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序 文 

宮城県下の貝塚群は、県南内陸部の貝塚群、松島湾岸の貝塚群、県北内陸部の貝塚群と三

陸海岸・北上川河口附近の貝塚群の4地区に集中していて、その数260箇所を数えることがで

きます。 

北上川とその流域並びに石巻から気仙沼・唐桑に至る古石巻湾及び三陸海岸にほ、111箇

所の貝塚があり、松島湾岸の100箇所の貝塚とともに、その集中の度合いと数において、全

国屈指の分布を示しています。このうち、外洋に面した三陸沿岸部には50箇所以上の貝塚群

が知られております。 

田柄貝塚は、その中の1つで、しかも、これまでの調査によれば、縄文後期後葉～晩期に

かけて連続して営まれた貝塚であることが明らかにされております。 

気仙沼バイパスは、気仙沼市内の交通渋滞の緩和を主な目的に計画されたものであります

が、ルート上にこの貴重な貝塚がかかることがわかりました。そこで、関係者間で貝塚保存

の協議を精力的に行ないました。その結果、貝層の濃厚に分布する中枢部分を除ける設計変

更が行われました。 

本書は田柄貝塚の発掘調査の成果をとりまとめたものであります。協議が始まってから、

発掘調査そして遺物整理を経て報告書刊行まで実に13年、長い時間と多額の費用、そして多

くの労力が費やされました。それはこの貝塚を営んだ人々が大量の情報を含んだ資料を現代

の私達に送ってくれたからにほかならないからです。 

この調査に深い理解を示された建設省並びに地元気仙沼の関係者と学問的見地から多大

の協力と援助の手を差し延べてくださった碩学の皆文様に厚く御礼を申しあげます。 

この報告書が研究者のみならず広く一般の方々に活用いただき、ひいては文化財保護思想

の普及啓蒙に役立つことを切に願うものであります。 

 

昭和61年3月 

宮城県教育委員会 

教育長 郷 古 康 郎 

 

 



例 言 
 

1．本書は気仙沼バイパス関係遺跡発掘調査報告書第3冊目として、田柄貝塚の調査成果を 

まとめたものである。体裁は三分冊とし、第1分冊に遺構と出土土器、第2分冊には土製

品、石器、石製品、第三分冊に骨角牙製品、貝製品、自然遺物と全体の総括を載せてい

る。また、各分冊短に付編として、依頼原稿を収録している。 

2．調査の主体者は、宮城県教育委員会、建設省東北地方建設局である。 

3．発掘調査は宮城県教育序文化財保護課が担当し、気仙市教育委員会の協力をいただい 

た。 

調査期間－昭和54年4月10日～10月26日 

調査員 

文化財保護課調査係  高橋多吉、小井川和夫、遊佐五郎、太田昭夫、渋谷正三 

気仙沼市教育委員会  鈴木実夫 

4．発掘調査および整理に際しては、次の方々および機関から多くの指導・助言を賜った。 

早稲田大学講師   金子浩昌氏  札幌医科大学助教授    百女幸雄氏 

独協医科大学講師  茂原信生氏  東北大学教授       蟹沢聰史氏 

東北大学助教授   須藤隆氏   名古屋大学助教授     渡辺誠氏 

秋田県文化課    富樫泰時氏  国立歴史民族博物館助教授 西本豊弘氏 

東北歴史資料館 村山斌夫氏・岡村道雄氏 

丹羽百合子氏・東北歴史資料館・気仙沼市教育委員会 

5．石器、石製品の材質同定は東北大学教授蟹沢聰史氏にお願いした。 

6．土色は「新版標準土色帳」(小山・竹原・1973)を使用した。 

7．地図は建設省国土地理院発行の/50,000「気仙沼」を複製、使用した。 

8．整理・報告書の作成は文化財保護課が行ない、担当職員は次の通りである。 

昭和54年度 高橋多吉、平沢英二郎、小井川和夫、遊佐五郎、渋谷正三 

昭和55～56年度 佐々木茂楨、小井川和夫、遊佐五郎、太田昭夫 

昭和57年度 佐々木茂楨、小井川和夫、太田昭夫、手塚均 

昭和58年度 平沢英二郎、阿部恵、佐々木和博、手塚均、小山田正男 

昭和59年度 平沢英二郎、新庄屋元晴、阿部恵、手塚均、笠原信男、茂木好光 

昭和60年度 平沢英二郎、藤沼邦彦、新庄屋元晴、阿部恵、阿部博志、手塚均､相原淳一、 

笠原信男、茂木好光 

 

 



なお、本文の執筆は担当職員の協議のもとに次のように分担した。 

第1分冊は調査に至る経過：平沢、第1章：藤沼、手塚、第Ⅱ章～第Ⅲ章第1節1（1）イ、

(2)イ、口、2～5を阿部恵、第Ⅱ節1（2）ハ、二、7、8、9（1）､（2）､（3）第Ⅰ群土器以

外、（5）を手塚、第Ⅰ群土器は相原、9（6）､（7）は阿部恵、手塚が執筆し、手塚が編集

した。 

第2分冊 第2節Ⅰ、Ⅳ：茂木、Ⅱ：藤沼・茂木、Ⅲのうち不定形、打製石斧、磨製石斧、

磨石類、石皿類、石棒類を笠原、他を茂木、Ⅴ：笠原、茂木が執筆し、茂木が編集した。 

第3分冊 第Ⅲ章第3節、第Ⅳ章：新庄屋、第Ⅲ章第4節：阿部恵、遊佐が執筆し、新庄屋、

阿部が編集した。 

9．付編として収録したものは次の通りである。 

第1分冊 

百々幸雄・鈴木隆雄「気仙沼市田柄貝塚出土の縄文時代人骨」 

茂原信生・小野寺覚「田柄貝塚出土犬骨の形態的特徴について」 

小元久仁夫    「東北大学放射性炭素年代測定結果報告書」 

第2分冊 

蟹沢聰史「田柄貝塚から出土した石器類の材質について｣ 

日野功「遺跡から出土した石器の薄片作製について」 

第3分冊 

小池裕子｢宮城県田柄貝塚ＣＬ40区出土のアサリ・ハマグリの貝殻成長線解析について」 

パリノ・サーヴェイ株式会社「宮城県田柄貝塚遺跡試料花粉分析報告」 

10．遺物の写真撮影はＩ・Ｐ・Ｐ杜に依託した。 

11．田柄貝塚の出土遺物および実測図、写真等の諸資料は、東北歴史資料館に移管し保存・ 

活用をはかる予定である。 
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調査に至る経過 
気仙沼バイパスは、気仙沼市岩月宝ケ沢地内を起点とし、同市東八幡地内に至る約10.2kmの

路線である。国道45号線の気仙沼市内における交通渋帯緩和策の一として建設省が建設を計画

したものである。 

建設省から依頼を受けた宮城県教育委員会は、地元気仙沼市教育委員会とともに計画法線上

の関係遺跡の分布調査を実施した。その結果、計画予定路線敷の中に田柄貝塚（縄文時代）と

赤岩館跡（中世城館跡）が含まれることが判った。早速、県教委、市教委と建設省東北地方建

設局仙台工事事務所の三者で遺跡の保護、保存をめぐって協議、調整を重ねることになった。 

田柄貝塚は、後述するように三陸海岸に広く分布する貝塚群の中でもその出土遺物の豊富な

ことにおいて、かなり以前から良く知られている。この貝塚については学界は勿論のこと、文

化行政機関の中でも保存の行方に最大の関心が寄せられていた。 

昭和30～40年代の大学並びに地方公共団体等の貝塚の調査が、かならずしも周到なる準備と

調査体制で行われなかったこと、野外調査のあとの整理（室内調査）報告書刊行が満足できる

ものが少なかったことなどが識者の間でたびたび議論され、また、開発の波に洗われ学問的宝

庫の貝塚が相当数臨時的応急措置の緊急発掘調査をせざるを得なかったことなどあって、昭和

50年代には貝塚の保存が緊急かつ重要な課題となっていた。そこで、保護・保存のための啓蒙

を国と地方公共団体及び学術研究機関が協力して行う一方、貝塚の調査とその整理方法につい

始めていた。 

このような情勢下で行われた遺跡保存の協議であったが、建設省仙台工事事務所長が文化財

とりわけ貝塚保存の重要性に十分な理解を示され、各種の障害をのりこえ法線と設計の変更に

よって田柄貝塚は、貝層の濃厚な中枢部分をさけ、赤岩館跡はトンネル工法をとることによっ

て遺跡への影響を最少限とすることになった。 

昭和53年、発掘調査を翌年にひかえ関係者が貝塚の分布調査と用地調査等を実施した。気仙

沼市教育委員会は田柄貝塚の調査を支援し、文化財行政の一層の推進のため専門職員の配置を

決定するなど準備が整えられた。 

調査は昭稲54年4月に着手し、7月21日には現地説明会を開催しその成果を発表した。野外調

査の一切は10月26日に完了し、その後、出土した遺構、遺物について各分野の専門家への分析、

調査等を依頼し、比較資料調査を実施しながら室内調査を継統することになった。 

なお、気仙沼バイパスに係るその他の遺跡については、次のとおりである。 

赤岩館跡（含赤岩経塚）昭和55年調査、宮城県文化財調査報告書第76集収録 

石兜遺跡（昭和 年発見）昭和59年調査、宮城県文化財調査報告書第106集 
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第Ⅰ章 位置と環境 
第１節 位置と自然環境 

青森県八戸市東部の鮫から宮城県牡鹿半島にかけて続く約600km三陸海岸のうち、岩手県宮古

市以南は沈降海岸であるリアス式海岸で、湾入と岬が交互に連続し、かつ海岸部まで迫る北上

山地との織り成す景観は、男性的で迫力ある海崖景観を造り出している。湾は深く入り込み、

海底も深く、天然の良港が多い。これらの港は、沖合が親潮と黒潮のぶつかり合う優れた漁場

となっているため、漁業の根拠地となっている。 

田柄貝塚は、宮城県の最北部の湾入である気仙沼湾岸に存在し、北の岩手県大渡湾、広田湾

とともにリアス式海岸のほぼ中央部を占める。湾口の範囲は、北は唐桑半島、南は岩井崎で限

られるが、中英に周囲約22km大島があるため、湾は二分され、唐桑町側を東湾、気仙沼市側を

西湾と呼ぶ。気仙沼湾の古い名を鼎ケ浦と呼ぶが、これは主として西湾をさすようである。 

田柄貝塚の所在地は、気仙沼市字所沢地内で、これは現在の海岸線から約4km内陸部に入り、

国鉄気仙沼駅の南西約1.2kmの地点にあたる。 

ここで、内陸部の地形について見てゆくと、気仙沼市の地形は東流して気仙沼湾に注ぐ大川

を境に、北側山域と西側山域に大きく別けることができる。 

北側山域は、鍋越山、二ツ森山、大森山など標高350～500ｍと起伏量が大きく、谷密度の大

きな山々が連なり、海岸から500ｍほどのところまで標高100ｍ以上の山城が迫っている。また、

北側山域には日詰－気仙沼構造線、下八瀬断層線という二本の断層線が南北に走り、この断層

谷に沿って、それぞれ鹿折川、八瀬川が南流し、その間には松川が流れ、八瀬川・松川は大川

と合流し、大川と松川の合流点から下流域、鹿折川下流域には幅500ｍほどの沖積地が形成され

ている。 

一方、西側山域は長の森山、手長山など標高500ｍ～550ｍと北側に比して幾分高い山々が連

なるが、起伏量、谷密度ともに小さく、全体としてはなだらかな傾斜を示しながら東側に展開

し、海岸部から約2km入った標高100ｍ以下の地域には4～5段の海岸段丘が発達している(三浦：

1966)。この海岸段丘は本吉町から唐桑町まで分布し(第1図)、上位面から三峰、新庄、松岩、

岩月、片浜に5区分されている。また、これらの山城、段丘を開析して東流する河川には神山川、

面瀬川、沖の田川などがあり、小規模な沖積地の形成が認められる。 

ここで、田柄貝塚周辺の細かな地形について見ると、遺跡は大川と松川の合流点から南へ約

1km、手長山から北東方向に樹枝状に展開する丘陵緩斜面の先端部が沖積地に向かって舌状に張

り出した標高15～28ｍの地点に立地している。この先端部は標高25～28ｍの平坦面とそれを取

り巻く緩斜面から成り、約40,000ｍ2の広さがある。平坦面は岩月段丘面に相当するものと考え 
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られ、遺跡周辺の丘陵端部にも海蝕による海岸段丘の発達が顕著に認められる。また、この舌

状部をはさみ込むように北側に茗荷沢川、南側に田柄川と呼ばれる沢状の小河川が流れ、合流

して大川へと注いでいる。 

田柄貝塚は古くから土器、骨角器などが採集され、縄文時代の貝塚として知られていた。貝

層は台地北斜面に約700ｍ2の広がりで観察され、東斜面にも小規模のものがある。中央平坦面

には貝の散布は認められない。何回かの協議を経て北斜面の主要貝層部分は残されたが、調査

区西側の畑地として利用されている部分も含めて、今後の対応が課題となろう。 

 

第２節 周辺の遺跡 

三陸のリアス式海岸は東北地方では仙台湾と並んで縄文時代の貝塚が多数分布するところで

ある。その多くは波静かな懐の深い湾の内部にあるが、すぐ下に岩礁性の海岸が迫るところが

多い。しかし、湾の奥部に立地する貝塚の中には近くに小さな遠浅の入江をもつものもある。 

この地域の貝塚の特色は、砂泥性の入江で採れるアサリを中心にスガイなどの岩礁性の巻き貝

が多数見られ、魚骨もスズキ、フグ、マダイ、マグロなど内湾でとれるもの、外洋でとれるも

のなどが両方とも出土し、その種類も量も多いのが注目される。漁具も釣針、銛、箝が共存し、

魚骨の多様性に応じてか、これもまた種類、量ともに豊富である。仙台湾とともに、縄文時代

の典型的な特色ある漁撈活動が展開された地域といえよう。 

田柄貝塚付近の遺跡を気仙沼湾を中心に概観すると、時代を問わず気仙沼湾西湾の西岸及び

北岸(奥部)に沿った小入江に面した段丘や丘陵上に分布するものが多い。大島の遺跡は西湾側、

唐桑半島の遺跡は東湾側に分布する。この傾向は外洋の荒波と強風をさけ、船泊まりに適した

小さな入江を選地し、集落を営んだためと見られる。三陸海岸は津波の名所で、度重なる津波

の襲来で多くの被害を出して来たところである。湾はＶ字形に外洋に向って開くため、湾の奥

ほど大きな被害にあう。縄文人にとっても津波は無縁で無かったはずであるが、遺跡でその痕

跡を見出したことはない。集落立地の選定などに津波に対する配慮が現われている可能性はあ

る。 

縄文時代の遺跡は24ケ所ある。そのうち貝塚は17ケ所、時期不明のもの(貝塚2ケ所をふく

む)16ケ所である。発掘調査されている遺跡は唐桑町の藤ケ浜貝塚、古館貝塚、気仙沼市の磯草

貝塚、浦島貝塚、田柄貝塚、西中才貝塚、駒形貝塚、内ノ脇2号貝塚、南最知貝塚、本吉町の前

浜貝塚などである。田柄貝塚を除くといづれも小規模の調査である。地名表や概報を手掛りに

縄文時代の遺跡を簡単に紹介しよう。 

縄文時代早期の遺跡はあまりなく、藤ケ浜貝塚と田柄貝塚で早期末の土器がわずかに採集さ

れているにすぎない。前期の遺跡は10ケ所あり、藤ケ浜貝塚、磯草貝塚、南最知貝塚のように

中 
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期以降まで連続する大きな遺跡があらわれる。中期の遺跡は12ケ所が知られている。藤ケ兵貝

塚では大木8ａ式期のフラスコ状土壙が3基、南最知貝塚では大木7式期と大木9式期の竪穴住居

跡がそれぞれ1軒づつ合計2軒、それに中期初頭の埋葬人骨の入った土壙基が3基発見されている。

埋葬人骨はすべて成人で屈葬されていた。後期の遺跡は9ケ所あり、田柄貝塚、駒形貝塚、浦島

貝塚などが調査されているが、田柄貝塚を除いて遺構の検出はない。晩期の遺跡は12ケ所あり、

前浜貝塚、田柄貝塚、西中才貝塚、浦島貝塚などが調査されている。前浜貝塚では土壙墓の部

分のみの調査であったが、土壙墓内部から屈葬された女性人骨(15～17才)一体とその上位から

同時に埋葬されたと考えられる犬骨(成人オス)一体が検出された。また、土壙墓のすぐ脇から

胎児骨を納めた甕棺墓も発見されている。晩期中葉頃と考えられている。 

弥生時代の遺跡は3ケ所しか知られていない。藤ケ浜貝塚では大泉式と考えられる高坏の破片

と壺が出土している。古墳時代のものも少なく、南最知貝塚で栗囲式期の竪穴住居跡が1軒発見

されているに過ぎない。本吉町の三島古墳群は7世紀と推定されるもので、古墳としては終末期

に属するが、本吉郡唯一の高塚古墳群として重要である。 

奈良・平安時代の集落跡は4ケ所であるが、分布調査によってまだまだ増えるであろう。なお、

気仙沼市塚沢に所在する塚沢横穴群(第4図の範囲からはずれる)は8世紀～9世紀頃と推定され

るもので、海岸部では最北部に位置する横穴群である。平安時代末には本吉郡は平泉藤原氏の

勢力下に入り、荘園もおかれた。藤原氏の繁栄を支えた黄金も、気仙郡と並んでこの地方で産

出したものが多数あったと考えられる。この時期の遺跡もまた増えるであろう。 

中世には、はじめ熊谷氏の領土となるが、のち葛西氏の勢力下に入る。この時期の館跡は熊

谷氏が拠ったとされる赤岩館跡など57ケ所の多くを数え、大川や鹿折川流域、階上、沖ノ田川

流域に立地するものが多い。館跡以外の確実な中世遺跡はまだ発見されていない。近世の遺跡

には本吉町の黒船番所跡や気仙沼市の赤岩経塚、石甲遺跡などがある。赤岩経塚は寛保3(1743)

年に築造されたもので8740点の経石が出土している。石甲遺跡からは幕末～明治頃の陶磁器が

出土している。 
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気仙沼市教育委員会  1976    気仙沼市塚沢横穴古墳群「宮城県気仙沼市文化財調査報告書」                       

気仙沼市教育委員会  1981    塚沢横穴古墳群Ｂ地区「宮城県気仙沼市文化財調査報告書第3集｣ 

また、すべての遺跡の所在地及び概要については、 

宮城県教育委員会   1981    宮城県遺跡地名表「宮城県文化財調査報告書第73集｣を参照されたい。 
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第Ⅱ章 調査の方法と経過 
第1節 野 外 調 査 

1．調査区の設定 

気仙沼バイパスは田柄貝塚の立地する丘陵を右に緩くカーブしながら斜めに横断する形で北

進している。このため路線敷内には南から南側水田部、南側斜面部、中央平坦部、北側斜面お

よび東側斜面部が含まれている。その大部分が調査対象地区で、その面積は約11,000ｍ2である。 

調査区の設定にあたっては丘陵平坦部のほぼ中央に位置する路線敷センター杭No265を基点 

として丘陵の南北両斜面に対してほぼ直交する軸線を定め、この軸線を基準として路線敷全体 

に3ｍ四方グリッドを設定した。この軸線は座標北に対して46°西に偏っているが、バイパス

進行方向を北と仮定してグリッドには南北方向はアルファベットで、東西方向はローマ数字で

表わすグリッド名を付した（第5図）。 

2．調査の経過 

田柄貝塚の発掘調査は昭和54年4月10目に発掘器材等を搬入して開始された。4月16日までは

本格的な発掘調査のための準備期間とし、調査対象地の現況の写真撮影や現場事務所となるプ

レハブの設置、グリッドの設定などを行った。 

4月17日に発掘調査開始式を行ない表土の剥離を始めた。発掘調査は2～10グリッドを単位と

するトレンチを設定して行った。トレンチは調査区の大部分で南北方向に、東斜面では東西方

向に設定した。そして各トレンチは南側水田部分を除いては1本置きとなるように設定した。 

表土剥離は平坦部の南半および南側水田部から始め、南側斜面部、平坦部から南斜面への移

行部、平坦部北側と北側斜面部、東斜面部と順次進めていった。そして調査区全体の表土剥離

がほぼ終了したのは6月6日である。 

この結果、平坦部では耕作等の削平が著しく、遺構等を検出することはできなかったが、南

斜面中位のＣＯ～ＣＲ－33～35区、平坦部から南斜面に移行するＣＪ～ＣＭ－37～48区、平坦

部から北斜面に移行するＢＢ～ＢＤ-46～49区などで包含層が発見された。このため、これらの

部分では隣接するグリッドの表土剥離を行ない、包含層の分布範囲全体に調査を実施すること

とした。 

最初に確認されたＣＯ～ＣＲ－33～35区の包含層は、拡張の終った5月11日から精査を行ない

削平を免れて部分的に残る包含層で、層厚もあまりなく出土遺物も少ないことが判明し、平面

図、断面図で記録化を行った。 

ＢＢ～ＢＤ－46～49区の包含層は6月11日から精査を実施し、ＢＣ～ＢＤ－48～49区に面積

3.2ｍ2、厚さ約10cmの小規模な中期末の貝塚を伴うことや、北斜面の大部分の包含層が後世の

溝の堆積土であるなど2次堆積のものであることが判明した。 
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平坦部から南斜面上位にかけてのＣＪ～ＣＭ－37～48区の包含層は、表土剥離の結果、その

分布囲は広く、特にＣＫ～ＣＭ－38～43区では貝層が厚く堆積していることが知られた。そし

て5月23日、ＣＭ－40区からこの貝層、包含層の精査を開始し、ＣＬ－40区、ＣＭ－42区、ＣＬ

－42区、ＣＭ－39区、ＣＫ－42区、ＣＫ－40区、ＣＬ－39区、ＣＭ－38区、ＣＬ－38区、ＣＬ

－41区、ＣＭ－41区、ＣＭ－42区、ＣＫ－39区、ＣＫ－41区、Ｃ－39区と約5ヶ月間にわたって

精査を進めた。 

精査が進むにつれ南斜面の貝層、包含層の貝層部分は64ｍ2の範囲と面積は小さいが最も厚い

部分でその厚さは1.5ｍを測り、貝層下の土層を含めると2ｍ以上に達するところもあること、

貝層、混貝土層などが交互に堆積しており堆積層が30層以上に細分できる部分もあることなど

が明らかになった。そして貝層下の土層からは縄文時代中期末～後期中頃の、貝層からは後期

中頃～晩期前半の遺物が出土することなども知られた。またＣＭ－40区の精査開始後すぐの5

月24日には土壙を伴う埋葬犬が検出されたのを初めとして、5月29日には甕棺葬の胎児または新

生児骨が発見された。そしてＣＫ～ＣＭ－39～42区の各層かち埋葬犬22体、胎児または新生児

骨が甕棺、土壙あるいはそれらを伴わずに合計12体、埋葬人骨を伴う土壙基4基などの遺構が

次々と検出された。 

出土遺物には多量の土器の他に各種の土製品、石製品、骨角、貝製品や自然遺物などがあり、

特に骨角製品は漁撈用具を中心として数的にも内容的にも豊富であることが明らかになった。 

田柄貝塚の精査も進み、その性格などの概要が明らかになってきた7月21日には現地説明会を

開催し、調査の成果の一端を一般に公開した。 

一方、各遺構の精査に伴って平面図・断面図などを随時作成し、写真撮影などと共に記録化

を進めた。また、8月24目からは精査の終了したグリッドの断面図の作成を開始した。8月29日

からは断面図作成の終ったグリッドから土層観察用のベルトの除去を開始した。ベルト除去な

どがほとんど終了した10月中頃、貝層下の土層を精査した所、ＣＭ・ＣＮ－40、41区とＣＬ・

ＣＭ－39、40区から住居跡2軒が検出された。そして、これらの精査・記録化が終了したのは10

月24日で、器材を搬出して田柄貝塚の調査の一切が終了したのは10月26日である。最終的な発

掘面積は約3,500ｍ2である。 

なお、調査期聞中の7月15日から一週間、早稲田大学の金子浩昌、牛沢百合子氏に自然遺物に

ついて、9月初旬には札幌医科大学解剖学教室の百々幸雄氏に埋葬人骨について現地指導を受け

た。また、ＣＭ41区検出の甕棺墓(胎児または新生児骨No.4)は8月30・31日東北歴史資料館によ

って切り取り作業を実施し、現在、東北歴史資料館に保管してある。 

3．貝層調査の方法 

貝層はＣＫ-ＣＭ－38～43区に分布し、その範囲は南西14ｍ、東北7ｍである。発掘調査は3 
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ｍ四方のグリッドを基本として、各グリッド毎に分層発掘を行った。毎グリッドの境には幅40

～50cmの南北、東西ベルトを残し、分層した各層の堆積状況を断面図で記録することとした。 

また、このベルトによって各グリッド間の層位の対比を行っている。 

分層にあたっては層の土色、土性、貝の混入率、構成貝の特徴、木炭、焼土などの混入など

の層相の特徴を捉え、できうる限り細分するように努めた。また、各層から出土する人工遺物、

自然遺物等は細心の注意を払いすべて取り上げるようにした。 

分層された各層毎に層相をよく表わしている部分を選定して体積が4000ccになるようなブロ

ック(例えば20×20×10cm、40×20×5cm)を複数採取するように努めた。発掘時にブロックサ

ンプリングが不十分であった層ではベルトを除去する際に採取した部分もある。 

発掘時の排土は各層毎にすべて採取し、発掘時に取り上げた人工遺物や自然遺物等にどの程

度サンプリングエラーがあるかを知るため1mmメッシュの篩によって、すべて水洗し、各層に含

まれる人工遺物や自然遺物などを余すことなく抽出している。 

 

第2節 室内整理 

1．排土水洗の方法とその結果 

前項でも述べたが田柄貝塚の貝層部分の発掘に際しては分層した各層の排土をすべて採集し

ている。採取した排土は層毎に自然乾燥させ、その重量を測定してから、1mmメッシュの篩によ

ってすべて水洗している。水洗は発掘期間中は現地で実施したが、未了のものは全量・上愛子

遺物収納所に搬び、整理段階で水洗した。 

分層された各層の排土をすべて水洗いすることによって、各層に含まれている人工遺物や自

然遺物などを余すことなく抽出することができる。それを数量化することによって次のような

ことが可能となると考えられる。 

1、発掘時に取り上げた人工遺物や自然遺物などと、発掘時にサンプリングエラーした遺物と

を比較検討することによって、従来我々が実施してまた発掘調査の有効性や問題点が明確にな

る。 

2、各層から4000㏄の体積で採取したブロックサンプルのなかに含まれる自然遺物などが層全

体の傾向性をどの程度反映しているかを検討することができる。 

3、各層の排土総重量(Ａ)が求められているのでブロックサンプル(4000cc)の重量(Ｂ)が求め

られれば各層の体積(Ｃ)が求積できる。Ｃ＝ ×4000 

1については人工遺物のうち主要な石器、骨角器、貝製品、土器を除く土製品等を水洗いした

グリッド別に摘出し、まとめたのが第2表である。 

第2表に示したようにエラー率が70％を越える高いものには石鏃、石錐や釣針、根バサミ、 
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骨鏃などの小形の遺物がある。また骨角器の破片や壊われて出土することの多い貝輪などもエ

ラー率が高い。これと反対に石斧、石棒、刀、剣や礫石器などの大形の遺物、剥片石器や骨角

器のなかでも比較的大形の石匙や骨箆など、土偶、耳飾りのような特殊な形態をした遺物のエ

ラー率は低い。このように発掘時にどのように注意を払っても微小な遺物になればなるほど、

そのサンプリング・エラーが多くなる傾向性が窺える。 

2、報告に際して 

田柄貝塚の調査では、排土の水洗い、篩による選別を実施したこともあって、出土遺物は膨

大な量にのぼっている。その内訳も、土器、土製品、石器、石製品、骨角牙製品、貝製品、動

物遺体等の自然遺物など多岐にわたっている。このため、報告書の体裁は3分冊とし、第1分冊

に土器と遺構出土遺物を、第2分冊に土製品、石器、石製品を、第3分冊に骨角牙製品、貝製品、

自然遺物を収録している。以下に、各出土遺物の記載、分析にあたっての方向性を簡単に述べ

ておく。 

土器 

土器は縄文時代早期末葉～前期、中期後葉～晩期中葉、弥生時代初頭のものがある。この中

で主体を占めるのは後期中葉から晩期前葉の土器であり、南斜面の貝層を含む遺物包含層(最大

層厚約2ｍ、大別層位で8枚、細別層位では38枚にも分層されている)から層位的に検出され、取

り上げは各グリッド単位、細別層単位で行っている。 

後期中葉～晩期前葉の土器は県内各地において出土が認められ、報告例も少なくないが、層

位的に検証され、かつ量的にもまとまりをもつものは少なく、編年研究も他の時期に比して遅

れが目立つ時期と言える。その点、本貝塚で層位的に検証された土器群は従来の編年観におい

て不明瞭であった部分を幾分なりとも解消し得る好資料であり、気仙沼湾岸における標式的資

料に成り得るものと考えられる。したがって、後期中葉～晩期前葉にかけての連続する時期の

土器の変遷(器形・文様等)に主眼を置き、以下のような取り扱いを行なった。 

良好な遺物包含層が検出されたのはＣＬ・ＣＭ39～41区の6グリッドであり、記載の中心もこ

の6グリッド出土土器に置いている。一般に、後期中葉以降の土器は精製、粗製の別が明確にな

り、前者は器形、文様の表現に変化も多く、その時期の特徴をより反映する良好な資料となる。

一方、後者の多くは地文だけであり、器形の変化も前者に比して乏しい。そこで、ある時期の

特徴をより反映する精製土器の変化に着目し、層位毎に器種、文様の種類に欠落のないよう精

製土器を抽出し、口縁部資料を主に、口径の復原できるものは実測図で、他は拓影図で示して

いる。胴部資料は器形の推定が可能なもの、文様構成のわかるものを主に、多くは拓影図で示

している。なお、粗製土器についても基本的には精製土器と同様であるが、量的には未提示の

ものが多い。 
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土器の提示は包含層の下層から上層へ各大別層位毎に行ない、細別層位毎の状況は付図1～4

