石英・長石・クサリ
レキ含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

口縁部外面煤付着 27

0.5～１㎜大の石英・長石・ク
サリレキ・チャート含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

体部外面煤付着 27

0.5～１㎜大の石英・長石含む
外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

口縁端部外面煤付着 27
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№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

511 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 15.30 13.40 21.00 12.20 口縁部1/6 にぶい黄橙

512 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 15.70 13.80 18.80 9.80 口縁部1/4 浅黄橙～褐灰

513 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 15.20 13.85 18.20 7.65 口縁部1/4
浅黄橙～にぶ
い橙

514 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 15.40 13.10 5.80 口縁部1/6
明赤褐～にぶ
い褐

515 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 14.50 13.40 4.35 口縁部1/4 にぶい橙

516 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 12.00 11.00 5.90 口縁部1/5 橙

517 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 13.70 12.30 16.20 19.65 口縁部完存
にぶい黄褐～
橙

518 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 15.20 13.30 19.15 6.00 28.10
口縁部わずか
体部7/8

橙～にぶい黄
橙

519 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 10.70 10.40
体部1/2
底部完存

にぶい橙

520 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 10.05 8.85 底部ほぼ完存
浅黄橙～にぶ
い橙

521 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 7.90 11.30 底部完存 にぶい橙

522 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 7.80 10.00 底部完存
浅黄橙～にぶ
い橙

523 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 6.15 8.40 底部完存 にぶい橙

524 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 10.30 6.80 底部完存 にぶい橙

525 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 8.20 4.65 底部ほぼ完存
浅黄橙～にぶ
い橙

526 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 6.00 9.30 底部ほぼ完存 にぶい橙

527 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 9.40 7.20 底部完存 浅黄橙～橙

528 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 7.80 7.55 底部2/5 浅黄橙

529 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 5.70 5.00 底部完存 にぶい橙

530 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 6.00 9.40 底部3/4 褐～にぶい褐

531 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 6.55 7.90 底部1/2強
にぶい橙～に
ぶい黄橙

532 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 甕 7.30 8.00 底部2/3
にぶい褐～に
ぶい黄橙

533 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 鉢 21.60 18.90 19.50 6.00 口縁部1/10 にぶい黄橙

534 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 鉢 25.50 23.50 25.50 8.40 22.45
口縁部1/9
底部完存

にぶい橙～橙

535 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 鉢 18.90 20.10 5.70 口縁部1/9 浅黄橙～灰白

536 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 鉢 15.80 18.20 5.80 口縁部1/4強 褐灰～浅黄橙

537 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 鉢 12.40 9.00 底部1/2 浅黄橙

538 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 鉢 24.20 26.00 10.05 口縁部1/12 橙

539 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 鉢 17.70 20.40 11.30 口縁部1/4強 橙～褐灰

540 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 31.70 4.50 口縁部1/8 橙
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１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：体部ハケ→体部中位ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

口縁部・体部外面煤
付着

27

0.5～１㎜大のチャート・長石・
石英やや多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

体部中位外面煤付着 27

0.5㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ→ナデ→口縁部横ナデ｡

体部外面煤付着 27

0.1～1.5㎜大の長石・石英・チャー
ト含む

外面：体部ナデ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

他と異なる胎土 27

0.1～１㎜大のチャート・長石・
クサリレキやや多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

外面煤付着 27

１㎜以下の石英・長石・雲母・
チャート含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

口縁部・体部外面煤
付着

27

1.5㎜以下の長石・チャート・
クサリレキ多く含む

外面：体部ヘラミガキ→体部上半ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部下半ヘラ削り→体部上半ナデ→口縁部横ナデ｡

口縁部外面煤付着 27 67

２㎜以下の石英・クサリレキ多
量に含む

外面：底部～体部ナデ→体部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

体部中位外面煤付着 27 67

１㎜大の長石・チャート多く含
む

外面：体部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラ削り｡

27 67

６㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

27

0.1～２㎜大の長石・チャート・
クサリレキ多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラ削り｡

底部中央部穿孔 (径
6.5㎜)

27

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

外面煤付着 27 67

0.1～２㎜大の長石・石英・ク
サリレキ多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ→体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ヘラ削り｡

27

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ→体部ハケ｡

底部中央部穿孔 (径
１㎝)

27

1.5㎜以下の石英・長石・クサ
リレキ・チャート多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り→ナデ｡

27

1㎜以下の石英・長石・チャー
ト・雲母含む

外面：底部ヘラナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

体部外面煤付着・底部
穿孔 (８㎜×1.2㎝)

27 68

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

外面煤付着 27

2.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

27

１㎜以下の長石・チャート・石
英含む

外面：体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

底部中央部穿孔 (径
９㎜)

27

６㎜以下の石英・チャート・長
石多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

讃岐産？ 28

0.1～1.5㎜大の長石・チャート・
石英・クサリレキ含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラ削り｡

28

0.1～1.5㎜大の長石・チャート・
石英含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラ削り｡

底部中央部穿孔 (径
６㎜)

28

1.5㎜以下の石英・長石わずか
に含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

28

２㎜以下の石英・チャート多く
含む

外面：底部ナデ｡ 体部ハケ→体部下半ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：底部指オサエ→体部下半ヘラ削り→体部上半ナデ→口縁部横ナデ｡

体部外面下半煤付着 28 68

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

28

１～1.5㎜大の石英含む
外面：体部ハケ｡
内面：体部ハケ｡

28

１㎜大の長石・チャート・石英
含む

外面：体部磨滅｡
内面：体部ナデ｡

28 68

１㎜大のチャート・石英含む
外面：体部ハケ→下半ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径７～８㎜ 28 68

１～２㎜大の長石・石英・チャー
トやや多く含む

外面：体部ハケ→体部下半ヘラミガキ・口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径4.5～6.5
㎜

28 69

2.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径８㎜ 28
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観察表19
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

541 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 18.60 15.70 6.00 口縁部1/6 にぶい黄橙

542 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 19.21 4.50 口縁部1/4
にぶい黄橙～
褐灰

543 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 18.90 2.65 口縁部1/7弱 にぶい橙～橙

544 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 28.80 2.05 口縁部1/7弱 灰白～橙

545 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 20.50 2.40 口縁部1/12 橙～にぶい橙

546 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 18.45 4.55 14.00 19.61
坏部2/3・脚部
以下ほぼ完存

橙

547 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 27.30 6.75 口縁部1/9
橙～にぶい赤
褐

548 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 23.90 5.00 口縁部1/4 にぶい橙～褐

549 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 18.00 5.45 口縁部1/7 橙～黄灰

550 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 22.70 8.00 口縁部1/9 橙～にぶい橙

551 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 20.20 6.30 口縁部1/4
にぶい褐～黄
褐

552 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 25.00 7.70 坏部1/2強 にぶい橙

553 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 20.70 6.20 口縁部2/7 橙

554 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 5.35 15.25 16.10 脚部1/5
にぶい黄橙～
にぶい橙

555 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 9.90 12.20
坏部1/2弱
脚部完存

浅黄橙

556 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 34.80 6.90 口縁部1/12 橙

557 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 31.40 8.00 口縁部1/10 にぶい黄橙

558 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 31.00 4.85 口縁部1/9 橙～にぶい橙

559 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 30.80 31.40 6.60 口縁部1/10
浅黄橙～にぶ
い橙

560 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 29.40 5.70 口縁部1/5弱 浅黄橙～橙

561 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 31.00 32.60 6.85 口縁部1/7 黄橙～橙

562 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 25.60 28.60 7.45 口縁部1/12 黄灰～橙

563 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 26.60 5.30 口縁部1/7弱 橙

564 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 4.30 15.40 13.20 脚部5/6
黄灰～にぶい
橙

565 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 6.40 16.60 16.30 脚部3/4
にぶい橙～浅
黄橙

566 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 5.65 14.70 15.10 脚部ほぼ完存
浅黄橙～にぶ
い橙

567 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 5.35 15.40 16.65 脚部2/3 浅黄橙

568 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 5.60 17.00 13.75 脚部2/3
にぶい黄橙～
褐灰

569 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 4.45 14.65 14.30 脚部ほぼ完存
にぶい黄橙～
橙

570 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 4.85 11.50 13.25 脚部完存 浅黄橙～灰白
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Ａ

地

区

胎 土 調 整 備 考 図
版
写真
図版

５㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

28

１～２㎜大の石英多く含む
外面：体部磨滅｡ 口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部ナデ・指オサエ→口縁部横ナデ｡

28

1.5㎜大の石英・チャート多く
含む

外面：口縁部ヘラナデ→口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

円形浮文径3.5
～５㎜

28

１㎜大の石英・チャート多く含
む

外面：口縁部ナデ→横ナデ｡
内面：口縁部ヘラミガキ｡

円形浮文径4.5
～５㎜

28

1.5㎜以下の長石・チャート含
む

外面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

28

1.5㎜以下の長石・石英・チャー
ト多く含む

外面：脚部ハケ→ヘラミガキ→体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り｡ 坏部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径５㎜ 28 68

0.1～２㎜大の長石・チャート・
石英含む

外面：体部ヘラミガキ｡ 口縁部剥離｡
内面：体部ヘラミガキ→口縁部指オサエ・横ナデ｡

28

0.1～２㎜大の長石・チャート・
クサリレキ・石英多く含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

28

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：口縁部横ナデ→体部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラミガキ｡ 口縁部横ナデ｡

円形浮文径5.5
～７㎜

28

1.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ヘラミガキ｡
内面：体部横ナデ→ヘラミガキ｡

29

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：体部ナデ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

29

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：体部ヘラ削り→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

29 69

２㎜以下の石英・長石・クサリ
レキ・チャート多く含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部ヘラミガキ｡

29

0.1～２㎜大のチャート・長石・
石英・クサリレキ含む

外面：脚部から坏部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡ 坏部ヘラミガキ｡

29 69

１㎜以下のチャート・長石多量
に含む

外面：脚部～杯部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部横ナデ｡ 坏部ハケ｡

29 69

１～２㎜大の石英・チャート含
む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

29

0.1～５㎜大のチャート・長石・
クサリレキ含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ヘラナデ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径1.1㎝ 29

１㎜大のチャート含む
外面：体部ハケ→ナデ｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

29

１～2.5㎜大の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

29

１～1.5㎜大のチャート・長石・
石英含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

29

１～２㎜大のチャート・長石・
クサリレキやや多く含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

29

１～２㎜大の石英・チャートや
や多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径６～７㎜ 29

１～1.5㎜大の石英・チャート
多く含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

29

0.5～１㎜大の石英・チャート
多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部下半ナデ｡

蓋に転用？ 29

0.5～１㎜大チャート・石英・
長石・クサリレキ多く含む

外面：脚部ハケ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部下半ナデ｡

30 69

0.1～２㎜大のクサリレキ・チャー
ト・長石・石英多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ヘラナデ→脚端部横ナデ｡ 坏部指オサエ・ナデ｡

30

0.5～１㎜大の石英・チャート・
長石・クサリレキ多く含む

外面：脚部～坏部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部磨滅｡ 坏部指オサエ→ナデ｡

30

0.5～1.5㎜大の石英・チャート・
長石・クサリレキ多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部下半ナデ｡

30 69

0.5～１㎜大の石英・チャート・
長石多く含む

外面：脚部ヘラミガキ｡
内面：脚部ハケ→ナデ→脚端部横ナデ｡

30 70

0.5～1.5㎜大の石英・チャート・
クサリレキ・長石多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡ 坏部磨滅｡
内面：脚部絞り痕｡ 坏部指オサエ・ナデ｡

30 70
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観察表20
Ａ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

571 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 16.80 6.40 脚部1/3 浅黄橙～橙

572 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 16.20 7.30 脚部1/8 橙～にぶい橙

573 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 16.40 3.90 脚部1/8 にぶい黄橙

574 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 15.40 3.10 脚部1/5 灰白～浅黄橙

575 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 16.00 7.25 脚部1/6 浅黄橙～橙

576 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 13.60 10.80 脚部1/6 橙

577 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 5.95 14.30 17.45 脚部完存 にぶい橙～橙

578 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 5.75 13.90 11.70 脚部完存 灰白

579 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 12.30 6.95 脚部1/3 橙～灰黄褐

580 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 7.50 10.90 10.40 脚部1/3 にぶい橙～橙

581 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 4.95 9.85 9.15 脚部完存 浅黄橙

582 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 4.10 11.95 9.90 脚部4/5 にぶい橙

583 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 11.60 5.70 脚部わずか にぶい橙

584 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 12.00 3.10 脚部わずか 橙

585 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 12.60 16.70 9.35 脚部1/4 浅黄橙

586 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 8.50 16.00 10.80 脚部1/6
にぶい橙～に
ぶい黄橙

587 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 10.60 16.30 11.50 脚部1/4 浅黄橙

588 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 14.80 5.15 脚部1/3
橙～にぶい黄
橙

589 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 21.40 10.15 脚部1/5 橙～浅黄橙

590 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 器台 19.50 4.70 口縁部わずか 橙

591 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 器台 7.70 筒部わずか 淡赤橙

592 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 器台 27.00 5.40 口縁部1/12 橙～浅黄橙

593 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 器台 40.00 3.80 口縁部1/12 橙

594 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 蓋 15.45 5.50 つまみ完存
にぶい褐～に
ぶい橙