として掲げている。出土土器の中で複数の地区あるいは層位から出土し接合された資料は、そ

の最下層にあたる地区層位名を付し、各層において明らかに時期の異なる土器は混入品として

除外している。 

事実記載終了後、土器は後・晩期にわけて分類し、各大別層位における各器種の共伴関係か

ら土器群を設定し、その内容・編年的位置づけ等について考察を加えている。この段階では層

位的にまとまりを示さなかった早期末葉の土器、弥生時代初頭の土器についても簡単な考察を

行なっている。結果として土器は十群に分けられ、後期中葉～末葉に5段階の、晩期前葉～中葉

に3段階の変遷が認められた。 

表土等、遺構以外からの出土土器は各時期のものが混在する形で出土している(調査時の取り

上げ層位の誤認もある…貝層縁辺部出土土器)。これらについてはＣＬ・ＣＭ39～41区の各大別

層出土土器に対応させる形で提示を行ない、分類の対象からは除外している。 

土製品と石器・石製品 

土製品は592点、石器は2541点、石製品は36点が出土している。土製品には袖珍土器、土偶、

耳飾り、土玉、土錘、スタンプ状土製品、動物形土製品、円盤状土製品などがあり、量的には

耳飾りが最も多い。土偶、耳飾りは形態による分類を行っている。 

石器には、石鏃、尖頭器、石錐、石匙、ピエスエスキーユ、不定形石器などの小形石器と、

打製石斧、磨製石斧、石棒、磨石、敲石、凹石、石皿、砥石などの中・大形石器、石核がある。 

これらは各器種毎に形態や使用痕のあり方から分類を行ない、土器によって区分された段階毎

に提示し時期別の特徴を把える一方、時期別の器種組成を明らかにすることに主眼を置いた。 

また、石材の選択性、アスファルトの付着状況、使用痕のあり方から、各器種の道具としての

機能、装着の状況などについても想定している。 

石製品には、玉類、ペンダント類、岩偶、浮子などがあるが量的にも少なく、個別の説明に

留めている。 

各出土遺物とも詳細については観察表を作成し記載している。 

骨角牙製品と貝製品 

骨角牙製品と貝製品は、総数2,592点を数える。これらの中には、第2・第3成人骨に伴うもの

と第3甕棺土壙埋土出土のもの計5点を含むが、他の大半はＣＬ・ＣＭ－39～41区の遺物包含層

から出土した層中の遺物である。 

現在、これらの骨角器類については、土器類のような型式を云々する段階までには至ってい

ない。よって、時期区分については、共伴する土器型式に寄らざるを得ない。しかし、本遺跡

のように層位的な発掘調査によってしかも多量の骨角器類が得られた例も他には少なく、時期 
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的な変遷や組成はもとより、用途等を検討するうえでも貴重を資料と言える。 

整理に当たっては、顕微鏡を多用し、形態、材質の特徴、使用痕跡、付着物等の観察に努め

実測図には可能な限り観察結果を記入した。特に材質については、種名及び使用部位について

これを明らかにすることに努めた。 

各器種の分類に当たっては、形態的な共通性をもとに以下のように分類した。まず、骨角牙

製品と貝製品に分け、骨角牙製品は、釣針、銛頭、骨角牙鏃、根ばさみ、ヤス状刺突具、挾み

込み式ヤス、サメ歯錐、骨箆、大型箆状骨器、その他の刺突具類、弭形角製品、装身・装飾具、

用途不明鹿角製品、棒状の端部破片、加工痕を残す素材に大別し、貝製品は、貝輪、殻頂部穿

孔製品、その他の貝製品に大別した。先の尖った単純な樹状製品については、器種を特定し難

いものも含むため、一括してその他の刺突具類の中で扱っている。 

多量に出土した各器種ごとには、それぞれ時期別分類別出土数量表を作成し、特に第Ⅳ期か

ら第Ⅷ期までの出土数量の比較を試み、その傾向性について触れている。 

自然遺物 

自然遺物としては動物遺存体、糞石、植物遺存体などがあり、特に動物遺存体は種類、数量

ともに豊富であった。この動物遺存体の取り扱いについて述べる。 

1、田柄貝塚の発掘調査は3ｍ四方のグリットを設定し、そのグリットごとに堆積層を分層し、

遺物の取り上げを行っている。このため動物遺存体の整理にあたっては、この各区、各層ごと

に分類、集計などを行なうことを基本としており、個体数の復元にあたっても各区、各層単位

で最小個体数を求めている。 

2、動物遺存体には、発掘調査の次に述べる3つの段階で出土あるいは選別された資料がある。 

（1）発掘時に現場で取り上げた資料 発掘取り上げ資料 

（2）発掘時の排土を1mmメッシュの篩で、水洗、選別して得られた資料 水洗資料 

（3）発掘時に一定の体積(4000cc)で採取したブロックサンプルを1mmメッシュの篩で水洗、 

選別して得られた資料 ブロックサンプル資料 

以上の3段階で得られた資料から、貝・骨・その他を選別し、種同定、部位同定者とを行な

い、すべての区・層については動物遺存体の基礎的な資料について一覧表などとして掲載した。

そして各層の分析を行なうため、前述の資料採取の段階別に出土数量などを集計したものもあ

る。 
3、同定された動物遺存体には貝類、魚類、鳥類、獣類など多様な種類があるが、これらにつ

いては動物門、綱、目、科、種の順序に従って一覧表に示し、その順序にそれぞれの内容など

について説明を加えることとした。 
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4、骨、角、牙、貝製品などに加工され製品化された人工遺物についても、自然遺物の中で適宜

取り上げている。 

3、依頼原稿について 

出土遺物の中には専門的知識を必要とするものもあり、外部に鑑定などを依頼したものがあ

る。このうち、第一分冊には札幌医科大学解剖学教室百々幸雄、鈴木隆雄両氏の人骨について

の所見、濁協医科大学第一解剖学教室茂原信生、小野寺覚両氏の犬骨についての所見、東北大

学理学部地理学教室に依頼した出土貝類の放射性炭素による年代測定の結果を付編として収録

している。 

また、第二分冊には東北大学教養部地学教室蟹沢聡史、日野功両氏の石器の材質鑑定等につ

いての所見を、第三分冊には埼玉大学教養部小池裕子氏に依頼したハマグリ成長線による採集

季節の推定についての所見、パリノ・サーヴェイ社に依頼した花粉分折の報告を付編として収

録している。 
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第Ⅲ章 調 査 の 成 果 
第1節 遺構と土器 

今回の調査によって竪穴住居跡、土壙墓、甕棺墓、埋葬犬や猪の幼獣を伴う土壙、溝などの

遺構と貝層、遺物包含層が検出された。これらの遺構や貝層、遺物包含層からは縄文土器をは

じめとする多くの土製品、各種の石器、骨角器、貝製品などの人工遺物と共に貝類、獣類、魚

類、鳥類などの動物遺存体や人骨などが出土し、その数量は膨大なものである。この章では最

初に最も遺物の出土量の多い貝層、包含層などの堆積層とその出土土器について記述し、次い

で遺構について調査の成果を述べる。 

1、遺物包含層と出土土器 

田柄貝塚の今回の調査によって検出された貝層、遺物包含層には第、5図の示すように南から

南斜面中位の路線敷西端部のＣＯ～ＣＲ－33～35区で検出された包含層、東端部のＣＯ～ＣＱ

-44～48区で検出された包含層、平坦部から南斜面に移行する部分のＣＪ-ＣＭ－37～48区で検

出された包含層、平坦部から北斜面に移行するＢＢ～ＢＤ－46～49区で検出された包含層、平

坦部から東斜面に移行するＢＨ-56区で検出された包含層などがある。このうち平坦部から南斜

面に移行する部分の包含層と北斜面に移行する部分の包含層からは貝層が発見されている。こ

れらの包含層はその分布する位置から大きくは南斜面の包含層と北斜面の包含層に分けること

が可能であり、南斜面の包含層、北斜面の包含層に分けてその堆積状態や出土遺物について述

べる。 

（1）北斜面の遺物包含層と出土土器 

イ．遺物包含層 

ＢＢ・ＢＤ－46・49区を中心に分布する包含層とＢＨ－56区を中心に分布する包含層とがあ

るが、ＢＨ－56区の包含層は削平を逃れ、部分的に残る包含層で出土遺物も少ないため、ここ

ではＢＢ・ＢＤ－46～49区の包含層を中心に述べる。この包含層はＢＢ～ＢＤ－46～49区を中

心に北斜面一帯に遺物が散布するため、当初その分布範囲は広いと考えられたが、精査の結果、

後世の溝に切られたり、畑の耕作等によって撹乱されており、その大部分が2次堆積層であるこ

とが明らかになった。そしてＢＣ・ＢＤ－48・49区の貝層部分と貝層下の包含層が狭い範囲で

残存していることが判明した。 

層の形成：ＢＣ・ＢＤ－48・49区の東西2.7ｍ、南北1.5ｍの狭い範囲に分布する貝層と貝層

下の土層で貝層より広いＢＢ～ＢＥ-47～49区に分布する包含層はゆるやかに北に向かって傾

斜してまた基盤が北方向に強く傾斜し始める部分に堆積している。第7図にＢＣ－46～50区の北

壁断面図とＢＣ～ＢＤ－48区の東壁断面図を示し、層の堆積状態やその分布などについて述べ

る。 
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土色や土性については第7図に一覧表を付した。 

第1層－暗褐色シルト層 表土の耕作土である。 

第2層－黒褐色シルト層 破砕されたアサリ、オキシジミ、シオフキなどを含む。再堆積層と

思われる。 
第3層－黒褐色シルト層 貝層直上の層で、10～15cmの層厚をもち、ＢＣ～ＢＤ－48～53層に

分布している。ＢＣ－49区より東側では直接地山を覆っている。旧表土層の可能性がある。 

第4層－黒褐色シルト層 アサリ、オキシジミ、シオフキ、マガキ、スガイ、ウミニナなどを

含む混貝土層である。ＢＣ－ＢＤ－48～49区の東西2.7ｍ、南北1.5ｍの範囲に分布し、層厚は

最も厚い部分で約15cmある。 

第5層－黒褐色シルト層 貝層下の土層で、層厚約20cm、ＢＢ～ＢＤ－47～49区に分布し、西

端は後世の溝によって切られている。遺物包含層である。
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口、出土土器 

ＢＣ・ＢＤ48・49区の貝層下土層からは縄文時代後期前葉頃の土器が少量ながら出土し、類

似の土器は周辺部からも出土している。ここでは、これらを一括して扱う。器種には深鉢と浅

鉢があり以下のような特徴をもっている。 

深鉢(第8図～第9図11) 

深鉢ａ(第8図1、第9図1) 

口縁部～胴上部が外反するもので、第8図1では胴中位に稜がつく。文様は胴上半に施され方

形区画文あるいはそれに類した文様になるものである。 

深鉢ｂ(第9図6) 

胴中位に稜がつくもので、ａ類と同様の器形と推定される。 

深鉢ｃ(第8図4、第9図8・9) 

口縁部、胴部が直線的に外傾するものである。文様は隆線によって口縁部付近にのみ施され

るもの(ⅰ)と沈線によって口縁部から胴下半にかけて施されるもの(ⅱ)とがある。 

深鉢ｂ(第9図2～5、11) 

全体に変化なく立ち上がり、口縁部がほぼ直立するものである。文様は主に沈線によってな

され、口縁部～胴下半に施されるものと思われる。 

深鉢ｅ(第9図10) 

頸部がゆるやかに揺れるもので、沈線によって口縁部～胴下半に文様が施される。 
深鉢ｆ(第9図7) 

地文だけのもので、ｄ類とほぼ同様の器形である。 

浅鉢(第9図12) 

口縁部が内弯ぎみで胴部は直線的に外傾する。 
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（2）南斜面の遺物包含層と出土土器 

南斜面の包含層には平坦部から斜面に移行する部分のＣＪ～ＣＭ－37～48区で検出された

包含層と斜面中位のＣＯ～ＣＲ－33～35区、ＣＯ～ＣＲ－44～48区で検出された包含層とがあ

る。平坦部から斜面に移行する部分で検出された包含層のＣＫ～ＣＭ－38～43区部分には貝層

が形成されている。この貝層部分での堆積層のありかたは複雑で、全体的な層厚も厚い。また、

出土遺物も多様で、その量も多いことから、南斜面の包含層をこの貝層部分とその他の包含層

に分け、層の形成状態や出土土器について述べ、その年代について検討する。 

イ．貝層部分の堆積層 

貝層はＣＫ～ＣＭ－38～43区の範囲に分布しており、その面積は64ｍ2である。この貝層につ

いてはできうるかぎり各堆積層を分層するようにして発掘調査を実施したが、各堆積層は基盤

の地山層が南方向に約10～20°、西方向に約10°傾斜しているため、基本的にはそれに沿って

北東→南西方向に傾斜して堆積しており、南方向への傾斜が著しい。このためこの貝層は東縁

部のＣＬ～ＣＭ－42～43区、北縁部のＣＫ－39～41区、それに西縁部のＣＬ・ＣＭ－38区では

薄く、ＣＬ～ＣＭ－39～41区で厚い堆積を示しており、最も厚く堆積する部分で約1.5ｍの厚

さをもつ。そして、貝層下の土層を含めると2ｍを越す堆積を示す所もある。また、この貝層

は本来、南方向にさらに厚く堆積していたものと思われ、それが、ほぼＣＭ区を境として後世

に削れＣＭ区で途切れているものと考えられる。 

貝層部分は3ｍ四方のグリッド毎に層相の特徴などによって分層しながら調査を進めたが、

前述したように全体的な堆積層の厚さに違いがあり、さらに堆積の状態も各グリットによって

異なっているためグリッドによっては数枚の堆積層にしか分層できないグリッドや30層以上

に分層されたグリッドなどがある。また各グリッド毎に分層された堆積層はそれぞれが異なる

分布範囲や層厚をもち、各グリッドによってその層序は異なっている。ここでは貝層部分の中

心部で堆積状態が良好に残るＣＬ～ＣＭ－39～41区をまず取り上げ、その堆積層の特徴を述べ

てその出土土器を示す。そしてその後に貝層縁辺部のグリッドについて述べる。 

ＣＬ～ＣＭ-39～41区 

堆積層の状況（第11～14図） 

第11図～第13図に39～41列のそれぞれ東、西壁の断面図を、第14図にＣＭ－38～43区の北壁

の断面図を示し、各グリッド毎の堆積層の貝層、混土貝層、混貝土層、土層などの層名と土色、

土性、主構成貝種などを一覧表に付してある。各グリッドで分層された堆積層の対応関係は毎

グリッド間に残したベルトを観察することによって出来る限り明らかにするように努めたが

隣接するグリッド間でも堆積層が均一に分布、あるいは層厚をもたないためにすべての層の対

応関係を明確にすることはできない。しかし、第3表に示すような各グリッド間での堆積層の 
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関係から耕作土、撹乱層を除いた次のような大枠での大別が可能と思われる。 

第Ⅰ層(最上部土層)ＣＬ39－3、4層、ＣＭ39－3層、ＣＬ40－3、4層、ＣＭ40－3、4ａ層、Ｃ

Ｌ41－3層、ＣＭ41－3層、ＣＭ41－3～6層、各グリッドの第2層(撹乱層)下の黒褐色の土層であ

る。削平が著しいためにＣＬ・ＣＭ区の境部分に部分的に残る。層の傾斜は南西方向である。 

第Ⅱ層(上部貝層)ＣＬ39－5～23層、ＣＭ39－4－25ａ層、ＣＬ40－5～13層、ＣＭ40－4b～4d

層、ＣＬ41－4～7層、ＣＭ41－7－17ａ層 

アサリ主体の貝層を中心とする堆積層で、土層を挾んで細分される可能性が強いが、一括し

たものである。大別層位の層厚は約15～60cmで南西方向に向かって厚く堆積しており、ＣＭ－

39区北壁付近で最も厚い。この層は貝層下の木炭層で分層される場合が多く、39列では層の数

も多いが、その分布範囲が隣接するグリッドに及ばない。また、第14図に示したＣＭ39～41区

北壁断面図に見られるようにＣＭ-39区北壁付近では北東方向からの供給と相まって、西方向か

らの層形成も認められ、複雑な堆積状態を示している。貝層の構成貝では、アサリが80％強を

占め主構成貝となっている他、ハマグリ、オキシジミ、シオフキなどが比較的多く含まれてい

る。 

第Ⅲ層(上部土層)ＣＬ39－24～26層、ＣＭ39－25b～26b層、ＣＬ40－14～17層、ＣＭ40－5・

6層、ＣＬ41－8～10層、ＣＭ41－17b～19層 

暗褐色シルト層で、グリッドによってはアサリ、ハマグリ主体の貝層によって細分される所

もある。層厚は約10～20cmでＣＬ39～41区を中心とする北半部分で厚く堆積している。層は南

西方向に傾斜しており末端部分にあたるＣＭ39区では、その西壁までこの層は及んでいない。 

この層中に認められる貝層の構成貝は、上部貝層と比較してアサリの比率が減少し、ハマグリ

の比率が高くなる傾向が認められる。 

第Ⅳ層(中部貝層)ＣＬ39－27層、ＣＭ39－27～30層、ＣＬ40－18層、ＣＭ40－6層、ＣＬ41

－11層、ＣＭ41－20層 

アサリ・ハマグリが主体の貝層で両者の比率がほぼ同じかハマグリの方が多い貝層である。 

層厚は約5～15cmで南西方向に傾斜して各グリッドに均一に認められる。しかし、ＣＭ39区西壁

付近には西方向からの堆積と考えられる層(26～30層)も認められる。 

第Ⅴ層(中部土層)ＣＬ39－28～30層、ＣＭ39－31層、ＣＬ40－19～22層、ＣＭ40－7層、ＣＬ

41－12～14層、ＣＭ41－21・22層 

暗褐色や黒褐色の土層で、少量のアサリ、ハマグリを含むことから混貝土層として捉えられ

たグリッドや、貝混入の多い部分を混土貝層、貝層として分層した部分もある。層厚は約5～20cm

で、南西方向に傾斜している。層の堆積は北半で厚く、南に向かって徐々に薄くなっている。 

構成貝では中部貝層と比較してハマグリの比率がわずかに減少して、アサりの比率が高くなっ

ている。また、少量含まれる貝種ではスガイが目につく層である。 
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第Ⅵ層（下部貝層）ＣＬ39－31～33層、ＣＭ39－32・34層、ＣＬ40－23～25層、ＣＭ40－8 

層、ＣＬ41－15～16層、ＣＭ41－23～25層 
アサリ主体の貝層を中心にその上下に混土貝層、混貝土層が分層されたグリッドもある。層

厚は約5～30cmで、南西方向に傾斜して堆積しており、北東部で厚く、南西部に向かって徐々

に薄くなり、ＣＭ39区では西壁までその分布が及んでいない。構成貝はアサリが主体で70％強

以上を占め、それに次いでハマグリが10％前後含まれている。破砕貝が多く含まれているのが

目立っている。 
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第Ⅶ層（最下部貝層）ＣＬ39－35－36層、ＣＭ39－35層、ＣＬ40－26層、ＣＭ40－8ｃ層、Ｃ 

Ｌ41－17・18層、ＣＭ41－27層 

最下部の貝層でアサリを主体とする破砕貝層である。貝混入率の違いによって混土貝層、混

貝土層、土層に分層されたグリッドもある。層厚は約5～15cmとあまり厚さを持たない。この層

は南西方向に傾斜しており、北東部で厚く、南西部に向かって薄くなりながら堆積し、ＣＭ39

区西半部には分布しない。構成貝はアサリが主体で、70％強を占め、それに次いでハマグリが

含まれている。 

第Ⅷ層（貝層下土層）ＣＬ39－37～38層、ＣＭ39－36～37層、ＣＬ4－27層、ＣＭ40－9層、

ＣＬ41－19～20層、ＣＭ41－28～29層 

黒褐色や褐色の土層で、層厚は約5～70cmである。基盤の地山層の上に北東方向から南西方向

に向かって厚く堆積しており、南西部で層厚は最大となる。 

この層は土色、土性によって細分されたグリッドもある。 

口．貝層縁辺部の堆積層 

貝層の西縁部にあたる38列、東縁部にあたる42、43列、北縁部にあたるＣＫ39～41区をここ

で取り扱う。 

堆積層の状況(第11～14図) 

第11～13図にＣＫ39～41区のそれぞれの東、西壁の断面図を、第14図にＣＭ42区、ＣＭ43区

の北壁断面図をすでに示してある。 

これら縁辺部のグリッドで分層された各堆積層は前節で検討した貝層中央部のＣＬ・ＣＭ39

～41区の堆積層と第 表に示す対応関係を持つ。そして、各グリッド共堆積層は貝層中央部と

同一の南西方向に傾斜して堆積している。しかし、縁辺部の堆積層は貝層であっても層中に貝

の混入率が低い傾向が認められ、また各層の層厚も薄く、同一層の中に貝層中央部での複数の

堆積層が分層されずに含まれてしまうこともある。さらに多くの堆積層が土層であるため分層

の不十分なグリッドや対応関係の明確でない層も多い。また、ＣＫ40-ＣＫ42区の狭い範囲にだ

け分布する層(ＣＫ40-6ｂ層)も認められる。 

ハ．貝層部分の出土土器 

本項ではＣＬ・ＣＭ39－41区出土土器を下層から上層への順序で大別層位毎に記載すること

を基本としているが、後述する第Ⅷ-2層出土土器の頃でのみＣＫ40区出土遺物を含めている。 

 
第Ⅷ（貝層下土層）出土土器 
第ⅧはＣＬ・ＣＭ40区を除いて2枚の層に細分されている。ここでは連続する層として肥えら

れたＣＭ39－37層、ＣＬ39－38層、ＣＬ41－20層、ＣＭ41－29層を第Ⅷ－2層、ＣＭ39－ 
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36層・ＣＬ39－37層・ＣＭ40－27層、ＣＬ40－9層、ＣＭ41－19層、ＣＬ41－28層を第Ⅷ－1層

として出土土器の説明をする。Ⅷ－2層出土土器は後期前葉の土器を出土し、同様のものはⅧ－

1層でも認められている。第Ⅷ層は土層であり1層と2層では主体となる土器の時期が明らかに異

なるものであることから1層に混入したと考えられる土器についても一括してⅧ－2層出土土器

の中で触れる。 

 

第Ⅷ－2層出土土器 

類似の資料がＣＫ40－6層からも数点がまとまって出土しているのでここで一括して扱う。 

器形は深鉢・浅鉢・鉢・壺があり、文様の有無、細部の器形の遠いによってさらにいくつか

に分けることができる。なお、出土地区・層位、文様の特徴などは観察表に記しているので、

器形の特徴を中心に記述する。 

深鉢(第15図～第21図3) 

深鉢ａ(第15図1、第16図5・6) 

口縁部が内反気味あるいは外反して胴上部が膨らむ器形である。文様は胴上部にみられ、下

端が連結する横位の弧状文（ⅰ）と、多重の連続刺突文（ⅱ）とがある。（ⅱ）の刺突は工具

が器面を斜めに突いて、粘土を一方に盛り上げている。 

深鉢ｂ(第15図2、第16図1～4) 

口縁部から胴上部が外反し、胴下部が外傾ずく器形である。第16図1・2・4は胴部中位に稜が

つくと思われる。文様は胴上半に施され、いづれも方形区画文あるいはそれに類した文様であ

る。 

深鉢ｃ(第16図7) 

口縁部が外反して端部が厚くなる器形である。胴部は外傾する。以下は胴部中・下位で膨ら

むが、そのまま直線的に底部にいたるものかわからない。 

深鉢ｄ(第16図10) 

口縁部が内弯して橋状の把手がつく。胴上部が膨らんで、以下がすぼまる器形と思われる。 

所謂｢門前式｣に特徴的な器形である。 

深鉢ｅ(第17図1、第18図5) 

頸部が｢く｣字状を呈し、口縁部が外傾、外反する器形である。文様は口縁部から胴部にかけ

て施されるもの（ⅰ）と、口縁部文様は突起下の下垂文に限られ、主に胴部に施文されるもの(ⅱ)

とがある。(ⅱ)には地文に細い撚糸文が用いられる。 

深鉢ｆ(第18図2・7) 

頸部がゆるやかに括れて、口縁部が外反する器形である。地文に細い撚糸文が用いられてい 
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る。 

深鉢ｇ(第16図8・9・11、第18図3・4・6・8) 

胴部・口縁部が変化なく立ち上がり、口縁部がほぼ直立する単純な器形である。文様の施さ

れる部位に違いがあり、（ⅰ）口縁部の一部にのみみられるもの、(ⅱ)胴上部にみられるもの(方

形区画文)、(ⅲ)胴部ほぼ全体にみられるものに分かれる。（ⅲ）には細かい撚糸文の地文が多

い。 

深鉢ｈ（第19図1～3） 

胴部・口縁部が直線的あるいは反り気味に外傾する器形である。口縁端部に段がついて文様

が口縁～胴部に施されるもの(第19図3)と、口縁端部が丸くおさまり胴部に文様が施されるもの

(第19図1・2)とがある。 

深鉢ｉ（第19図4～6） 

地文のみが施されるものである。器形的には頸部が｢く｣字状を成すもの、口・頸部が外反す

るもの、変化なく立ち上がり口縁部がほぼ直立するものがある。 

浅鉢（第20図1・2・6） 

浅鉢ａ（第20図1） 

頸部に稜が付き、口縁部が外反するものである。胴部は直線的に外傾する。 

浅鉢ｂ（第20図2・6） 

頸部が｢く｣字状の器形になると思われるものである。胴部は直線的に外傾する。 

鉢（第20図3・4） 

口縁部は外反するが、全体の器形は不明である。 

壺（第20図5・7） 

7は大形、5は小形であり、胴部の丸みも7の方が強い。 
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第Ⅷ－1層出土土器 

深鉢形土器(第21～24図) 

第21図は胴部がくびれて口頚部が外傾あるいは外反して開く平縁のものである。1は、口径

31.1cm、器高は40cm以上になる大形品で、長く直線的に外傾する胴部が上部でくびれ、短い口

頚部が外傾して開く。口頚部には、横位平行沈線と縄文帯がめぐる。胴部は、中央部の横位平

行沈線で画された無文帯(磨消部)を境に、上半部には上向き弧線の連続による山形区画が配さ

れ、縦位の短い弧線区画で中央部の縄文帯と連結されている。区画内には縄文が充填される。

なお、胴下部には、地文としての縄文が施文される。2・3は外傾する口頚部資料で、口縁端部

が肥厚する。3は、胴部でくびれてその下半が張り出す器形と思われる。文様についてみると、

2・3ともに口頚部に横位平行沈線がめぐり、2では羽状縄文帯が、3では縄文帯と磨消帯が交互

に配される。 

4は、口径34.5cm、器高は30cm前後のものと思われ、口唇部に頂部が二分された山形突起が等

間隔で配される。器形は、3に比して胴部のくびれが弱く、その下半は緩やかに底部に移行する

と思われる。口頚部は開き気味に立ち上がり、端部で直立、肥厚する。文様は、口縁部に横位

平行沈線と羽状縄文帯がめぐり、頚部には｢凹｣状区画が配され羽状縄文が充填される。また、

くびれ部には羽状縄文帯がめぐり、胴部には、頚部とは異なる羽状縄文充填区画文様が配され

る。 

第22図は胴部がくびれて口頸部が外傾あるいは外反して開く波状口縁のものである。1は、口

径34.8cm、器高は30cm以上になると思われ、胴部がくびれその下半が張り出し、口頚部は大き

く開きながら立ち上る。口縁部は5単位の緩やかな山形大波状を呈し、端部で内側が肥厚する。

口縁部の文様は、波形に沿ってめぐる沈線と2段の刻目帯から成る。波頂部下の頚部には横「ｅ｣

字状区画が配され羽状縄文が充填される。また、くびれ部には、横位平行沈線、羽状縄文帯、2

段の刻目帯がめぐり、胴部には曲線的な羽状縄文充填区画文様が展開する。 

2は、口径32.5cm、器高30cm以上のもので、胴部器形は1と同様であるが口頚部の立ち上りは1

に比して開きの度合いが少ない。口縁部は頂部が鋭角的な5単位の山形大波状を呈し、端部では

内弯し口縁内側が肥厚する。口縁部の文様は波形に沿ってめぐる沈線と羽状縄文帯から成り、

波頂部下には三角文(無文部)が描出される。頚部文様は弧線を連結させた入組文で、意匠的に

は各波頂下に円文を配しこの下端部を木ノ葉状文で連結させた形となる。区画内には羽状縄文

が充填される。また、くびれ部には横位平行沈線と羽状縄文帯がめぐり、胴部には曲線的な羽

状縄文充填区画文様が展開する。 

3～6は外傾する口頚部資料で、3では端部内側が肥厚する。口縁部文様は、いづれも波形に沿

って沈線と縄文帯(3～5)あるいは羽状縄文帯（6）がめぐり、頚部には直線的(4～5)、 
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曲線的（6）な区画文様が描かれ、それぞれ縄文、羽状縄文が充填される。 

第23図1は、口径26.7cm、器高は25cm以上になると思われるもので、胴部が二度くびれその下

半が筒状を呈し、口頚部は大きく開き、平縁で端部がわずかに肥厚する。文様は胴上部にのみ

施され、縄文施文後に斜格子状に沈線を配している。2は胴部がくびれその下半が緩やかに底部

に移行するもので30cm以上の器高をもつものと思われる。くびれ部には横位平行沈線と2段の刻

目帯がめぐり、胴部には入組文風な羽状縄文(同一原体による)充填区画文様が配される。3は、

口径24.5cm、器高は25cm前後以上のもので胴部下半が筒状であるが屈曲することなく口縁部に

向かって開く。口縁部は5単位で頂部が丸味を帯びた山形大波状を呈する。文様は胴上部にのみ

施され、横位平行沈線をめぐらした後縄文を充填し、下半部に多条の弧状沈線を配している。

沈線の引き方は雑で引き直しも認められる。4は外反する平縁のもので、口頚部には、横位平行

線がめぐり口縁部には縄文帯が、頚部には羽状縄文帯がめぐる。5～8は波状口縁を呈する。5・

6・8では、波形に沿って沈線がめぐり、5・6では刻目帯が配される。7は頂部が丸味を帯びるも

ので頚部に横位平行沈線で画された縄文帯がめぐり、これを縦位の弧線区画縄文帯で連結させ

るものと思われる。 

9・10および第4図1～5は胴部資料である。9は横位平行沈線がめぐり縄文が充填される。10

は縄文施文後に横位平行沈線をめぐらし、沈線間を縦位弧状沈線で2段交互に方向を違えて区切

るものと思われる。第4図1は鋸歯状の沈線区画内に区画に沿って斜行沈線を施すものである。2

は横位平行沈線間を縦位弧状沈線で区切るもので、区切り弧線は斜めに並ぶ形となる。3は横位

平行沈線間を向かいあう縦位弧状沈線で区切るものである。4・5は曲線的な区画文様で区画内

には縄文が充填される。5では区画に沿って刺突が施される。 

6・7は地文のみのものである。6は口径17.8cm、器高は15cm以上のもので、胴部が直線的に立

ち上がり、上部でくびれ口縁部は外傾する。地文として縄文が施文される。7は、口径30cm器高

は25cm以上のもので、胴部が屈曲することなく緩やかに立ち上がり口縁部は直立気味になる。

地文として縄文が施文され、胴下部には綾絡文もみられる。 

8は、口径7.9cm、器高9.1cmと小形のものである。胴部が筒形を呈し、口縁部が僅かに内傾す

る。全面にミガキが施される。9は、口径10.4cm、器高7.7cmで底部から緩やかに外傾して開く。

全面に雑なケズリ及びナデが施される。10は、口径28cm、器高は30cm前後以上で、胴部が直線

的に外傾する。ナデが施される。 

鉢・浅鉢形土器(第25図1～13) 