595 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 蓋 2.90 つまみ完存 灰白

596 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 蓋 1.85 つまみ完存 橙

597 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 6.25 脚部わずか にぶい橙

598 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 高坏 4.60 脚部わずか 明黄褐～黄橙

599 Ａ地区 第３面 旧河道 弥 生 不明 2.50 体部わずか 浅黄橙

600 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 壺 3.30 体部わずか にぶい黄褐
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Ａ

地

区

胎 土 調 整 備 考 図
版
写真
図版

１㎜大のチャート多く含む
外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡

30 70

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：脚部ハケ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡

30 70

0.5㎜以下の長石・クサリレキ・
雲母含む

外面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡

30 70

１㎜以下の石英わずかに含む
外面：脚端部横ナデ｡
内面：脚端部ヘラ削り｡

30 71

１㎜大のチャート・石英・長石
多く含む

外面：脚部磨滅｡ 脚端部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡

30 71

0.1～４㎜大の長石・チャート・
石英・クサリレキ多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部指オサエ・横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り｡

30

0.1～３㎜大のチャート・長石・
クサリレキ・石英多く含む

外面：脚部から体部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡ 体部ハケ｡

30 71

１㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキ多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ハケ→脚端部横ナデ｡

30 71

0.1～1.5㎜大の長石・石英・チャー
ト多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部指オサエ→横ナデ｡
内面：脚部ナデ｡

全体的に被熱 30

１㎜以下のチャート多く含む
外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡

30

１㎜以下のチャート・長石多量
に含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚端部横ナデ｡

30 71

１㎜以下の長石・チャート多く
含む

外面：脚部上半ヘラミガキ｡
内面：脚端部横ナデ｡

30

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：脚部ハケ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡

30 71

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：脚部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡

30 72

１㎜以下の石英・チャート多量
に含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡

31

0.1～４㎜大の長石・チャート・
クサリレキ・石英多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡

31

１㎜以下の長石・チャート多量
に含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部下半横ナデ｡

31

0.1～５㎜大の長石・クサリレキ・
雲母・チャートやや多く含む

外面：脚部ハケ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡

31

１㎜大の長石・チャート・石英
多量に含む

外面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡

竹管文径１㎝ 31 72

１㎜以下の石英・長石・雲母・
チャート含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径７㎜ 31 72

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：筒部ヘラミガキ｡
内面：筒部ヘラミガキ・ナデ｡

31 72

1.5㎜以下の雲母・チャート・
クサリレキやや多く含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部ナデ｡

円形浮文径８㎜ 31 72

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：口縁部ハケ→ナデ→端部横ナデ｡
内面：口縁部ナデ｡

竹管文径４㎜ 31 72

0.1～２㎜大のチャート・長石・
石英・クサリレキ多く含む

外面：つまみ部指オサエ・ナデ→天井部ヘラミガキ→横ナデ｡
内面：天井部ヘラ削り→横ナデ｡

つまみ径4.80㎝ 31 72

0.1～３㎜大の長石・チャート・
石英多く含む

外面：つまみ部ナデ→天井部ナデ｡
内面：天井部ヘラ削り｡

つまみ径2.1㎝ 31

0.1～１㎜大の長石・チャート
含む

外面：つまみ指オサエ→天井部ヘラミガキ｡
内面：天井部指オサエ｡

つまみ径1.85㎝ 31

1㎜以下のチャート多く含む
外面：脚部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラ削り｡

器高＝長さ 31 73

１㎜大のクサリレキわずかに含
む

外面：脚部ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り｡

器高＝長さ 31 72

１㎜以下のチャート多く含む
外面：磨滅｡
内面：ナデ｡

器高＝長さ 31

0.1～4.5㎜大の雲母・角閃石や
や多く含む

外面：磨滅｡
内面：ナデ｡

生駒西麓産 31 73
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観察表21

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

601 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 壺 20.20 10.00 29.50 25.30
口縁部～体部
1/2

浅黄橙

602 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 壺 14.40 3.10 口縁部1/6
にぶい赤褐～
浅黄橙

603 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 壺 16.40 6.80 口縁部1/6 にぶい橙

604 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 壺 15.20 11.90 26.20 21.80
口縁部1/3
体部1/4

浅黄橙～にぶ
い黄橙

605 Ａ地区 第３面 包含層 縄 文 壺 3.20 口縁部わずか にぶい黄橙

606 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 甕 6.90 8.20 底部2/3
にぶい黄橙～
灰黄褐

607 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 甕 14.40 12.00 4.70 口縁部1/4
にぶい黄橙～
橙

608 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 椀 10.40 10.00 10.05 5.30 口縁部1/3 橙

609 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 高坏 3.05 9.40 10.20 脚部ほぼ完存
浅黄橙～にぶ
い黄橙

610 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 高坏 26.30 6.30 口縁部1/4
にぶい橙～褐
灰

611 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 甕 31.40 30.80 31.10 16.35 口縁部1/10 にぶい黄橙

612 Ａ地区 第３面 包含層 弥 生 台形土器 21.20 25.10 頂部2/3 にぶい黄橙

613 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.85 7.55 1.60 ほぼ完存 浅黄橙

614 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.65 7.45 1.40 完存 浅黄橙～橙

615 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.95 7.25 1.45 完存 浅黄橙

616 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.60 7.25 1.50 完存 浅黄橙

617 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.65 7.25 1.35 完存
浅黄橙～にぶ
い黄橙

618 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.95 7.60 1.55 ほぼ完存 灰白～浅黄橙

619 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.80 1.45
口縁部3/4
底部ほぼ完存

浅黄橙

620 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.65 1.55 ほぼ完存
浅黄橙～にぶ
い橙

621 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.95 1.55 ほぼ完存 浅黄橙～灰白

622 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.60 7.35 1.50
口縁部3/4
底部完存

浅黄橙

623 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.60 7.65 1.50 ほぼ完存 灰白

624 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.55 7.10 1.15 ほぼ完存 にぶい黄橙

625 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.35 1.15 ほぼ完存 橙

626 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 9.20 6.40 1.35
口縁部1/5弱
底部1/3強

橙～にぶい橙

627 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 7.90 6.00 1.15 ほぼ完存 にぶい橙～橙

628 Ｂ地区 ＳＢ18 土師器 皿 8.40 6.80 0.90 完存 にぶい橙～橙

629 Ｂ地区 Ｐ10 土師器 皿 7.70 5.60 1.10
口縁部1/6
底部1/8

にぶい橙～橙

630 Ｂ地区 Ｐ09 土師器 皿 13.30 2.45 口縁部わずか 浅黄橙

Ａ

地

区

Ｂ

地

区
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胎 土 調 整 備 考 図
版
写真
図版

１～２㎜大の石英・チャート・
長石非常に多く含む

外面：体部～頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

31 73

１㎜以下のチャート・長石・石
英・クサリレキ含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

31

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

31

１～２㎜大の石英・チャート含
む

外面：体部叩き→ハケ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→頸部指オサエ→口縁部ハケ→横ナデ｡

32 73

３㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：口縁部ナデ｡
内面：口縁部ナデ｡

32

１～４㎜大のチャート含む
外面：底部ナデ｡ 体部ハケ｡
内面：体部ヘラ削り｡

32 73

0.1～2.5㎜大の長石・チャート・
石英・クサリレキ含む

外面：体部叩き→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

32

１㎜以下の長石・石英わずかに
含む

外面：底部～体部指オサエ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→体部～口縁部横ナデ｡

32 74

１～2.5㎜大の石英・チャート
多く含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部下半ヘラ削り｡ 坏部ナデ｡

円孔径６㎜ 32 74

0.5～２㎜大のチャート・石英・
長石含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

32 74

3.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト非常に多く含む

外面：体部ナデ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

32

１～２㎜大の長石わずかに含む
外面：体部ハケ｡ 頂部ナデ｡
内面：体部ナデ｡ 頂部指オサエ｡

32 74

１㎜大のチャート・クサリレキ
含む

外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 78

１㎜大の石粒含む
外面：底部ナデ・指オサエ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 78

１～４㎜大のチャート含む
外面：底部指オサエ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 78

１㎜大の石粒含む
外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～口縁部横ナデ｡

35 78

１㎜大のチャート含む
外面：底部指オサエ｡ 口縁部横ナデ｡
内面：底部～口縁部横ナデ｡

35 78

１～３㎜大の長石含む
外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 78

１～1.5㎜大の石粒含む
外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 78

１～３㎜大の石粒含む
外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 78

１～1.5㎜大の石英含む
外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 79

１㎜大の石粒含む
外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 79

１㎜大の石粒含む
外面：底部指オサエ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 79

１㎜大の石英・チャート含む
外面：底部ナデ・指オサエ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 79

１㎜大の長石含む
外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 79

0.1～４㎜大の長石・チャート・
クサリレキやや多く含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転ヘラ切り 35

1～1.5㎜大のクサリレキ・石英
含む

外面：底部回転ヘラ切り｡ 口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

35 79

１～1.5㎜大の長石・クサリレ
キ含む

外面：底部回転ヘラ切り→ナデ｡ 口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

35 79

0.1～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部ナデ→口縁部回転ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部回転ナデ｡

35

0.1～２㎜大のチャート・長石
含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部横ナデ｡

35

Ａ

地

区

Ｂ

地

区
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観察表22

Ｂ

地

区

№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

631 Ｂ地区 Ｐ14 土師器 皿 11.90 2.20 口縁部わずか にぶい橙

632 Ｂ地区 ＳＢ20 須恵器 椀 15.90 4.90 4.75
口縁部1/13
底部1/2

やや
不良

灰白～灰

633 Ｂ地区 Ｐ11 須恵器 椀 17.10 5.90 4.15
口縁部1/4強
底部1/2弱

良好 灰

634 Ｂ地区 Ｐ12 土師器 甕 13.50 13.20 15.20 6.10 口縁部1/8 にぶい橙～橙

635 Ｂ地区 Ｐ13 土師器 皿 13.00 2.85 口縁部わずか 灰白

636 Ｂ地区 ＳＸ01 土師器 杯 14.50 9.10 2.90
口縁部４/5
底部完存

橙～浅黄橙

637 Ｂ地区 ＳＸ01 土師器 皿 8.90 6.15 1.25
口縁部1/2
底部完存

橙

638 Ｂ地区 ＳＸ01 土師器 皿 8.80 6.45 1.10
底部～口縁部
1/2弱

橙

639 Ｂ地区 ＳＸ01 土師器 皿 8.75 6.50 1.35
口縁部1/2弱
底部完存

橙～浅黄橙

640 Ｂ地区 ＳＸ01 土師器 皿 9.20 6.30 1.30
口縁部7/8
底部完存

橙

641 Ｂ地区 ＳＸ01 須恵器 椀 14.60 4.70 口縁部わずか 普通 灰白

642 Ｂ地区 ＳＸ02 土師器 皿 8.90 7.60 1.10 2/3 褐灰～橙

643 Ｂ地区 ＳＸ02 土師器 皿 7.80 1.10 完存 橙

644 Ｂ地区 ＳＸ02 土師器 皿 8.35 1.65 ほぼ完存
にぶい橙～に
ぶい褐

645 Ｂ地区 ＳＸ02 土師器 皿 8.25 1.80
口縁部3/4
底部完存

にぶい橙～浅
黄橙

646 Ｂ地区 ＳＸ02 土師器 皿 8.20 1.55 完存 橙～浅黄橙

647 Ｂ地区 ＳＸ02 土師器 皿 13.45 2.65 ほぼ完存 橙～浅黄橙

648 Ｂ地区 ＳＸ02 土師器 皿 13.15 2.60 完存
灰黄褐～にぶ
い黄橙

649 Ｂ地区 ＳＸ02 須恵器 椀 16.60 2.75 口縁部1/4弱 普通 灰白

650 Ｂ地区 ＳＸ02 須恵器 捏鉢 5.95 口縁部わずか 普通 灰～暗灰

651 Ｂ地区 ＳＸ02 青磁 碗 15.70 5.95 6.70 完存 良好 明オリーブ灰

652 Ｂ地区 ＳＸ02 須恵器 甕 37.00 30.10 5.20 口縁部1/12 普通 灰～暗灰

653 Ｂ地区 ＳＫ12 土師器 皿 12.20 2.30 口縁部1/2 灰白

654 Ｂ地区 ＳＫ12 土師器 皿 8.35 1.10 口縁部2/3 浅黄橙～灰白

655 Ｂ地区 ＳＫ12 土師器 皿 8.30 1.40 口縁部1/2強 灰白

656 Ｂ地区 ＳＫ12 土師器 皿 7.20 1.50 口縁部1/3 灰黄～灰白

657 Ｂ地区 ＳＫ14 須恵器 椀 16.30 2.50 口縁部1/6弱 普通 灰

658 Ｂ地区 ＳＫ15 土師器 皿 8.80 1.40 口縁部1/7
浅黄橙～にぶ
い橙

659 Ｂ地区 ＳＫ15 土師器 皿 8.80 1.65 口縁部1/6
浅黄橙～にぶ
い橙

660 Ｂ地区 ＳＤ22 須恵器 壺 9.40 6.75 6.90
底部～体部完
存

やや
不良

灰～灰白
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0.1～1.5㎜大のチャート・クサ
リレキ含む

外面：底部～体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

35

0.1～８㎜大のチャート・長石
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部糸切り 35

0.1～５㎜大の長石・チャート
多く含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転糸切り 35

0.1～４㎜大の長石・雲母含む
外面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

外面被熱 35

0.1～0.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部指オサエ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

35

0.1～1.5㎜大の長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

底部回転ヘラ切り 35 79

0.1～３㎜大のクサリレキ・チャー
ト・長石含む

外面：底部回転ヘラ切り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

35 80

0.1～１㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部ヘラ切り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部回転ナデ｡

35 80

0.1～0.5㎜大のチャート・クサ
リレキわずかに含む

外面：底部回転ヘラ切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

35 80

0.1～２㎜大の長石・クサリレ
キ含む

外面：底部回転ヘラ切り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部ナデ｡

35 80

１㎜大の石英・長石・雲母・チャー
ト含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

35

１～1.5㎜大の長石含む
外面：底部ヘラ切り→口縁部回転ナデ｡
内面：底部ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡

35 80

１～1.5㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：底部ヘラ切り→ナデ→口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

35 80

１㎜大のクサリレキ含む
外面：底部指オサエ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 80

１㎜大のクサリレキ含む
外面：底部～体部指オサエ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35 80

１㎜大のクサリレキ含む
外面：底部～体部指オサエ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→体部～口縁部横ナデ｡

35 81

１～1.5㎜大の石英・クサリレ
キ含む

外面：底部指オサエ→口縁部横ナデ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

35 81

１～1.5㎜大のクサリレキ多く
含む

外面：底部指オサエ→口縁部横ナデ｡ 35 81

1～２㎜大の石粒含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

35

１㎜大の石粒含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

35

精良
外面：底部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

高台高4.5㎜ 35

１～３㎜大の石粒含む
外面：口頸部回転ナデ｡
内面：口頸部回転ナデ｡

35

0.1～１㎜大の長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

35 81

0.1～１㎜大のチャート含む
外面：底部～体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

35 81

0.1～１㎜大のチャート含む
外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

35 81

0.1～0.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35

２㎜以下の石英・チャートわず
かに含む

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

35

1.5㎜以下の石英・チャートわ
ずかに含む

外面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部横ナデ｡

35

１㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキわずかに含む

外面：底部ヘラ削り→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～口縁部横ナデ｡

35

１～２㎜大のチャート含む
外面：底部回転糸切り｡ 体部回転ナデ｡
内面：底部ナデ→体部回転ナデ｡

35 82
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(㎝)

残 存 焼成 色 調

661 Ｂ地区 ＳＤ22 須恵器 壺 3.00 9.10 6.30 9.40
体部ほぼ完存
底部完存

良好 灰～灰白

662 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 椀 16.20 6.20 4.65 口縁部1/8強 橙

663 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 椀 6.40 3.15 底部5/9
浅黄橙～にぶ
い黄橙

664 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 椀 7.00 2.45 底部2/5 浅黄橙

665 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 皿 8.30 1.65 口縁部4/9
橙～にぶい黄
橙

666 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 皿 9.00 4.50 1.90 2/3 にぶい黄橙

667 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 皿 8.90 6.20 1.35
口縁部4/9
底部ほぼ完存

橙

668 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 皿 8.60 5.30 1.75
口縁部わずか
底部ほぼ完存

橙～にぶい黄
橙

669 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 皿 9.10 6.40 1.55
口縁部1/6弱
底部1/6

にぶい橙～に
ぶい黄橙

670 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 羽釜 26.40 7.50 口縁部1/8 にぶい黄橙

671 Ｂ地区 ＳＤ23 土師器 羽釜 23.20 11.00 口縁部1/7 橙

672 Ｂ地区 ＳＤ23 須恵器 椀 16.00 5.30 5.65
口縁部1/3
底部1/2強

普通 灰

673 Ｂ地区 ＳＤ23 須恵器 椀 14.60 5.30 6.20 底部4/9
やや
不良

灰

674 Ｂ地区 ＳＤ23 須恵器 椀 15.40 4.70 口縁部1/6弱 普通 灰

675 Ｂ地区 ＳＤ23 須恵器 椀 14.95 4.20 口縁部1/8 普通 灰～灰白

676 Ｂ地区 ＳＤ23 須恵器 椀 13.80 4.10 口縁部1/5 普通 灰～暗灰

677 Ｂ地区 ＳＤ23 須恵器 椀 4.50 1.20 底部1/2強 普通 灰

678 Ｂ地区 ＳＤ23 須恵器 椀 4.80 1.30 底部5/9
やや
不良

灰白

679 Ｂ地区 ＳＤ23 瓦 平瓦 2/3 不良 灰白

680 Ｂ地区 包含層 土師器 椀 12.20 5.80 4.90
口縁部1/3
底部1/9

明黄褐～橙

681 Ｂ地区 ＳＨ04 土師器 椀 11.90 3.60 口縁部1/4 橙

682 Ｂ地区 ＳＨ04 土師器 高杯 14.00 5.10 9.70 8.90
口縁部3/5
脚部1/4

橙～にぶい橙

683 Ｂ地区 ＳＨ04 土師器 高杯 11.60 5.50 脚部1/6 にぶい橙～橙

684 Ｂ地区 ＳＨ04 須恵器 杯Ｈ 12.45 3.70 口縁部1/3 普通
灰～にぶい黄
橙

685 Ｂ地区 ＳＨ04 須恵器 杯Ｈ 12.00 1.85 口縁部わずか 普通 灰

686 Ｂ地区 ＳＨ04 須恵器 杯Ｈ 11.20 3.60 口縁部1/4弱 普通 灰～灰白

687 Ｂ地区 ＳＨ04 須恵器 杯Ｈ 9.40 1.85 口縁部わずか 普通 灰～灰白

688 Ｂ地区 ＳＨ04 須恵器 杯Ｇ 9.80 3.00 口縁部1/6 普通 灰～灰白

689 Ｂ地区 ＳＨ04 須恵器 高杯 8.30 脚部1/8 良好 灰

690 Ｂ地区 ＳＨ04 須恵器 甕 19.20 16.00 13.80 口縁部1/5弱 不良 灰白～浅黄橙
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４㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：底部回転糸切り｡ 体部～頸部回転ナデ｡
内面：底部～頸部回転ナデ｡

35 82

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキやや多く含む

外面：体部～口縁部磨滅｡
内面：底部～口縁部磨滅｡

36

1.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

底部回転糸切り 36

1.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：体部回転ナデ｡
内面：底部回転ナデ→底部～体部ナデ｡

底部回転ヘラ切り 36

2.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転ヘラ切り 36 81

1.2㎜以下のチャート・石英・
長石多く含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転糸切り 36 82

３㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転ヘラ切り 36 82

３㎜以下の長石わずかに含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転ヘラ切り 36

1.5㎜以下の石英・長石わずか
に含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

36

２㎜以下の石英・長石・クサリ
レキ・チャート多く含む

外面：体部ハケ→ナデ→鍔指オサエ→鍔～口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

鍔幅2.10㎝ 36 83

１㎝以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：体部ハケ→ナデ→鍔～口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ・指オサエ｡

外面煤付着
鍔幅２㎝

36 83

3.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転糸切り 36 82

2.5㎜以下の長石・チャート・
石英含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

底部回転糸切り 36

2.5㎜以下の石英・長石・チャー
トやや多く含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

36

１㎜以下の石英・長石わずかに
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

内面火襷痕あり 36

2.5㎜以下の長石・石英・チャー
ト含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

36

１㎜以下の石英・長石わずかに
含む

外面：体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

底部回転糸切り 36

1.5㎜以下の石英・長石含む
外面：体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

底部回転糸切り 36

１～２㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

凹面：布目・糸切り・模骨痕｡
凸面：平行叩き｡

36

2.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部～口縁部横ナデ｡
内面：底部～口縁部横ナデ｡

36

0.5～２㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：体部～口縁部磨滅｡
内面：体部～口縁部磨滅｡

38

0.5～1.5㎜大の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：脚部横ナデ→体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：脚部横ナデ｡ 体部～口縁部横ナデ｡

38 84

３㎜以下のクサリレキ・石英・
長石・チャート多く含む

外面：脚部磨滅｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡

円孔径1.0㎝ 38

0.5～1.5㎜大の砂粒含む
外面：底部ヘラ切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

38 84

0.5㎜大の砂粒含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

38

0.5～３㎜大の石英・チャート
含む

外面：底部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

38

0.5㎜大の砂粒含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

38

0.5㎜大の石英・長石含む
外面：底部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

38

0.5㎜大の砂粒含む
外面：脚部回転ナデ｡
内面：脚部回転ナデ｡

38

１㎝以下の長石・チャート・ク
サリレキ含む

外面：体部叩き→カキメ→口縁部回転ナデ｡
内面：体部当具痕→口縁部回転ナデ｡

38 84
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691 Ｂ地区 ＳＨ06 須恵器 杯Ｈ 11.30 2.50 口縁部わずか 普通 灰

692 Ｂ地区 ＳＨ07 須恵器 杯身 11.60 4.65 口縁部1/5弱 良好 灰～暗灰

693 Ｂ地区 ＳＨ16 須恵器 杯身 10.50 2.90 口縁部1/7 不良 灰白～灰黄

694 Ｂ地区 ＳＨ16 土師器 甕 9.20 10.40 4.30 口縁部1/5弱
淡赤橙～にぶ
い橙

695 Ｂ地区 ＳＨ16 土師器 甕 14.20 12.00 5.60 口縁部1/5弱
にぶい赤褐～
にぶい褐

696 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 椀 16.80 4.30 口縁部1/11 にぶい黄橙

697 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 椀 14.40 5.10 口縁部1/3弱 浅黄橙～灰白

698 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 皿 23.40 4.90 口縁部1/6
橙～にぶい黄
橙

699 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 皿 27.60 4.40 口縁部1/3 橙

700 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 高杯 27.40 3.20 口縁部1/6弱 黄橙

701 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 鉢 20.80 10.60 口縁部1/6
浅黄橙～にぶ
い黄橙

702 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 甕 11.90 11.25 13.10 11.55 口縁部1/4強
にぶい黄橙～
浅黄橙

703 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 甕 21.50 18.00 24.60 16.25 体部1/6
にぶい黄橙～
褐灰

704 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 甕 23.30 18.40 12.10 口縁部5/8
にぶい橙～灰
褐

705 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 甕 18.95 16.00 7.10 口頸部2/3 橙～にぶい橙

706 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 甕 18.30 15.60 22.00 12.40 口縁部1/2
浅黄橙～にぶ
い橙

707 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 甕 25.20 23.70 4.30 口縁部1/7
にぶい橙～灰
褐

708 Ｂ地区 ＳＨ17 土師器 堝 17.50 15.80 20.90 13.60 口縁部1/12 浅黄橙～褐灰

709 Ｂ地区 ＳＨ17 須恵器 杯Ｈ蓋 13.30 4.40 口縁部1/2弱 不良 灰白

710 Ｂ地区 ＳＨ17 須恵器 杯Ｈ 11.60 2.10 口縁部わずか 普通 灰

711 Ｂ地区 ＳＨ17 須恵器 杯Ｇ 11.50 3.65 口縁部2/3強 普通 灰

712 Ｂ地区 ＳＨ17 須恵器 杯Ｇ 9.45 4.10 口縁部1/5 普通 灰

713 Ｂ地区 ＳＨ17 須恵器 杯Ｇ 10.20 4.20 口縁部1/4弱 不良 灰白～黄灰

714 Ｂ地区 ＳＨ17 須恵器 平瓶 10.20 8.10 17.30 14.90
口縁部1/4
体部2/3

普通 灰

715 Ｂ地区 ＳＨ17 須恵器 甕 21.50 52.40 58.00 体部1/3
やや
不良

灰白

716 Ｂ地区 ＳＨ18 須恵器 � 12.65 2.30 口縁部1/4弱 灰白

717 Ｂ地区 ＳＨ18 須恵器 高杯 3.80 3.70 坏部わずか
やや
不良

灰

718 Ｂ地区 ＳＨ20 須恵器 杯Ｈ 14.10 2.50 口縁部わずか
やや
不良

灰白～黄灰

719 Ｂ地区 ＳＨ20 須恵器 杯Ｇ 10.85 3.65 口縁部3/5
やや
不良

黄灰

720 Ｂ地区 ＳＨ20 土師器 椀 17.70 4.85
口縁部1/14
底部2/9

橙
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0.1～0.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

38

0.1～３㎜大の長石含む
外面：底部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

38

0.1～1.5㎜大の長石・チャート
わずかに含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

38

0.1～３㎜大の長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：体部～頸部ハケ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り・ナデ→口縁部指オサエ→横ナデ｡

外面被熱 38

0.1～４㎜大の石英・長石・チャー
トやや多く含む

外面：体部ハケ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部指オサエ→ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

全体的に被熱 38

0.1～２㎜大のチャート・長石・
クサリレキ多く含む

外面：体部～口縁部指オサエ・ナデ｡
内面：体部～口縁部ヘラミガキ｡

38

0.1～３㎜大のクサリレキ・長石・
チャート・石英やや多く含む

外面：底部～口縁部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～口縁部指オサエ→口縁部横ナデ｡

38 84

0.1～1.5㎜大の長石・チャート
わずかに含む

外面：底部～体部ヘラミガキ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：底部～体部ヘラミガキ｡

38

0.1～3.5㎜大の長石・石英・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：底部磨滅｡ 口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：底部ナデ→口縁部指オサエ→横ナデ｡

38 84

0.1～２㎜大の長石・チャート・
クサリレキやや多く含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部指オサエ→横ナデ｡