1～5は、底部から口縁部まで屈曲なく外傾して開く器形のものと思われる。1は、口径17.8cm、

器高5.4cmで底部がやや突き出している。文様は胴下半部に見られる。横位沈線で文様帯を区画

した後、縄文を充填し、多条の弧線を配している。弧線は上部では下向きに、下部で 
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は上向きになっている。2は、胴上部に下向き弧線文を配し区画内に縄文を充填している。3

は、口縁部に縄文帯がめぐり、さらに刺突が施される。胴部には下向き弧線文が配される。

地文は縄文である。4は、口縁部に横位平行線をめぐらし、この間に刻目を施している。胴部

には下向き弧線文が配される。5は、胴部に横位平行沈線と縄文帯をめぐらす。6は、口縁部

に横位沈線がめぐり胴部には反転平行沈線が施される。胴部は縄文が充填される。 

7～9は前者に比して器高が高いものである。7は、横位平行沈線をめぐらし縦位の蛇行沈線

でこれを区切っている。全体に縄文が充填される。8は、胴上部に長楕円文が連続して配され

区画内に縄文が充填される。また、胴下部に横位沈線をめぐらし、縄文を充填している。9は

胴部に反転平行沈線を配し縄文を充填している。 

10～13は、胴部資料である。10は、胴部にくびれをもつ。胴上部に同一原体による羽状縄

文帯がめぐり、下部にも羽状縄文充填曲線区画文がみられる。11は、胴下部に横位平行沈線

がめぐり、最上部の沈線間には縄文充填後、刻目が施される。また、下部の沈線は縦位弧線

によって区切られる。12・13も基本的には11と同じ文様である。 

皿脚付角皿形土器(第25図14) 

長辺18.5cm、短辺13.5cm、器高は4cmほどと思われ四隅に脚が付く。口縁部は直立・肥厚し

全体にミガキが施される。 

壺形土器(第25図15～第26図17) 

15は、口径10.6cm、器高は13cmで胴部は僅かにつぶれた球形を呈し、底部は内面が盛り

上っている。また、頚部は外傾し口縁部は外反する。口縁部には同一原体による羽状縄文帯

がめぐり、胴部は口縁部同様の羽状縄文が充填された2単位曲線的文様が配される。16は15
同様の胴部器形であるが、底部が僅かにくぼんでいる。胴部には曲線的文様を配し縄文を充

填している。17は、口径11.5cm、器高は15cm前後以上のものである。頚部は内屈し口縁部

は外反・肥厚する。全体として三段造りのものと思われる。頚部に沈線がめぐり、胴部にも

縦位の沈線がみられる。全面に入念なミガキが施され黒色を呈する。 
第26図1～11は口頚部資料である。8の口唇部には頂部が二分された山形小突起が配される。 

口頚部は9を除いて比較的長く、口縁部は1・7・10が外反、2～6・9・10が外傾、8が内傾する。

また、11では第5図17ほどではないが、頚部で内屈し口縁部が直立気味に立ち上がる。口縁端

部の肥厚は5・6を除いて認められ、6では逆に細くそがれたようになる。文様は1～4、6～8で

は口縁部に縄文帯がめぐり、3では同一原体による羽状縄文がめぐる。5は頚部に縄文がめぐ

る。9・10は口縁部に刻目が施され、9は頚部に、10では胴上部に同一原体による羽状縄文帯

がめぐる。また、11では朱塗りが施される。 

12～17は胴部資料である。胴部器形は第5図15に似ている。12はタスキ掛け入組文を、13 
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～17は曲線的文様を配し、縄文を充填している。 

注口土器(第26図18・19) 

18は、胴部がつぶれた球形を呈し、底部は僅かにくぼんでいる。口頚部は第25図17の壺に

似た形状と思われる。胴上部のくびれと胴下部に横位平行沈線をめぐらして文様帯を区画し、

この間のほぼ中央部に注口部から等間隔に3個の突起を配し、突起間を浮彫的な手法による菱

形文で連結している。また、注口部の脇には縦位の弧線が2条みられるが、どのような文様に

なるかは不明である。底部にはケズリが、他の部分には入念なミガキが施され、黒色を呈す

る。19は、器形・文様ともに18に類似するものと思われる。 

 

第Ⅶ層（最下部貝層）出土土器 
第Ⅶ層は、ＣＬ39区及びＣＬ41区で2層に細分されている。ここでは、ＣＭ39－35層、ＣＬ

39－36層、ＣＬ40－26層、ＣＭ40－8ｃ層、ＣＬ41－18層の連続する層をⅦの2層、ＣＬ39－

35層、ＣＬ41－17層をⅦの1層、ＣＬ41－17・18層と対応する層として捉えられたＣＭ41－27

層を1・2層として各々の大別層単位で出土土器の説明をする。 

第Ⅶ－２層出土土器 

深鉢形土器(第27図～31図) 

第27図1～10は、胴部がくびれて口頭部が外傾あるいは開き気味に立ち上がる平縁のもので 

ある。1～3は胴部がくびれてその下半が張り出す器形と思われる。1は口径17.8cm、器高15cm

前後以上で、口頚部には横位平行沈線と無文帯を挾んで同一原体による羽状縄文帯がめぐる。 

胴部には4単位の入組文を配し、この起点間を下向き弧線文で連結している。区画内には同一

原体による羽状縄文が充填される。2は、1に比して口頚部が長く端部で肥厚する。口頚部に

は櫛歯状沈線がめぐり、胴上部には楕円形で項部の二分されたが貼り付く。3は1の口頚部文

様と同様である。4～6は胴部がくびれてその下半が緩やかに底部に移行する器形で口唇部に

は突起が配される。4は口頚部の開きが大きく、端部で内弯する。突起は項部が二分された山

形のもので大小がある。口頚部には横位平行沈線と縄文帯がめぐり5は栂指状の突起がつき、

6は山形の小突起が配される。ともに口縁部には縄文帯がめぐり頚部には入組文が配され、こ

の起点間及び終点間を各々下向き、上向き弧線文で連結している。区画内には縄文が充填さ

れる。7～10は外傾する口頚部資料で端部が肥厚する。7の口縁部には縄文帯がめぐり、頚部

にも弧状(?)の縄文帯がみられる。口縁部・頚部には瘤状小突起が貼付される。8は頂部の二

分された山形突起が口唇部に配され、口縁部は縄文充填後、刺突が施される。頚部には磨消

手法による三角文がみられ、周囲に刺突が施される。9は分割された山形の突起が配され、口

縁端部に刺突が施される。10は地文として縄文が施文されるだけである。 
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11～第30図2は、胴部から屈曲することなく口縁部に至る平縁のものである。11は口径

18.8cm器高15cm以上で胴部は直線的に外傾する。口縁部には縄文帯がめぐり、胴上部には4単

位の入組文を配し、終点間を弧線で連結している。区画内には縄文が充填される。また、こ

の文様帯の下位には横位平行沈線で画された無文帯があり、胴下部には地文としての縄文が

施文される。 

第28図1・2は口縁部が直立気味になり、1では端部が肥厚する。1の胴上部には磨消手法 
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による楕円文が描かれる。2は口径27.2cm、器高は25cm以上のものと思われ、口縁部に横位

の櫛歯状沈線をめぐらし、胴部には蛇行する縦位の櫛歯状沈線が施される。3は、口径23.1cm、

器高は20cm以上のものと思われ、口縁部が肥厚し、口唇部には頂部の二分された山形突起が

大小各 2々個単位交互に配される。器面には縦方向の櫛歯状沈線が施される。その後口縁部及

び胴下部には文様帯を区画する横位平行沈線がめぐり、この間には入組文が展開する。入組

文の起点及び終点は各々下向き、上向き弧線文で連結される。区画内には櫛歯状沈線が充填

され、大突起下の口縁部、小突起下の沈線上、下向き弧線文区画の中央部、起点下の入組部

には瘤状小突起が貼付される。 

第29図1は口径30.8cm、器高は30cm以上のもので、胴部は直立気味に立ち上がり口縁部が僅

かに内傾、肥厚する。口唇部には山形突起が等間隔で配され、これを二分するように沈線を

引き突起下の口縁部に貼付された瘤状小突起と連結している。胴部には入組文が展開し、起

点間には下向き弧線文が配される。区画内には、櫛歯状沈線が充填される。2は口径26.5cm、

器高は25cm以上のものと思われ、胴部は開き気味に外傾する。口唇部には1同様の突起が配さ

れる。3とともに地文として縄文が施文される。4は口径15.2cm、器高は15cm前後以上のもの

と思われ、外面全体に横方向のナデが施される。5は口径32.5cm、器高は25cm以上のものと思

われ、胴部は開き気味に外傾し口縁部が内弯気味に立ち上がる。口縁部にナデが、胴部にケ

ズリが施される。補修孔が穿れている。第30図1は口径36.7cm、器高は35cm以上、2は口径35.2cm、

器高は30cm以上のものと思われ、ともに大形のものである。1では口縁端部が僅かに肥厚する。 

ともに地文としての縄文が施文される。 

3～7及び第31図1～4は波状口縁のものである。3は口径13.2cm、器高12.5cmと小形のもので、

胴下部が筒状を呈し、胴上部から口頚部が大きく開いて立ち上がる。口縁部は3単位の項部が

丸味をもつ山形大波状である。文様帯は胴上部にあり、長楕円文（?）、下向き弧線文を描い

ている。4は口径19cm、器高は5.5cm以上のものと思われ、口頚部が大きく開いて立ち上がり、

端部が内弯、肥厚する。口縁部は5単位の山形大波状を呈し、3同様に頂部が丸味をもってい

る。口縁部及びくびれ部には刻目帯が配される。なお口縁部内面にも波形に沿って沈線がめ

ぐる。5～7は項部が三角形状を呈するものと思われる。5は口縁端部の肥厚が顕著である。文

様をみると、5では口縁部に波形に沿って縄文帯がめぐり、波頂部には磨消手法による三角文

が配置される。頚部にも磨消手法による区画文がみられ、区画内には羽状縄文が充填される。 

6は口頭部に横位沈線を配し、沈線間に縄文を充填する。7は波形に沿って口縁部に沈線がめ

ぐり、沈線下には縄文充填後に横長の刺突が施される。第31図1～4は口縁端部に刻目がめぐ

る。1では口縁部の内弯が強く2～4は外傾し端部が肥厚する。5～7は頚部資料である。5では

入組文が配され羽状縄文(同一原体)が充填される。6では弧線文、区画沈線曲線文が配さ 
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れ縄文が充填される。7は頚部に磨消手法による区画沈線文が配され、区画内に刺突が施され

る。また、くびれ部には横位平行沈線で画された縄文帯がめぐり刺突が施される。8～17は胴

部資料である。8では入組文、9・11では磨消手法による曲線文、10では弧線文が配され縄文

が充填される。12～14は各々弧線文・入組文・タスキ掛け状入組文・弧線文が配され、12・

14では縄文が、13では羽状縄文が充填される。15～17は胴下部資料である。15では横位平行

沈線と縄文帯が配され、16では横位沈線、17では磨消手法による曲線文が配され、縄文が充

填される。 

鉢・浅鉢形土器（第32図1～10) 

1は口径23.3cm、器高は6.2cm以上のものと思われ、胴部がやや丸味を帯び、上部でくびれ

て口頚部が外傾して開く平縁のものである。口縁端部には突起が等間隔で貼付され、突起間

は沈線で連結される。また、頚部には横位平行沈線がめぐり、口縁部突起から垂下する縦位

沈線と組みあって格子状区画を描く。区画内には縄文が充填される。胴下部には蛇行沈線が

縦位に施され、縄文が充填される。2は胴部から緩やかに立ち上がる器形で口縁端部が肥厚す

る。口頚部には横位平行沈線と縄文帯がめぐる。3～5は1に比して胴部の屈曲が強く、口頚部

が外傾し端部で肥厚する平縁のものである。口縁部に横位沈線と縄文帯がめぐり、壼の口縁

部の可能性もある。4は胴部に反転平行沈線(単位が短く「Ｓ」字状を呈する)が描かれ、縄文

が充填される。5は口頚部に横位平行沈線と縄文帯がめぐる。6は波状口縁を呈し、胴部に横

位平行沈線と縦位区切り弧線が配され縄文が充填される。7は胴上部に横位平行沈線をめぐら

し、2本1単位の縦位平行沈線で区切るもので縄文が充填される。深鉢の可能性もある。8は底

部資料である。胴部下半は外反気味に立ち上がる。胴中央部には横位平行沈線がめぐり刻目

が施される。9は口径14.5cm、器高9cm、10は口径11.4cm、器高7.5cmとともに小形品である。

胴部は外傾して立ち上がり、9では口縁端部が肥厚する。9ではミガキ、10ではナデが施され

る。 

高台付皿（第32図11） 

口径12cm、器高5.2cmの小形品である。皿部は浅く高台は｢八｣ツ字秋に外方にふんばる。器

壁は厚手に造られ特に底部は1.4cm程の厚さをもつ。皿部内外面、高台部外面に縄文が施文さ

れる。 

壺形土器(第32図12～16、第33図1～7) 

12は口径6.1cm、器高は5cm以上のものと思われ、口頚部が短くナデ肩である。肩部に楕円

状の文様が描かれ縄文が充填される。13～16は長い口頚部をもち12～15では直立気味に傾す

る。また、14～16では口縁端部の肥厚が認められる。文様は13・14で口縁部には弧線文が配

され、縄文充填後刻目が施される。16では口縁部に横位沈線と縄文帯がめぐり、楕円形状の

二分された貼付文と瘤状小突起が配され、この間を沈線で連結している。頚部には 
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区画沈線文が描かれ縄文が充填される。第33図1は口径19.8cm、器高は15cm以上のものと思わ 

れ広口の短頚壺である。頚部は内傾し肩が張り胴部は緩やかに底部へと移行する。口頚部に

は横位平行沈線と4段の刻目列が施される。胴部には入組文が配され羽状縄文が充填される。

2は口頚部が直立し胴部は肩が張る。口縁端部は僅かに内傾肥厚する。口唇部には傾部が口縁

部に平行に二分された山形の突起がつく。口縁部・くびれ部には横位平行沈線がめぐり刻目

が施される。胴部には入組文が配され縄文が充填される。3～5は胴上部の資料で球形に近い

もの 
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と思われる。3は上向き、下向きの連弧文が配され縄文が充填される。4は肩部に反転平行沈

線が胴部には入組文（?）が配され、前者には縄文が、後者には羽状縄文が充填される。5は

肩部に弧線文が胴部にタスキ掛け状入組文が配され、羽状縄文が充填される。6は胴中央部に

横位平行沈線と上向き連弧文が配され、縄文充填後瘤状突起が貼付される。7は胴下部資料で

入組文が配され縄文が充填される。 

注口土器(第33図8) 

器高は11cm以上、最大径は胴部中央にあり17.5cmを測る。胴部はつぶれた球形を呈し底部

は平底である。注口部は貼付の痕跡と孔が残っている。胴部には入組文風な曲線文が配され

羽状縄文(同一原体)が充填される。 

香炉形土器(第33図9) 

口径3.8cm、器高は4.2cm以上のものと思われ小形品で最大径は胴部中央にあり7cmを測る。 

胴上部から口縁部にかけては内傾が強く、全体として上下両端を切り取られた球形を呈する。

口縁部には横位平行沈線と縄文帯がめぐる。また、胴中央部には頂部の二分された山形瘤状

突起と瘤状小突起が交互に等間隔で各 4々個づつ配され、後者は上向き、下向きの弧線で連結

される。同様の弧線文は頚部にも配され連結部には瘤状小突起が貼付される。また、二分さ

れた突起の上位と両側には三叉状の透しが彫られ、前者の間には小さな円形の透しが配され

る。区画内には縄文が充填される。胴下部は横位沈線で画され縄文が充填される。 

第Ⅶ－１層出土土器 

深鉢形土器（第34図～第35図11) 

第34図1は口径22.6cm、器高20cmで丸底の底部から緩やかに立ち上る胴部が上部でくびれ、

口頚部が外傾する。口縁部は平縁で端部が僅かに肥厚し、底部は僅かにくぼむ。文様は、口

縁部に横位沈線、羽状縄文帯がめぐり、くびれ部には横位平行沈線で画された羽状縄文帯が

めぐり、二分された楕円状貼付文が等間隔に配される。 

同上部には入組文が配され、その起点間を下向き弧線文で連結して羽状縄文を充填する。

また、他の入組文との接点にも二分された円形の貼付文が配される。胴下部には地文とし羽

状縄文が施文される。 

2は口径17.9cm、器高は15cm前後のものと思われ、1同様の器形を呈すると思われる。口縁

部には羽状縄文を施文し、胴部には入組文とその起点間を連結する下向き弧線文を配し、羽

状縄文を充填している。3は口径18.4cm、器高17cmで2に比して胴部が僅かに張り出し、底部

は平底でくぼんでいる。口唇部には頂部の二分された山形突起が配され、これも含めて口縁

端部には肥厚する。口径部、くびれ部には横位平行沈線と羽状縄文が充填される。4は胴部径

等から20cmほどの器高になると思われ、胴部器形は3に似ている。文様は胴上部にあり、2個

の瘤 
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状突起を囲む長楕円文が4単位で配され、瘤状突起は横位平行沈線で連結され、また、沈線間

を除いた区画内には縄文が充填され、瘤状小突起が規則的に貼付される。この文様帯の下位

には横位平行沈線で画された縄文帯がめぐる。5～9は平縁のもので8・9口唇部には項部が二

分された山形突起が貼り付く。口縁部は外側5・8・9では端部が肥厚する。文様は5・6では口

縁部に横位沈線がめぐり、5では口縁部に、6で頚部に縄文が充填される。7は口縁部に横位平

行沈線がめぐり櫛歯状線が施される。8は口縁部に横位沈線と縄文帯がめぐり、頚部には入組

文（?）が配されて区画内には縄文が充填される。9は地文としての羽状縄文が施文される。 

10～第35図1～5は波状口縁資料であり、いづれも端部が肥厚する。10は胴上部が張り出し頚

部で内傾し口縁部が直立気味になる。文様は口縁部の波形に沿って沈線がめぐり、端部には

刻目が施される。下位には羽状縄文(同一原体)が充填される。頚部には2本単位の横位平行沈

線が間隔を置いて2枚に配され、刻目が施される。胴部には区画沈線による曲線文様が描かれ

羽状縄文が充填される。第35図1～5は外傾する口縁部資料である。ともに口縁部には波形に

沿って、沈線が1～2本めぐり、1では1段の、2では2段の刻目が施され、3では縄文帯がめぐる。

また、頚部文様として1では区画沈線曲線文様が、2では下向き弧線文が、3では下向き弧線文

と区画沈線文が配され、1・3では縄文が、2では羽状縄文(同一原体)が充填される。4は波頂

部に頂部が二分された山形の大突起が配され、波底部に向かって左右対称に同形の小突起が

配される。また、口縁部の波形に沿って沈線と縄文帯がめぐり、波頂部下及び大突起下内面

口縁部には瘤状小突起が貼付される。5は波形に沿って沈線と縄文帯がめぐり、波頂下の横位

沈線によって三角形の無文部が造り出される。4・5ともに突起を含めて口縁端部の肥厚の度

合いが大きい。6～11は胴部資料である。6は長楕円文が配され長軸端に瘤状突起が貼付され

る。区画内には羽状縄文(同一原体)が充填されるが、突起間は帯状に磨消され、7も6同様の

モチーフと思われ、瘤状突起8・9は横位平行沈線で画された縄文帯・羽状縄文帯がそれぞれ

めぐり、8では楕円形の貼付文が配される。10は弧線文が描かれ羽状縄文が充填される。11は

曲線的な区画文様が配され縄文が充填される。 

鉢・浅鉢形土器(第35図12～14) 

12は、胴部から直線的に開きながら外傾し口縁端部が肥厚する。胴部には磨消手法による

区画文が配される。地文は縄文である。13は12に比して開きの度合いが小さい。胴部文様は

12と似ている。地文は羽状縄文(同一原体)である。14は胴部でくびれ口頚部が開くものと思

われる。頚部には弧線文(?)が、胴部には横位平行沈線がめぐりともに羽状縄文(同一原体)が

充填される。 

壺形土器(第35図15～19、第36図1～3) 

15～17は口頚部資料である。15は口縁部が外傾し端部で肥厚する。口縁部には横位平行沈

線と羽状縄文帯がめぐる。16は口頚部が内傾し端部で肥厚する。口頚部には横位平行沈線と

羽状 
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縄文帯がめぐる。17は直立する口頚部で口唇部には山形小突起がつく。これを含めて口縁端

部は肥厚する。口縁部には横位平行沈線と縄文帯がめぐり、突起下の沈線間には瘤状小突起

が貼付される。18・19は頚部～胴部資料である。18は最大径が胴上部に位置し23cmを測る大

形のもので胴下部は丸味をもって底部に至るものと思われる。頚部は径10cmを測り2cmほど内

傾して立ち上がり、くびれて外反する長い口縁部がとりつくものと思われる。全体として全

段造りの器形と言える。頚部文様は3本単位の横位平行沈線、瘤状突起の組み合わせで構成さ

れる。同部文様は最大径の位置に等間隔で頚部より大きい瘤状突起を4個配し、その間を3本

単位の横位平行沈線で連結している。さらに、突起をはさんで垂下する3本単位の縦位平行沈

線を配することによって器面を8分割している。各区画内には3本単位の重弧線文が描かれ、

横位・縦位の沈線を軸として対称な位置に配置される。各単位の沈線間には二度の刻目が施

される。19も18同様の器形になるものと思われる。頚部には弧線区画文様が描かれ縄文が充

填される。胴上部には横位平行沈線で画された縄文帯がめぐる。第36図1～3は胴上部資料で

ある。1～2は入組文が配され羽状縄文充填後、2では円形二分の貼付文、3では曲線的文様が

描かれ縄文が充填される。なお、1では朱塗りが施される。 

第Ⅶ－１・２層出土土器 

深鉢形土器(第37図1～9) 

1は口径17.2cm、器高は15cm前後のものと思われる。胴部でくびれその下半が僅かに張り出

して底部に移行し、口頚部は開きながら外傾し端部で直立、内側が肥厚する平縁のものであ

る。口唇部には頂部が二分された大小の山形突起が交互に配される。口縁部およびくびれ部

には横位平行沈線と縄文帯がめぐり、瘤状小突起が間隔をおいて貼付される。頚部にはタス

キ掛け状 
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入組文と上向き連弧文が配される。胴部には入組文とその起点間を結ぶ下向き弧線文が配さ

れる。なお各入組内には縄文が充填される。2は口縁部が外傾し内面側が二分された突起をも

含め端部内側が肥厚する。口頭部には弧線が配され、櫛歯状沈線が施される。3は波状口縁の

もので波形に沿って口縁部には沈線がめぐり、二段の刻目が施される。 

4は胴部から底部資料である。器高25cm前後のものと思われ、底部は安定した平底で外面が

僅かにくぼむ。胴部は緩やかに外傾して立ち上がる。くびれ部には横位平行沈線と羽状縄文

帯がめぐり、胴部には入組文が配され羽状縄文が充填される。5～9は胴部資料である。5は地

文として縄文が施文される。文様については明らかではない。6は入組文（?）で縄文が充填

される。7は縄文施文後横位平行線をめぐらし、8は横位平行沈線間を磨消している。地文は

縄文である。9は区画沈線内に縄文と充填し、刺突を施すものである。 

鉢、浅鉢形土器（第37図10～14) 

10・11は平縁で胴部に屈曲をもたず口縁部まで外傾するもので端部内側が肥厚する。胴部

に磨消手法による区画文が描かれる。施文は10が縄文、11が同一原体による羽状縄文である。

12・13は波状口縁で、胴部が屈曲し口頭部が外傾して開くものである。12はくびれ部に刻目

が施され、胴部には曲線的な区画文様が施され羽状縄文(同一原体)が充填される。14は胴部

資料であるが、12同様の器形になるものと思われ、文様も同様のものと思われる。 

壼形土器(第37図15～18) 

15～17は外傾する口頚部資料である。15・16は口縁部に横位沈線がめぐり、15では口縁部

に16では頚部に縄文が充填される。17は口唇部に山形の小突起がつき、口縁部に横位平沈線

と文帯がめぐり、突起下の沈線上には癌状小突起が貼付される。18は胴部資料で肩の部分に

沈線がめぐり羽状縄文が充填される。 

徳利形土器（第37図19) 

器高は15cmほどになると思われる。底部は平底で胴部は縦長で、ふくらみをもって立ち上

がり頚部でくびれる。頚部は下位が僅かに張り出し、一度くびれて口縁部が立ち上がる。く

びれ部には稜がつく。全体にミガキが施される。 

 

第Ⅵ層（下部貝層）出土土器 
第Ⅵ層はＣＭ40区を除いて2～5層に細分され、全体としては3枚の層に分けることができる。 

ここではＣＭ39－34層、ＣＬ39－33層、ＣＬ40－25層、ＣＬ41－16層、ＣＭ41－26層出土土

器をⅥ－3層、ＣＬ・ＣＭ39－32層、ＣＬ40－24層、ＣＬ41－15層、ＣＭ41－23～25層出土土

器をⅥ－2層、ＣＬ39－31層、ＣＬ40－23層出土土器をⅥ－1層、ＣＭ40－8層出土土器をⅥ－

1～3層出土土器として各々細別層単位で出土土器の説明をする。 
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第Ⅵ―３層出土土器（第38図～第42図） 

深鉢形土器（第38図～第10図) 

第38図および第39図1～3は、胴部あるいは頚部でくびれる平縁のものである。第38図1は口

径39.2cm、器高は40cm前後の大形品で、胴部でくびれその下半は緩やかに底部に移行する。 

口頚部は長く外傾して開き端部で僅かに肥厚する。口縁部・くびれ部には横位平行沈線をめ

ぐらし、縄文充填後(端部を除く)瘤状小突起を密に施している。頚部には入組文が配され縄

文充填前瘤状小突起を配している。2・3は外傾する口縁部資料で2では端部が細くなる。2の

くびれ部には、横位平行沈線と縄文帯がめぐり瘤状小突起が配される。3は口縁部に横位沈線

と円形の瘤状突起が配され、縄文充填後突起間は沈線で結ばれる。頚部には入組文が配され

縄文が配され縄文が充填される。4～11、第39図1～3は口唇部に頂部の二分された山形突起の

配されるものである。口頚部は外傾するものが多く突起部を含めて端部は内傾が肥厚する。

口縁部には羽状縄文帯がめぐるもの(4・5)、縄文帯がめぐるもの（6～9）、櫛歯状沈線が施

されるもの(10)がある。4～10では頚部に入組文、弧線文を配するものが多く、入組内には各々

口縁部同様の地文がなされる。9・10では瘤状小突起が入組内あるいは弧線帯内に貼付される。

11、第39図1～3も器形の特徴は前者と同様であるが、地文のみ施されるもので11・19図1では

ケズリが施され、2・3では縄文が施文される。 

4～7は波状口縁資料である。4は口縁部が内傾し5～7では外傾する。ともに端部で内側が肥

厚し、特に5ではこの度合いが強い。文様は4では口頚部に弧線文、入組文が配され縄文が充

填される。5～7では波形に沿って波線がめぐり縄文が充填され、6では波状部内面に楕円形の

二分された貼付文が対称に配され、連結部に瘤状小突起を貼付される。また、7では波項部に

項部二分の山形突起が配され、波底部との間にも同様の小突起が貼付される。 

8～12、第39図1～3は胴部が屈曲することなく口縁部に移行する平縁のものである。8は口

径18.9cm、器高20cm以上で、胴部がふくらみをもって立ち上がり口縁部は内弯する。口唇部

には山形小突起が貼付され、底部には高台が付く。口縁部胴中央部には2本1単位と思われる。 

横位沈線がめぐり、波線間には瘤状小突起が口縁部突起下に位置するように貼付され、その

間は波線で連結される。胴下部、高台部には斜格子状の沈線が描かれる。9は口縁部が外傾し

端部で肥厚する。口縁には波線がめぐり瘤状小突起が配される。胴上部には入組文風な文様

が配され縄文が充填される。10～12は胴部から直線的に外傾し、10・11では端部が僅かに肥

厚する。10は口径36.4cm、器高30cm以上で櫛歯状沈線が、11では縄文施文後に弧状沈線が施

される。12は口径21.8cm、器高15cm以上のもので横ナデが施される。第40図1は口径29.6cm、

器高20cm以上で胴部は開き気味に外傾し口縁端部は薄くなる。全体にミガキが施される。2は

口径17.6cm、器高16.8cmで、底部は平底、胴部は直立気味に外傾し、口縁部が僅かに内弯す

る。ミガキが施 
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される。3～12は頚部あるいは胴部資料である。3は頚部に弧線文が配され縄文が充填される。 

4は胴部にタスキ掛け状入組文が配され縄文が充填される。5・6では胴部に入組文が配され、5

では羽状縄文が、6では縄文が充填される。7では胴部に弧線文が配され、縄文充填後瘤状突起

が貼付される。8は頚部に入組文が配され櫛歯状沈線で充填される。胴部には斜行沈線が施さ

れる。9は頚部に入組文(?)が配され櫛歯状沈線で充填される。くびれ部には横位平行沈線がめ

ぐり櫛歯状沈線が施される。10・11は胴部に横位平行沈線と前者では縄文帯が、後者では羽状

縄文帯がめぐる。10には瘤状小突起が貼付される。12は胴部に2本単位の横位平行沈線がめぐ

り、瘤状小突起が充填される。胴下部には地文として羽状縄文が施文される。 

鉢、浅鉢形土器（第41図1～6) 