38

0.1～３㎜大の長石・石英・クサ
リレキ・チャートやや多く含む

外面：体部指オサエ・ナデ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部指オサエ→ナデ→ハケ｡

38

0.5～２㎜大のチャート・長石・
石英多く含む

外面：磨滅｡
内面：体部指オサエ｡ 口縁部磨滅｡

38 84

0.5～1.5㎜大の長石・石英・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

38

0.5～1.5㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

体部中位外面煤付着 38 84

2.5㎜以下の石英・長石・クサ
リレキ・チャートやや多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部ハケ→横ナデ｡

38

0.5～1.5㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部上半ハケ→体部中位指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

39

0.1～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部ハケ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→口縁部指オサエ・横ナデ｡ 内外面被熱

39

0.5～１㎜大のチャート・長石
含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

39 85

0.1～２㎜大の長石・石英・チャー
ト含む

外面：天井部ヘラ切り→天井部～口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

39

0.1～0.5㎜大のチャート・長石
含む

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

39

0.1～７㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部ヘラ切り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

39 84

0.1～１㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

内面釉付着 39

0.1～0.5㎜大の長石わづかに含
む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

39

0.5～１㎜大の砂粒含む
外面：体部下半回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ→体部カキメ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

39 85

１㎜大の長石わずかに含む
外面：底部～体部叩き→頸部回転ナデ｡
内面：底部～体部当具痕→頸部回転ナデ｡

39 85

0.1～0.2㎜大のチャート含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

40

0.1～３㎜大の長石・チャート
含む

外面：坏部回転ナデ｡
内面：坏部回転ナデ→杯底部仕上げナデ｡

40

２㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

２㎜以下の石英わずかに含む
外面：底部回転ヘラ切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

40 85

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：底部～体部ヘラ削り→体部～口縁部ナデ｡
内面：底部～口縁部磨滅｡

40
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721 Ｂ地区 ＳＨ20 土師器 高杯 5.10 9.70 5.00
脚部5/9
体部1/4

橙

722 Ｂ地区 ＳＨ21 土師器 甕 10.70 9.90 11.20 10.05
口縁部わずか
体部～底部1/3

にぶい黄橙～
にぶい赤褐

723 Ｂ地区 ＳＨ21 土師器 甕 27.10 24.10 8.60 口縁部1/8
にぶい橙～に
ぶい黄橙

724 Ｂ地区 ＳＨ21 土師器 高杯 21.80 3.05 口縁部1/4 橙～明赤褐

725 Ｂ地区 ＳＨ21 土師器 皿 12.40 3.00 口縁部1/5 橙～浅黄橙

726 Ｂ地区 ＳＨ21 須恵器 杯Ｇ 11.05 4.10 口縁部4/5 普通 黄灰～褐灰

727 Ｂ地区 ＳＨ21 須恵器 杯Ｇ 9.80 3.50 口縁部2/9 不良 灰白

728 Ｂ地区 ＳＨ21 須恵器 杯Ｇ 9.00 3.60 口縁部1/2強
やや
不良

灰白～黄灰

729 Ｂ地区 ＳＨ23 土師器 甕 15.00 13.00 16.20 8.40 口頸部2/9 にぶい橙

730 Ｂ地区 ＳＢ24 須恵器 杯Ｇ 11.60 3.00 口縁部1/7 普通 灰白

731 Ｂ地区 ＳＢ24 須恵器 � 8.70 4.00 3.50 口縁部わずか
やや
不良

灰～灰白

732 Ｂ地区 ＳＢ24
韓式系
土器

甕 体部わずか 普通 灰

733 Ｂ地区 ＳＢ24
韓式系
土器

甕 体部わずか 普通 灰

734 Ｂ地区 ＳＢ24 土師器 甑 把手一部 浅黄橙

735 Ｂ地区 ＳＢ25 土師器 甕 14.20 15.00 14.90 7.60 口縁部1/8弱 にぶい黄橙

736 Ｂ地区 ＳＢ25 土師器 甕 13.30 12.70 14.20 5.75 口縁部1/4弱 橙～にぶい橙

737 Ｂ地区 ＳＢ27 須恵器 甕 32.90 3.15 口縁部わずか
やや
不良

黄灰

738 Ｂ地区 ＳＢ27 須恵器 杯Ｈ蓋 9.70 2.30 口縁部1/5 普通 灰白

739 Ｂ地区 ＳＢ27 須恵器 杯Ｇ蓋 11.20 2.20 口縁部わずか
やや
不良

灰～灰白

740 Ｂ地区 ＳＢ27 須恵器 杯Ｇ蓋 12.80 1.90 口縁部わずか 普通 灰

741 Ｂ地区 ＳＢ27 須恵器 杯Ｂ蓋 9.60 0.65 口縁部1/6 不良 灰白

742 Ｂ地区 ＳＢ30 須恵器 椀 21.30 4.60 口縁部わずか
やや
不良

灰

743 Ｂ地区 ＳＢ31 須恵器 杯Ｈ 10.60 2.90 口縁部1/7
やや
不良

灰白

744 Ｂ地区 ＳＢ31 須恵器 杯Ｇ 10.80 3.60 口縁部わずか
やや
不良

灰白

745 Ｂ地区 ＳＢ34 須恵器 杯身 11.50 1.60 口縁部わずか 普通 灰白

746 Ｂ地区 ＳＢ35 須恵器 杯Ｈ 12.00 1.60 口縁部わずか 不良 灰白

747 Ｂ地区 ＳＢ35 須恵器 杯Ｈ 12.20 2.40 口縁部1/6 普通 灰

748 Ｂ地区 ＳＢ35 須恵器 杯Ｈ蓋 10.80 2.80 口縁部わずか 良好 灰白

749 Ｂ地区 ＳＢ35 須恵器 甕 3.80 筒部わずか 良好 黄灰

750 Ｂ地区 ＳＢ35 土師器 高杯 3.10 9.40 6.60 脚部1/3 にぶい黄橙
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1.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：脚部ハケ→ナデ→体部ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→ナデ｡ 体部磨滅｡

40 85

２㎜以下の石英・長石・クサリ
レキ・チャート含む

外面：底部ナデ→体部ハケ→口縁部ナデ｡
内面：底部指オサエ→体部～口縁部ナデ｡

体部外面煤付着 40

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：体部～口縁部ハケ→体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部ハケ｡

40

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ含む

外面：体部～口縁部ヘラミガキ｡
内面：体部～口縁部磨滅｡ 口縁端部ナデ｡

40

1.5㎜以下の石英・長石含む
外面：体部ヘラミガキ→口縁部ナデ｡
内面：体部～口縁部ヘラミガキ→ナデ｡

40

３㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：底部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

内面に火襷痕 40 85

１㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキわずかに含む

外面：底部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

40 85

３㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：底部回転ヘラ削り→ナデ→体部回転ヘラ削り→口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

40 85

２㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキ多く含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部ナデ｡
内面：体部ヘラ削り→ナデ→口縁部ハケ｡

40

0.1～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：口頸部回転ナデ｡
内面：口頸部回転ナデ｡

40

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部叩き｡
内面：体部当具痕｡

40 86

0.1～１㎜大の長石含む
外面：叩き｡
内面：当具痕｡

40 86

0.1～３㎜大の長石・チャート
含む

外面：指オサエ｡ 40 86

0.1～２㎜大の長石・チャート・
クサリレキやや多く含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

40

0.1～1.5㎜大のチャート・長石・
石英含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ・ハケ→口縁部横ナデ｡

40

0.1～2.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

40

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～１㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～1.5㎜大のチャート・長石
含む

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

40

0.1～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

40

0.1～１㎜大の長石含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～1.5㎜大のチャート含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～2.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

１㎜以下の長石・チャートわず
かに含む

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

40

１㎜以下のチャート・長石含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

40

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：体部回転ヘラナデ→口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

40

0.5㎜以下の長石わずかに含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

外面：筒部ハケ｡
内面：筒部回転ナデ｡

40 86

１㎜以下の長石・石英・チャー
ト含む

外面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡
内面：脚下半ヘラ削り→脚端部横ナデ｡

40
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751 Ｂ地区 ＳＢ35 土師器 杯 19.30 4.00 口縁部わずか にぶい橙

752 Ｂ地区 ＳＢ36 須恵器 杯蓋 13.80 1.30 口縁部1/6 普通 灰白

753 Ｂ地区 ＳＢ37 須恵器 杯Ｂ蓋 2.30
天井部完存
つまみ2/3

やや
不良

灰白

754 Ｂ地区 ＳＢ37 須恵器 杯Ｇ蓋 13.00 1.70 口縁部1/4弱
やや
不良

灰白

755 Ｂ地区 ＳＢ37 須恵器 杯Ｈ 8.30 2.30 口縁部1/3 不良 灰～灰白

756 Ｂ地区 ＳＢ41 須恵器 杯Ｈ 10.90 2.65 口縁部1/9 不良 灰白

757 Ｂ地区 ＳＢ41 須恵器 杯Ｇ 10.80 2.90 口縁部1/6強
やや
不良

灰白

758 Ｂ地区 ＳＢ42 須恵器 杯Ｈ蓋 13.00 2.60 口縁部わずか 普通 灰

759 Ｂ地区 ＳＢ42 須恵器 杯Ｈ 12.30 2.30 口縁部1/10 普通 灰

760 Ｂ地区 ＳＢ42 土製品 紡錘車 完存
にぶい橙～褐
灰

761 Ｂ地区 Ｐ15 土師器 皿 15.50 3.10 口縁部1/11 明赤褐～橙

762 Ｂ地区 Ｐ16 須恵器 杯Ｈ蓋 10.40 3.20 口縁部1/6
やや
不良

灰白

763 Ｂ地区 Ｐ20 須恵器 杯Ｈ蓋 11.80 2.80 口縁部わずか
やや
不良

灰白

764 Ｂ地区 Ｐ17 韓式土器 甕 体部わずか
やや
不良

褐灰～橙

765 Ｂ地区 Ｐ19 須恵器 壺 9.90 5.00 底部1/4弱
やや
不良

灰～灰白

766 Ｂ地区 Ｐ22 土師器 甕 11.30 9.80 4.70 口縁部1/6 にぶい橙

767 Ｂ地区 Ｐ21 須恵器 甕 8.00 頸部わずか
やや
不良

灰

768 Ｂ地区 ＳＫ17 土師器 高杯 13.20 3.00 4.70 口縁部1/6 橙

769 Ｂ地区 ＳＥ01 須恵器 杯Ｈ蓋 13.80 4.10 2/3
やや
不良

灰

770 Ｂ地区 ＳＥ01 須恵器 杯Ｈ 12.90 2.40 口縁部わずか
やや
不良

灰白

771 Ｂ地区 ＳＥ01 須恵器 杯Ｇ 12.10 4.80 口縁部1/3 普通 灰白

772 Ｂ地区 ＳＥ01 須恵器 杯Ｇ 7.40 3.60 口縁部わずか 普通 灰

773 Ｂ地区 ＳＥ01 須恵器 杯Ｂ 16.30 3.10 底部1/4 不良 灰白

774 Ｂ地区 ＳＥ01 須恵器 壺 7.65 9.50 5.00 口縁部1/4弱
やや
不良

灰

775 Ｂ地区 ＳＥ01 須恵器 壺 10.95 8.30 5.75 口縁部わずか 普通 灰

776 Ｂ地区 ＳＥ01 須恵器 壺 5.20 12.80
頸部～肩部完
存

普通 灰白

777 Ｂ地区 ＳＥ01 須恵器 � 4.70 9.85 8.10 頸部1/4強
やや
不良

灰

778 Ｂ地区 ＳＥ01 土師器 甕 4.25 底部完存
灰白～にぶい
黄褐

779 Ｂ地区 ＳＥ01 土師器 皿 12.20 2.45 口縁部1/5 橙

780 Ｂ地区 ＳＥ01 土師器 椀 10.30 2.65 底部1/4弱 橙～明赤褐



― 323 ―

Ｂ

地

区

胎 土 調 整 備 考 図
版
写真
図版

１㎜大のチャート・長石・石英
含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

40

１㎜以下の長石・チャートわず
かに含む

外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

40

0.1～３㎜大の長石・チャート
含む

外面：天井部回転ヘラミガキ→体部回転ナデ｡
内面：天井部～体部回転ナデ｡

40

0.1～1.5㎜大のチャート・長石
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～２㎜大のチャート含む
外面：底部ヘラ切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～１㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～１㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

40

0.1～２㎜大の長石含む 40 86

0.1～１㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

41

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：天井部～口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

41

0.1～４㎜大の石英・長石含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

41 86

0.1～1.5㎜大の砂粒含む
外面：縄蓆文｡
内面：回転ナデ｡

41 86

0.1～５㎜大の長石・チャート
やや多く含む

外面：底部ヘラナデ→高台貼り付け→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ→底部ナデ｡

高台高1.1㎝ 41

１㎜大の長石・チャート・クサ
リレキ含む

外面：口頸部磨滅｡
内面：口頸部磨滅｡

41

0.1～５㎜大の長石・チャート
含む

外面：頸部回転ナデ｡
内面：頸部回転ナデ｡

41

１㎜以下の石英・チャート・ク
サリレキ含む

外面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：坏部ナデ｡

41 87

１～３㎜大の石粒含む
外面：天井部ヘラ切り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

41 87

0.1～1.5㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

41

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：底部回転糸切り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

41 87

0.1～１㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

41

0.1～２㎜大のチャート含む
外面：底部回転ヘラ切り→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

高台高６㎜ 41

0.1～４㎜大の長石を含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

41 87

0.1～３㎜大の長石・チャート
含む

外面：頸部～口縁部回転ナデ｡
内面：頸部～口縁部回転ナデ｡

41

１～2.5㎜大の石粒含む
外面：体部～頸部回転ナデ｡
内面：体部～頸部回転ナデ｡

41 87

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：体部下半回転ヘラ削り→体部～頸部回転ナデ｡
内面：体部～頸部回転ナデ｡

41

１～２㎜大の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：底部ヘラナデ→体部ナデ・指オサエ｡
内面：底部～体部指オサエ｡

41 87

0.1～２㎜大の長石含む
外面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

41

0.1～１㎜大のチャート・長石
わずかに含む

外面：底部ナデ→体部ヘラナデ｡
内面：底部～体部ヘラナデ｡

高台高1.30㎝ 41
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781 Ｂ地区 ＳＥ01 土師器 甕 24.30 21.60 7.50 口縁部1/7弱 浅黄橙～褐

782 Ｂ地区 ＳＥ01 土師器 甕 11.10 10.40 13.15 12.45 口縁部1/3 灰黄～浅黄

783 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 杯Ｈ蓋 13.60 2.10 口縁部1/9
やや
不良

灰白

784 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 杯Ｈ 12.40 3.30 口縁部1/9 普通 灰～灰白

785 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 杯Ｈ 12.10 4.30 3/5 普通 灰

786 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 杯Ｈ 11.30 2.35 口縁部1/9
やや
不良

灰～灰白

787 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 杯Ｈ 11.70 1.90 口縁部1/9
やや
不良

灰白

788 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 杯Ｇ 10.05 3.75 口縁部1/3 不良 灰～灰黄

789 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 高杯 3.50 8.40 5.00 脚部3/4 不良 灰白

790 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 � 8.80 3.45 体部2/3 良好 灰

791 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 甕 体部わずか 良好 灰

792 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 甕 18.90 15.40 3.50 口縁部1/5 不良 灰黄

793 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 壺 13.20 8.15 体部ほぼ完存 普通 灰白～灰

794 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 すり鉢 9.40 8.80 底部1/2 普通 灰白

795 Ｂ地区 ＳＤ28 須恵器 甕 12.40 10.10 3.25 口縁部1/6 不良 灰白

796 Ｂ地区 ＳＤ28 土師器 甑 把手
にぶい橙～浅
黄橙

797 Ｂ地区 ＳＤ31 土師器 甕 15.20 13.40 4.70 口縁部1/10 にぶい橙

798 Ｂ地区 ＳＤ30 須恵器 杯Ｈ 14.70 3.20 口縁部1/10 普通 灰

799 Ｂ地区 ＳＤ31 須恵器 高杯 9.40 2.20 脚部1/10 良好 灰白

800 Ｂ地区 包含層 須恵器 杯蓋 12.45 3.85 口縁部1/4強
やや
不良

灰～灰白

801 Ｂ地区 包含層 須恵器 杯身 11.00 5.25
口縁部1/7
底部ほぼ完存

普通 灰

802 Ｂ地区 包含層 須恵器 杯蓋 11.60 3.30 口縁部1/5弱
やや
不良

灰

803 Ｂ地区 包含層 須恵器 � 13.80 2.30 口縁部1/6 普通 灰白

804 Ｂ地区 包含層 須恵器 高杯 1.90 接合部1/3弱
やや
不良

灰

805 Ｂ地区 包含層 須恵器 円面硯 23.30 2.50 底部1/9 普通 灰

806 Ｂ地区 包含層 土師器 椀 12.20 5.80 口縁部1/2 橙

807 Ｂ地区 包含層 土師器 椀 9.85 3.40
口縁部1/3
底部1/2強

橙

808 Ｂ地区 包含層 土師器 高杯 15.20 2.30 13.00 口縁部1/2 にぶい橙

809 Ｂ地区 包含層 土師器 甕 16.80 13.90 6.95 口縁部1/3
にぶい橙～浅
黄橙

810 Ｂ地区 包含層 土師器 甕 21.00 16.60 9.10 口縁部1/5
灰黄褐～にぶ
い黄橙
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１～３㎜大の石英・雲母・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ヘラナデ→口縁部横ナデ｡

41

１～２㎜大の石英含む
外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部指オサエ・指ナデ→口縁部ハケ｡

41 87

１㎜大の石粒含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

41

１㎜大の石粒含む
外面：天井部～体部回転ヘラ削り→口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

41

4.5㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：底部回転ヘラ削り→口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

41 88

１～３㎜大のの石粒含む
外面：底部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

41

１～1.5㎜大のチャート含む
外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：体部～口縁部回転ナデ｡

41

４㎜以下のチャート・長石わず
かに含む

外面：底部回転ヘラ切り→ナデ→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ｡

41

１～1.5㎜大の石粒含む
外面：脚部～杯部回転ナデ｡
内面：脚部回転ナデ｡ 杯部回転ナデ｡

41 88

１～２㎜大の石粒含む
外面：底部静止ヘラ削り→体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

41

１㎜大の石粒わずかに含む
外面：叩き→すり消し｡
内面：回転ナデ｡

41 88

１～1.5㎜大の石粒含む
外面：口頸部回転ナデ｡
内面：口頸部回転ナデ｡

41

２㎜以下の長石・チャートわず
かに含む

外面：体部下半回転ヘラ削り→体部上半回転ナデ｡
内面：体部回転ナデ｡

41

１㎜大の石粒含む
外面：底部ヘラナデ｡ 体部回転ナデ｡
内面：底部～体部回転ナデ｡

41 88

１㎜大の石粒含む
外面：口頸部回転ナデ｡
内面：口頸部回転ナデ｡

41

１～２㎜大の石英・長石多く含
む

外面：指オサエ｡
内面：ナデ｡

41 89

１㎜以下の長石・石英・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部ハケ｡

被熱により赤変 42

１㎜以下の長石極わずか含む
外面：口縁部～体部回転ナデ｡
内面：口縁部～体部回転ナデ｡

外面に火襷痕 42

１㎜以下の長石わずかに含む
外面：脚部回転ナデ｡
内面：脚部回転ナデ｡

42

0.1～２㎜大の長石・チャート
含む

外面：天井部回転ヘラ削り→口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ→天井部ナデ｡

42

3.5㎜以下の石英・長石わずか
に含む

外面：底部回転ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：底部～口縁部回転ナデ→底部ナデ｡

外面に火襷痕 42

1.5㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：天井部回転ヘラ削り→口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡

42

１㎜以下の長石わずかに含む
外面：口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

42

２㎜以下の長石・石英・チャー
トわずかに含む

外面：杯部回転ナデ｡
内面：杯部回転ナデ｡

42 89

２㎜大の長石・石英わずかに含
む

外面：底部回転ナデ｡
内面：底部回転ナデ｡

42 88

3.5㎜大の石英・長石・チャー
ト・クサリレキ多く含む

外面：底部～口縁部ナデ｡
内面：底部～体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

42 89

1㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：底部～体部ヘラナデ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部ナデ→口縁部横ナデ｡

42 89

0.1～３㎜大の長石・クサリレ
キ・チャート含む

外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡ 坏部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡ 杯部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

42 89

0.1～８㎜大の長石・チャート・
クサリレキやや多く含む

外面：体部ハケ→口縁部指オサエ・ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部ハケ→横ナデ｡

42

1.5㎜大の石英・長石・チャー
トやや多く含む

外面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

42
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811 Ｂ地区 ＳＸ03 弥 生 高坏 5.90 3.65 接合部完存 橙～にぶい橙

812 Ｂ地区 ＳＸ03 弥 生 壺 31.20 9.20 21.70
体部以下ほぼ
完存

浅黄橙

813 Ｂ地区 ＳＸ04 弥 生 壺 10.80 9.20 20.40 6.40 28.30
口縁部～底部
1/2

橙

814 Ｂ地区 ＳＫ24 弥 生 壺 17.80 12.00 6.80 口縁部1/5 橙

815 Ｂ地区 ＳＫ24 弥 生 高坏 31.00 5.10 口縁部1/8 にぶい橙

816 Ｂ地区 ＳＫ25 弥 生 甕 13.40 12.20 14.60 5.10 口縁部わずか 橙

817 Ｂ地区 ＳＫ25 弥 生 甕 5.20 8.10 底部1/3 にぶい橙

818 Ｂ地区 ＳＫ25 弥 生 甕 11.60 10.00 11.80 4.70 口縁部1/10 灰白

819 Ｂ地区 ＳＫ25 弥 生 甕 4.90 7.70 底部完存 淡黄

820 Ｂ地区 ＳＫ25 弥 生 壺 9.00 4.80 底部1/3 にぶい黄橙

821 Ｂ地区 ＳＫ25 弥 生 鉢 7.00 7.80 10.00 7.10 口縁部1/4 浅黄橙

822 Ｂ地区 ＳＫ25 弥 生 鉢 15.00 6.00 口縁部1/4 浅黄橙

823 Ｂ地区 ＳＫ25 弥 生 鉢 4.50 8.80 7.60 脚部完存 浅黄橙

824 Ｂ地区 ＳＫ25 弥 生 高坏 25.60 27.90 6.50 口縁部1/3 にぶい橙

825 Ｂ地区 ＳＫ26 弥 生 壺 14.00 4.80 口縁部1/4 にぶい黄橙

826 Ｂ地区 ＳＫ26 弥 生 壺 28.00 13.80 体部1/8
浅黄橙～にぶ
い黄橙

827 Ｂ地区 ＳＫ26 弥 生 壺 15.00 13.40 21.30 10.50 口縁部1/4 にぶい橙

828 Ｂ地区 ＳＫ26 弥 生 壺 15.60 34.30 17.60 口縁部1/2 浅黄橙

829 Ｂ地区 ＳＫ26 弥 生 複合土器 13.40 11.10 14.60
体部以下ほぼ
完存

橙

830 Ｂ地区 ＳＫ26 弥 生 壺 7.40 12.30 10.20 脚部ほぼ完存 浅黄橙

831 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 18.60 14.10 4.80 口縁部1/6 橙

832 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 15.90 9.80 7.25 口縁部1/2弱 浅黄橙～黄褐

833 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 15.80 16.80 2.50 口縁部1/6
浅黄橙～淡赤
橙

834 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 19.00 13.40 9.30 口縁部1/4 浅黄橙

835 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 23.00 3.10 口縁部1/4 橙

836 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 21.20 3.30 口縁部1/4 浅黄橙

837 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 19.70 11.90 9.20 口縁部1/2 浅黄橙

838 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 20.00 11.20 6.30 口縁部1/2 橙～にぶい橙

839 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 18.20 11.50 5.20 口縁部1/5
浅黄橙～にぶ
い黄橙

840 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 26.60 5.10 口縁部1/10 にぶい黄橙
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3.5㎜以下の石英・チャート・
長石・クサリレキ多く含む

外面：坏部ヘラミガキ｡
内面：坏部ヘラミガキ｡

43

１㎜大の長石・チャート含む
外面：底部ナデ｡ 体部下半ヘラミガキ｡ 体部上半ナデ｡
内面：底部～体部下半ナデ｡ 体部上半ハケ→ナデ｡

43 91

１～２㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：底部ナデ→体部下半ヘラ削り→体部上半ナデ→口縁部横ナデ｡

43 91

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

43

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

43

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト・雲母含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

43

１㎜大の長石・チャート・石英
含む

外面：体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ヘラ削り｡

43

１㎜以下の長石・チャートわず
かに含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

43

１㎜大の長石・チャート・雲母・
石英含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラ削り｡

43

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ハケ→ナデ｡

43

１㎜大の石英・チャート・長石・
雲母含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

43 91

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

43

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：底部ナデ｡ 脚部ヘラミガキ｡
内面：脚部ヘラ削り｡ 底部ナデ｡

43 92

１㎜以下の石英・長石・雲母・
角閃石・チャート含む

外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：坏部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

43

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト・雲母含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径６～７㎜ 43

１㎜大の石英・長石・チャート・
雲母やや多く含む

外面：体部下半ヘラミガキ｡ 体部上半ハケ｡
内面：体部上半ナデ｡ 体部下半ハケ｡

43

１㎜大の石英・長石・雲母・チャー
ト含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径７～８㎜ 43 91

１㎜大の石粒含む
外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

円孔径５㎜ 44 91

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：脚部横ナデ→体部ハケ→体部上半横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡ 体部ヘラ削り｡

44 92

１㎜以下の長石・石英・チャー
ト多く含む

外面：脚部ナデ→脚端部・接合部横ナデ→体部ヘラミガキ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡ 体部ヘラ削り→ナデ｡

体部中央部穿孔 44 92

１～２㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径1.5㎝ 44

１～２㎜大のクサリレキ・石英
含む

外面：外面口頸部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡

44 93

１～1.5㎜大のチャート・クサ
リレキ含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：口縁部横ナデ｡

44

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：頸部～口縁部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ハケ→ナデ→口縁部ヘラミガキ→横ナデ｡

44

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部～口縁部磨滅｡

円形浮文径1.8㎝ 44

１㎜以下のチャートわずかに含
む

外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

44

１㎜以下の石英・長石・チャー
トやや多く含む

外面：体部ハケ→ヘラミガキ→口頸部横ナデ｡
内面：体部ナデ→頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