1～6は胴部が緩やかなふくらみをもって立ち上がり、口縁部3で内弯、肥厚するが、他で外

傾する。1は口径18.2cm、器高8.2cmで底部は平底である。口縁部・胴部下に横位平行沈線と縄

文帯がめぐる。胴部には入組文とその起点同志を結ぶ下向き弧線文が配され縄文が充填される。

入組文の起点の上にあたる口縁部には、横位平行沈線で画された無文帯を境に二段の瘤状突起

が貼付され、この突起間の中央部の無文帯上及び胴下部の横位平行沈線間でこれと対応する位

置にはボタン状貼付文が配される。なお、入組部内、入組部の接点などには瘤状小突起が貼付

される。2では口縁部から胴部に横位平行沈線と縄文帯がめぐる。3では口縁部に横位沈線と羽

状縄文帯がめぐる。4は口径7cm、器高3.6cmと小形のもので、口唇部には頂部が二分された山

形小突起が連結して貼付される。口縁部には弧線文と｢Ｕ｣字状文が、胴中央部には瘤状突起と

橋状突起が交互（?）に器面を五分割するように配され、突起間は弧線で結ばれる。また、突

起から2本単位で垂下する沈線が引かれ、胴下部の横位沈線と連結する。器面には縄文が充填

される。5は口縁部に横位沈線と縄文帯がめぐる。6は台付であるが台部を欠損する。全体に雑

なミガキが施される。 

高台（第41図7) 

「八」ノ字状に開くもので器壁は厚くずんぐりしている。円孔が穿たれている。地文として

縄文が施文される。 

壺形土器（第41図8～18) 

8～12は外傾する口頚部資料である。8は口径10.4cmで口縁部には横位平行沈線をめぐらし、

端部は突起を等間隔で4個貼付する。さらに突起を沈線で結び瘤状突起を貼付する。また、こ

の下位には上記の突起と対応するように沈線間に扇状小突起を貼付し、この間を左上がり入組

風沈線で連結している。9は口径10cmで口縁部に横位沈線をめぐらし、縄文充填後瘤状突起を

端部に等間隔で4個配し、この闇に瘤状小突起を貼付している。10は口縁部に横位沈線と縄文

帯がめぐり口唇部には低平な山形突起が付される。11は頚部に横位平行沈線で画された縄文帯 
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をはさんで口縁部、頚部に羽状縄文が充填される。12は口頚部に横位平行沈線がめぐり、縄文

帯と無文帯が交互に配される。13～18は胴部資料である。胴部は球形に近い形を呈するものと

思われる。13ではタスキ掛け状入組文が、14～17では弧線文が、18では横位平行沈線と縄文帯

がめぐる。各区画内には13では羽状縄文が、他では縄文が充填される。また、14では瘤状突起

が、17では瘤状小突起が、18では楕円状二分貼付文が施される。 

注口土器（第42図1～3) 

1は最大径が胴中央部に位置し、16.6cm(注口部を除く)、器高は20cm前後になる。頚部径は

下端で11cmを測る。胴部はつぶれた球形を呈し、頚部は内傾して約5cm立ち上がり、くびれて

口縁部がつく。頚部には2本1単位の横位平行沈線が三段にめぐり等間隔に瘤状小突起が貼付さ

れ縄文が充填される。胴部文様は上半部に認められ、文様帯の幅を横位平行沈線で画した後、

この間に器面を8分割する様に縦位の方形区画文を設け、この間を三段の横位区画文で連結し

ている。縦位方形区画文を横位区画文との接点及び、後者の間には瘤状小突起が貼付され縄文

で充填される。なお、最大径の位置にめぐる下位の横位区画沈線の上位には、やや大きめの瘤

状突起が等間隔で付され、この間は沈線で連結される。また、注口部には瘤状小起を起点とし

て弧状沈線が配される。注口部にはアスファルトが付着している。2は1に比して胴部がさらに

つぶれた球形を呈する。最大径は胴中央部に位置し16.2cmと、1とほぼ同じ大きさである。胴

中央部には横位平行沈線がめぐり、上部にはこれと直交し全体を四分割するように縦位平行沈

線が配されるものと思われる。また、これらの平行沈線の交点にあたる部分には瘤状突起が
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配され、縄文充填後、沈線区画内には三本単位の沈線が描かれ、中央部には瘤状小突起が貼付

される。3は胴部が1に近い形で胴中央部に平行沈線がめぐり、沈線間には弧状の向かい合う隆

線が貼られる。全体にミガキが施される。 

第Ⅵ－２層出土土器 

深鉢形土器(第43図～47図3) 

第43図～第44図は胴部でくびれる平縁のものである。第43図1は口径28.4cm、器高27.2cmで

ある。底部は平底で胴部でくびれて、その下半は一度張り出してから底部へと移行し、口縁部

は外傾する。くびれ部と胴中央部に横位平行沈線で画された縄文帯がめぐり、瘤状小突起が等

間隔で貼付される。この間には入組文が展開し、縄文で充填され、更に入組部、区画内には瘤

状小突起が付される。なお、入組文の中央区画内には瘤状突起と縦位沈線が交互に配され、前

者は周縁を沈線がめぐる。 

2は口径29cm、器高は25cm以上である。くびれ部の下半は緩やかに底部へ移行するものと思

われる。口縁端部にも瘤状突起が付され、口縁部・くびれ部には横位平行沈線がめぐり、瘤状

小突起が密に付される。頚部には弧線連結文が配される。3～9は外傾する口頚部資料で9を除

いては端部で内側が肥厚する。3は口縁部に横位平行沈線で画された幅狭い縄文帯がめぐり瘤

状小突起が密に付され、突起間は沈線で結ばれる。頚部には入組文が配され縄文充填後入組部

の接点、入組区画内には瘤状小突起が付される。4は口縁部に二分された楕円状の貼付文が配

され横位沈線で連結される。頚部には入組文が配され縄文が充填される。5は口縁部に横位沈

線と縄文帯がめぐり、円形の貼付文が付される。6は口縁部に横位平行沈線と楕円状二分貼付

文・瘤状充起が付され、頚部には3同様の入組文が配されると思われる。7は口縁部に横位沈線

と縄文帯がめぐり、頚部には入組文が配され縄文充填後瘤状小突起が付される。8・9はいわゆ

るミミズバレ状沈線によって弧線文・入組文の描かれるもので、瘤状小突起が付される。第44

図1は長く外傾する口頚部をもち端部で僅かに肥厚する。横位平行沈線と縄文帯がめぐり、頚

部には弧線連結文が描かれ、区画内には羽状縄文が充填される。2～4は外傾する口縁部で端部

内側が肥厚する。口縁部には横位平行沈線がめぐり沈線間には瘤状小突起が、端部にはやや大

きめの瘤状小突起が連続して貼付される。5は内傾する口頚部資料で口縁部文様に前者と同様

で、さらに入組文弧線文が配され縄文が充填される。6～14は口縁部に突起の貼付されるもの

で、これを含めて口縁端部内側は肥厚する。 

6は口径23.2cmで器高は25cm前後になると思われる。突起は項部が二分された山形のもので、

大小が交互に配され、突起下の口縁端には瘤状小突起が付される。口縁部・くびれ部には、横

位平行沈線と縄文帯がめぐり、瘤状小突起が付される。頚部には入組文とその起点間を結ぶ下

向き弧線文が配され縄文が充填される。入組文の接点及び入組部には瘤状小突起が付され、前 
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者の方がやや大きい。7は口径14cmで器高は15cm前後になると思われる。胴部でくびれ、その

下半が一度張り出してから底部に移行する器形のものである。口唇部には2個対の山形二分突

起が配され、突起下には瘤状小突起が付される。この突起を起点として頚部には連続する菱形

状区画文が配され、短転部分を弧線で連結する。菱形の頂点には瘤状小突起が付される。なお、

区画内は櫛歯状沈線で充填される。また、くびれ部には横位平行沈線がめぐり櫛歯状沈線で充

填された後、瘤状突起が貼付される。8は口径14cm、器高は15cm前後と思われる。口唇部には

頂部二分の山形突起が等間隔で配される。口縁部には横位沈線がめぐり、頚部には入組文とこ

の起点間を結ぶ下向き弧線文が施され櫛歯状沈線で充填される。9は項部の丸い低平な山形突

起が配され、口縁部には横位沈線がめぐり縄文が充填される。10～14は項部の二分された山形

突起が付く。10～13では口縁部に横位沈線と縄文帯がめぐり、頚部には入組文が配され縄文充

填後、10～12では突起下あるいは口縁部に瘤状小突起が貼付される。14は櫛歯状沈線が施され

る。第45図1は波状口縁のもので鋭角的な波頂部をもつ。波頂部には二分された瘤状突起が付

され、口縁端部には波形に沿って楕円形の二分された貼付文が口縁と垂直に取りつき、沈線で

連結される。波項部下には上向きの弧線を配し三角形状の無文部を造り出し、他の部分では縄

文が充填される。 

2～第46図1～3は胴部が屈曲することなく口縁部に移行するもので、いづれも平縁である。2

は口径21.8cm、器高は15cm前後になるものと思われ、胴部はふくらみをもって立ち上がり口縁

部は内弯する。口縁端部には横位沈線をめぐらし瘤状突起が連続して貼付される。また、口縁

部には右上がりに連続する入組文が配され、この入組文をはさんで上下には二本単位の横位平

行沈線がめぐり、入組文の接点及び入組内、横位平行沈線間には縄文充填後小さなボタン状貼

付文が施される。胴部には地文として羽状縄文が施文される。3・4では口縁部に横位平行沈線

をめぐらした後、瘤状小突起を連続して貼付し、3ではその下位に左上がりの入組文を配し瘤

状小突起で充填する。5にも同様の入組文が配される。6は口径23.2cmのもので口縁部は直立気

味になる。口縁部には横位の胴部には縦位の櫛歯状沈線が施される。7は口縁部に横位平行沈

線をめぐらし、この間を除いて櫛歯状沈線が施される。8～10は6に同じである。11は口径26cm、

器高は25cm以上になると思われ口縁部は外傾する。11・12は地文として縄文が、13では羽状縄

文が施文される。 

第46図1～3はナデが施されるもので、1は口径32cm、器高は40cm前後、2は口径21.6cm、器高

20cm前後のものと思われる。4～17・第27図1～3は頚部および胴部資料である。4は頚部に縦位、

横位の区画線が配され、区画内には上向き、下向きの弧線文が配され、横位沈線上には楕円形

貼付文が施される。5・6は頚部に左上がりの入組文が配され縄文充填後瘤状小突起が貼付され

る。入組部は縦位置に並ぶ。7・8は頚部に入組文が配され、前者では羽状縄文が 
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充填され、後者では縄文充填後、瘤状小突起が貼付される。9は胴部に横位平行沈線がめぐり、

その間に縄文充填後矢羽根状沈線が施され、瘤状小突起が貼付される。10は頚部に入組文が配

され縄文が充填される。くびれ部にはボタン状貼付文が連続して施される。11・15・17は頚部

に入組文が、12・14・16は弧線文が、13では横位平行沈線と縄文帯がめぐる。11・12・13・14

では瘤状小突起が貼付される。第27図1は胴部に横位平行沈線がめぐり、櫛歯状沈線で充填さ

れ、瘤状小突起が貼付される。2は頚部に入組文が配され櫛歯状沈線で充填される。3は縦位の

櫛歯状沈線連鎖状文が描かれる。 

浅鉢形土器（第47図4・5) 

4・5ともに外傾して開く器形のものである。4では口縁端部に楕円状の二分された貼付文が

対で取りつき口縁部には上向き、下向き連弧文を配し縄文充填後、弧線文の接点及び区画内に

瘤状小突起が貼付される。5は口唇部に項部の丸い山形突起がつく。口縁部には横位平行沈線

がめぐり突起下には瘤状小突起が貼付される。 

壺形土器（第47図6～17） 

6は口縁部が外反し頚部でくびれて張り出し、さらに胴部が張り出す三段造りのもので口径

10.6cm、口頚部の高さは13cmを測る。口縁端部には4個の大突起が配され、この間は横位沈線

で連結され、沈線上には瘤状小突起が密に貼付される。また、口頚部に3本単位の横位平行沈

線が各 3々段づつ配され、中央の沈線上には規則的に縦位に並ぶように等間隔で瘤状小突起が

貼付される。胴部には同様の沈線が縦位に配されるようである。口縁端部及び各沈線間には櫛

歯状沈線が施され部分的に矢羽状に配される。 

7は口縁部が外傾し、口径は8cmである。口縁端部には瘤状小突起が連続して貼付され、その

下位には横位平行沈線と縄文帯、さらに上下を横位平行沈線で画された入組文が配される。入

組内には縄文が充填され沈線間にはボタン状小貼付文が付される。 

8は口径9.4cmで口縁部は外反し、頚部でくびれて僅かに張り出す。口縁部は小波状口縁で波

頂部は二分されている。口縁部には横位平行沈線がめぐり縄文が充填される。また、頚部との

くびれ部には横位平行沈線がめぐり、二分された横長楕円貼付文が等間隔で4個付される。下

位に縄文が充填される。9は口縁部が開き気味に外傾し、端部には瘤状突起が等間隔で4個配さ

れ、突起には孔が穿たれる。ミガキが施される。10～12は口縁部が外反気味に立ち上がり、10

では端部に棒状付文が配され、下位には横位沈線がめぐる。11では口唇部で二分された瘤状小

突起が貼付され、下位には横位沈線がめぐり縄文が充填され、下位にはミガキが施される。12

は口径8.6cmである。ミガキが施される。 

13～15は口頚部資料である。13・14は6同様に3本単位の横位沈線が数段にわたって配され、

瘤状小突起が貼付されるもので、13では沈線間に縄文を充填している。15は頚部の無文帯に瘤 
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状小突起が貼付される。16・17は胴部資料で16では入組文が、17では弧線文（?）が配され、

縄文充填後瘤状小突起が貼付される。なお、以上の壺形土器として述べたものの中には、注口

土器の口頚部資料が含まれている可能性もある。 

注口土器（第47図18) 

口径5.2cm、器高は15cm前後になると思われる。胴部はつぶれた球形で口頚部は内弯して立

ち上がる。口縁端部には横位沈線がめぐり、上位には棒状の高まりが間隔をおいて配され、こ

の部分を除いて縄文が充填される。また、下位には上下を横位平行沈線で画された。上向き、

下向きの連弧文が配される。さらに胴部をみると胴上部と中央部に縄文帯がめぐり、この間に

上向き、下向きの弧線文、ｃ字状文が配される。口頚部、胴部とも区画外に縄文が充填される。 

なお、胴下位にも1本の縄文帯がめぐる。 

第Ⅵ－１層出土土器 

深鉢形土器（第48図～49図9) 

第48図1～3は胴部がくびれ口頚部が外傾する平縁のものである。1は口縁端部に横位沈線と

縄文帯がめぐり瘤状突起が貼付される。口頚部には横位平行沈線、入組文とその起点間を結ぶ

弧線文が配され、縄文が充填される。横位平行沈線上、入組内、弧線帯中には瘤状小突起が貼

付される。2は口唇部に二分された瘤状突起が配される。口縁部～頚部の文様構成が1に似てい

る。各区画内にはミガキが施される。3は口縁部に横位平行沈線と2条の縄文帯がめぐり、二分

された円形貼付文が付される。4～7・第49図1は胴部がくびれることなく口縁部まで緩やかに

外する平縁のものである。4は口径30.4cm、器高は25cm前後になると思われる。口縁端部には

瘤状突起が連続して貼付され、その下位に横位平行沈線で画された入組文と上向き連弧文によ

る口縁部文様帯が配される。区画内には縄文が充填され、入組部には瘤状小突起が付されこれ

らは縦位に規則的に並ぶ。なお、上向き連弧文の下位にも瘤状小突起が連続して付され沈線で

連結される。胴部には地文として縄文が施文される。5は口径17.6cm、器高は10cm以上になる

と思われる。口唇部には4同様の瘤状突起が付され、口縁部には入組文が配される。区画内に

は縄文が充填され、入組部及び区画内には瘤状小突起が貼付される。胴部には地文として羽状

縄文（同一原体）が施文される。6は口径24.6cm、器高は20cm以上になると思われる。口縁部

には横位沈線と縄文帯がめぐり、胴部には入組文が施され、羽状縄文(同一原体)が充填される。

7は口縁部に横位平行沈線がめぐり端部に瘤状小突起が連続して貼付される。胴部には羽状縄

文が施文される。 

第49図1は、口径26.6cm、器高は25cm前後になると思われる。口縁部から胴部にかけて2本単

位の弧線による木ノ葉状文が縦位に描かれる。2～9は頚部あるいは胴部資料である。2は頚部

に入組文が配され、縄文充填後瘤状小突起が配される。入組文は胴部に近いほど幅が狭くなり、 
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突起が多用される。3は頚部に入組文と上向き弧線文が配され、区画内には縄文充填後瘤状小

突起が貼付される。4は頚部にタスキ掛け状入組文（?）が配され、縄文充填後瘤状小突起が貼

付される。5は頚部に入組文が配され区画外が入念に磨かれる。区画内にはケズリの痕跡がみ

られ瘤状小突起が貼付される。胴部にもケズリの痕跡がみられ瘤状小突起が貼付される。6は

くびれ部に横位平行沈線がめぐり、瘤状小突起が貼付される。胴部には入組文、下向き弧線文

が配され縄文が充填される。7はくびれ部に横位平行沈線と縄文帯がめぐり、瘤状小突起が貼

付 

 89



される。8はくびれ部に横位平行沈線がめぐり瘤状小突起が貼付される。9は頚部とくびれ部に

横位平行沈線がめぐり、頚部には連弧文（?）が配され、区画外に縄文が充填される。連結部

には瘤状小突起が貼付される。 

浅鉢形土器（第49図10) 

口縁部が外傾して開くもので端部には縄文帯がめぐり、瘤状突起が貼付される。胴部には弧

線連結文が配され、区画外に縄文充填後接点の部分に瘤状小突起が貼付される。 

壺形土器（第49図11・12) 

11は頚部資料である。3本単位の横位平行沈線が数枚めぐり、沈線上に瘤状小突起が等間隔

で規則的に貼付される。12は頚部あるいは胴上部資料と思われる。入組文（?）と横位平行沈

線が配され、縄文充填後円形貼付文が付される。 

第Ⅵ－１～３層出土土器 

深鉢形土器（第50図1～17) 

1～8は胴部でくびれて口頚部が外傾する器形のもので、1～6は平縁、7・8は波状口縁を呈す

る。1は口縁部に横位平行沈線がめぐり頚部には入組文が配され、口縁端部・横位平行沈線下

には縄文が充填される。3～6は口唇部に項部が二分された山形突起のつくもので、この部分を

含めて口縁端部は内側が肥厚する。3は口縁部横位沈線がめぐり櫛歯状沈線が充填される。ま

た、山形突起下には瘤状小突と楕円形の二の分された貼付文が配される。4は口縁部に横位沈

線がめぐり縄文が充填される。頚部文様は明らかではない。5・6は地文と縄文が施文される。

7は項部が鋭角的な大突起とその両側に頂部が二分された山形突起がつくもので、大突起内側

は肥厚が著しい。大突起の部分には三叉状の彫去が配され、口縁部に沿ってめぐる沈線との接

点には瘤状小突起が貼付される。頚部には入組文が配され、縄文が充填される。8は項部が三

角形状を呈し地文として縄文が施文される。9～11は底部から屈曲することなく口縁部まで外

傾して立ち上がるもので、9・10は口縁端部に横位沈線がめぐり縄文充填後瘤状小突起が貼付

される。口縁部には入組文とその起点間を結ぶ下向き弧線文が配され縄文で充填される。11は

口径23.2cm、器高は30cm前後になると思われる。地文として縄文が施文される。12～14は頚部

あるいは胴部資料である。12は頚部に入組文が配され、縄文充填後瘤状小突起が貼付される。

13は頚部に弧線連結文が配され縄文が充填される。くびれ部には横位沈線がめぐり瘤状突起が

貼付される。14は胴部に横位平行沈線と縄文帯がめぐり沈線上に瘤状小突起が貼付される。 

鉢形土器（第50図15～17) 

底部から緩やかに外傾して立ち上がるものと思われる。15は小形のもので口縁端部及び口縁

部に横位平行沈線がめぐり瘤状小突起が貼付される。胴部には入組文とその起点間を結ぶ弧線 
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文が配され縄文で充填される。16は口縁部に横位沈線がめぐり、また、頚部には3と同様の文

様が配され、縄文で充填される。17は口縁部に横位平行沈線と縄文帯がめぐり、瘤状小突起が

貼付される。また、胴部には下向き弧線文が配され縄文が充填される。 

壺形土器（第50図18～22) 

18・19は口縁部資料である。19は口縁部が外傾し、口唇部には項部が二分(内側を除く)され

た山形突起がつき肥厚する。口縁部には横位平行沈線がめぐり、突起下には瘤状小突起が貼付

される。19は口縁部が内傾し、口唇部には頂部が二分された瘤状突起がつき、口端部には縄文

帯がめぐる。20・21は頚部資料である。20は連孤文が配され、縄文充填後瘤状小突起が貼付さ

れる。21は横位平行沈線がめぐり櫛歯状沈線で充填され、瘤状小突起が貼付される。22は頚部

資料で、頚部には連弧文が配され接点には瘤状小突起が貼付され、胴部には弧線文が配される。 

 

第Ⅴ層（中部土層）出土土器 
第Ⅴ層はＣＭ40区を除いて3～層に細分され、大きくは3枚の層に分けることができる。ここ

ではＣＬ39－30層、ＣＬ40－22層、ＣＬ41－14層の連続する層からの出土土器をⅤ－3層、Ｃ

Ｌ39－29ｃ・d層、ＣＬ40－21層、ＣＭ41－22層出土土器をⅤ－2層、ＣＬ39－28・29層、ＣＬ

40－19・20層、ＣＭ40－7層、ＣＬ41－12・13層、ＣＭ41－21層出土土器をⅤ－1層出土土器と

し、細分できなかったＣＭ39－31層出土土器をⅤ－1～3層出土土器として大別層単位で出土土

器の説明をする。 

第Ⅴ層－３層出土土器 

深鉢形土器（第51図1～4） 

1～3は胴部でくびれ、その下半が緩やかに底部に移行し、口縁部が開き気味に外傾する平縁

のものである。1は、口縁部に横位平行沈線がめぐり頚部には入組文が配される。入組文の起

点及び文様帯中には瘤状小突起が貼付される。2は口径16.8cm、器高は15cm前後と思われ、口

唇部には連続する山形突起が部分的に配され、口縁端部には瘤状突起をはさんで刺突がめぐる。

口頚部に横位平行沈線と入組文が配され、沈線間及び入組区画内には刺突が充填される。また、

頚下部には縄文帯が、くびれ部には横位平行沈線がめぐり刺突で充填される。胴上部には入組

文が配され、区画内には胴下部とともに縄文が充填される。3は器高が40cm前後の大形のもの

と思われる。頚部には横位平行沈線と入組文が配され沈線間・区画内は刺突で充填される。後

者の場合刺突は二重に施される。なお、入組部には瘤状突起が貼付される。また、頚下部・胴

部の文様は2と同じ沈線間・区画内には羽状縄文が充填される。4は胴部がくびれることなく口

縁部に移行する平縁のもので、口縁端部に瘤状小突起が連続して貼付され、口縁部には入組文

が配され、縄文充填後瘤状小突起が貼付される。
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浅鉢（第51図5) 

底部から僅かにふくらみをもって外傾し、口唇部には内面がくぼむ拇指状の突起がつく。口

縁部・胴部には横位平行沈線で画された縄文帯がめぐり、瘤状小突起が等間隔で貼付される。 
埦（第51図6) 

口径9.4cm、器高6.6cmで低い高台がつく。胴部は丸味をもって立ち上がり口縁部は外傾肥厚

する。全体にナデののち雑なミガキが施される。 

壺形土器（第51図7～10) 

7は口径8.6cmで頚部が直立気味に立ち上がり口縁部が開いて外傾する。ミガキが施される。

8は内傾する口縁部資料で端部内側が肥厚する。全体に弧線文が描かれ縄文充填後瘤状小突起

が貼付される。香炉の可能性もある。9・10は胴部資料である。9は連弧文が配され縄文で充填

される。接点には盲孔をもつボタン状貼付文が配される。10は胴上部に連弧文が配され区画外

に縄文が充填される。胴中央部では横位平行沈線で画された縄文帯がめぐる。 

Ⅴ－２層出土土器 

深鉢形土器（第52図1～9) 

1・2は胴部がくびれて、その下部が緩やかに底部へ移行すると思われる。口頚部は外傾し、

口唇部には2個単位の山形小突起がつく。口縁部には横位平行沈線がめぐり、頚部には入組文

が配される。口縁端部及び沈線間、入組区画内は刺突で充填され、1では入組部には瘤状小突

起が貼付される。3～6は胴部が屈曲することなく口縁部まで外傾する。3は口縁部に横位沈線

と弧線文（?）が配され、口縁端部、弧線区画内には刺突で充填される。4は口径16.6cm、器高

は10cm前後のものと思われ、口縁部は小波状を呈する。口唇部には頂部が二分された山形突起

が等間隔で配され、下位には短沈線が引かれる。口縁部及び入組区画内・沈線間は縄文が充填

される。胴下部には地文としての縄文が施文される。5は口径27cm、器高30cm前後の長胴形の

もので、口縁部は直立気味になり僅かに肥厚する。地文として羽状縄文が施文される。6は地

文として縄文が施文される。7・9は頚部資料と思われる。7・8は1・2の頚部文様と9は4の頚部

文様と同様のものと思われる。 

壺形土器（第52図10～12) 

10は内傾する口縁部で口唇部には頂部が二分された山形突起がつく。口縁部には横位沈線が

めぐり瘤状小突起が貼付される。11は内傾する頚部で横位平行沈線がめぐりボタン状貼付文が

配される。12は胴上部資料で弧線文が配され櫛歯状線で充填される。 
壺形 or 注口土器（第52図13) 

直接接合しないが同一個体と思われる。口径は11cm、器高は20cm前後で最大径は肩部にあり

22cmを測る。胴部は下部で僅かにふくらみをもちながら開き気味に立ち上がり、肩部で内弯 
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し口頚部は内傾して立ち上がる。口頚部には魚眼文を中心として、上下には下向き上向きの連

弧状文、左右には横長の弧状区画が配され、区画外に縄文が充填される。また、胴部最大径の

位置(肩部)には魚眼状貼付文が付され、これを起点に上下・左右に下向きの弧線文が線対称に

配される。区画内には縄文が充填される。なお、胴下部には地文として縄文が施文される。 

Ⅴ－１層出土土器 

深鉢形土器（第53図～54図1・2） 

1～10は胴部でくびれその下部が緩やかに底部に移行するものと思われる。口縁部は外傾し 

1～5では口縁端部に瘤状小突起が連続して貼付される。1は口縁部に横位平行沈線と縄文帯が

めぐり瘤状小突起が貼付される。2は口頚部に弧線運結文が配され縄文充填後接点及び区画内

には瘤状小突起が貼付される。3は口頚部に入組文とその起点間を連結する下向き弧線文が配

され、縄文充填後入組部に瘤状小突が貼付される。2・3には補修孔がある。4は口頚部に横位

平行沈線と入組文が配され、沈線間及び入組区画内は刻目が施される。5は口頚部に入組文が

配される。入組区画は沈線の引き直しが多く雑である。区画内には刺突が施される。6は口頚

部に横位沈線と入組文とその起点間を結ぶ下向き弧線文が配される。沈線間には縄文が充填さ

れ、瘤状小突起が貼付される。入組区画内にも縄文が充填され、入組部及び区画内には瘤状小

突起が貼付される。7は口唇部には頂部が二分された山形突起がつき、突起下には瘤状小突起

が貼付される。また、口縁部には横位平行沈線がめぐり縄文が充填され瘤状小突起が貼付され

る。 

8～10は口縁端部に刺突が連続して施される。8は口縁部に横位平行沈線がめぐり頚部には入

組文が配される。9・10は口縁部に横位平行沈線がめぐり刺突で充填される。 

11～14は胴部がくびれることなく口縁部に移行する器形のものである。11は口径29.7cm、器

高は20cmを越えると思われる。胴部は緩やかに立ち上がり口縁部は僅かに内弯する。口縁部に

は横位平行沈線と入組文が配され、刺突で充填される。胴部には羽状縄文が施文される。12は

口縁部が外傾する。口縁部には横位平行沈線がめぐり刺突で充填される。また、その下位には

下向き連弧文、入組文が配され前者は縄文で充填され後者の入組部には竹管刺突が施される。 

13は口径14cm、器高10cmで胴部は直線的に外傾する。地文として同一体による羽状縄文が施

文される。14は口径9.6cm、器高6.8cmで口縁部が直立気味になり肥厚する。底部はわずかに外

側に突き出している。地文として縄文が施文される。 

15～23及び第54図1・2は、頚部あるいは胴部資料である。15・16は頚部に横位平行沈線がめ

ぐり入組文が配される。また、15では縄文帯、16では羽状縄文帯をはさんでくびれ部に横位平

行沈線がめぐる。沈線間、入組区画内は刺突で充填される。15の胴部には入組文が配され縄文

が充填される。17～21も前者とほぼ同じモチーフをもつものと思われる。18では入組部にボタ 
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ン状貼付が付される。22・23では頚部に入組文が配され縄文が充填される。くびれ部には横位

平行沈線がめぐり刺突で充填され、23ではその下位に縄文が充填される。また、その下位には

沈線がめぐり、胴下部は羽状縄文が施文される。 

鉢・浅鉢形土器（第54図3～6) 

3は胴部が僅かに丸味をもって立ち上がり口縁部に外傾する。口縁部には横位平行沈線がめ

ぐり、盲孔をもつ瘤状小突起が等間隔で貼付されミガキが施される。4は口唇部に拇指状の突

起がつき、孔が穿たれる。口縁部には横位沈線がめぐる。ミガキが施される。5は口径14cm、

器高5.3cmである。底部は大きな平底で、胴部は直線的に立ち上がり口縁部は外傾する。口縁

部には横位沈線がめぐる。胴下部には縄文充填後玉抱き三叉状文が施される。6は胴部が僅か 
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に丸味をもって立ち上がり口縁部が内傾する。地文として縄文が施される。 

壺形土器（第54図7～9) 

7は内傾する口径部資料で縄文が施文される。8は外反する頚部資料で2本単位の横位平行沈

線が数段にめぐり、瘤状小突起が等間隔で貼付され突起間は沈線で結ばれる。9は頚下部から

胴上部資料で、頚部は内傾し胴部は球形に近い形状を示すものと思われる。弧線文が配され接

点には瘤状突起が貼付される。 

第Ⅴ―１～３層出土土器（第54図10～12） 

深鉢形土器（第54図10・11) 

10は口径15cm、器高15cm前後と思われる。口縁部が僅かに内弯し肥厚する。地文として縄文

が施文される。11は頚部に入組文と横位平行沈線がめぐり、縄文充填後沈線上にボタン状の円

形貼付文が配される。 

壺形土器(第54図12) 