円形浮文径1.5～1.7
㎝

44 93

１㎜大の長石・石英・チャート
多く含む

外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部ヘラミガキ？→口縁部横ナデ｡

44 94

１㎜大の長石・チャート含む
外面：口頸部横ナデ｡
内面：頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

44

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：頸部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡

小孔径２㎜ 44
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№ 地区名 検出面 遺構名 種 別 器 種
口径
(㎝)

頸径
(㎝)

最大径
(㎝)

底径
(㎝)

器高
(㎝)

残 存 焼成 色 調

841 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 23.60 3.90 口縁部1/8 浅黄橙

842 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 25.60 4.60 口縁部1/2 灰白～灰

843 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 27.00 10.00 口縁部1/10 にぶい橙

844 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 24.60 15.40 13.10 口縁部1/2 橙

845 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 8.40 7.70 底部2/3 灰白

846 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 8.20 16.40
底部1/3
体部1/6

灰黄

847 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 10.00 12.70 底部1/2 浅黄橙

848 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 12.70 8.80 底部1/6 にぶい黄橙

849 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 10.00 7.30 底部1/4 にぶい橙

850 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 壺 8.20 7.70 底部1/3 にぶい黄橙

851 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 25.40 24.00 8.40 口縁部1/5 浅黄橙

852 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 23.80 22.00 9.30 口縁部1/6 浅黄橙

853 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 22.60 20.00 29.40 15.60 口縁部1/3 浅黄橙

854 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 22.55 21.05 7.50 口縁部1/6強
にぶい黄橙～
灰白

855 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 23.80 22.00 6.50 口縁部1/8 にぶい黄橙

856 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 20.00 18.00 5.80 口縁部1/8 浅黄橙

857 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 17.60 16.00 11.80 口縁部1/4 淡赤橙～灰白

858 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 22.50 21.10 7.00 口縁部1/4 浅黄橙～橙

859 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 17.50 15.40 20.20 16.50 口縁部1/6 にぶい橙

860 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 14.40 12.90 2.30 口縁部1/8 浅黄橙

861 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 12.60 11.00 16.60 8.30 口縁部1/6 橙

862 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 6.40 12.50 体部1/2 にぶい橙

863 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 17.90 5.90 20.10 底部1/3
橙～にぶい赤
橙

864 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 8.50 8.80 底部1/4 浅黄橙

865 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 9.00 12.70 底部1/3 灰白

866 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 5.80 6.00 底部1/2弱 にぶい橙

867 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 甕 7.20 7.30 底部完存 にぶい橙

868 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 高坏 27.00 9.10 口縁部1/8 橙

869 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 高坏 16.00 9.30 脚部1/6 浅黄橙

870 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 高坏 5.80 5.60 接合部完存 浅黄橙
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１㎜以下の石英・チャート・長
石含む

外面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部剥離｡ 口縁部横ナデ｡

円孔径３㎜ 44

１㎜大のチャート・クサリレキ
含む

外面：頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

45

１㎜以下の石英・チャート・長
石含む

外面：頸部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

45

１㎜大の長石・チャート含む
外面：体部～頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部～頸部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

45 92

１㎜大の石英・長石・チャート・
クサリレキ含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部磨滅｡

45

１㎜以下の長石・チャート・雲
母・石英含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ナデ→体部ハケ｡

45

１㎜大の長石・チャート含む
外面：磨滅｡
内面：磨滅｡

45

１㎜以下の砂粒含む
外面：体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部下半ヘラ削り｡ 体部中位ハケ｡

45

１㎜大の石英・長石・チャート
多く含む

外面：底部～体部磨滅｡
内面：底部～体部磨滅｡

45

１㎜以下の長石・クサリレキ含
む

外面：底部磨滅｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部磨滅｡

45

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

45

１㎜以下の長石・チャート・雲
母わずかに含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

45

１㎜大の長石・チャート・クサ
リレキ含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

45

１～1.5㎜大の石英・チャート・
長石多く含む

外面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡
内面：体部指オサエ・ナデ→口縁部横ナデ｡

45

１㎜以下の石英・長石・チャー
トわずかに含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

46

１㎜大の石英・長石・チャート・
雲母含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

46

１～２㎜大の長石・石英・雲母・
チャート含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

外面被熱 46

１～1.5㎜大のチャート多く含
む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

46

１㎜以下のチャート・長石含む
外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

46

１㎜以下の石英・チャート・長
石含む

外面：口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

46

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡

体部外面煤付着 46

1㎜以下の長石・チャートわず
かに含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

被熱により赤変 46

１～２㎜大の長石・チャートや
や多く含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指ナデ→体部ヘラ削り｡

46

１㎜以下の砂粒含む
外面：底部ヘラナデ｡ 体部ハケ→ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ヘラ削り｡

46

１～２㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：体部ヘラミガキ｡
内面：体部ヘラナデ｡

46

１㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ナデ｡

46

１～２㎜大の長石・チャート含
む

外面：体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部磨滅｡

底部中央部穿孔 (径
1.2㎝)

46

１㎜以下の石英・チャート含む
外面：体部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部～口縁部ヘラミガキ｡

46

１～２㎜大の砂粒含む
外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り｡

46

１～３㎜大の石英・長石・チャー
ト含む

外面：磨滅｡
内面：脚部ヘラナデ｡

46
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871 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 高坏 13.60 8.40 脚部1/4 にぶい橙

872 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 高坏 5.00 10.80 6.80 脚部2/3 にぶい黄橙

873 Ｂ地区 ＳＫ28 弥 生 高坏 4.80 12.00 9.10 脚部1/4 にぶい黄橙

874 Ｂ地区 ＳＤ32 弥 生 壺 19.10 8.20 6.00 口縁部1/6 にぶい黄橙

875 Ｂ地区 包含層 弥 生 壺 5.20 体部わずか 浅黄橙

876 Ｂ地区 包含層 弥 生 壺 26.30 7.00 21.70
底部完存
体部1/2

橙

877 Ｂ地区 包含層 弥 生 壺 16.60 16.40 6.10 口縁部1/12 浅黄橙

878 Ｂ地区 包含層 弥 生 壺 16.30 14.40 5.80 口縁部1/6 にぶい黄橙

879 Ｂ地区 包含層 弥 生 壺 26.20 7.80 21.20
底部完存～体
部1/3

にぶい黄橙～
橙

880 Ｂ地区 ＳＫ29 弥 生 甕 15.70 13.80 20.00 20.60
体部～口縁部
1/4

にぶい橙

881 Ｂ地区 包含層 弥 生 甕 5.40 12.00 体部1/3 褐灰～橙

882 Ｂ地区 包含層 弥 生 甕 14.80 12.40 4.30 口縁部1/8 にぶい橙

883 Ｂ地区 包含層 弥 生 甕 15.80 13.50 18.20 6.30 26.70 1/3 にぶい橙

884 Ｂ地区 包含層 弥 生 甕 5.20 12.65 底部4/5
にぶい橙～褐
灰

885 Ｂ地区 包含層 弥 生 甕 5.30 3.90 底部1/2 にぶい橙～橙

886 Ｂ地区 包含層 弥 生 高坏 9.80 3.80 脚部1/4 にぶい黄橙

887 Ｂ地区 包含層 弥 生 高坏 18.10 26.30 3.60 口縁部1/10 にぶい橙

888 Ｂ地区 包含層 弥 生 高坏 22.60 5.00 口縁部1/3弱 にぶい橙～橙

889 Ｃ地区 包含層 須恵器 杯Ｇ蓋 12.70 1.95 口縁部1/6
やや
不良

灰～灰白

890 確 認 包含層 須恵器 杯Ｈ蓋 13.20 4.00 口縁部1/6 良好 灰

Ｂ

地

区

Ｃ

地

区
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１㎜以下の石英・長石・チャー
ト多く含む

外面：脚部上半ヘラミガキ｡ 脚部下半ナデ→横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り→脚端部横ナデ｡

46

１㎜以下の長石・チャート含む
外面：脚部ヘラミガキ→脚端部横ナデ｡
内面：脚部ナデ→脚端部横ナデ｡

46 93

１㎜大の石英・長石・チャート
含む

外面：脚部磨滅｡
内面：脚部ヘラ削り｡

46

２㎜以下の石英・長石・チャー
ト含む

外面：頸部ハケ→口縁部指オサエ→ナデ｡
内面：頸部ナデ→口縁部横ナデ｡

47

１㎜以下の長石・雲母わずかに
含む

外面：体部ハケ｡
内面：体部ハケ→ナデ｡

円形浮文径７㎜ 47

１㎜大の長石多く含む
外面：体部ハケ→体部下半ヘラミガキ｡
内面：底部ナデ→体部ハケ｡

円形浮文径９㎜ 47 93

0.1～５㎜大の長石・石英・ク
サリレキ・チャート多く含む

外面：体部ハケ→口縁部指オサエ→横ナデ｡
内面：体部ナデ→ヘラ削り→口縁部横ナデ｡

47

１㎜大の長石・チャート・雲母・
角閃石含む

外面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡
内面：体部磨滅｡ 口縁部横ナデ｡

紐穴径５㎜ 47

１㎜大の石英・長石・雲母・チャー
ト多く含む

外面：体部下半ヘラミガキ｡ 体部上半ハケ→ナデ｡
内面：底部ナデ→体部ハケ→ナデ｡

外面下半に煤付着 47

１㎜大の長石・チャート・雲母
含む

外面：体部ハケ→ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：体部下半ヘラ削り→体部上半ナデ→口縁部横ナデ｡

体部～口縁部外面煤
付着

47

0.5～1.5㎜大の石英・チャート・
長石多く含む

外面：底部横ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部ヘラ削り→ナデ｡

底部中央穿孔
(径6.5㎜)

47

１㎜以下の長石・チャートわず
かに含む

外面：体部ハケ→口縁部横ナデ｡
内面：体部ナデ→口縁部横ナデ｡

47

１㎜大の石英・長石・雲母・チャー
トわずかに含む

外面：底部ナデ→体部ハケ→体部下半ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：底部～体部下半ヘラ削り→体部上半ハケ→ナデ→口縁部横ナデ｡

体部外面煤付着
底部中央穿孔 (4.5㎜)

47 94

0.5～1.5㎜大の石英・チャート・
長石含む

外面：底部ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部～体部指オサエ・ナデ｡

外面煤付着 47

0.1～３㎜大の長石・チャート・
石英やや多く含む

外面：底部指オサエ・ナデ｡ 体部ヘラミガキ｡
内面：底部指オサエ・ナデ→体部ヘラ削り｡

47

１㎜以下の長石・チャート・ク
サリレキ含む

外面：脚部磨滅｡ 脚端部横ナデ｡
内面：脚部ヘラ削り｡

47

１㎜以下の長石・チャート・雲
母含む

外面：坏部ヘラミガキ→口縁部横ナデ｡
内面：坏部～口縁部ヘラミガキ｡

47

0.1～２㎜大のチャート・長石
含む

外面：坏部ヘラミガキ→口縁端部指オサエ→横ナデ｡
内面：坏部ヘラミガキ｡

47 94

0.1～0.5㎜大のチャート・長石
含む

外面：体部～口縁部回転ナデ｡
内面：口縁部回転ナデ｡

１㎜以下の長石わずかに含む
外面：天井部ヘラ削り→体部～口縁部回転ナデ｡
内面：天井部～口縁部回転ナデ｡
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図版１ 第１面出土遺物Ａ

地

区

１：ＳＢ02出土土器 ７：Ｐ02出土土器 10：Ｐ03出土土器 15：ＳＫ02出土土器
２～５：ＳＢ03出土土器・土製品 ８：Ｐ04出土土器 11：Ｐ05出土土器 16～18：ＳＫ03出土土器
６：ＳＢ04出土土器 ９：Ｐ01出土土器 12～14：ＳＫ01出土土器 19～22：包含層出土土器



図版２ 第２面出土遺物 Ａ

地

区

23～25：ＳＨ01出土土器 31：ＳＢ09出土土器
26・27：ＳＢ05出土土器 32・33：ＳＢ13出土土器
28：ＳＢ07出土土器 34：ＳＢ14出土土器
29：ＳＢ10出土土器 35：Ｐ06出土土器
30：ＳＢ11出土土器

36～55：ＳＤ03出土土器・瓦 (１)



図版３ 第２面出土遺物Ａ

地

区

81～87：ＳＤ05出土土器 (１)

60～80：ＳＤ04出土土器

56：ＳＤ03出土瓦 (２)



図版４ 第２面出土遺物 Ａ

地

区

93～95：ＳＤ06出土土器
96：ＳＤ07出土土器

88～92：ＳＤ05出土土器 (２)

97～109：包含層出土土器



図版５ 第３面出土遺物Ａ

地

区

110～112：Ｐ07出土土器
113：Ｐ08出土土器
114～122：ＳＫ09出土土器
123：ＳＫ10出土土器

124～126：ＳＤ08出土土器 (１)



図版６ 第３面出土遺物 Ａ

地

区

127～142：ＳＤ08出土土器 (２)



図版７ 第３面出土遺物Ａ

地

区

143～162：ＳＤ08出土土器 (３)



図版８ 第３面出土遺物 Ａ

地

区

163～180：ＳＤ08出土土器 (４)



図版９ 第３面出土遺物Ａ

地

区

181～197：ＳＤ08出土土器 (５)



図版10 第３面出土遺物 Ａ

地

区

198～205：ＳＤ08出土土器 (６)



図版11 第３面出土遺物Ａ

地

区

206～224：ＳＤ08出土土器 (７)



図版12 第３面出土遺物 Ａ

地

区

225～250：ＳＤ08出土土器 (８)



図版13 第３面出土遺物Ａ

地

区

251～264：ＳＤ08出土土器 (９)



図版14 第３面出土遺物 Ａ

地

区

265～268：ＳＤ08出土土器 (10)

269～275：ＳＤ09出土土器
276～279：ＳＤ11出土土器 (１)



図版15 第３面出土遺物Ａ

地

区

280～285：ＳＤ11出土土器 (２)

286～290：ＳＤ12出土土器

301：ＳＤ15出土土器 (１)

291～294：ＳＤ13出土土器 295～300：ＳＤ14出土土器



図版16 第３面出土遺物 Ａ

地

区

302：ＳＤ15出土土器 (２) 303・304：ＳＤ16出土土器
305：ＳＤ17出土土器 306～309：ＳＤ18出土土器

310・311：ＳＤ21出土土器

312～324：旧河道出土土器 (１)



図版17 第３面出土遺物Ａ

地

区

325～344：旧河道出土土器 (２)



図版18 第３面出土遺物 Ａ

地

区

345～361：旧河道出土土器 (３)



図版19 第３面出土遺物Ａ

地

区

362～383：旧河道出土土器 (４)



図版20 第３面出土遺物 Ａ

地

区

384～395：旧河道出土土器 (５)



図版21 第３面出土遺物Ａ

地

区

396～414：旧河道出土土器 (６)



図版22 第３面出土遺物 Ａ

地

区

415～421・430～439：旧河道出土土器 (７)



図版23 第３面出土遺物Ａ

地

区

440～452：旧河道出土土器 (８)



図版24 第３面出土遺物 Ａ

地

区

453～476：旧河道出土土器 (９)



図版25 第３面出土遺物Ａ

地

区

477～490：旧河道出土土器 (10)



図版26 第３面出土遺物 Ａ

地

区

491～506：旧河道出土土器 (11)



図版27 第３面出土遺物Ａ

地

区

507～529：旧河道出土土器 (12)



図版28 第３面出土遺物 Ａ

地

区

530～549：旧河道出土土器 (13)



図版29 第３面出土遺物Ａ

地

区

550～564：旧河道出土土器 (14)



図版30 第３面出土遺物 Ａ

地

区

565～584：旧河道出土土器 (15)



図版31 第３面出土遺物Ａ

地

区

585～599：旧河道出土土器 (16)
600～603：包含層出土土器 (１)



図版32 第２面・第３面出土遺物 Ａ

地

区

604～612：包含層出土土器 (２)

Ｍ１：ＳＢ05－Ｐ３出土鉄製品
Ｍ２：包含層出土鉄製品

Ｓ１：ＳＤ04出土石器



図版33 第３面出土遺物Ａ

地

区

Ｓ２：ＳＤ08出土石器
Ｓ３：ＳＤ17出土石器
Ｓ４～Ｓ６・Ｓ10～Ｓ12・Ｓ14

：旧河道出土石器
Ｓ７～Ｓ９・Ｓ13

：包含層出土石器
Ｓ15：ＳＤ14出土石器



図版34 第３面出土遺物 Ａ

地

区

Ｓ16・Ｓ17：旧河道出土石器



図版35 中世遺物

Ｂ

地

区

613～628：ＳＢ18出土土器 629：Ｐ10出土土器 630：Ｐ09出土土器
631：Ｐ14出土土器 632：ＳＢ20出土土器 633：Ｐ11出土土器
634：Ｐ12出土土器 635：Ｐ13出土土器

636～641：ＳＸ01出土土器
642～652：ＳＸ02出土土器

653～656：ＳＫ12出土土器 657：ＳＫ14出土土器 658・659：ＳＫ15出土土器 660・661：ＳＤ22出土土器



図版36 中世遺物

Ｂ

地

区

662～679：ＳＤ23出土土器・瓦

680：包含層出土土器



図版375 中世遺物

Ｂ

地

区

Ｍ３～Ｍ６：ＳＸ02出土鉄製品 Ｍ７：ＳＤ23出土鉄製品 Ｍ８：包含層出土鉄製品
Ｍ９～Ｍ25：ＳＸ01出土鉄製品



図版38 古墳時代遺物

Ｂ

地

区

681～690：ＳＨ04出土土器 691：ＳＨ06出土土器
692：ＳＨ07出土土器 693～695：ＳＨ16出土土器

696～705：ＳＨ17出土土器 (１)



図版39 古墳時代遺物

Ｂ

地

区

706～715：ＳＨ17出土土器 (２)



図版40 古墳時代遺物

Ｂ

地

区

752：ＳＢ36出土土器 753～755：ＳＢ37出土土器 756・757：ＳＢ41出土土器 758～760：ＳＢ42出土土器

743・744：ＳＢ31出土土器
745：ＳＢ34出土土器
746～751：ＳＢ35出土土器

730～734：ＳＢ24出土土器 735・736：ＳＢ25出土土器
737～741：ＳＢ27出土土器 742：ＳＢ30出土土器

716・717：ＳＨ18出土土器
718～721：ＳＨ20出土土器
722～728：ＳＨ21出土土器 729：ＳＨ23出土土器



図版41 古墳時代遺物

Ｂ

地

区
761：Ｐ15出土土器 762：Ｐ16出土土器 763：Ｐ20出土土器
764：Ｐ17出土土器 765：Ｐ19出土土器 766：Ｐ22出土土器
767：Ｐ21出土土器 768：ＳＫ17出土土器

769～782：ＳＥ01出土土器

783～796：ＳＤ28出土土器



図版42 古墳時代遺物

Ｂ

地

区

Ｓ18：ＳＢ42出土石製品

Ｍ26：ＳＫ22出土鉄製品 Ｍ27：ＳＥ01出土鉄製品
Ｍ28：ＳＨ14出土鉄製品 Ｍ29：Ｐ18出土鉄製品
Ｍ30：ＳＨ17出土鉄製品 Ｍ31：ＳＨ23出土鉄製品
Ｍ32：ＳＢ27出土鉄製品 Ｍ33：包含層出土鉄製品

797・799：ＳＤ31出土土器 798：ＳＤ30出土土器 800～810：包含層出土土器



図版43 弥生時代遺物

Ｂ

地

区

811・812：ＳＸ03出土土器 813：ＳＸ04出土土器

814・815：ＳＫ24出土土器 816～824：ＳＫ25出土土器
825～827：ＳＫ26出土土器 (１)



図版44 弥生時代遺物

Ｂ

地

区

828～830：ＳＫ26出土土器 (２) 831～841：ＳＫ28出土土器 (１)



図版45 弥生時代遺物

Ｂ

地

区

842～854：ＳＫ28出土土器 (２)



図版46 弥生時代遺物

Ｂ

地

区

855～873：ＳＫ28出土土器 (３)



図版47 弥生時代遺物

Ｂ

地

区

874：ＳＤ32出土土器 875～879・881～888：包含層出土土器 880：ＳＫ29出土土器



図版48 弥生時代遺物

Ｂ

地

区

Ｓ19：ＳＫ29出土石器 Ｓ20～Ｓ24：包含層出土石器







写真図版１ 第１面遺構

Ａ

地

区

第１面全景 北から

ＳＢ01全景 西から



写真図版２ 第１面遺構

Ａ

地

区

ＳＢ03全景 北から

(左)
ＳＢ03－Ｐ６断面

東から
(右)
ＳＢ03－Ｐ９断面

南から

ＳＫ03全景 南から

(左)
ＳＫ01断面 西から
(右)
ＳＤ02断面 南から



写真図版３ 第２面遺構

Ａ

地

区

第２面全景 (俯瞰)

第２面全景 南西から



写真図版４ 第２面遺構

Ａ

地

区

第２面全景
北東から

ＳＨ01全景
南東から

ＳＨ01カマド
南東から



写真図版５ 第２面遺構

Ａ

地

区

掘立柱建物群
北西から

掘立柱建物群
南東から



写真図版６ 第２面遺構

Ａ

地

区

ＳＢ05全景 東から

(左)
ＳＢ05－Ｐ３断面

東から
(右)
ＳＢ05－Ｐ４断面

東から

ＳＢ06～ＳＢ10
西から



写真図版７ 第２面遺構

Ａ

地

区

ＳＢ06全景 北から

ＳＢ07全景 北から

(左)
ＳＢ07－Ｐ２断面

西から
(右)
ＳＢ07－Ｐ７断面

北から



写真図版８ 第２面遺構

Ａ

地

区

ＳＢ08全景 北から

(左)
ＳＢ08－Ｐ３断面

東から
(右)
ＳＢ08－Ｐ５断面

東から

(左)
ＳＢ09全景 北から
(右上)
ＳＢ09－Ｐ１断面

西から
(右下)
ＳＢ09－Ｐ２断面

西から



写真図版９ 第２面遺構

Ａ

地

区

ＳＢ10全景 北から

(左)
ＳＢ10－Ｐ13断面

西から
(右)
ＳＢ10－Ｐ14断面

北から

(左)
ＳＢ10－Ｐ２断面

南から
(右)
ＳＢ10－Ｐ７断面

南から

ＳＢ10－Ｐ８・Ｐ10
断面 北から



写真図版10 第２面遺構

Ａ

地

区

ＳＢ11全景 北から
(右上)
ＳＢ12－Ｐ１断面

西から
(右下)
ＳＢ12－Ｐ７断面

東から

ＳＢ12全景
北東から

ＳＢ12全景
北西から



写真図版11 第２面遺構

Ａ

地

区

ＳＢ14全景 北から

ＳＢ16全景 西から



写真図版12 第２面遺構

Ａ

地

区

ＳＤ03～ＳＤ05 全景
南東から

ＳＤ03・ＳＤ04 東部
北西から

(左)
ＳＫ07全景 南から
(右)
ＳＫ08全景 北から



写真図版13 第２面遺構

Ａ

地

区

ＳＤ03・ＳＤ04西半
西から

(左)
ＳＤ03断面 東から
(右)
ＳＤ03土器出土状況

(左)
ＳＤ04断面 南東から

ＳＤ04土器出土状況

(左)
ＳＤ05断面 東から
(右)
ＳＤ06断面 南東から



写真図版14 第３面遺構

Ａ

地

区

第３面全景 西から

(左)
ＳＤ08全景 南から
(右)
ＳＤ08断面 南から

ＳＫ09全景 西から



写真図版15 第３面遺構

Ａ

地

区

(左)
ＳＤ08土器出土状況

北から
(右上)
ＳＤ08土器出土状況

東から
(右下)
ＳＤ08土器出土状況

南から

(左)
ＳＤ09全景 南西から
(左)
ＳＤ09断面 南西から
(左)
ＳＤ12全景 西から
(左)
ＳＤ12土器出土状況

西から



写真図版16 第３面遺構

Ａ

地

区

(左) 旧河道
土器出土状況

(右) 旧河道
土器出土状況

(左)
ＳＤ14石剣出土状況
(右)
ＳＤ16断面 東から

旧河道全景
南東から



写真図版17 遺構

Ｂ

地

区

全景 (俯瞰)



写真図版18 遺構

Ｂ

地

区

全景 (俯瞰)