12は口径8.6cmで口縁部は内傾する。口縁部には平行沈線がめぐり、口唇部には盲孔をもつ

突起が等間隔に7個配され、突起下の沈線間にも同様の突起が配される。全体にミガキが施さ

れる。 

 

第Ⅳ層（中部貝層）出土土器 
深鉢形土器（第55図～57図5) 

1～7は胴部でくびれ、□頚部が外傾して開くもので、1～3は平縁、4～7は小波状口縁である。

口唇部には突起の配されるものが多く、この部分と含めて口縁端部は肥厚する。 

1・2は口唇部に山形小突起がつき、2では頂部が二分される。口縁部には横位平行沈線がめ

ぐり口縁端部及び沈線間には刺突が連続して施される。3は口縁端部に刺突が施され口縁部に

は横位平行沈線がめぐり、縄文充填後瘤状突起が貼付される。4は口径32.8cm、器高は30cm前

後になると思われる。胴部はくびれ部から一度僅かに張り出し底部へと移行する。口唇部には

頂部が三分された山形突起と頂部の丸い山形小突起が等間隔で交互に配され、前者は短い沈線

によって口縁部と画される。口縁部には横位沈線がめぐり刻目が2段に施される。口頚部には

横位平行沈線ほど入組文が配され沈線間、入組区画内には2段の刻目が施される。頚下部には

縄文帯がくびれ部には横位平行沈線がめぐり、後者ではボタン状貼付文が等間隔で付される。

胴上部には入組文が配され、縄文が充填される。胴下部にも縄文が施される。5は口唇部に山

形小突起がつく。口縁部には横位平行沈線がめぐり頚部には入組文が配される。口縁端部、沈

線間、入組区画内には刻目が施される。6は口径19cm、器高は15cmほどになると思われる。胴

部の張りは4に比して弱く緩やかに底部に移行する。口唇部には頂部が三分された山形突起と 
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盲孔をもつ突起が等間隔で交互に配され、前者は短い沈線によって口縁部に画される。口頚部

には横位平行沈線と入組文が充填される。くびれ部には横位平行沈線がめぐりボタン状貼付文

が等間隔で付され、この間には横長楕円状の彫去が施される。胴上部には入組文が配され縄文

が充填される。胴下部には縄文が施文される。7は口唇部に頂部が三分された山形突起と盲孔

をもつ突起が交互（?）に配され、前者の間を下向き連弧文で連結するものと思われる。連結

部及び弧線の中央部で盲孔をもつ突起の下位には瘤状突起(前者では二分された)が付される。

頚部には入組文が配され縄文が充填される。 

8～10及び第56図1～3は、胴部がくびれることなく外傾し口縁部は僅かに内弯する。8は口縁

部に横位平行沈線がめぐり沈線間及び口縁端部に連続して刺突が施される。9は口径28cm、器

高は30cm前後になると思われる。口縁部から胴部にかけて平行沈線による連鎖状沈線文が施さ

れ区画外にはミガキが施される。10は一本工具による連鎖状文が施される。 

第56図1は口径35cm、器高は30cm前後になると思われる。地文として羽状縄文が施文される。

2は口径22cm、器高は20cm前後、3は口径18.8cm、器高は20cm前後になると思われ地文として縄

文が施文される。4は胴部径が約22cmで器高は30cm前後になると思われる。文様のあり方は第

55図4と同様である。5～9及び第37図1～5は頚部あるいは胴部資料である。5・6は頚部に入組

文と横位平行沈線が配され、後者の上位には刺突が、下位には縄文が充填される。また、くび

れ部には横位平行沈線がめぐり刺突が施される。7は頚部に入組文が、8は三叉状入組文が配さ

れともに刻目が施される。9は頚下部に横位平行沈線がめぐり刻目が施される。 

第37図1～3は頚部に入組文が配され縄文が充填される。1では入組部に魚眼文が配され、2で

は入組部が三叉状になる。4・5は頚下部に縄文帯がくびれ部には横位平行沈線がめぐり、後者

では瘤状小突起、ボタン状貼付文が付される。5は胴上部に入組文が配され縄文が充填される。 

鉢・浅鉢形土器（第57図6～10) 

6は口縁部が外傾し胴部でくびれ、その下半は一度張り出して底部へと移行する。口縁部に

はミガキが施されくびれ部には横位平行沈線がめぐり、魚眼文、瘤状小突起が貼付される。胴

部には横位平行沈線と連弧文が配され縄文が充填される。 

7～9は胴部が屈曲することなく外傾して口縁部に移行する。7は口縁部に横位沈線がめぐり、

縄文充填後端部に瘤状小突起が貼付され、胴部には弧線文が配され縄文が充填される。8は口

径18.8cm、9は口径23.2cmを測る。ともにミガキが施され、高台のつく可能性がある。10は台

付浅鉢の台の部分と思われる。下位から内傾して立ち上がり上位でくびれて張り出す。上位に

は菱形及び三叉状の透しが彫られミガキが施される。 
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壺形土器（第57図11～14) 

11は口径10cm、器高は20cmほどになると思われる。大きく肩の張る器形で(残石部で25cm)口

頚部は内傾する。くびれ部には横位沈線がめぐり口頚部にはミガキが施され、胴部には羽状縄

文が施される。12は口頚部が内傾し、口唇部には大小の山形突起が交互に配され大きいものは

盲孔をもつ。突起外面には三叉状の彫去が施され、口縁端部には横位沈線がめぐりミガキが施

される。13は胴部資料と思われ弧線文が配され縄文が充填される。14は頚部資料で横位平行沈

線がめぐり瘤状小突起が貼付される。 

注口土器（第57図15) 

口径9.6cm、器高は13cm前後である。ソロバン玉状の胴部に直立気味に立ち上がる口頚部が

つく。口唇部には頂部二分の山形突起が配され、この部分を含めて口縁部は内側が肥厚する。

口縁部には横位沈線がめぐり、胴部の最大径の位置にも二分された瘤状突起が貼付される。 

 

第Ⅲ層（上部土層）出土土器 
第Ⅲ層は各グリットにおいて2～4層に細分され、大きくは2枚の層に分けることができる。 

ここではＣＬ39－25・26層、ＣＭ39－26層、ＣＬ40－16・17層、ＣＬ41－9・10層、ＣＭ41－

19層出土土器を第Ⅲ－2層、ＣＬ39－24層、ＣＭ39－25ｂ層、ＣＬ40－14・15層、ＣＬ41－8層、

ＣＭ41－17ｂ・18層出土土器を第Ⅲ－1層出土土器とし、各大別層単位で出土土器の説明をす

る。なお、ＣＭ40－6層出土土器についてはＣＭ39－27層(第Ⅳ層)、ＣＭ41区－20層（第Ⅳ層）、

ＣＭ40区－19層(第Ⅲ－2層)との対比がなされており、ここでは第Ⅳ層－第Ⅲ－2層出土土器と

して第Ⅲ－2層出土土器の次にその内容を提示する。 

第Ⅲ－２層出土土器 

深鉢形土器（第58図～第59図4) 

第58図は胴部でくびれて、その下半が緩やかに底部に移行する器形のものである。口縁部の

資料では口縁部が外傾するものが多く、口唇部には山形突起が配され、この部分を含めて端部

は肥厚する。 

1は口唇部に横位平行沈線と入組文が配され、口縁端部、沈線間、入組内には連続して刺突

が施される。2は口径20.3cm、器高19cmで口頚部は外反し胴部でくびれて、その下半は僅かに

張り出し底部へと移行する。底部は平底で高さ1cmほどの低い台がつく。突起は頂部二分の山

形突起と山形で盲孔をもつ突起が交互（?）に配される。突起部外面には三叉状の彫去が施さ

れ、口縁部には横位沈線が、くびれ部には横位平行沈線がめぐり刻目が施される。頚部、胴上

部には三叉状入組文が配され、前者では区画内に刻目が施され、入組部には魚眼文が配される。

また、後者では縄文が充填される。胴下部は地文として縄文が施文される。3は口径9.2cm、器

高 
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10㎝ほどの小形品である。口唇部には項部が二分された山形小突起がつく。口縁部、くびれ部

には各々横位平行沈線がめぐり、頚部・胴上部には入組文が配される。沈線間及び区画内には

縄文が充填され、くびれ部ではボタン状貼付文が付される。胴下部には地文として縄文が施文

される。 

4～9は口縁部には横位沈線がめぐり、頚部には入組文が配されるものと思われる。4～7では

突起下に短沈線が引かれ口縁部と区画している。また、4では突起下に三叉状の無文部が造り

出される。沈線間及び入組内には刻目が施される。10は頂部二分の山形突起が連続して付さ配

され、縄文で充填される。11・12は胴部から底部資料で底部は平底で11では高台が付く。11は

2同様の大きさになろうが、くびれ部に横位平行沈線がめぐり瘤状突起が貼付される。胴上部

には入組文が配され縄文が充填される。胴下部には地文として縄文が施文される。12は胴部に

入組文が2段にわたって配され羽状縄文(同一原体)が充填される。上下段の入組文の接点部分

には瘤状突起が貼付される。また、胴下部には横位平行沈線と縄文帯がめぐる。 

13・14・第59図1は胴部がくびれることなく外傾して口縁部に移行するもので、13・第59図1

は平縁、14は小波状縁を呈する。13は口径18.8cm、器高は20cm前後、1は口径34.4cm、器高は

33cm前後と思われる。いづれも地文として縄文が施文される。 

15～19・第59図2～4は頚部資料である。15～18・第59図2・3では入組文が配される。15・第

39図2・3では縄文が、16～18では刻目が施される。15の入組文下位には横位沈線がめぐり、刺

突が連続して施される。また、16では入組部に魚眼文が配され、19では入組部に三叉状の彫去

がみられる。19は頚部下のくびれ部に横位平行沈線がめぐり、前者の上位には刻目が、下位で

は縄文が充填される。また、くびれ部にはボタン状貼付文が付される。第59図4は頚下部～胴

上部資料で頚部からくびれ部の文様は第58図19と同様で、胴部には入組文が配され縄文が充填

される。 

鉢、浅鉢形土器（第59図5～10） 

いづれも胴部は丸味をもって外傾に立ち上がり、5では口縁部が内弯する。端部の肥厚は5・

7・8でみられる。5・6は地文として縄文が施文され、口縁部には横位平行沈線と魚眼状三叉文

が描かれる。7は口縁部に横位沈線がめぐり、その上部はミガキが施され下位には縄文が施文

される。8は口唇部に項部二分の山形突起がつく。口縁部には横位平行沈線と縄文帯がめぐる。

9は地文として縄文が施文される。10は低い台がつき皿に近い、ミガキが施される。11・12は

鉢か浅鉢の台部と思われる。11では横位平行沈線がめぐり、沈線間には長楕円状の彫去が施さ

れる。12では三叉状の透しと横位沈線がめぐる。ともにミガキが施される。 

壺形土器（第60図1～3) 

1は口径7.4cm、器高は20cmほどになると思われる。大きく肩の張る器形(残存部で27cm)で 
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胴部と頚部の境のくびれは弱い。口頚部は内傾し端部で一度僅かに肥厚し口唇部では薄くなる。

口頚部はミガキが施され、くびれ部に沈線がめぐる。胴部には羽状縄文が施文される。2も内

傾する口頚部で口唇部には頂部二分の山形突起がつく。ミガキが施される。3は胴部資料で三

叉状入組文が配され縄文が充填される。 

第Ⅳ層・Ⅲ－２層出土土器 

深鉢形土器（第60図4～19・第61図1） 

4～9は胴部でくびれ、口頚部が外傾あるいは直立気味になるもので口唇部には山形突起がつ

く。4・5は口縁部に横位平行沈線がめぐり、端部及び沈線間に4では連続して刺突が、5では刻

目が施される。4には山形小突起がつく。頂部が四分された山形突起と盲孔をもつ山形突起が

交互（?）に配される。口縁端部には四分された突起間を結ぶ連弧文が配され、口縁部の横位

平行沈線と組み合って、三叉状の無文部が造り出される。また、頚部には入組文が配され、入

組部には魚眼文が施される。口縁端部及び沈線間、入組内には刻目が施される。7は二分され

た山形突起が、突起下には口縁部と区画する短沈線が引かれる。口縁端部には横位沈線がめぐ

り刻目が施される。8は口縁部に横位沈線がめぐり、頚部には入組文が配され縄文が充填され

る。9は三分された山形大突起がつく。口縁部には横位沈線がめぐり頚部には三叉状入組文が

配される。突起下には口縁部と区画する短沈線が引かれ、さらに向かい合う三叉状彫去が施さ

れる。口縁端部及び入組内には縄文が充填される。第41図1は胴部がくびれることなく口縁部

まで外傾し端部内側が肥厚する。ナデが施される。10～19は頚部あるいは胴部資料である。10

は5の口縁部文様と似たものと思われ頚部には縄文が施文される。11は直の頚部文様と同じで

ある。12は胴部に入組文が配され縄文が充填される。沈線には引き直しがある。13は頚部に連

弧文が配され縄文充填後、接点部には盲孔をもつ瘤状小突起が貼付される。また、くびれ部に

は横位平行沈線をめぐり、粘土紐を沈線に沿って貼りつけ、部分的な高まりを設けることによ

って瘤状突起と同じ意味合いを表わしている。14・18は頚部あるいは胴部資料で横位平行沈線

がめぐり、4では刻目が、18では縄文が充填される。15～17は三叉状入組文が配され縄文が充

填される。19はくびれ部に横位平行沈線がめぐり沈線間には刺突が施され、さらにボタン状貼

付文が等間隔で付される。胴下部には縄文が施文される。 

鉢、浅鉢形土器（第60図20・21) 

20は口唇部に頂部が三分された山形突起がつき、口縁部には刻目が施される。胴部には入組

文が配され縄文が充填される。21は小波状口縁を呈し、口縁部に横位沈線がめぐる。胴部には

縄文が施文される。 
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第Ⅲ－1層出土土器 

深鉢形土器（第61図2～15） 

2～12は胴部でくびれて口頚部が僅かに開きながら外傾するもので、2～10は平縁、11・12は

小波状口縁を呈する。4～9では口唇部に山形突起（5～8では頂部が二分される）が配される。 

10は突起部を欠損するが、前者同様の山形突起が配されるものと思われる。文様については、

いづれも口頚部に横位沈線あるいは横位平行沈線がめぐり、口縁端部及び平行沈線間に、2で

は刻目が施され、6では突起部も含めて縄文が充填され、他のものでは口縁端部（4・5で突起

部を含む）に縄文が充填される。9ではナデが施される。10は口縁端部に三叉文が配され、口

縁部には横位平行沈線と縄文帯がめぐる。11・12は胴部でくびれ口縁部が外傾する小波状口縁

のものである。波頂部は丸味を帯びている。11では口縁部に横位平行沈線がめぐり、その間に

三叉状文が配され、縄文が充填される。12は4同様のモチーフになると思われる。13～15は頚

部あるいは胴部資料で13・14では入組文が配される。13では刻目が施され、14では縄文が充填

される。15は頚下部に横位平行沈線と縄文帯がめぐり、くびれ部には横長楕円形の彫去が施さ

れると思われる。 

浅鉢、鉢形土器（第61図16～24) 

16～24は胴部でくびれることなく口縁部まで外傾する平縁のもので、21・22では口唇部に山

形小突起が配される。また、23・24は小波状口縁部が僅かに内弯する。いづれも文様は口縁部

に配され、16では横位沈線と縄文がめぐり、二分された瘤状小突起が貼付される。17は入組文

であろうが、18・19・23では魚眼状三叉文が配される。20～22・24では三叉文が配される。な

お22では口唇部にも三叉文が配される。 

壺形土器（第61図25・26） 

25は胴部資料で弧線文（?）が描かれ縄文が充填される。また、その接点には魚眼文が、下

位には三叉文が配される。26は胴部に曲線的な区画が設けられ、入念なミガキを施す部分と縄

文を充填する部分とがあり、双方に三叉文が配される。鉢の可能性もある。 
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第Ⅱ層（上部貝層）出土土器 
第Ⅱ層は南斜面の貝層部分において最も厚い堆積を示し、各グリットにおいては4～20枚に

細分されている。ここではＣＭ40－4ｄ層に対応するＣＭ39－20～25ａ層・ＣＬ39－15～23層・

ＣＬ40－9～13層・ＣＬ41－5～7層・ＣＭ41－14～17ａ層出土土器をⅡ－2層・ＣＭ40－4層・4

ｃ層に対応するＣＭ39－6～19層・ＣＬ39－5～14層・ＣＬ40－5～8層・ＣＬ41－4層・ＣＭ41

－7～9層出土土器をⅡ－1層・他の地区との対応ができないＣＭ41－7～13層出土土器をⅡ－

1・2層として大別層位毎に説明を加えてゆく。 

第Ⅱ－２層出土土器 

深鉢形土器（第62図～64図1） 

1は口径16・3cm、器高は20cm前後と思われる。胴部はふくらみをもって立ち上がり、頸部で

しまり口縁部が外傾する小波状口縁のものである。文様帯は口縁部と胴上部に配される。口縁

部文様帯はくびれ部をめぐる横位沈線で画され、玉抱き三叉文が配される。胴上部の文様帯は

中央部をめぐる縄文帯で画され、上位には魚眼状三叉文が下位には玉抱き三叉文が配され、と

もにミガキが施される。下部には地文として縄文が施される。2～7は胴部がくびれることをな

く立ち上がり、口縁部は直立あるいは僅かに内弯する。2は平縁であるが3～7では小波状口縁

となっている。2は口径26.2cm、器高は25cm以上になると思われ、口唇部には山形小突起か施

される。口縁部には横位平行沈線とその上位に入組三叉文が配されミガキが施される。 

胴部には縄文が椀文される。4は口径23.6cmで器高は25cm以上になると思われる。口縁部に横

位平行沈線と玉抱き三叉文が配されミガキが施される。胴部には縄文が施文される。3・5も4

同様の文様をもち、3では口唇部に山形小突起が配される。6は器高が30cmを越す大形のものと

思われる。口縁部には横位平行沈線がめぐり、その上位にＣ字状文を両側からはさみ込むよう

な三叉文が、口縁端部にＣ字状文が連続して配されミガキが施される。胴部には羽状縄文か施

文される。7は口縁部に横位平行沈線がめぐりミガキが施される。8は胴部がくびれることなく

立ち上がり、口縁部が外傾する小波状口縁のもので口縁部には横位沈線がめぐり、その上位に

はミガキが施され下位には縄文が施文される。 

第63図1～3・第64図1は胴部がくびれることなく口縁部まで外傾あるいは僅かに内弯して立

ち上がる平口縁のもので、縄文のみが施される。第63図1は口径40.6cm、器高は40cm前後、2は

口径23.2cm・器高は25～30cm、3は口径18.8cm、器高は20cmほどと思われる。また、第64図1は

口径28cmで器高は25～30cmと思われる。 

鉢形土器（第64図2～第65図） 

2～18および第65図1～8は胴部がくびれることなく立ち上がり口縁部が外傾する。第64図2・

18・第65図6～8は平縁であるが、他のものでは小波状口縁となっている。文様帯は第64 
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図18・第65図1～7を除いて1～3本の横位沈線で画された口縁部に配され、各種の三叉文を基本

としている。第64図3は波状入組文を両側からはさむように三叉文が配され、6では反転連結す

る三叉文が配される。なお、3・12では口唇部に山形小突起が配され、12では口縁端部にＣ字

状文が描かれる。13～15は入組三叉文が配され、16・17では玉抱き三叉文が配される。 

13は口径10.2cm、器高は8cmほど、15は口径16.6cm、器高は10cm前後と思われる。18は口唇

部に等間隔で山形突起が配され、突起下にＣ字状文が描かれる。 

第65図1～5は口縁部が無文帯でミガキか施される。6～8は地文だけのものである。なお胴部

については、第64図13・第65図8で羽状縄文が施文される以外縄文が施文される。 

浅鉢形土器（第65図9～16） 

9・10は胴部がくびれることなくふくらみをもって立ち上がり、口縁部が外傾する平縁のも

ので、10では口唇部に山形小突起がつく。9は口縁部に三叉文が配され、10では波状入組文を

両側からはさみ込むように三叉文が配される。注口土器の口縁部の可能性もある。11～13は胴

部がふくらみをもって立ち上がり、頸部でくびれ口縁部が外傾して開く平縁のものである。 

11は口縁部に横位平行沈線と縄文帯がめぐり、胴部に三叉文が配され文様帯にはミガキが施

される。12は口縁部と胴下部に縄文帯がめぐり、その間に入組三叉文が配されミガキが施され

る。13は頸部の縄文帯をはさんで口縁部に玉抱き三叉文、胴上部に入組三叉文が配され、ミガ

キが施される。胴下部には縄文が施文される。14は胴下部に横位平行沈線がめぐりミガキか施

される。15・16は脚あるいは台である。15は口径8.4cm、器高は10cm前後と思われる。口縁部、

胴下部、高台上部に横位平行沈線がめぐり、ミガキが施される。16は台の部分である、中央部

でふくらみ下位でくびれ裾部は八ノ字状に開く。裾部の径は9.2cmである。ふくらむ部分は横

位平行沈線で画され、その中央部には円形の透しと三叉文が配され、ミガキが施される。 

壺形土器（第65図1～5) 

1は小形の鉢形土器ともいえるが壼の口頸部資料と思われる。口径は8.6cmである。小波状口

縁で口縁部には横位沈線がめぐりその上位に入組三叉文が配されミカキが施される。頸部には

縄文が施文され、下位には横位沈線がめぐる。2は直立する口頭部で口縁端部は外側がそがれ

たように薄くなる。口径は10.4cmである。ミガキ施される。3は口頸部が直立気味で胴部へは

ふくらみをもって緩やかに移行する。ミガキが施される。4は頸部資料であろうか。入組文が

配され縄文充填後、朱塗りが施される。5は胴部資料と思われる,三叉文と縄文帯が配され、刺

突が施される。 

注口土器（第6図6～20） 

6～10は口頸部が内傾するものである。6は口径5.8cm、器高は10cm前後と思われる。口縁部、

頸下部に横位平行沈線がめぐり、口縁部ではその上位に三叉文（?）とＣ字状文が交互に配さ 
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れる。胴部には弯曲的な菱形文の各頂部から派生する沈線によって描かれる入組風な文様とＣ

字状文が配され全体にミガキが施される。7～9の口頸部には弯曲した菱形文をもつ入組風文様

が配されミガキが施される。10は口縁部に横位平行沈線がめぐり、その上位には第62図6の深

鉢胴部文様の凝縮された形のものに刻みが施されたような文様が配され、全体にミガキが施さ

れる。11～13は口縁部と頸部がはっきり分化した、いわゆる三段造りの注口土器の口縁部と思

われる。11・12では横位平行沈線がめぐりミガキが施される。13は口唇部に山形小突起がつき

口縁部には弯曲した菱形文をもつ入組風文様が配され、ミガキが施される。 

14～16は頸部資料である。14では弯曲した菱形文をもつ入組風文様（Ｚ字文か）と横位平行

沈線が配され、ミガキが施される。15は入組文が配され、16はＺ字文になるものと思われる。 

17～20は胴部資料である。 

第Ⅱ－１．２層出土土器（第66図21～23、第67図1～8） 

深鉢形土器（第66図21） 

口径16.2cm、器高は15cm前後と思われる。胴部は緩やかに立ち上がり、頚部でしまり口縁部

が外傾する。小波状口縁を呈する。口縁部、くびれ部に横位沈線がめぐり、沈線の上位にはミ

ガキが施され、下位及び胴部には縄文が施される。 

鉢形土器（第66図22・23、第67図1～7） 

22は頚部でくびれ口縁部が外反する、小波状口縁を呈し、口縁端部が肥厚する。口縁部には

入組三叉文が描かれる。23、1～7は胴部から口縁部までくびれることなく緩やかに立ち上がり

口縁部は直立あるいは内弯気味になる。小波状口縁を呈し、3・4では口唇部に山形小突起が配

される。23は口径15㎝、器高は12㎝前後で口縁部に反転連結する三叉文が描かれる。1は入組

三叉文、2は玉抱き三叉文、3・5・6も三叉文と思われる。4は口径16cm、器高13cmほどと思わ

れる。口唇部には二種類の山形小突起が交互に配され、口縁部上位には三叉文が、その下位に

はＣ字状文と三叉文が交互に向きを変えて配される。なお、胴部には23、1・2が縄文、4～6で

は羽状縄文が施文される。7は口径14.2cm、器高12cm前後と思われる。口縁端部のみミガキが

施され、下位には縄文が施文される。 

浅鉢形土器（第67図8） 

口径15.6cm、器高3.5cmである。胴部はふくらみをもって立ち上がり、頚部でくびれて口縁

部が外反する。小波状口縁のものである。口縁部には反転連結する三叉文が配され、胴上部に

は横位平行沈線がめぐりミガキが施される。胴下部に縄文が施文される。 
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第Ⅱ－１層出土土器 

鉢形土器（第67図9～68図12） 

9は口径18cmで器高は10cm以上になると思われる。口縁部は外反し頚部でくびれ、胴部は一

度張り出してから底部へと移行するもので、口唇部には山形大突起1個と山形小突起数個が配

される。文様は口縁部、胴上部に三叉文が配されミガキが施される。また、この間の頚部には

横位平行沈線がめぐり、沈線間には円形貼付文が等間隔で配され横長楕円形の彫去で連結され

る。 

10～19及び第68図1～10は胴部が僅かにふくらみをもつがくびれることなく口縁部まで外傾

して立ち上がるもので、第68図8～10は平縁、他のものは小波状口縁である。文様は口縁部に

めぐる2～3本の横位平行沈線の上位に配され、各種の三叉文の描かれるものが多い。第47図10

では三叉文とＣ字状文が11・12では入組三叉文が、13は魚眼状三叉文であろうか。14～18は三

叉文と弯曲した菱形文をもつ入組文風な文様とが描かれる。10・14・16の口唇部には山形小突

起がつく。なお、胴部には13・16では羽状縄文が他では縄文が施文される。19は口径24cm、器

高は20cm前後になると思われ、口唇部には山形大突起1個と山形小突起が数個配される。文様

は口縁部にめぐる横位沈線によって上位と下位に分けられ、上位には菱形文とＣ字状文による

文様が、下位には魚眼状三叉文が配されミガキか施される。20・第68図1・2も19のモチーフに

近いものと考えられる。3・4は三叉文とＣ字状文であろうか、5は横位平行沈線がめぐるだけ

である。19・20・5の胴部には羽状縄文が、近の胴部には縄文が施文される。 

6・7は口縁部がミガキを施させた無文部で胴部には縄文が施文される。6は口径15.6cm、器

高12.4cmで高台がつく。胴下部に沈線がめぐり台部も含めてミガキが施される。8～11は地文

だけのものである。8は口径11cm、器高9cmで付加縄文が、9は口径21.5cm、器高18cmほどで縄

文（無節）が、11は口径18.3cm、器高18cmほどで羽状縄文が施文される。12は口径8.6cm、器

高7.5cmで全面にミガキが施される。 

浅鉢形土器（第8図13) 

口径15.2cmで高台が付くものと思われる。胴部はふくらみをもって立ち上り、口縁部は外傾

する。ミガキが施される。 

皿形土器（第68図14） 

口径11.6cm、器高4.4cmで、八ノ字状の高台が付く。口唇部には山形突起がつき、三叉文が

描かれる。胴部には横位平行沈線がめぐり縄文が充填される。台部にはミカキが施される。 

注口土器(第68図15～17) 

15は内傾する口縁部資料で2の胴部文様と似た文様が描かれミガキが施される。16・17は胴

部資料で弯曲した菱形文をもつ入組風文様が描かれ、下位には横位平行沈線がめぐる。ミガキ

が施される。 
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第Ⅱ層・Ⅰ層（最上部土層）出土土器（第69図） 

ＣＭ40－4ａ層及びＣＭ40－4包含層として取りあげられた遺物である。ＣＭ40-4ａ層は貝層

部分の調査において最初に掘られたグリッドで層の細分においては不十分な点が多く、周辺グ

リッドの層位との対比において、Ⅱ層(上部貝層)Ⅰ層(最上部土層)の双方と対応する関係を示

した。従ってここでは、Ⅱ層、Ⅰ層出土遺物として、ＣＭ40－4ａ層及びＣＭ40-4包含層とし

て取り上げられた遺物を取り扱い、個別に説明をする。 

1は鉢形土器で口縁部は直立気味で端部内側がそがれたように薄くなる。三叉文が配されミ

ガキが施される。2・3は注口土器である。2は口頚部が内傾し端部では僅かに内側に折れ曲が

る。頚部に横位沈線がめぐり、ミガキが施される。3は胴部にＣ字状文と弯曲した菱形文が描

かれミガキが施される。4はいわゆる三段造りの壺形土器で口径10.5cm、胴部径18.6cm、器高

は15cm前後になると思われる。頚部は内傾して立ち上がりくの字状にくびれ口縁部はふくらみ

をもって内弯気味に立ち上がる。口縁部には縄文が施文され頚部にはミガキが施される。肩部

には横位平行沈線がめぐり、その上位には幅狭い縄文帯が配される。主文様は胴部にあり、波

状入組文、ミガキが施される。5は注口土器の胴上部でＣ字状文と弯曲した菱形文が配されミ

ガキが施される。6は鉢形土器である。胴部は外傾して立ち上がり、頚部でくびれて内傾し口

縁部が外反気味になる小波状口縁のものである。頚部に横位沈線がめぐり口縁部にはミガキが

施され、胴部には縄文が施文される。7・8は浅鉢あるいは椀形の土器である。胴部は丸味をも

って立ち上がり口縁部は内弯する。底部は丸底風になると思われる。7は口径21cm、器高8cmほ

どのもので口縁部には横位平行沈線がめぐり、刻目が施される。胴部には雲形文が配され縄文

が充填される。8は口縁部に刻目が施され胴部にはＫ字状文の変形的な文様が配され、縄文が

充填される。9は注口土器の注口部である。注口取り付け部には羊歯状文が施される。10は小

波状口縁の鉢形土器で口径27.3cm、器高21cmで底部から口縁部まで外傾して開く。胴部には縄

文が施文される。 

 

第Ⅰ層（最上部土層）出土土器 
鉢形土器（第70図1～9・13～17・19～21） 

20・21を除いて胴部から口縁部まで外傾あるいは内弯気味に立ち上がる。小波状口縁で5に

には口唇部に山形小突起がつく。文様帯は口縁部に1～2本の沈線をめぐらした上位に配されミ

ガキが施される。1～7は三叉文が描かれるもので2では波状入組文を両側からはきみ込む三叉

文が、3・4では入組三叉文が配される。8はＣ字状文と三叉文をつなげたような波状文様が配

される。同様の文様は9・15・16にもみられ、羊歯状文のモチーフの一部が口縁部に展開した

感を呈する。そしてその連続させたものが19の文様になると思われる。また、9の口縁部には 
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魚眼状三叉文に似た文様が描かれる。13・14の文様も9の文様の系統を引くものと思われる。