全景 南西から

全景 北東から



写真図版19 中世遺構

Ｂ

地

区

(左)
ＳＢ18－Ｐ４
土器出土状況 南から
(右)
ＳＢ18－Ｐ５
土器出土状況 北から

ＳＸ01全景 東から

(左)
ＳＸ01土器出土状況

南から
(右)
ＳＸ02側板痕

北東から

ＳＸ02全景 南から



写真図版20 中世遺構

Ｂ

地

区

ＳＤ22土器出土状況
北から

(左)
ＳＫ16断面 東から
(右)
ＳＤ22断面 東から

(左)
ＳＫ12土器出土状況

南東から
(右)
ＳＫ14断面 南から



写真図版21 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＨ04全景 東から

ＳＨ06全景 西から

ＳＨ02全景 南から



写真図版22 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＨ09全景 西から

ＳＨ08全景
北西から

ＳＨ07全景 東から



写真図版23 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＨ12全景 東から

ＳＨ11全景
北東から

ＳＨ10全景
北東から



写真図版24 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＨ15全景 東から

ＳＨ14全景 西から

ＳＨ13全景 東から



写真図版25 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＨ17全景 西から

(左) ＳＨ16カマド
南西から

(右)
ＳＨ16内土坑 南から

ＳＨ16全景 南西から



写真図版26 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＨ17
土器出土状況

西から

(左) ＳＨ17
699出土状況

(右) ＳＨ17
702出土状況

(左) ＳＨ17
703出土状況

(右) ＳＨ17
704出土状況

(左) ＳＨ17
706出土状況

(右) ＳＨ17
708出土状況



写真図版27 古墳時代遺構

Ｂ

地

区
(左) ＳＨ17

714出土状況
(右) ＳＨ17

715出土状況

ＳＨ18全景 南西から

ＳＨ19全景 東から



写真図版28 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

(左) ＳＨ21カマド
南から

(右) ＳＨ21
728出土状況

ＳＨ21全景 南から

(左) ＳＨ20カマド
南西から

(右) ＳＨ20
721出土状況

ＳＨ20全景
南西から



写真図版29 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＨ22全景 西から

ＳＨ23全景 東から

ＳＢ24全景 南西から



写真図版30 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

(左)
ＳＢ25－Ｐ５断面

東から
(右)
ＳＢ26－Ｐ６断面

南から

ＳＢ27全景
北西から

(左)
ＳＢ27－Ｐ３断面

西から
(右)
ＳＢ27－Ｐ４断面

北から

(左)
ＳＢ27－Ｐ６断面

北から
(右)
ＳＢ27－Ｐ10断面

南から

(左)
ＳＢ27－Ｐ11断面

南から
(右)
ＳＢ27－Ｐ12断面

南から



写真図版31 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

(左)
ＳＢ28－Ｐ６断面

北から
(右)
ＳＢ31－Ｐ５断面

西から

ＳＢ32全景 西から

(左)
ＳＢ32－Ｐ５断面

南から
(右)
ＳＢ32－Ｐ６断面

西から

(左)
ＳＢ32－Ｐ７断面

西から
(右)
ＳＢ38－Ｐ５断面

南から



写真図版32 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＢ35全景
北西から

ＳＢ37全景
南西から

(左)
ＳＢ37－Ｐ２断面

南東から
(右)
ＳＢ37－Ｐ４断面

南西から

ＳＢ39全景
北東から



写真図版33 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＥ01全景 西から

ＳＥ01水溜 西から



写真図版34 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＥ01 井戸枠材

Ｗ１

Ｗ２



写真図版35 古墳時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＤ28北側断面
南から

ＳＤ28南側断面
南から

(左)
ＳＤ30断面 西から
(右)
ＳＤ31断面 西から



写真図版36 弥生時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＸ03全景 西から

ＳＸ04周溝内
土器出土状況

南から

ＳＸ04
北周溝断面 東から



写真図版37 弥生時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＫ26全景 北から

ＳＫ28上層検出状況
西から



写真図版38 弥生時代遺構

Ｂ

地

区

ＳＫ28
中層検出状況

西から

ＳＫ28
下層検出状況

西から



写真図版39 遺構

Ｃ

地

区
全景 南西から

(左)
ＳＤ35全景 南西から
(右)
ＳＤ35断面 南西から



写真図版40 第１面・第２面出土遺物

Ａ

地

区

５：ＳＢ03出土土製品 11：Ｐ05出土土器 14：ＳＫ01出土土器 16：ＳＫ03出土土器 20：包含層出土土器
24：ＳＨ01出土土器 50・53：ＳＤ03出土土器



写真図版41 出土遺物

Ａ

地

区

54：ＳＤ03出土土器 69・70・72・73：ＳＤ04出土土器 84・86・88：ＳＤ05出土土器



写真図版42 第２面出土遺物

Ａ
地
区

91・92：ＳＤ05出土土器 93・94：ＳＤ06出土土器 102：包含層出土土器



写真図版43 第２面出土遺物

Ａ

地

区

103・105～107：包含層出土土器



写真図版44 第３面出土遺物

Ａ

地

区

110・112：Ｐ07出土土器 114・117：ＳＫ09出土土器 124・125・127：ＳＤ08出土土器



写真図版45 第３面出土遺物

Ａ

地

区

136・144・149・152：ＳＤ08出土土器



写真図版46 第３面出土遺物

Ａ

地

区

154・156・163：ＳＤ08出土土器



写真図版47 出土遺物

Ａ

地

区

155・164・165・167：ＳＤ08出土土器



写真図版48 第３面出土遺物

Ａ

地

区

168～171：ＳＤ08出土土器



写真図版49 第３面出土遺物

Ａ

地

区

176・179・182・190・194：ＳＤ08出土土器



写真図版50 第３面出土遺物

Ａ

地

区

195・197・198・200・202・204：ＳＤ08出土土器



写真図版51 第３面出土遺物

Ａ

地

区

203・209・213・223・232・236：ＳＤ08出土土器



写真図版52 第３面出土遺物

Ａ

地

区

237～239・241・242・244：ＳＤ08出土土器



写真図版53 第３面出土遺物

Ａ

地

区

245・247・248・250・253・257：ＳＤ08出土土器



写真図版54 第３面出土遺物

Ａ

地

区

258・259・262・265：ＳＤ08出土土器 269：ＳＤ09出土土器



写真図版55 第３面出土遺物

Ａ

地

区

273・275：ＳＤ09出土土器 276・279・281：ＳＤ11出土土器 287・289：ＳＤ12出土土器 296・300：ＳＤ14出土土器



写真図版56 第３面出土遺物

Ａ

地

区

306：ＳＤ18出土土器 313・317・322・323・326～328：旧河道出土土器



写真図版57 出土遺物

Ａ

地

区

334・335・337・338・344・348・350：旧河道出土土器



写真図版58 第３面出土遺物

Ａ

地

区

352・354・355・362・366・367・369：旧河道出土土器



写真図版59 第３面出土遺物

Ａ

地

区

370・374・376・379・382：旧河道出土土器



写真図版60 第３面出土遺物

Ａ

地

区

381・383・388・389・392：旧河道出土土器



写真図版61 第３面出土遺物

Ａ

地

区

393・402・405・412～414・418：旧河道出土土器



写真図版62 第３面出土遺物

Ａ

地

区

420～426：旧河道出土土器



写真図版63 第３面出土遺物

Ａ

地

区

427～429・431～433：旧河道出土土器



写真図版64 第３面出土遺物

Ａ

地

区

435・443・454・455・457・460・463：旧河道出土土器



写真図版65 第３面出土遺物

Ａ

地

区

470・473・475・476・478・480：旧河道出土土器



写真図版66 第３面出土遺物

Ａ

地

区

481・482・488・491・497：旧河道出土土器



写真図版67 第３面出土遺物

Ａ

地

区

492・496・517～519・522：旧河道出土土器



写真図版68 第３面出土遺物

Ａ

地

区

526・534・537・538・546：旧河道出土土器



写真図版69 第３面出土遺物

Ａ

地

区

539・552・554・555・565・568：旧河道出土土器



写真図版70 第３面出土遺物

Ａ

地

区

569～573：旧河道出土土器



写真図版71 第３面出土遺物

Ａ

地

区

574・575・577・578・581・583：旧河道出土土器



写真図版72 第３面出土遺物

Ａ

地

区

584・589～594・598：旧河道出土土器



写真図版73 第３面出土遺物

Ａ

地

区

597：旧河道出土土器 600・601・604・606：包含層出土土器



写真図版74 第２面・第３面出土遺物

Ａ

地

区

608～610・612：包含層出土土器 Ｍ１：ＳＢ15出土鉄製品 Ｍ２：包含層出土鉄製品 Ｓ１：ＳＤ04出土石器



写真図版75 第３面出土遺物

Ａ

地

区

Ｓ２：ＳＤ08出土石器 Ｓ３：ＳＤ17出土石器 Ｓ４～Ｓ６・Ｓ10：旧河道出土石器 Ｓ７～Ｓ９：包含層出土石器



写真図版76 第３面出土遺物

Ａ

地

区

Ｓ11・Ｓ12・Ｓ14：旧河道出土石器 Ｓ13：包含層出土石器 Ｓ15：ＳＤ14出土石器



写真図版77 第３面出土遺物

Ａ

地

区

Ｓ16・Ｓ17：旧河道出土石器



写真図版78 中世出土遺物

Ｂ

地

区

613～620：ＳＢ18出土土器



写真図版79 中世出土遺物

Ｂ

地

区

621～625・627・628：ＳＢ18出土土器 636：ＳＸ01出土土器



写真図版80 中世出土遺物

Ｂ

地

区

637～640：ＳＸ01出土土器 642～645：ＳＸ02出土土器



写真図版81 中世出土遺物

Ｂ

地

区

646～648：ＳＸ02出土土器 653～655：ＳＫ12出土土器 665：ＳＤ23出土土器



写真図版82 中世出土遺物

Ｂ

地

区

660・661：ＳＤ22出土土器 666・667・672：ＳＤ23出土土器



写真図版83 中世出土遺物

Ｂ

地

区

670・671：ＳＤ23出土土器 Ｍ３～Ｍ６：ＳＸ02出土鉄製品 Ｍ８：包含層出土鉄製品 Ｍ９～Ｍ25：ＳＸ01出土鉄製品



写真図版84 古墳時代出土遺物

Ｂ

地

区

682・684・690：ＳＨ04出土土器 697・699・702・704・711：ＳＨ17出土土器



写真図版85 古墳時代出土遺物

Ｂ

地

区

708・714・715：ＳＨ17出土土器 719・721：ＳＨ20出土土器 726～728：ＳＨ21出土土器



写真図版86 古墳時代出土遺物

Ｂ

地

区

732～734：ＳＢ24出土土器 749：ＳＢ35出土土器 760：ＳＢ42出土土製品 763：Ｐ20出土土器 764：Ｐ17出土土器



写真図版87 古墳時代出土遺物

Ｂ

地

区

768：ＳＫ17出土土器 769・771・774・776・778・782：ＳＥ01出土土器



写真図版88 古墳時代出土遺物

Ｂ

地

区

785・789・791・794：ＳＤ28出土土器
805：包含層出土土器



写真図版89 古墳時代出土遺物

Ｂ

地

区

796：ＳＤ28出土土器
804・806～808：包含層出土土器



写真図版90 古墳時代出土遺物

Ｂ

地

区

Ｍ26：ＳＫ22出土鉄製品 Ｍ27：ＳＥ01出土鉄製品 Ｍ28：ＳＨ14出土鉄製品 Ｍ29：Ｐ18出土鉄製品
Ｍ30：ＳＨ17出土鉄製品 Ｍ31：ＳＨ23出土鉄製品 Ｍ32：ＳＢ27出土鉄製品 Ｍ33：包含層出土鉄製品
Ｓ18：ＳＢ42出土石製品



写真図版91 弥生時代出土遺物

Ｂ

地

区

812：ＳＸ03出土土器 813：ＳＸ04出土土器 821：ＳＫ25出土土器 827・828：ＳＫ26出土土器



写真図版92 弥生時代出土遺物

Ｂ

地

区

823：ＳＫ25出土土器 829・830：ＳＫ26出土土器 844：ＳＫ28出土土器



写真図版93 弥生時代土遺物

Ｂ

地

区

832・837・872：ＳＫ28出土土器 876：包含層出土土器



写真図版94 弥生時代出土遺物

Ｂ

地

区

838：ＳＫ28出土土器 883・888：包含層出土土器



写真図版95 弥生時代出土遺物

Ｂ

地

区

Ｓ19：ＳＫ29出土石器 Ｓ20～Ｓ24：包含層出土石器



写真図版96 広口壺

345・355：加飾Ａ○ 825：加飾Ｂ○ 378：加飾Ｃ○ 390：加飾Ｄ○ 334：加飾Ｅ○



写真図版97 広口壺

341：加飾Ｆ○ 397：加飾Ｇ○ 338：加飾Ｈ○ 393：加飾Ｊ○ 366：加飾Ｋ○ 388：加飾Ｌ○



写真図版98 広口壺

395：加飾Ｌ○ 835：加飾Ｎ○ 837：加飾Ｏ○ 389・394：加飾Ｑ○ 387：加飾Ｒ○



写真図版99 広口壺

276・351・357・367：加飾Ｓ○ 374・383：加飾Ｔ○



写真図版100 広口壺

380：加飾Ｕ○ 337：加飾Ｖ○ 114：加飾Ｗ○ 335・352：加飾ｙ○ 370：加飾Ｘ○



写真図版101 広口壺

455：加飾Ｘ○ 385・396：加飾Ｚ○ 392：加飾ａ○ 344・365：加飾ｂ○



写真図版102 広口壺

359：加飾ｄ○ 277・362：加飾ｅ○ 375・376：加飾ｇ○ 348：加飾ｍ○



写真図版103 広口壺

343・371：加飾ｎ○ 377・386：加飾ｒ○ 379・382：加飾ｔ○
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所収遺跡名

(県遺跡番号)
所在地

コ ー ド
北緯 東経 調査期間 調査面積 調査原因

市町村 遺跡番号

市 之 郷 遺 跡

( 2 0 4 6 2 )
姫路市市之郷
ひめ じ し いち の ごう

28201 2007125
34°49′

32″

134°42′

18″
平成19年12月３日～
平成20年３月７日

2901㎡

姫路警察署

庁舎新築事

業

所収遺跡名 種 別 主な時代 主 な 遺 構 主 な 遺 物 特 記 事 項

市
いち

之
の

郷
ごう

遺
い

跡
せき

集落跡

弥生時代中期 溝・土坑 土器・石器 唐製石剣

弥生時代後期 溝 土器

古墳時代後期
竪穴住居・掘立柱建

物・井戸・土坑・溝

須恵器・土師器・韓

式系土器
大型掘立柱建物

平安時代～

鎌倉時代
掘立柱建物・木棺墓

土師器・須恵器・青

磁・緑釉陶器・鉄刀

概 要

調査は､ Ａ地区とＢ地区の大きく２地区を対象とした｡ 調査の結果､ 弥生時代・古墳時代・中世
の３時期の遺構・遺物が明らかとなった｡ なかでも重要なのが､ 古墳時代の遺構群である｡ ６世紀
後半から７世紀中頃にかけての竪穴住居と掘立柱建物からなる遺構群である｡ ７世紀前半まで竪穴
住居が残ることが明らかとなった｡ また､ ７世紀前半から中頃に掘立柱建物群については､ 市之郷
廃寺建立にかかわった氏寺建立氏族の居宅地と考えられる｡
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