13は口径15.5cmほどと思われ、深鉢としてもよいものである。 

15～17はいわゆる羊歯状文の配されるもので、19では梯子状の文様が配される。20・21は頚

部でくびれるものである。21は口縁部が直立し羊歯状文の変形である。21は口縁部が無文帯で

ある。以上の鉢形土器の胴部には6・8・9では羽状縄文が他では縄文が施文される。 

浅鉢形土器（第70図22・23） 

22は口径10.2cm、器高3.3cmと小形のもので胴部から口縁部まで外反気味に立ち上がり口唇

内側が受け口状、口唇部には浮彫的な彫去が施され、口縁部には横位平行沈線がめぐりミガキ

が施される。23は胴部から直線的に外傾し、口縁端部が肥厚する。口縁部には横位平行沈線が

めぐり、胴部には浮彫り的手法による雲形文が配される。 

 

二．斜面下の包含層と出土土器 

ＣＫ～ＣＭ－43～48区 

ＣＫ～ＣＭ－38～43区に分布する貝層の東側のＣＫ～ＣＭ－43～48区に分布している。丘陵

平坦部から斜面に移行する部分に見られる比較的厚い包含層で、その南半は削平によって切ら

れているものと思われる。分布位置や削平状態は貝層部分と類似しているが、ＣＪ～ＣＮ－42

～44区を南方向に走る第2溝によって貝層部分とは区画されており、その対応関係は明らかで

はない。 

1．堆積状況 

第71図にＣＬ45区西壁とＣＬ47区西壁の、第72図にＣＭ43～48区北壁の断面図を示した。Ｃ

Ｌ47区の方が堆積状態が複雑であるが、地山及び地山漱移層に見られる凹みに6層に分層され

た自然流入堆積した状態を示しているものと思われる。他のグリッドでは黒褐色土層が地山漸

移層上に1枚認められるだけである。層厚の最も厚い部分はＣＬ47区西壁部分の約1ｍで43列や

48列方向に向って徐々に堆積が薄くなっており、層の傾斜は黒褐色土あるいは暗褐色土が基本

的には南方向に強く、東方向にゆるやかに傾斜している。ＣＬ・ＣＭ－47・48区の包含層は層

中に多量の木炭を含んでいる。 
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２．遺物包含層出土土器 

ＣＫ～ＣＭ－43～48区に分布する遺物包含層の中で、ＣＬ・ＣＭ47～48区・第3・4層出土土

器は時期的にまとまりをもつ一群として捕えられるが、ＣＬ・ＣＭ43～46区においては前者と

同じ土器群として捉えられるものを主体とするものの、後続する時期の土器も多く含まれ、二

次的な堆積層と考えられる。従ってここではまずＣＬ・ＣＭ47～48区、第3・4層出土土器につ

いて述べ、ＣＬ・ＣＬ43－46区、3・4層出土土器については後述することにする。 

ＣＬ・ＣＭ47～48区、第３・４層出土土器 

深鉢形土器（第73図～77図) 

第73図は胴部でくびれて口頚部が外傾して立ち上がる平縁のものである。1～7は口縁部に縄

文帯がめぐり、3～6では頚部に磨消手法による区画沈線文が配され縄文が充填される。6の文

様はタスキ掛け状入組文であろうか。8～11は口唇部に突起が配され、これを含めて口縁端部

は肥厚する。8は口唇部に頂部の二分された山形小突起が配され口縁部には羽状縄文帯がめぐ

る。また、頚部には突起下を起点として直線的な区画文様(「凹」状文)が配され、羽状縄文（同

一原体による）が充填される。9は口径22.4cm、器高は20cm前後で胴部でくびれて、その下半

は一度僅かに張り出し緩やかに底部に移行する。口頚部は開き気味に外傾し、口唇部には2個

対の山形突起が3ヶ所に配される。突起をも含めて口縁端部の肥厚は大きい。口縁端部、くび

れ部には横位平行沈線がめぐり刻目が2段に施される。頚部には突起下の円文を中心として連

弧文が、胴上部には入組文風な区画沈線曲線文が配され、羽状縄文が充填される。10は口唇部

に頂部が二分された山形小突起がつき、口縁部には横位沈線がめぐり縄文が充填される。頚部

文様は9と同じモチーフである。11は口径20cmで口頚部は大きく開いて外傾し、口唇部には片

側がくぼみ、頂部には孔が穿たれた3個の大突起がつき口縁端部は大きく肥厚する。口縁部に

は横位沈線がめぐり縄文充填後刺突が施される。頚部文様は8・9と同じモチーフでくびれ部に

は横位平行沈線がめぐる。区画内沈線間には縄文充填後刺突が施される。 

12・13は口縁部が無文帯で頚部以下に文様が配される。12では頚部に横位平行沈線がめぐり

沈線間には斜行沈線が引かれ縄文が充填される。13は頚部に横位沈線がめぐり、沈線間及び口

唇部に刻目が施される。14・15は口縁端部に横位沈線がめぐり刻目が施される。15ではくびれ

部にも同様の刻目が施される。 

第74図1～19は波状口縁のものである。口縁部は外傾するものが多く端部では内側が肥厚す

る。1～5は口縁の波形にそって1～2本の沈線がめぐり1・3・4では縄文が2・5では羽状縄文が

充填される。4・5では頚部に磨消手法による曲線的な区画沈線文が配される。6は突起部に斜

行沈線(あるいは刻目か)が引かれ、口頚部には横位平行沈線がめぐり縄文が充填される。7～

16は口縁部の波形に沿って1～2本の沈線がめぐり、9～11では1段の12～14で 
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は2段の刻目が施され、13では瘤状小突起が貼付される。15は頚部に縄文が沈線下には横長の

刺突が施される。16では波状部に羽状縄文が施文される。17～19は大きく肥厚する大突起であ

る。17・18では突起の縁辺に沿って沈線がめぐり縄文充填後刺突が施される。また、波頂部下

には突起縁辺をめぐる沈線をＣ字状の沈線で連結し、17では突起内面にまで沈線を延ばし長楕

円状の区画を作っている。18では項部下にＵ字状の区画が作られ、縄文充填後刺突か施される。 

19は突起下の内外面に盲孔が穿たれ外傾口縁部には斜行沈線が、内面盲孔下には下向き弧線が

引かれる。 

20～23及び第75図は頚部あるいは胴部資料である。20では頚部に横位沈線と円形区画文が、

21・第75図1～6では曲線的な区画文様が、22・23では横位平行沈線と区画沈線文が配され、20

～23・1・5・6では縄文が、2～4では羽状縄文が充填される。7～9は横位沈線がめぐり、7・8

では上位に羽状縄文が、9では下位に縄文が充填される。10～16は胴部に反転平行沈線が配さ

れ縄文が充填される。12では2本1単位の縦位平行沈線が区切り沈線として配される。なお、16

ではくびれ部に横位平行沈線（?）がめぐり刻目が施される。17は重区画沈線文が配され縄文

充填後部分的に刻目が施される。18は区画沈線文が配され、同一原体による羽状縄文が充填さ

れる。区画沈線に沿って刺突が施される。 

第76図1・2は胴部から底部にかけての資料である。いづれも胴部は筒形を呈し底部は平底で

底径は1が10cm、2が12cmである。口頚部は外傾あるいは外反して開くものと思われる。1は頚

部が無文帯でくびれ部には横位平行沈線がめぐり刻目が施される。胴部には縄文が施され下部

ではミガキが施される。2は胴下部に横位沈線がめぐる。全体にミガキが施される。3は口縁部

が大きく外反する波状口縁のもので、口縁端部は肥厚する。地文としての縄文のみ施される。 

4～6及び第77図は胴部からくびれることなく口縁部まで外傾して立ち上がる平縁のもので

ある。4は口径14cm、器高11.4cm、5は口径10cm、器高9cmでともに小形品である。4は口縁部に

文様帯を区画する横位平行沈線がめぐり、その間に反転平行沈線が配され、縄文が流填される。

また、口縁端部及び反転平行沈線の下位には刻目が施される。なお、胴部には縄文が施文され

下位ではケズリが施される。5ではナデか施される。6及び第77図1・2は大形のものである。6

は口径37.4cm、器高は40cm前後、第77図2は口径36cm、器高は30cm前後と思われる。ともに地

文として縄文が施され2では一部羽状化する。第77図1は口径41.2cm、器高は30cm以上になると

思われる。口縁部にはπ字状円形の区画を交互に配し、区画外には縄文が充填される。また、

頚部には縄文帯がめぐり、胴部には入組文が配され縄文が充填される。3は口径28cm、器高は

25cm以上、4は口径24.6cm、器高は20cm以上と思われる。また、5は口径13.2cm、器高10cm前後

の小形品である。いづれも地文として縄文が施文される。 
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鉢、浅鉢形土器（第78図～第79図） 

1・2は胴部が外傾し頚部でくびれ、口縁部が直立気味になるものである。頚部には横位沈線

がめぐり胴部には縄文が施文される。1は口径11.2cm、器高6.5cmで底部は下に突き出す平底で

ある。2は口径22.8cm、器高は10cm前後になると思われる。 

3～5は口頚部が外傾し開くものである。3は口径24cm、器高は13cmほどで胴部はふくらみを

もって内弯気味に立ち上がる。口縁部には横位沈線がめぐり縄文が充填される。胴部には横位

平行沈線がめぐり縄文充填後これを区切る縦位平行刻目が配される。4はくびれ部から下の胴

部が一度張り出し、底部に移行するものである。口縁部には横位沈線がめぐり刻目が施され、

頚部には羽状縄文が施文される。また、くびれ部には横位平行沈線がめぐり刻目が施される。

胴部文様は明らかでない。5は口径24.8cmで胴部は緩やかに立ち上がり、口縁端部は内側が肥

厚する。口縁部には横位沈線がめぐり縄文充填後刻目が施される。また、同様のモチーフはく

びれ部にも配される。胴部には反転平行沈線とこれを区切る2本単位の縦位平行沈線が配され

縄文が流填される。なお、5については欠損部のあり方次第では深鉢の可能性も考えられる。 

6～11は胴部に明瞭なくびれをもたないもので、口縁部は6・7・9が外傾、8は直立、10は内

弯、11は大きく内傾し、6～8、10では端部内側が肥厚する。口縁部には、6・7・10で羽状縄文

(6・10は同一原体による)が、8・9では縄文が充填される。6・7・10の胴部には曲線的な区画

沈線文が配され、口縁部同様の地文がなされる。10は口径17.4cm、器高は10cmほどと思われる。

11は口縁部に横位平行沈線がめぐり、その上位には縄文が充填され沈線間には刻目が施される。

胴部には横長楕円文と縦位沈線が配され、区画外には縄文が充填される。口径は11.6cm、器高

は10cm前後と思われる。 

12～第58図15は前者に比して、器高が低い浅鉢形のもので胴部から口縁部まで直線的に外傾

するもの（12・第58図1・5・6・8・9・11～13）と胴部が丸味をもって立ち上がり、口縁部が

外傾あるいは内弯気味になるもの(2～4・7・10・14・15)がある。第58図5は小波状口縁、12～

15は波状口縁で他のものは平縁である。 

12及び第79図1～9は口縁部あるいは胴部に横位沈線がめぐり、その上位が無文帯のものであ

る。12は口径24.6cm、器高は8cmほどと思われ、胴部には第78図9と似たモチーフの文様が配さ

れ、縄文が充填される。1は口径11.2cm、器高4.4cmと小形のもので底部が僅かにくぼんでいる。

胴部には反転平行沈線、弧状沈線が配され縄文が充填される。2～4は横位平行沈線とこれを区

切る縦位の沈線が配され、縄文が充填される。5は口径12.3cm、器高は4.5cmほどの小形品であ

る。規則性のない沈線が引かれミガキが施される。6・7は胴部に鋸歯状沈線が配され、縄文が

充填される。6は口径20cm以上のものであろう。8・9は胴部に縄文が施文される。 
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10は口縁部に横位沈線がめぐり縄文が施される。11は皿状のもので内外面に文様が施される。

外面は口縁部に横位平行沈線がめぐり2段の刻目が施され、内面では胴部に沈線がめぐり下位

に縄文が施文される。 

12～14は口縁部が無文帯で胴部に反転平行沈線が配され、縄文が充填される。15は口縁端部

に横位沈線がめぐり、その上下に刻目が施される。胴部には穿孔が1個ある。16・17は底部資

料、18・19は胴部資料である。17は低い高台のつくもので、胴部は丸味をもって立ち上がり上

部でくびれ、口頚部が外傾あるいは外反するものと思われる。胴部径は23cmを測り、器高は15cm

前後になると思われる。くびれ部には横位平行沈線がめぐり刻目が施され、胴部には3単位の

曲線的な区画沈線文様が配され縄文が充填される。17は胴部が直線的に外傾して開くもので、

胴部に反転平行沈線が配され縄文が充填される。18・19では17同様のモチーフの文様が配され、

縄文が充填される。 

壺形土器（第80図～81図1～8) 

第90図1～4は大形のもので1・2は口頚部が長く3・4では短い。1は口径11.3cm、2は口径17cm

を測る。口頚部をみると1は直立、2・3は外反、4は外傾し、いづれも口縁端部が肥厚する。1

～3は口縁部に横位沈線がめぐり、羽状縄文(同一原体による)が充填される。4は口縁部とくび

れ部に横位沈線、横位平行沈線がめぐり刻目が施され、胴部には縄文が施文される。 

5～11は前者に比して小形のものでいづれも口頚部が長い。5は口径8cm、器高は13cmほどで

最大径は胴上部にあり13.6cmを測る。胴部は最大径の位置まで僅かなふくらみをもって立ち上

がり、上位で大きく内弯する。頚部は内傾して立ち上がり口縁部は外傾する。口縁部には横位

沈線がめぐり、胴部には5単位と思われる入組風な曲線的区画沈線文が配され、各単位の入組

部で最大径の位置に二分された瘤状突起が貼付される。6は胴部がつぶれた球形で頚部は内弯

気味立ち上がる。最大径は胴中央部に位置し13.8cmを測り、器高は15cm以上になると思われる。 

頚部には横位平行沈線がめぐり、胴部には3単位と思われる5と似た文様が配される。7は口径

8.6cm、器高13.2cm、最大径は胴中央部で9.6cmを測る。口頚部、胴部の文様のあり方は基本的

に前二者と同じであるが、単位数は2である。8は口径5.8cm、器高は10cm前後と思われる。 

胴部はほぼ球形に近く最大径は7.2cmを測る。口縁端部、頚下部に横位平行沈線がめぐり刻目

が施される。胴部文様は前者と似ている。単位数は3であろうか。9～11は5・7の口頚部文様と

同じである。5・6では口縁部及び胴部文様区画内に、8では胴部文様区画内に同一原体による1

～8は胴部資料である。第81図8を除いて胴部には曲線的な区画沈線文が配され、3・5では羽状

縄文が（3は同一原体による）、他では縞文が充填される。また、1・2ではこれらの文様の上

位に横位平行沈線で画された縄文帯がめぐり、3・4ではくびれ部に横位平行沈線がめぐり刻 
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目が施され、7では項部が五分された瘤状突起が配される。8は最大径の位置に縄文帯がめぐり

橋状把手と二分された瘤状突起が貼付される。 

脚（第80図9・10） 

直線的に「八」字状に開くもので鉢類の脚あるいは台になるものと思われる。9は端部が肥厚

している。10は裾部に平行沈線がめぐる。ともにミガキが施される。 

深鉢形土器（第80図11～17) 

11は口径17.4cm、器高15cmほどを測る。胴部はふくらみをもち、頚部でくびれ、口縁部は外

傾して開く。口縁部は平口縁で、項部の二分された山形突起が2cmほどの間隔で配され、これを

含めて口縁端部は肥厚する。口縁部には沈線がめぐりその上位には縄文が施文され、下位には

ミガキが施される。主文様は胴上部に描かれる入組文で、くびれ部下位をめぐる縄文帯との接

点には二分された瘤状突起が配される。文様区画内は縄文か充填され、胴下部にも縄文が施文

される。12は平口縁で11に比して頚部のくびれが弱く、胴部のふくらみも少ない。口頚部には

横位平行沈線がめぐり、胴上部には連弧状文が描かれ、羽状縄文が施文される。 

13～17は口頚部資料である。13・14は平口縁で突起がつき、15～17は波状口縁である。13・

14は口頚部に入組文が描かれ、部分的に瘤状小突起が貼付される。入組区画内は、13が櫛歯状

沈線で、14が縄文で充填される。15～17は波頂部が三角形状を呈し、15では口縁部内面の肥厚

が強い。いづれも波形に沿って口縁部に沈線がひかれ、波頂部には瘤状小突起が貼付される。 

また、波底との間には15で項部が二分された山形小突起が、16・17では二分された楕円状の貼

付文が配される。15は縄文、15・17は櫛歯状沈線で充填される。 

 

ＣＯ～ＣＲ－33～35区 

南斜面中位の調査区西端にあたるＣＯ～ＣＲ－33～35区に分布する薄い包含層である。 

1．堆積状況（第82図） 

南斜面中位の表土下で黒褐色シルト層が小さなブロック状に4ヶ所で認められた。この包含層

は層中に黄色あるいは赤色の地山粒を含んでおり、その混入率の違いや土色により2層に分層さ

れた。最も厚い部分で約40cmの層厚をもつが、全体的には薄い、層の傾斜は斜面に沿って南方

向に大きく傾斜している。 

2．出土土器（83図1～4） 

ＣＰ34区3層からわずかであるが縄文晩期の遺物が出土している。以下、個別に説明を加える。 

1は大きく内傾する注口土器の頚部資料である。頚部には波状入組文と横位平行沈線がめぐり、

ミガキが施される。2は鉢形土器の口縁部資料である。口縁部には羊歯状文と横位平行沈線がめ

ぐり、ミガキが施され、胴部には縄文が施文される。3・4は浅鉢形土器である。胴部 
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は丸味をもって立ち上がり、口縁部は直立あるいは内弯気味になる。3は口縁部に 字状文と梯

子状文が描かれ、ミガキが施される。胴部には縄文が施文される。4は口縁部に梯子状文と横位

平行沈線がめぐり胴部には雲形文が配され、縄文が充填される。 

ＣＯ～ＣＲ－44～48区 

南斜面中位の調査区東半部ＣＯ－ＣＲ－44～48区に分布する薄い包含層である。 

1．堆積状況（第82図） 

南斜面中位の表土下に1枚だけ認められる暗褐色シルト層で、層中に小礫を多量に含み、粘性

をもつ。層厚は最も厚い部分で約40cmある。層の傾斜は斜面に沿って南に傾斜している。斜面

中位の僅かな凹みに削平を免れて残存する包含層とも考えられるが、斜面上位のＣＫ～ＣＭ－

43～48区の包含層の2次堆積層とも考えられる。 

2．出土土器（第83図5～26、第84図） 

ＣＰ47区3層を中心に周辺域から縄文晩期の遺物が主体となって出土している。 

5～8は深鉢形土器である。5は地文としての縄文施文後口縁部に瘤状突起が貼付される。 

6は口頚部に横位平行沈線がめぐり刺突が施される。7は胴部でくびれ、口頚部が外傾して開く

器形のものである。口頚部には胴上部に入組文が配され、前者では刺突が施され、後者では縄

文が充填される。また、くびれ部には横位平行沈線がめぐり刺突が施される。8は頂部が二分さ

れる突起である。外面には三叉状の彫去が施され縄文か涜充填される。 

9～18は鉢形土器である。9～12は口縁部に入組三叉文と横位平行沈線がめぐり、ミガキが施

される。11ではＣ字状文も描かれる。10～11の胴部には縄文が施文される。13は口縁部に波状

文（?）が描かれミガキが施される。14～17は浅鉢形土器である。14～16は内弯気味に立ち上が

り、口縁部には魚眼状三叉文が配される。なお、14・16では口唇部に山形突起がつき、14では

沈線がめぐる。17は胴部でくびれて口縁部が外反（?）する。胴部には波状入組文が配され、ミ

ガキが施される。 

18～20は注口土器である。18・19は丸味をもって立ち上がる。口縁部資料で18では波状入組

文と弯曲菱形文が配され、ミガキが施される。19では三叉文が配されミガキが施される。20は

内傾する口縁部資料で波状入組文、弯曲菱形文、横位平行沈線が配されミガキが施される。21

～26は鉢形土器の口縁部資料である。21～25の口縁端部には、羊歯状文風の文様が描かれ、21

～23では、その下位に玉抱き三叉文風のモチーフが描かれる。21・22・24では胴部に縄文が施

文される。26は口縁部に羊歯状文と横位平行沈線がめぐり、胴部に縄文が施文される。 

第84図1～4も鉢形土器である。1は頚部が内屈し、口縁部は直立気味で端部内側がわずかにし

ぼむ。口縁部には横位平行沈線と列点文が配され、胴部には縄文か施文される。2は口縁部が内

傾して立ち上がり端部で肥厚し、口唇部には沈線がめぐる。文様は1同様である。3は口 
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唇部に突起がつく。口縁部には横位沈線と列点文が、胴部には雲形文が配され、縄文が涜填さ

れる。4は頚部でくびれて口縁部が外傾する。口縁部には波状文が胴部には雲形文が配され、縄

文が充填される。5は壺形土器の胴部資料である。弯曲した菱形文と横位平行沈線がめぐり、縄

文が充填される。6は注口土器の頚部から胴部資料である。頚部には横位平行沈線がめぐり、縄

文が施文される。胴部には列点文が配され、突起がつく。 
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2．埋葬人骨と出土遺物 

今回の調査で検出された埋葬人骨には土壙に埋葬された成人骨、小児骨、乳児骨などと土壙墓

や甕棺墓に埋葬され、あるいは貝層部分の堆積層中から土壙や甕棺を伴わないで発見された新

生児か胎児骨と思われるものとがある。ここでは成人骨などを土壙墓として、新生児あるいは

胎児骨については葬制が異なっているが新生児あるいは胎児骨として一括して取り扱う。 
（1）土壙墓 

貝層部分から4基の土墳墓が検出されている。 

第１土壙墓（第86図） 

〔遺構の確認〕ＣＬ39区の北西隅にあたるＣＫ39区との境付近で確認された。第11図に示した

ＣＬ39区西壁断面図にこの土壙墓の断面形が現われている。この土壙はＣＬ39区26層第 を掘

り込んで作られており、土壙上にはＣＬ39-4・23層が堆積している。 

〔平面形・規模〕堆積層の傾斜に沿う形で認められる。平面形は南北に長い長椿円形で、南半

分が北半部に比して幅広である。規模は長軸長約117cm、短軸長約70cmで、長軸方向はＮ- 
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42°-Ｗである。 

〔壁・底面〕ＣＬ36-26層の黄褐色土層を壁・底面としている。壁の立ち上がりは比較的ゆ

るやかである。壁高は残りの良い西壁で約18cmあり、残りの良くない南側で約7cmである。底面

はゆるく弧を描きながら、北から南に傾斜しており、そのレベル差は約32cmある。 

〔埋土〕土壙内には褐色(10ＴＲ4/4)シルト層が1層認められた。 

〔埋葬人骨〕人骨の遺存状態は全体的にあまり良好ではない。人骨は頭骨を土壙北東隅の壁

にほぼ直立するように接しており、埋葬状態は仰臥屈葬位である。下肢は左右肢をそろえて体

軸からほぼ直角に東に曲げた状態で屈曲している。上肢は右肢が体軸に沿って伸展し、左肢は

強く屈曲している。頭位方向はＮ-17°-Ｗである。この人骨を1号人骨とする。 

第２土壙墓(第87図) 

〔遺構の確認〕ＣＭ41区の南西端、ＣＭ40区との境付近で確認された。確認面は貝層下土層 
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である。ＣＭ41-29層下の第1住居跡堆積土中である。 

〔平面形・規模〕堆積層の傾斜に対して横に細長い東西方向をとる。平面形は長楕円形で、

規模は長軸長約112cm、短軸長約55cmである。長軸方向はＮ-65°-Ｅである。 

〔壁・底面〕第1住居跡堆積土1層の黒褐色土と2層の暗褐色土を壁としている。壁の立ち上が

りは比較的ゆるやかで、壁高は残りの良い北壁で約15cm、南壁で約5cmある。底面は大部分が第

1住居跡堆積上2層の暗褐色土を底面としているが、一部第1住居跡床面の地山層を底面とする部

分もある。底面は北西方向から南東方向にゆるやかに傾斜している。 

〔埋土〕1層認められる。壁の黒褐色土よりやや黒味の強い黒褐色(10ＹＲ3/2)シルト層であ

る。 

〔埋葬人骨〕人骨の遺存状態は全体的に良好である。土壙長軸に沿ってその南半に体幹が横

たわっており、頭骨は西壁に接している。頭蓋の左側頭部が土圧によって陥没している。埋葬

状態は右仰臥屈葬位で、顔は横（南側）を向いている。上・下肢共に強く屈曲しており、上肢

は体幹の左右に沿って肩に手を当てるような形で屈曲し、下肢は左右両肢が体幹の左（北）側

に強く屈曲している。頭位方向はＮ-102°-Ｗである。この人骨を2号人骨とする。 

〔出土遺物〕頚椎の左側下顎骨と左鎖骨との中間の床面で、ニホンオオカミの右 骨遠位端

を切断して穿孔した垂飾品が1点、堆積土から剥片石器が1点出土している。 

骨製垂飾品(第87図1)ニホンオオカミの右 骨の遠位端を骨端から3.5cmの所で途中まで溝状

の切り込みを入れてから折って切断し、切断部から約1cm下の両側縁に内径約6mmの貫通孔を穿

って垂飾品としている。孔の周縁部、切断部と 骨の前・後面に磨滅による光沢が認められ、

孔の周縁部で著しい。出土位置から首飾りとして単品で垂飾されたものと思われる。 骨の下

端最大幅は31.2mmある。 

剥片石器(第87図2)不定形石器である。左、右、下辺に両面からの剥離が施されている。 

第３土壙墓(第88図) 

〔遺構の確認〕ＣＫ40区とＣＬ40区の境に位置している。貝層下土層の最下層のＣＬ40－27

層、ＣＫ40-6Ｃ層を切って土壙が掘り込まれている。土壙上にはＣＫ40-6ｂ層が堆積している。 

〔平面形・規模〕南西隅を発掘時の掘り過ぎで欠くが、平面形は長楕円形で、堆積層の傾斜

に沿って南北に細長い。規模は長軸長約106cm、短軸長約65cmで、長軸方向はＮ-45°-Ｗであ

る。 

〔壁・底面〕ＣＫ40-6ｃ層の褐色土層と地山を壁としている。壁高は残りの良い北半部の西

壁で約25cm、南壁で約5cmある。壁の立ち上がりはぼぼ垂直で、地山を床面としている。床面は

北から南に向って傾斜しており、レベル差は約24cmある。 
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〔埋土〕土壙内に木炭を少量、地山粒を多量に含む黒褐色(10ＹＲ2/3)シルトが1層認められ

た。 

〔埋葬人骨〕人骨の遺存状態は全体的に良好である。人骨の頭部は土壙北端にあり、体幹骨

は西壁に沿うように伸びている。埋葬状態は体左側を下にした側臥屈葬位である。頭蓋はやや

下向きに横臥し、体上半部はうっ伏せに近い形で東に向って横臥している。上肢骨は左肢の前

腕が頭蓋前面に、右肢の指骨が左肢の肘関節部に位置するように屈曲している。下肢骨は体幹

からほぼ直角となるよう東に向って大腿骨が伸び、下腿は強く屈曲している。頭位方向はＮ

-22°-Ｗである。この人骨を3号人骨とする。 

〔出土遺物〕頚椎近くの右鎖骨の下の底面から有孔の骨製垂飾品が3個、連らなる形で出土し

ている。 

骨製垂飾品（第88図1～3） 

1は3個のうち左端から出土したもので、マダイの上後頭骨の後半を切断し、下縁を削ってほ

ぼ三角形を作り出し、比較的骨体の薄い上稜の付け根部分に孔を穿って垂飾品としたもので、

穿孔は左右両側面から行なわれている。 

2は中央から出土したものでウミガメの頭骨の小片に孔を穿って垂飾品としたものである。 

孔は外側から穿たれている。縁辺は2辺を削って加工が加えられているが、2辺は自然のままで

ある。孔の周辺と縁辺に磨滅が認められる。 

3は右端から出土したもので、2と同様ウミガメの頭骨に穿孔した垂飾品である。2より大形の

破片で縁辺の加工は一部分に削りが加えられるだけであるが全体に磨滅が認められる。穿孔は2

と同様外側から行なわれており、孔周辺に磨滅が認められるのも同様である。 

以上の3個の垂飾品は出土位置などから3号人骨の首飾りとして使用されていたもので、これ

らの垂飾品を装着したまま3号人骨は埋葬されたものと思われる。 

第４土壙墓（第89図） 

〔遺構の確認〕ＣＫ41区とＣＬ41区の境に位置している。貝層下土層の最下層であるＣＬ

41-20層、ＣＫ41-5層上面で確認された。土壙上にはＣＫ41-4層が堆積している。 

〔平面形・規模〕南東隅を掘り過ぎで欠くが、平面形は北端が角ばる不整の長楕円形で、南

北に細長い。規模は長軸長約112cm、短軸長約65cmで、長軸方向はＮ-49°-Ｗである。 

〔壁・底面〕ＣＫ40-5層の褐色土と地山を壁、底面としている。壁の立ち上がりはほぼ垂直

で、壁高は20～10cmある。床面は北から南に向ってゆるく傾斜しており、レベル差は約14cmあ

る。 

〔埋土〕木炭・地山粒を含む黒褐色（10ＹＲ2/3）シルトが土壙内に認められた。 

〔埋葬人骨〕この土壙墓からは合計4体の人骨が出土している。このうち上部から検出され 
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た小児の全身骨格を6号人骨、乳児の頭骨を7号人骨とし、これらの下部から検出された成人

骨2体分を4、5号人骨とする。 

6号人骨(第89図1)一次埋葬と考えられる小児骨で全身骨格が自然位で埋葬されている。土

壙南西隅に頭部を置き、南壁に沿って体幹が伸びる仰臥屈葬位で埋葬されている。頭骨は右

に大きく傾き、上肢骨は体幹の左右に沿って伸びるが、左前腕は背椎の下となっている。下

肢は体幹の右側に強く屈曲しており、右下肢の屈曲が著しい。頭位方向はＮ-67°-Ｅである。 

7号人骨(第89図1)乳児の頭骨だけ認められる。土壙東壁際ほぼ中央に位置している。左側

を下として西に顔面を向ける形に置かれ、頭蓋は土圧で潰れている。2次埋葬されたものと

思われる。 

4・5号人骨(第89図2・3)6・7号人骨を取り上げた後の状態を第89図2に示した。4・5号人

骨は一次埋葬の形態をとらず2体分の骨が集積された状況を示している。頭骨は土壙北壁ぎ

わと西壁ぎわ中央部に倒位に置いてある。土壙南半には頸椎と腰椎の一部を欠く一体分の体

幹骨が南北方向に置かれ、この右側の上下に脛骨が3本まとめられている。土壙北西部には

上腕骨が置かれ、その上に肩甲骨4個が乗っている。そして、これらのブロックのまわりに、

椎骨、肋骨、下顎骨、手根、足根骨などが置かれており、土壙全体に各骨が分布している。

第99図3は上位にある骨を取り除いた土壙底面の様子である。土壙北壁ぎわに見られた頭骨

の下に寛骨があり、そこから左右の大腿骨が南に伸びている。この寛骨の東側、土壙東壁ぎ

わにもうひとつの寛骨があり、これも左右の大腿骨が南に伸びている。これらの寛骨と大腿

骨はそれぞれ同一個体のものと考えられ、頭骨の乗る寛骨を頭骨ともに5号人骨、その東側

の寛骨と西壁ぎわの頭骨を4号人骨とした。4・5号人骨はほぼ全身骨格を残すが、手根、足

根骨、中手、中足骨の一部と手足の指骨を欠いている。 

4・5号人骨はその出土状況や骨の一部に欠落欠損が認められることなどから再埋葬された

人竹である可能性が高く、その時期も寛骨と大腿骨との位置関係、土壙南半に見られた体幹

骨のあり方などから軟組織が失われ骨がすべて遊離する段階以前と考えられる。この4・5号

人骨と6・7号人骨の関係を見ると一次埋葬と考えられる6号人骨、頭骨だけの埋葬と考えら

れる7号人骨の埋葬に伴う掘り方などは特に検出されなかった。また、いずれの人骨も4・5

号人骨に接していることから、これらの人骨が4・5号人骨の埋葬から時間を置いて追葬され

たとは考え難い。さらに土壙の規模を他の土壙墓と比較すると、成人骨が単独で1体埋葬さ

れている他の土壙壁の規模と第4土壙墓の土壙の大きさはほとんど変わりがない。このこと

から、最初に重埋葬されていた4・5号人骨を、6号人骨埋葬時に整理し、7号人骨と合せて追

葬したと考えるより、6号人骨埋葬時に、4・5号人骨が合葬できる大きさの土壙を掘り、4・
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号人骨を土壙底いっぱいに再埋葬し、6号人骨と合せて7号人骨も一緒に合葬した可能性が考 

えられる。 

（2）新生児あるいは胎児骨 

新生児あるいは胎児の段階にある人骨の埋葬例は人骨の検出できなかった甕棺1基を含め

て全部で12例検出されている。埋葬方法として甕棺墓が5例、土壙墓が4例、それらを伴わず、

堆積層中から発見されたものが3例で、土壙、甕棺を伴わないものには大きな石が被せられ

ている例が1例ある。 

第1号（第90図） 

〔遺構の確認〕ＣＭ40区北壁ぎわに位置している。第14図のＣＭ-40北壁断面図に示すよ

うにＣＭ40-4ａ層を掘り込んだ土壙底部に深鉢形土器が、器壁をほぼ水平にし、口縁を南に

向ける形で一括状態で出土した。その土器内部に人骨が納められている。 

〔平面形・規模〕土壙の平面形はほぼ円形と思われる。規模は検出面で直径約35cmである

が断面図で見ると掘り込み面で径約70cm、底径約35cmで深さ約26cmの断面逆台形の土壙を思

われる。 

〔壁・底面〕ＣＭ40-4ａ層の貝が少量と炭化物や黄褐色シルト粒が多く含まれる黒褐色シ

ルト層を壁としている。現存壁高は量も高い所で約10cmしかないが、本来は約26cmの壁高を

もち壁の立ち上がりはゆるやかであった。底面はアサリ主体の貝層で、ゆるやかに弯曲して

いる。 

〔埋土〕貝が不規則に交じる黄色土粒の含まれる暗褐色（10ＹＲ3/4）シルトである。 

〔埋葬人骨〕土器の中から頭骨片、小量の椎骨と肋骨、肩甲骨破片と寛骨、右上肢骨と右

下肢骨などが出土している。 

〔出土遺物〕人骨が納められていた深鉢形土器が1点ある。口縁径約26.5cmで器高は約29cm

である。底部を欠くが、埋葬時には底部は欠いていたと思われる。胴部から口縁部まで屈曲

なく立ち上り、口縁端部は内弯気味になる。口唇部には大小の突起が交互に配され、これと

組み合う形で口縁端部に右下りで横走する沈線に刻目を加えた文様が描かれる。このため、

口縁部は小波状を呈している。主文様は口縁部にある魚眼状三叉文で、下位には横位平行沈

線がめぐり胴部と区画している。胴部には2段づつ交互にＬＲ、ＲＬの単節斜縄文が施文さ

れ羽状縄文となっている。胴下部は無文でミガキが施される。 

第2号（第91図） 

〔遺構の確認〕ＣＭ41区の北端中央ＣＬ41区との境に位置している。ＣＭ41-4層上面で確

認された土壙の内に深鉢形土器が口縁を面に向け斜位に埋設されていた。 

〔平面形・規模〕土壙の平面形は東西に長い長楕円形で、規模は長軸長約35cm、短軸径長

約27cmある。 
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〔壁・床面〕ＣＭ41-5・6層の黒褐色(10ＹＲ2/3)土層を壁・床面としている。壁の立ちが 

りは西半でゆるやかで、東半は急激に立ち上がっている。 

〔埋土〕土器内から黄色地山粒と炭化物をわずかに含む暗褐色(10ＹＲ3/3)シルトが総出

された。 

〔埋葬人骨〕土器底部近くからほぼ完全に残る頭骨片、肋骨片、肩甲骨と寛骨片、右上、

下肢骨が出土した。 
〔出土遺物〕人骨が納められていた深鉢形土器が1点ある(第91図)。ほぼ完形品で、口縁

径20.5cm、最大径21.4cm、器高26.9cmである。口縁部がわずかに内弯する器形で、最大径は

体部上半にある。口縁部から体部下半まで横位単節斜縄文(ＬＲ)が施され、体部下端は無文

帯となっている。 

第3号（第92図） 

〔遺構の確認〕ＣＭ41区の北東隅に位置している。ＣＭ41-4ｂ層下の5層上面を掘り込ん

でいる土壙内に深鉢形土器が口縁を向け斜位に埋設されている。 

〔平面形・規模〕土壙平面形は東西に長い楕円形で、規模は東西長約75cm、南北長約55cm

で深さは約30cmである。この土壙の南端に土器が埋設されている。 

〔壁・底面〕ＣＭ41-5・6層の黒褐色土層、7層の混土貝層を壁、底面としている。壁の立

ち上がりはゆるやかで、北壁で約30cmの壁高をもつ。底面はほぼ平らである。 

〔埋土〕土壙内に2層と甕棺内に1層が認められた。土壙埋土は黄色土粒、木炭を含む暗縄

色シルトで、土色と木炭の含有率で2分される。甕棺内埋土はアサリを多く含む黒褐色(10Ｙ

Ｒ2/3)シルト層である。 

〔埋葬人骨〕土器内部から頭骨、椎骨、肋骨破片、右肩甲骨と寛骨、左上肢骨、左右下肢

骨などが出土した。 

〔出土遺物〕人骨が納められていた粗製深鉢土器と石器がある。(第93図) 

深鉢：はほぼ完形品で、口縁部32.cm、最大径32.8cmである。口縁部がわずかに内弯する

器形で、最大径は体部上半にある。口縁部から体部下半まで横位単節斜縄文(ＬＲ)が施され、

体部下端は無文帯となっている。 

石器：不定形石器である。左辺の背面を中心に細かに剥離が施されている。 

第4号(第94図) 

〔遺構の確認〕ＣＭ41区の北壁ぎわ、第3号の西側に位置している。第3号と同様にＣＭ41-5

層を掘り込んでいる。土壙内に深鉢形土器が口縁を南に向け斜位に埋設されている。 

〔平面形・規模〕土器よりわずかに大きい土壙で、直径約45cmの略円形をしている。 

〔壁・底面〕ＣＭ41-5・6層の黒褐色土層、7層の混土貝層を壁・底面としている。壁の 
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立ち上がりは急で、北壁に約30cmの壁高をもつ。底面は南に向ってやや登っている。 

〔埋土〕土壙埋土2層と土器内埋土1層が認められた。土壙内埋土は地山黄色土粒、木炭を

含む暗褐色シルトで、土色、地山粒、木炭の含有率の違いで2分された。土器内埋土は貝、地

山黄色土粒、木炭を含む黒褐色(10ＹＲ2/3)シルトである。 

〔埋葬人骨〕土器底部付近から頭骨片、寛骨片、上・下肢骨などが出土している。 

〔出土遺物〕人骨が納められていたほぼ完形の粗製深鉢形土器（第94図1）と、土器内埋土

から出土した鉢形土器（第94図2）とがある。1は口縁径25.5cm、器高29.5cm以上で、口縁部

がわずかに内弯する器形で、体部上半に最大径をもち、最大径は27.3cmである。口縁部から

体部下半まで単節斜行縄文(ＬＲ)が施されている。2は口縁径15.0cmで胴部から丸味をもって

開き気味に外傾して立ち上る。口縁部には小突起がつき、これと組み合う形で口縁端部に三

叉状など沈刻が描かれる。また、主文様として口縁部に右上りの入組文が2段に配され、下位

には横 
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位沈線がめぐり胴部と画している。胴部にはＬＲ単節斜行縄文が施文される。 

第5号(第95図) 

〔遺構の確認〕ＣＭ41区の東半に位置している。ＣＭ41区17ｂ層上面から掘り込まれた土

壙内に口縁を南に向けた深鉢形土器が斜位に埋設されている。 

〔平面形・規模〕土器よりわずかに大きいほぼ円形の土壙で、南北約36cm、東西約32cmあ

る。 

〔壁・底面〕ＣＭ41区17b層の貝層と18層の褐色混貝土層を壁、底面としている。壁の立ち

上がりはほぼ垂直で、北壁で約24cmの壁高がある。底面はほぼ平担で、南に向って登ってい

る。 

〔埋土〕土壙内埋土が1層、土器内堆積土が1層認められ。土壙内埋土はアサリ、ハマグリ

を含む黒褐色(10ＹＲ3/2)シルトで、土器内堆積土はアサリ、ハマグリを含む暗褐色(10ＹＲ

3/3)シルトである。 

〔埋葬人骨〕土器内から人骨等の出土はなかった。 

〔出土遺物〕土壙内に埋設されていた深鉢形土器が1点ある(第95図)。口縁径22.4cm、器高

22.5cmで、口縁部が直立気味にやや外傾する器形で、口縁部は小波状口縁となる。口縁部下

端に沈線が1条巡り、この沈線の上の口縁部は磨かれて無文帯となる。体部には単節斜行縄文

(ＬＲ)が施されるが、体部下端は無文帯となっている。 

第6・7号(第96図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ42区7層上面で新生児または胎児骨が、南北35cm、東西30cmの範囲に2

体接して確認された。しかし土壙などの掘り込みなどは検出できなかった。堆積層の南側で

検出されたものを第6号、北側のものを第7号とする。 

〔埋葬人骨〕第6号：頭骨片、椎骨と肋骨の破片、左右の鎖骨破片、左肩甲骨片、左右寛骨

片、左上肢骨右上腕骨近位端、左右大腿骨遠位端、頸骨破片、歯冠などが出土した。 

第7号：頭骨片、椎骨と肋骨の破片、左右鎖骨、左肩甲骨片、右寛骨片、左右上肢骨、右大

腿骨、右頸骨、歯冠などが出土した。 

第8号（第97図） 

〔遺構の確認〕ＣＬ42区8層を掘り込んだ土壙内に1体分の新生児または胎児骨が埋葬され

ていた。第6・7号と位置的にはほぼ同じ場所で検出された。 

〔平面形・規模〕南壁が明確ではないが、ほぼ隅丸方形の平面形をもつ。規模は東西約40cm、

南北約35cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ42区8層のアサリ主体の混土貝層を壁・底面としている。最も良く残る北

壁で約7cmの壁高をもつ。壁の立ち上がりは比較的ゆるやかである。底面は南に向ってゆるく

傾斜している。 

〔埋土〕アサリが多く含まれる黒褐色(10ＹＲ2/3)シルトが土壙中に認められた。 
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 〔埋葬人骨〕土壙北西部に頭骨を置き、南東部に向けて体幹骨が伸び、その左右に四肢骨

が認められた。出土した骨は頭骨片、椎骨と肋骨の破片、左右鎖骨、左肩甲骨片、右寛骨片、

左右上肢骨、右大腿骨、左右下腿骨などがある。 

〔出土遺物〕土壙上部の埋土から有茎石鏃が1点出土している。長さ cm、幅 cmである。 

第９号(第97図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ41区の南壁ぎわほぼ中央に位置している。ＣＬ41-12層の暗褐色混貝土

層を掘り込んだ土壙内に新生児骨または胎児骨が埋葬されている。 

〔平面形・規模〕南半は大きく削平されているが、土壙平面形は東西に長い隅丸方形であ

る。規模は東西長約27cm、南北長約22cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ41-12層のアサリ、ハマグリが混じる暗褐色(10ＹＲ3/4)の混貝土層を壁

底面としている。壁の立ち上がりは急で、壁は残りの良い北壁で約10cmの壁高をもつ。底面

は南に向ってゆるく傾斜している。 

〔埋土〕土壙内にはアサリ、ハマグリが多く混じる暗褐色(10ＹＲ3/4)土が認められる。 

〔埋葬人骨〕北西隅に頭部を置き、北壁ぞいに左上肢骨、東壁ぎわに下肢骨が検出された。 
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出土した骨は頭骨片、椎骨と肋骨の破片、左肩甲骨と左右鎖骨破片、右上腕骨破片、左上肢 

骨、左右大腿骨と左下腿骨である。 

第10号（第98図） 

〔遺構の確認〕ＣＬ40区の北端、ＣＬ40-25層中で確認された。幅約22cm、長さ約23cm、厚

さ約4.5cmの板状の礫を取り除いた所、その下から1体分の新生児もしくは胎児骨が発見され

た。しかし、明らかな土壙等の掘り込みは不明である。 

〔埋葬人骨〕南東部に頭部を置き、北西部に寛骨がある。四肢骨は南半部に認められた。

出土した骨には頭骨片、椎骨と肋骨の破片、鎖骨破片、左右肩甲骨破片、寛骨破片、左上肢

骨、右下腕骨、右大腿骨、左脛骨などがある。 

〔出土遺物〕人骨を覆っていた礫がある（第99図）。幅約22cm、長さ約23cm、厚さ約4.5cm

とほぼ均一な厚さをもつ扁平な砂岩で、半欠品と思われる。上面には斜方向の、裏面には上

下方向の顕著な研磨痕が認められる。裏面には鼓打痕も認められ、台石、あるいは砥石とし

て使用されたものを墓石に転用したものと考えられる。 

第11号（第99図） 

〔遺構の確認〕ＣＬ41区南東部に位置している。ＣＬ41-16層を掘り込んでいる土壙内から

新生児もしくは胎児骨が1体分検出された。 

〔平面形・規模〕土壙は南壁が明確ではないが、北壁に比して南壁側が幅広の南北に長い

不整形の平面形をもち、西壁は巨大な礫をそのまま壁としている。規模は南北約25cm、東西

約20cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ41-16層の暗褐色(10ＹＲ3/3)土層を壁・底面としている。壁の立ち上が

りは急で、最も良く残る北壁で約7cmの壁高をもつ。底面はほぼ平担でわずかに南東方向に傾

斜している。 

〔埋土〕土壙中には16層に近似する暗褐色土が認められるが、アサリ、ハマグリなどを多

く含んでいる。 

〔埋葬人骨〕土壙北西部に頭部を置き、北東部を体幹骨が伸び、南半に四肢骨が集中して

いる。出土した骨には頭骨片、椎骨と肋骨の破片、左右鎖骨片、右肩甲骨片、左寛骨片、左

右上肢骨、左右下肢骨があり、左上腕骨、右下腕骨、左大腿骨が破損している。 

第12号（第99図） 

〔遺構の確認〕ＣＬ39区の北東隅に位置している。ＣＬ39-36層を掘り込んでいる土壙内か

ら新生児もしくは胎児骨が1体分検出された。 

〔平面形・規模〕土壙は南壁が明確ではないが、北壁に比して南壁側が幅広の南北に長い

不整形の平面形をもち、西壁は巨大な礫をそのまま壁としている。規模は南北約25cm、東西

約20cmである。 
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〔壁・底面〕ＣＬ39-36層の破砕されたアサリを主体とする貝層を壁、底面としている。 

壁の立ち上がりは北壁では急に立ち上がっているが南半に行くにしたがって明瞭でなくなる。 

壁高は北壁で約6cmある。底面は南に向ってゆるく傾斜しており、本来南壁があったと思われ

る部分から少し急傾斜となっている。 

〔埋土〕土壙内に木炭の混入が多く、貝の混入の少ない黒褐色(7・5ＹＲ2/2)シルトが認め

られる。 

〔埋葬人骨〕南壁が崩れているため、頭骨は流れているが、南壁ぎわに頭部があり、体幹

骨は西壁ぞいに北壁ぎわに伸び、下肢骨が北壁ぎわに位置している。出土した骨には頭骨片、

椎
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骨と肋骨の破片、右鎖骨、左寛骨、定着下肢骨がある。 

 

３．埋葬犬骨と出土遺物 

貝層部分を中心として22体の埋葬犬骨が出土している。多くの犬骨は土壙に埋葬されてい

るが、土壙等が明らかでない例もある。（第100図) 

第1号犬骨(第101図) 

〔遺構の確認〕ＣＭ40区北壁ぎわのほぼ中央に位置してい乱CM40-4ａ層上面が確認面であ

る。 

〔平面形・規模〕東壁が木の根による撹乱で明らかでないが、平面形は東西約75㎝、南北

約45㎝の東西に長い楕円形と思われる。 

〔壁・床面〕ＣＭ40-4ａ層の混貝土層を壁・床面としている。ＣＭ40北壁断面図で見ると

壁高は約30㎝あり、壁の立ち上がりはゆるやかである。床面はほぼ平坦で、南に向ってゆる

やかに傾斜している。 

〔埋土〕ＣＭ40-4ａ層と同じく木炭粒を多く含み、4ａ層に比して黄色味の強い暗褐色(10

ＹＲ3/3)シルトが土壙内に認められる。 

〔埋葬犬骨〕右側を上にして、頭部を南半に置き、体幹骨は東壁から北壁ぞいに強く屈曲

している。前肢は体軸にそって伸展し、後肢は強く屈曲してい乳頭蓋の一部を欠いている。 

第2号犬骨(第102図) 

〔遺構の確認〕ＣＭ40区の西壁、ＣＭ39間のベルト中で確認されれ確認面はＣＭ40-4ｂ層

の貝層上面である。 

〔平面形・規模〕土壙の南半を大きく欠いており・平面形等は不明であるが、東西長約35cm・

南北残存長約25cmである。 

〔壁・床面〕ＣＭ40-4ｂ層のアサリを主体とする貝層を壁・床面としている。壁の立ち上

がりはゆるやかで、最も良く残る北壁で約5cmの壁高をもつ。床面はほぼ平坦で南西方向にゆ

るく傾斜している。 

〔埋土〕アサリが多く、木炭が少量混入する黒褐色(10ＹＲ2/3)シルトが土壙内に認められ

る。 

〔埋葬犬骨〕土壙南半に右側を下にした姿勢で、頭骨と頸椎が西から東に並び、北壁ぎわ

に腰椎が腹側を南に向け右側を上にして東から西に並んでいる。腰椎の大部分と肋骨、前肢

骨、左後肢骨は土接南半部に位置していたものらしく失なわれている。 

第3号犬骨(第103図) 

〔遺構の確認〕ＣＭ41区の北西隅から、ＣＭ41-6層上面で確認された。 

〔平面形・規模〕平面形は不整の楕円形で、南北長約45cm、東西長約40cmある。 
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〔壁・底面〕ＣＭ41-6層の暗褐色(10ＹＲ2/3)シルト層を壁・底面としている。最も残りの

良い北壁で約16cmの壁高があり、壁の立ち上がりも急激であるが、南壁は明瞭ではない。底

面はゆるく弧を描きながら南に向って昇っている。 

〔埋土〕貝や木炭をわずかに含む黒褐色(7.5ＹＲ3/2)シルトが土壙内に認められる。 

〔埋葬犬骨〕全身骨がほぼ完全に残る。まず左上肢骨から土壙底中央に納め、頭部は北壁

土壙底に接している。右側を上にして、体幹骨は西壁、南壁ぞいを強く屈曲して伸びており、

前肢、後肢も強く屈曲している。 

〔出土遺物〕屈曲する埋葬犬の腹腔部分から計5個のサケ料の椎骨が出土している。このう 
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ち４個はほぼ完全な椎体を残している。 

第4号犬骨 

〔遺構の確認〕ＣＬ41区の南半、ＣＬ41-9層の貝層中より一括状態でほぼ1体分の幼犬骨
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が出土したが、土壙などは認められなかった。 

〔埋葬犬骨〕ほぼ水平に東方向に向いた頭骨の下から上肢骨が東に伸びている。わずかに

東方向に離れて左下腿骨近位端が認められた。出土した骨には頭骨、下顎骨、頸椎、左右上

肢骨左寛骨片、左大腿骨近位端、左下腿骨近位端などがある。 

第5号犬骨（第104図） 

〔遺構の確認〕ＣＫ39区の南東隅、ＣＬ39区北壁中の、ＣＬ39-30層中で確認された。 

〔平面形・規模〕北西隅をトレンチ掘りの際の削平によって失い、東壁は撹乱によって不

明となっているが、東西約60cm、南北約35cmの規模の東西に細長い楕円形の平面形をもつ。

土壙ほぼ中央に約20×15cmの大きさで、深さ約5cmの撹乱壙が認められる。 

〔壁・床面〕ＣＬ39-30層の混生貝層を壁、底面としている。壁は北壁と南壁しか残らない

が、北壁で約10cm、南壁で約5cmの壁高をもち、壁の立ち上がりはやや急である。底面は南西

方向にゆるやかに傾斜している。 

〔埋土〕やや粘性をもち、木炭を含む黒褐色(10ＹＲ2/3)シルトが認められた。 

〔埋葬犬骨〕後世の撹乱により、埋葬姿勢は不明であるが、土壙東半に頭骨破片が分布し、

上腕骨、肩甲骨も頭骨周辺で出土している。出土した骨には不完全な頭骨、左右下顎骨、大

部分の頸椎、復権、腰椎の一部、肋骨片、左肩甲骨片、左右上腕骨、左右犬腿骨などがある。 

第6号犬骨 

〔遺構の確認〕ＣＬ39区の南壁を除去する際、ＣＬ39-30層の混土貝層中から1体分の犬骨

が一括状態で出土したが、土壙等は不明であった。 
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〔埋葬犬骨〕頭骨は北西方向を向き、体幹骨は南東方向に伸びている。頭骨以外の各骨は 

南東方向にわずかに流れていて、南東端に左右寛骨が位置している。四肢骨は体軸の右側に

右前肢骨が屈曲した状態で、左後肢骨が寛骨部分に集まって出土している。出土した骨には

頭骨、左右下顎骨、椎骨の大部分、肋骨片、左右肩甲骨、左右寛骨、右前肢骨、左下腕骨片、

左後肢骨、右大腿骨片などがある。 

第7号犬骨（第105図） 

〔遺構の確認〕ＣＭ42区の北西隅に位置し、ＣＭ42区西壁を除去する際検出された。確認

面はＣＭ42-5層である。 

〔平面形・規模〕東側は発掘時の削平によって失なっており、西・南壁も明らかではない

が、直径約45cmのほぼ円形の平面形をもつ。 

〔壁・底面〕ＣＭ42区-5層の多量の焼貝の混じる明赤褐色焼土層を壁、床面としている。 

残存する北壁で、壁高は約5～15cmあり、壁の立ち上がりは急角度である。床面はほぼ平坦で

南に向ってゆるく傾斜している。 

〔埋土〕アサリの焼貝が含まれる明赤褐色の焼土が土壙内に見られるが、5層に比して土色

が暗く、規則性が認められない。 

〔埋葬犬骨〕頭部を背方に反転させる姿勢で、左側を上にして埋葬されている。頭部は北

西隅にあり、椎骨列は南方向から反転して、北壁東半にそって東壁ぎわを屈曲しながら伸び、

腰部を欠いている。前肢骨は体軸に沿って強く屈曲している。後肢骨も屈曲している。 
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第8号犬骨(第106図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ40区の東壁ぎわほぼ中央に位置している。ＣＬ40-23層上面で、頭骨と

環椎、左右寛骨、左大腿骨、右脛骨などが最初に見つかったが、精査の結果、これらの骨は

その上部に位置する23層を掘り込んだ土壙から流れたものと判明した。 

〔平面形・規模〕南半を欠くが本来は南北に長い楕円形の平面形をもつと思われる。東西

長で約40cmある。 

〔壁・底面〕ＣＬ40-23層の黒褐色混貝土層を壁・底面としており、最も残りの良い北壁で

約15cmの壁高がある。壁の立ち上がりは各壁ともゆるやかである。底面は中央部がわずかに

窪むが、全体的には南西方向に傾斜している。 

〔埋土〕木炭、土壙内に残っている貝殻を含む黒褐色(10ＹＲ2/2)シルトが土壙内に認めら

れた。 

〔埋葬犬骨〕頸椎や上肢骨の位置から、右側を上にして腹側を西に向けた埋葬姿勢で、頭

部は背側に反転していたものと考えられる。また、わずかに残る腹椎の位置から、脊柱列は

腹側 
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下にして東壁ぎわを南に伸びていた可能性があり、体幹部は大きく回転しながら屈曲してい

たものと思われる。上肢骨は強く屈曲している。また、土壙内に残らない骨も主な四肢骨は

すべて出土している。 

〔出土遺物〕土壙東端の埋土から骨鏃が1点出土している。 

第9号犬骨(第107図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ39区東端中央よりやや北に位置し、ＣＬ39区東壁中で確認された。確

認面はＣＬ39区33層上面である。 

〔平面形・規模〕東壁中央が東側に突き出す不整の隅丸方形で、規模は南北長約45cm、東

西長約50cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ39-33層の木炭混入の多い混貝土層を壁・床面としている。全体的に壁の

残りは悪く約1～5cmの壁高しかない。壁の立ち上がりは比較的急である。床面は中央部がや

や高くなりながら全体的には南方向に傾斜している。 

〔埋土〕木炭や貝が少量混入する暗褐色（10ＹＲ3/3）シルトが土壙内に認められた。 

〔埋葬犬骨〕左側を上にして体幹骨を強く屈曲して埋葬されている。頭部を北東隅に置き

体幹骨は腹を内側にして、東壁、南壁に沿って西壁中途まで伸びている。頭部は腹側ではな

く外 
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側を向く不自然な形で、前肢、後肢は強く屈曲している。 

第10号犬骨(第108図) 

〔遺構の確認〕ＣＫ40区の南西端、ＣＫ39区東壁を除去する際に出土した。確認面はＣＬ

39-33層上面である。 

〔平面形・規模〕西壁を当初の掘り過ぎで失い、南壁は明瞭ではないが、東西方向に長い

楕円形の平面形をもつと思われる。東西長は現存で約45cm、南北長は約40cmある。 

〔壁・底面〕9号犬骨同様ＣＬ39-33層の混貝土層を壁、床面としている。壁の残る北、東

壁での壁高は約5cmで、壁の立ち上がりは急である。床面は中央部がやや窪むが全体的に南方

向にゆるやかに傾斜している。 

〔埋土〕木炭を少量と貝を多く含む暗褐色(10ＹＲ3/3)シルトが土壙内に認められた。 

〔埋葬犬骨〕左側を上にして埋葬されている。頭部を南東隅に置き、体幹骨は腹部を内側

にして南壁から西壁中央部まで壁に沿って屈曲している。前肢骨は頭骨の下付近で強く屈曲

して括り、後肢骨は左右とも前肢骨部分に伸ばしている。頭骨は背の方に反転して右を上に

している。 

〔出土遺物〕壺形土器口頸部資料が1点出土している。口頸部は直立気味に立ち上がり、端

部が肥厚する。口唇部には頂部二分の山形突起が配され、対応する頸下部には瘤状突起が貼

付される。口頸部には平行沈線文が描かれ、中央部を除いてＬＲ斜縄文が充填される。 

 178



第11号犬骨(第109図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ40区東端ほぼ中央、ＣＬ40区東壁中で確認された。確認面はＣＬ40-25

層層上面である。 

〔平面形・規模〕西壁南半～南壁西半が明確ではないが、隅丸方形の平面形で、南北長約

60cm、東西約50cmと南北にやや長い。 

〔壁・底面〕ＣＬ40-25層の混生貝層を壁・底面としている。残りの良い北壁で約10cmの壁

高があり、壁の立ち上がりはゆるやかである。底面は全体的に南方向にゆるく傾斜している。 

〔埋土〕木炭、貝の混じる黒褐色(10ＹＲ3/2)シルトが土壙内に認められた。 

〔埋葬犬骨〕左を上にし、頭は北西隅にある。体幹骨は北壁中央から東壁南端まで腹部を

内側にして、ゆるく屈曲しながら壁ぎわを伸びている。四肢骨は、前肢、後肢共に屈曲して

いる。 
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頭骨は土壙外面を向き、右を上にするようにねじれている。寛骨の左右腸骨部分のほぼ中央

の位置で糞石が1点出土している。 

〔出土遺物〕腸骨部分から出土した糞石が1点ある(第18図版) 

第12号犬骨(第110図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ41区西壁ぎわの北端に近い部分に位置している。確認面はＣＬ41-16

層上面である。 

〔平面形・規模〕南壁を欠くが北東・南西方向に長い不整楕円形の平面形で長軸長約55cm、

短軸長約40cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ41-16層の暗褐色土層を壁・床面としている。最も残りの良い北壁で約7

～15cmの壁高がある。壁の立ち上がりは急である。床面はほぼ平坦で全体的に南西方向に傾

斜している。 

〔埋土〕木炭や貝が少量混じる暗褐色(10ＹＲ3/3)シルトが土壙内に認められた。 

〔埋葬犬骨〕左を上にして埋葬されているが、腰椎以下ではほぼ仰向け状態となっている。 

北西隅に頭部があり、体幹骨は北、東壁沿いに屈曲しながら伸びており、頸、腰椎の境あた

りの屈曲が強い。後肢骨は体軸の左側に倒れ屈曲している。前肢骨は右が体軸の右側を、左

が左側を後肢骨に向って伸びている。 
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第13号犬骨(第111図) 

〔遺構の確認〕ＣＭ41区のほぼ中央に位置し、ＣＭ41-26層上面で確認された。 

〔平面形・規模〕平面形は丸味を帯びた台形状で、規模は北辺が約35cm、南辺が約50cmで

南北長は約35cmと東西に長い。 

〔壁・底面〕ＣＭ41-26層の暗褐色混貝土層を壁・底面としている。最も残りの良い北壁で

約10cm、残りの悪い南壁で約2cmの壁高があり、壁の立ち上がりはゆるやかである。東壁の北

端と南端に大きなアカニシが、南壁ほぼ中央に円礫が置かれている。床面はほぼ平坦である。 

〔埋土〕26層よりやや黒味が強く、貝を少量、木炭を多く含む黒褐色（10ＹＲ2/3）シルト

が土壙中に認められた。 

〔埋葬犬骨〕左を上にして埋葬されているが、頭部は南東隅のアカニシに後頭部を乗せる

形で、東壁沿いに下顎骨を下にして北を向いている。体幹骨は北壁中央から南壁西半に沿う

ように伸びている。前肢は強く屈曲するが、後肢は右がゆるく屈曲し、左が左上肢骨付部分

の方に向いて伸びている。体軸と頭骨の向く方向は同じであるが、頸椎の状態を見ると、頸

椎は背方に反っており、一旦、首の部分で起こしてから頭を体軸と同一方向に向けたものと

思われる。 

第14号犬骨（第112図） 

〔遺構の確認・重複〕ＣＭ41区北東隅に位置し、一部東壁下となっていた。確認面は13号、

15号犬骨と同じＣＭ41-26層上面である。西半部は15号犬骨と重複しており、14号犬骨の方が 
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15号犬骨より新しい。 

〔平面形・規模〕南壁は明らかでないが、平面形は南北に長い楕円形で、北半に比して南半

の幅が狭い可能性がある。規模は南北長約55cm、東西長約40cmである。 

〔壁・底面〕ＣＭ41-26層の暗褐色混貝土層を壁・底面としており、15号犬骨と重複する部

分の西壁は15号犬骨土壙埋土を壁としている。最も残りの良い北壁で約15cmの壁をもち、壁の

立ち上がりは急であるが、その他の壁の立ち上がりはゆるやかである。床面は中央がやや窪む

が全体的には南にゆるく傾斜している。 

〔埋土〕魚骨を多く含む黒褐色(10ＹＲ2/3)シルトが土壙内に認められた。重複する15号犬

骨 
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の埋土より、やや明るい土色を示している。 

〔埋葬犬骨〕左側を上にして埋葬されている。西壁中央部から北壁いを伸びる体幹部の屈曲

は強い。北東隅に位置する頭部は後方に大きく反転して右側を土としている。前肢骨、後肢骨

は共に南に伸展しており、前、後肢骨が合わされている。 

〔出土遺物〕埋土から深鉢形土器の口頸部資料が1点出土している。口頸部は外傾して立ち

立り、端部が内弯気味になる。口唇部には項部二分の山形突起がつき、この部分を含めて口縁

端部は内側が肥厚する。口縁端部にはＬＲ斜縄文が施文され、下位の横位平行沈線下の頸部に

は円文、弧線文が組み合う入組文風の文様が摩消手法で描かれている。文様区画内にはＬＲ斜

縄文が施文される。 

第15号犬骨(第113図) 

〔遺構の確認・重複〕ＣＭ41区北東隅、14号犬骨の西側に位置しており、東半は重複してい

る。確認面はＣＭ-26層上面で、14号犬骨と同じであるが、重複関係から14号犬骨より古い。 

〔平面形・底面〕平面形は北東-南西方向に長い長構円形で、規模は長軸長約45cm、短軸長

約25cmである。 

〔壁・床面〕ＣＭ41-2ａ層の暗褐色混貝土層を壁、底面としている。14号と重複している部

分の壁は低いが、約3～10cmの壁高をもち、その立ち上がりは急である。床面はほぼ平坦であ

るが、わずかに南西方向に傾斜している。 
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〔埋土〕アサリなどの貝が小量混じる黒褐色(10ＹＲ2/3)シルトが土壙内に認められた。 

〔埋葬犬骨〕右側を上にして埋葬されており、体幹骨は土壙長軸にほぼ沿って、南西から北

東方向に屈曲しながら伸びているが、腰椎部分は仰向けとなっている。頭部は背方に大きく

180°回転しながら反転しており、脊椎上に頭頂を東に向けて乗せている。前肢は西壁ぎわを

後肢方向に伸び、その指骨は左に倒れ、強く屈曲している後肢の趾骨と重なっている。この埋

葬犬骨の腹腔部分にあたる土壙南部で多くの糞石が出土している。 

第16号犬骨(第114図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ39・40区のほぼ境界上の南端近く、ＣＬ39東壁に位置している。確認面

はＣＬ39-36層である。 

〔平面形・規模〕北面隅を掘り過ぎで失い、南壁は明瞭でないが、平面形は東西に長い楕円

形と思われる。規模は東西長約50cm、南北長約40cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ39-36層の破砕貝層を壁・底面としている。壁は北壁と東壁しか残存せず、

その壁高も約2～5cmと低いが、その立ち上がりは急である。床面は中央でやや窪むが、全体的

には南方向にゆるやかに傾斜している。 

〔埋土〕貝や木炭が多量に混じる暗褐色(10ＹＲ3/3)シルトが土壙内に認められた。 
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〔埋葬犬骨〕左を上にして埋葬されている。頭部を南東隅に置き、体幹骨は南、西壁に沿っ

て強く屈曲している。四肢骨は前肢、後肢共に強く折り曲げている。 

第17号犬骨(第115図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ40区の南西端、ＣＬ39区東壁中で検出された。確認面はＣＬ39-37層上

面である。 

〔平面形・規模〕東側を当初の掘り過ぎで失い、南壁は明瞭ではないが、平面形は本来は東

西に長い楕円形を呈していたと思われる。残存規模は東西長約40cm、南北長約35cmである。 

〔壁・床面〕ＣＬ39-37層の木炭の混入の多い黒褐色土を壁・底面としている。壁の残る北、

西壁で約5cmの高さをもち、壁の立ち上がりは比較的急である。床面はほぼ平坦で南方向にゆ

るやかに傾斜している。 

〔埋土〕37層に近い黒褐色シルトが土壙内に認められたが、貝を含んでいる点で37層と異な

っている。 

〔埋葬犬骨〕左を上に埋葬されている。東壁中央から西壁南端に体幹骨が伸び、さらに西壁

に沿って屈曲している。頸椎部分で背方に大きく反っており、頭骨はさらに体軸方向に反転し

ている。前肢骨と右後肢骨は強く屈曲しているが、左後肢骨は東に伸展しており、下腿骨が首

の上に乗っている。 
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第18号犬骨(第116図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ39区の北端ほぼ中央に位置している。確認面はＣＬ39-37層上面であ 

る。 

〔平面形・規模〕南壁は検出できなかったが、平面形は南北に長い長楕円形と思われる。規 

模は南北長約50cm以上、東西長約30cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ39-37層の木炭混入の多い黒褐色土を壁・底面としている。最も保存の良 

い北壁で約20cmの壁高をもち、南に向って徐々に壁高を減じている。壁の立ち上がりは急であ 

る。底面はほぼ平坦で、南にゆるく傾斜している。 

〔埋土〕木炭の混入の多い黒褐色(7.5ＹＲ2/2)シルトが土壙内に認められた。 

〔埋葬犬骨〕頭骨を含む前半身は左側を上に、後半身は反転して右側を上に埋葬されている。 

頭骨は南西隅に置き、体幹骨は東壁中央まで斜めに伸び、それ以後は東壁北半と北壁に沿って

屈曲している。後肢骨は左右とも共頸部方向に伸展しているが、前肢骨が屈曲していたか伸展

していたかは下腕骨が原位置になく、流れているため不明である。 
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第19号犬骨(第117図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ39区の南端、ほぼ中央、ＣＬ39区南壁中で検出された。確認面はＣＬ39-37

層上面である。 

〔平面形・規模〕壁は検出されなかったが、埋葬犬骨の北壁に礫2個と土器底部が並んでお

り、これを北壁として土壙を作っていると思われる。その規模は南北約30cm、東西約25cmの範

囲である。 

〔壁・底面〕北側に並ぶ礫と底面の間に約5cmの差があり、これを北壁に利用している。Ｃ

Ｌ39-37層の黒褐色土を底面としており、ほぼ平坦で北から南にゆるやかに傾斜している。 

〔埋土〕木炭が多量に、

貝がわずかに含まれる黒褐

色(10ＹＲ2/3)シルトが土

壙の範囲に認められた。 

〔埋葬犬骨〕幼犬で、撹

乱により埋葬姿勢は明らか

でないが、頭部を西壁南半

に置き、左側を上にして埋

葬されていると思われる。

頭骨、左下顎骨、右肩甲骨

と左尺骨を欠く前肢骨、左

右頸骨、少量の椎骨と肋骨

などが出土している。 

 

第20号犬骨(第117図) 

〔遺構の確認〕ＣＭ40区

の南西端、ＣＭ40区西壁中

で検出された。確認面はＣ

Ｍ40-9層上面である。 

〔平面形・規模〕大半が

削平され、わずかに残る土

壙底に埋葬犬の一部が残る。 

平面形は南北に長い楕円形 
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で、残存規模は南北長約20cm、東西長約15cmである。 

〔壁・底面〕ＣＭ40-9層の黒褐色土層を壁・底面としている。壁・底面の区別が判然としな

いような浅い窪みで、全体的に南に傾斜している。 

〔埋土〕あまりしまりのない黒褐色(10ＹＲ3/2)シルトが土壙内に認められた。 

〔埋葬犬骨〕土壙内から、頭骨片、右下顎骨片、頸椎、左肩甲骨、右下腕骨と 骨が出土し

た。埋葬された犬骨の頭部付近だけが残ったものと思われる。 

第21号犬骨(第118図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ40区の南西端、ＣＬ39区東壁の中で検出された。位置的には16号犬骨の

東、17号犬骨の北にあたる。確認面はＣＬ39-38層上面である。 

〔平面形・規模〕南壁は検出できなかったが、平面形は南北に細長い長楕円形である。規模

は南北長が約50cm、東西長が約35cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ39-37層の地山粒を含む黒褐色土を壁、底面としている。最も残りの良い

北壁で約12cmの壁高をもつ。壁の立ち上がりは比較的急である。底面は中央部でわずかに窪む

が、ほぼ平坦である。 

〔埋土〕37層と近似する土が土壙内に認められたが、37層に比してやや明るい。 

〔埋葬犬骨〕右側を上にして埋葬されている。北に頭部を置き、体幹骨は西壁に沿って直線

的に南に伸びる。頭部は背方に大きく反転しており、左側を上にし東を向いて肩部に乗ってい 
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る。四肢骨はすべて屈曲しており、左前肢骨の屈曲がやや弱いほかは強く折りまげている。 

第22号犬骨(第19図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ41区の北東隅に位置している。確認面はＣＬ41-20層上面である。 

〔平面形・規模〕南壁が明瞭ではないが、平面形は南北に長い楕円形である。規模は南北長

が約55cm、東西長が約50cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ41-20層の褐色土層を壁・底面としている。最も良く残る北壁で約18cmの

壁高をもち、南へ向って徐々に低くなる。壁の立ち上がりは北・東壁は急であるが、西壁はゆ

るやかである。底面はほぼ平坦で、わずかに南に傾斜している。 

〔埋土〕土壙内にはＣＬ40-19層の黒褐色土に近似し、20層より暗い暗褐色土が認められた。 

〔埋葬犬骨〕右を上にして埋葬されている。東壁北端の土壙底に頭を付け、南を向く形で頭 
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骨があり、体幹骨は北壁から西壁中央まで壁沿いに屈曲しながら伸びている。腰椎と寛骨を欠

くが、本来は西壁ぎわをその南端まで伸びていたと思われる。後肢骨は屈曲し、前肢骨は後肢

骨の下腿遠位端付近にわずかに屈曲しながら伸びている。 

 

４．埋葬猪骨 

埋葬犬骨と同様に、土壙内に埋葬された状態で1体分の全身骨格が発見された猪骨が2例ある。 

第1号猪骨(第120図上) 

〔遺構の確認〕ＣＬ41区の南半ほぼ中央に位置している。確認面はＣＬ41-16層上面である。 

〔平面形・規模〕南壁は検出できなかったが、平面形は隅丸方形で、規模は東西長が約22cm、

南北長が約20cmである。 

〔壁・底面〕ＣＬ41-16層の暗褐色土を壁・底面としている。残存壁高は約2～5cmと低く壁

の立ち上がりはゆるやかである。底面はほぼ平坦で、ゆるく南に傾斜している。 

〔埋土〕土壙内に16層に近似する暗褐色土が認められたが、16層に比して貝の混入が多い。 

〔埋葬猪骨〕左を上にして埋葬されている。西壁北端に後頭部があり、脊椎は北壁沿いに並

んでいる。この後頭部と西壁南端に位置する右下顎骨、椎骨、左右上腕骨などは埋葬時の自然

位を残している。上腕骨の南に位置する左下顎骨、左尺骨、 骨、頭骨乳様突起部と土壙東半

にある左腸骨、左右脛骨、土壙南端の左腫骨などは原位置を動いたものである。このイノシシ

の年令は下顎骨に乳歯(dm4)が萌出しつつある段階で、生後1．2ヶ月位の幼獣と思われる。 

第2号猪骨(第120図下) 

〔遺構の確認〕ＣＭ42区の南西隅、ＣＭ42南壁中で検出された。確認面はＣＭ42-10層上面

である。 

〔平面形・規模〕土壙の平面形は略円形で、規模は径約30cmである。 

〔壁・底面〕ＣＭ42-10層の黒褐色混貝土層を壁・底面としている。壁高は約1～9cmあるが、

壁高の高いのは保存の良い北壁である。壁の立ち上がりは比較的急である。床面はほぼ平坦で、

南西方向にゆるく傾斜している。 

〔埋土〕ＣＭ42-9層に近似する暗褐色土が土壙内に認められたが、9層に若干含まれる貝は

まったく含まれていない。 

〔埋葬猪骨〕右を上にして埋葬されている。頭部を南西隅に置き、体幹部は土壙中央を西か

ら東に伸び、東壁ぎわに寛骨がある。頭骨は背方に反転し、吻端が北を向き、下顎骨が西方に

来るような状態となっている。前肢骨は西壁ぎわを伸展しているが、右上腕骨、 骨を欠い

ている。後肢骨は左大腿骨、中足骨以外は残っていない。このイノシシの年令は下顎骨に乳歯

で 
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あるdi1～dm4が萌出し、第1後臼歯のＭは歯槽からわずかに頭を出す段階で、崩出を完了してい

ないので、生後6ヶ月以前の年令と思われる。 

 

５．土壙と出土遺物 

埋葬人骨や犬、猪などを伴なわない土壙が1基だけ検出されている。 

第1土壙 

〔遺構の確認〕ＣＪ40区の南西部に位置し、表土下の地山面で確認された。 

〔平面形・規模〕平面形はやや不整の楕円形で、規模は東西長約1.7ｍ、南北長約1.4ｍと東

西に長い。 

〔壁・底面〕地山を壁・底面としている。壁高は約21～41cmあり、壁の立ち上がりは比較的

急である。底面はゆるやかに凹んでおり、壁との境界が明確ではない。 
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〔堆積土〕堆積土は全部で7層認められた。1・2層は土壙上部にレンズ状に堆積しており、3・

4層は東方向から、5～7層は西方向から流入堆積した状況を示している。 

〔出土遺物〕堆積土中から壺形土器の胴部資料が1点出土している。胴部は縦長で最大径は

9.5cmである。胴上部には平行沈線による逆Ｓ字状文様が横位連結3単位で描かれ、上下にはこ

れと組み合う形で弧状のモチーフが描かれる。区画内にはＲＬ斜縄文が充填され、文様の要所

には瓜形の刺突文が施される。大湯式に相当するものである。 

 

６．竪穴住居跡と出土遺物 

貝層下土層から竪穴住居跡が2軒検出された。 

第1住居跡(第122図) 

〔遺構の確認〕ＣＭ40・41区で検出された。確認面は地山面に近いＣＭ40-9層中、ＣＭ41-29

層上面である。 

〔重複・増改築〕住居内に部分的ではあるが、2重の周溝が認められる。また検出された柱

穴の数も多いことから、重複、改築も考えられるが、詳細は不明である。 

〔平面形〕西壁が検出できず、また住居南半を欠くため平面形は明らかではないが、不整の

円形と考えられる。残存部の東西長約5.5ｍ､南北長約3.1ｍで、住居内面積は約11.8ｍ2である。 

〔堆積土〕2層認められれ第1層は地山粒を多く、木炭を少量含む黒褐色シルトで壁、床面を

覆うことはない。第2層は第1層より地山粒の含有率の多い暗褐色シルトで壁、床面を覆ってい

る。 

〔床面〕北半では地山を掘り込んで床面としているが、南半は地山粒を多量に含む暗褐色シ

ルトを埋土にして貼り床としている。床面はほぼ平坦で、やや南に傾斜している。 
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〔壁〕ＣＬ40-27層の褐色シルト、地山を壁としている。西壁南半は検出できなかったが、 

残存する壁の壁高は約20～50cmあり、その立ち上がりは、下部で急で、上部でゆるやかとなっ

ている。 

〔周溝〕北壁西半から西壁ぎわに、壁の下場から約0.5～1ｍ内側に入った所と約1～1.5ｍ 

内側に入った所に2条の周溝が周っている。外側の周溝は幅約10～25cmで、深さ約10～20cm、

周溝内には8個の浅い小ピットが検出されている。内側の周溝は幅約10～15cm、深さ約5～27cm

である。いずれも断面は｢Ｕ｣字形をしている。また、この2つの周溝は西側で約10cm、北側で

約50cmの間隔しか持たず、近接している。 

〔柱穴〕住居内より周溝内の小ピットを除いて24個のピットが検出されているが、Ｐ22～Ｐ24

は貼り床下で検出されたものである。ピットのうちＰ1～P8、Ｐ22の9個からは柱痕跡が検出さ

れた。柱痕跡が検出されたピットを中心にその位置関係を検討すると、Ｐ3～Ｐ8は周溝あるい

は壁に接しており、同じく周溝に接するＰ9、Ｐ10、Ｐ11、Ｐ14、Ｐ15と共に壁柱穴であった可能

性があり、住居跡中央寄りに位置するＰ1、Ｐ2は主柱穴の可能性がある。また、住居の拡張を

考えると壁ぎわに位置するＰ30～Ｐ32は拡張時の壁柱穴の可能性があるが、その場合には壁柱

穴と考えたピットのうち柱痕跡をもつものが主柱穴である可能性が強い。 

〔その他の施設〕住居跡西壁ぎわと考えられる床面上で約45×40cmの範囲で焼面が検出され

た。また、住居東端に位置するＰ13、Ｐ18は他のピットに比して規模が大きく、Ｐ13の北壁ぎわ

には大きな礫が認められた。これらのピットが貯蔵穴状のピットである可能性もある。 

〔出土遺物〕堆積土や床面から遺物が出土している。床面上から出土した遺物には北西隅に

認められたフレーク群第1集中地点とほぼ中央部に認められたフレーク群舞2集中地点がある。 

縄文土器（第123図1～9） 

深鉢 

口縁部資料 

ａ：口縁部が外反するもの(第123図1～3)。 

波状口縁のもの(1)と平口縁のもの(2・3)がある。前者は隆沈線によって縦位｢∩｣状文、円

文が描かれ、縦位｢∩｣状文内に縄文が充填されている。後者は沈線によって区画文が描かれ、

区画内に縄文が充填されている。 

ｂ：口縁部が外傾するもの(第123図8・9)。 

平口縁で、地文が施文されている。 

胴部資料 

隆沈線(第123図4)や沈線(第123図5～7)によって文様が描かれている。前者は区画文、 
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後者は5・5が縦位の｢∩｣状文が描かれている。また、7も同様な文様が描かれていると思われ

る。いずれも区画内に縄文が充充填されている。 

石器(第123図10～第127図) 

定形石器では尖頭器(第123図10)、石錐（第123図11～12）不定形石器では第123図13～17及

び第1集中地点出土の6点(第124図1～6)がある。礫石器では敲石(第127図3～5)が出土している。 

第2集中地点出土の第125図1～9、第126図1～2は同一母岩から剥離された剥片である。第125

図1～3は接合資料で、1を剥離後、90度の打面転移を行なって3→2を剥離している。第125図4

～5も接合する。第1集中地点は不定形石器を保管した第2集中地点と違い、これから石器素材

として利用する剥片を保管した場所であろう。 

第2住居跡(第128図) 

〔遺構の確認〕ＣＬ-39・40区で検出された。確認面はＣＬ39-38層下の地山面である。 

〔平面形〕北半部の壁しか検出できなかったので、平面形は明らかでないが南北に長い楕円

形と思われる。残存する部分の東西長は約3ｍ、南北長は約3.5ｍで、床面面積は約6.2ｍ2であ

る。 

〔堆積土〕3層認められた。第1層は地山に含まれる小磯や多量の木炭を含む黒褐色土層で、

住居中央寄りに堆積している。第2層は第1層に比して小磯の多く混入する暗褐色土層で、壁、

床面を覆っている。第3層は粘性をもつ黒褐色土層で、住居北半の床面上に薄く堆積している。

この層の上面が生活面の可能性もある。 

〔床面〕北壁ぎわは地山を床面としているが、南半は地山上の堆積層に黒褐色シルトを埋土

として貼り床としている。床面はほぼ平坦で、わずかに南に傾斜している。 

〔壁〕地山を壁としている。最も保存の良い北壁で約60～70cmの壁高をもつが、東、西壁は

南に向って低くなり、その南半は検出できなかった。壁の立ち上がりは比較的急である。 

〔柱穴〕住居跡北半で3個のピットが検出され、そのうちＰ1，Ｐ2、には柱痕跡が認められた。 

〔炉〕住居跡南則に位置している。その南端を当初の掘り過ぎで失なっているが、連続する

2つの石組部からなる複式炉で、平面形は南北に長いダルマ形となる。長軸方向はＮ-16°－Ｅ

である。北側の石組部Ⅰは約55×80cmの楕円形で、その北半に甕体部下半が埋設されている。

使用されている礫はいずれも偏平を板状のものである。石組部Ⅱは南半が不明で、その規模は

残存部最大幅は約1ｍで、長さ約80cm以上であることしかわからないが、石組部Ⅰに接して残

る東-西両側壁は｢ハ｣の字状に南に向って開いている。底面は石組部Ⅰ・Ⅱ共に火熱を受けて

赤変しているが、石組部Ⅰで著しい。また、石組部Ⅰの底面の方が石組部Ⅱよりも低くなって

いる 
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〔その他の施設〕炉の東方の床面と貼床下の2ヶ所が火熱を受けて赤変している。貼り床下 

の焼面の存在は炉の作り換えの可能性があることを示していると思われる。 

〔出土遺物〕堆積土、床面、炉などから遺物が出土している。住居跡北端の床面上からは押

し潰したような状態で一括土器が出土している。また、炉に埋設されていた甕体部下半部は現

在不明となっている。 

縄文土器(第129図1～8) 

深鉢 

口縁部資料 

ａ：口縁部が外反するもの(第129図1・5)。 

沈線によって区画文が描かれている。1は区画内に縄文が充填されている。 

ｂ：口縁部が内弯気味に直立するもの(第129図6)。 

沈線によって縦位｢∩｣状文・渦巻状下垂線文が描かれ、縦位｢∩｣状文内に縄文が充填され

ている。渦巻状下垂線文の上端は隆線状になっている。 
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胴部資料 

隆沈線(第129図3・4)や沈線（第129図2・7・8）によって文様が描かれている。前者は区画

文、後者では2・7が縦位「∩｣状文が描かれて、区画内に縄文が充填されている。8は縦位の｢∩｣

状文?が描かれるものと思われる。 

石器(第130図) 

箆状石器(第130図1)、敲石(第130図2)、磨石(第130図3)が出土している。箆状石器は片刃を

しており、腹面中央を中心に縦位線条痕があり、背面刃部側の稜の磨滅が潜るしい。 

 

７．溝と出土土器 

溝は4本が検出されている(第1～第4溝、第10図参照)。確認面は表土下の包含層上面、ある

いは地山面である。規模は上端幅が1～3ｍ、深さ0.5～2ｍと一様でなく、断面形も逆台形のも

のとＵ字形のものがある。 

出土土器 

第2～第4藩で各時期のものが出土している。ＣＬ39～41区の大別層位出土土器との対比で個

別の説明を行ってゆく。 

第2溝出土土器(第131図・第132図) 

1・7はⅧ－1層出土土器に相当するものと思われる。1は深鉢で口縁端部に並行沈線とともに

羽状縄文帯が配される。また頸部には磨消手法による曲線文様が描かれ、羽状縄文が充填され

る。2・3は浅鉢である。2は口縁部に縄文帯がめぐり、胴部に磨消手法による曲線文様が描か

れる。3は口径12.7cm、器高5.5cmで口唇部には扁平な突起がつく。文様は重弧線による連弧状

文と思われ、口縁部から胴部に描かれる。4～6は壺で、4は口頸部が長く外傾し、5は短く内傾

する。5は口唇部に小さな突起がつき、口縁部とくびれ部に刻目帯がめぐる。頸部部にはミガ

キが施され、胴部には羽状縄文が施文される。また、7は深鉢で口唇部に山形突起がつき、こ

の突起を結ぶように口縁部に連弧文が配される。連弧文の下位には縄文帯がめぐり、頸部には

曲線的な磨消文様が描かれる。突起の形状は第Ⅶ層出土土器にも似ているが、文様等から第Ⅷ

-1層出土土器の仲間と考えた。 

8～12は第Ⅶ層出土土器に相当するものと思われる。8～11は深鉢である。9～10は平縁で11

は大波状口縁である。9～11の口唇部には項部の二部された突起がつく。いづれも口頸部の文

様は入組文で、8～11は、櫛歯状沈線、9、10は縄文が充填される。なお、8では口縁部に楕円

状あるいは瘤状小突起が貼付され、9・11の突起下にも瘤状小突起が貼付される。12は深鉢か

浅鉢と思われる。口縁部には横位平行沈線と縄文帯が配され、弧状隆帯が向い合う形で2個貼

付される。頸部あるいは体部には入組文が配され、縄文が充填される。 
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13・14は第Ⅵ層出土土器に相当するものと思われる。13は深鉢と思われ、口頸部には入組文 

配され、縄文充填後、瘤状小突起が貼付される。入組文の下位には横位平行沈線で画された縄

文帯がめぐり、瘤状突起が貼付される。胴部はミガキが施される。14は壼である。胴上部に横

位平行沈線で画された縄文帯がめぐり、ボタン状の貼付文が配される。第132図1は注口土器で

ある。多条の沈線によって弧線文様が描かれる。第Ⅶ層出土土器あるいは第Ⅵ層出土土器にて

土器に相当しよう。 

第132図2・3は第Ⅴ層出土土器に相当するものと思われる。2は深鉢で口頸部に横位平行沈線

と入組文が描かれ、刺突で充填される。3は鉢・浅鉢で口縁部は波状を呈し、口縁部から胴部

に入組文が描かれ、刺突で充填される。 

4～9は第Ⅳ－Ⅲ層出土土器に相当する深鉢である。5・6は発達した突起をもち、8・9は波状

口縁を呈する。4・5は刻目が施され、6は突起下に沈線がひかれ、三叉状の彫去が施される。7

は口縁部に三叉文が、8は玉抱き三叉文が配される。7の頸部、9の口頸部文様は入組文で、縄

文が充填される。 

10～14、18～20は第Ⅱ－2層出土土器群土器に相当する。10～14は体で、文様は口縁部に描

かれ胴部には縄文か施される。10、11、14の文様は入組三叉文、12はＣ字状文、13は横位平行

沈線文である。19は台付皿と思われる。口縁部は波状を呈し、全体にミガキが施される。19、

20は活口土器である。19は胴上部に波状入組文が描かれる。20も同様のものと思われる。 

15～17、21は第Ⅱ-1層出土土器に相当するものと思われる。いずれも鉢で、口縁部に文様帯

をもち胴部には縄文か施文される。15・16の文様は半歯状文、17は右下りで横走する沈線に刻

目を加えた文様と魚眼状三叉文の変容文である。21は注口土器で頸下部に横位平行沈線と利点

文が描かれる。他の文様は明らかでない。 

22は第土層出土土器に相当する鉢と思われる。口縁部は外反気味で、小波状を呈する。波頂

部は沈線によって二分される。頸部に横位平行沈線が配される。 

第3溝出土土器(第133図～第137図) 12 137図7) 

第133図～第137図7までは第Ⅷ－1層出土土器に相当するものと思われる。第133図は深鉢口

頸部資料である。3、6、7、19が平口緑で他は大波状口縁である。口頸部は5が内弯し、他では

外傾して開き気味になるものが多く、4、5、8～18では口縁部内側が肥厚する。1～14は口頸部

に文様が描かれ、15～18では口縁端部に刻目帯が配され、頸部はミガキが施され無文帯となる。

同様の刻目は10～14にも認められ、15が一段で他は2段に配される。文様は1、2が口縁部波形

に並行する沈線文で口縁端部はミガキが施され、沈線間には縄文が充填される。3～14は磨消

手法による曲線文様であり、10～13では入組文風に展開する。文様区画内は3、4が縄文で、5

は同一原体による羽状縄文で、6～12は羽状縄文で充填される。18は口縁波形 
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に沿って縄文帯が並行して配される。19は胴部に磨消手法による区画沈線文が描かれ、区画外

には縄文が充填される。 

第134図1～8は深鉢胴部資料である。1は胴下部が筒形を呈するものの胴上部と思われくびれ

部に刻目帯が配され、その間の胴上部に磨消曲線文が描かれ同一原体による羽状縄文で充填さ

れる。2も1同様の器形と思われる。胴上部に横位平行沈線と縦位弧状区切り、沈線が配される。

胴下部は無文でミガキが施される。3、4は胴上部でくびれて口縁部が開く器形であろう、区画

沈線による磨消曲線文様が描かれ、3は羽状縄文で、4は縄文で充填される。5～8は胴下部が筒

形の器形であろう。5は反転平行沈線が、6は横位平行沈線と縦位弧状区切沈線が、7は鋸歯状

沈線が、8は刻目帯と横位平行沈線、縦位区切り弧状線、同平行沈線(3本単位)が描かれる。 

9～14は針あるいは浅鉢である。5は口径31cmを測る大形品で口緑端部に鋸歯状沈線が配され、

胴下部には反転平行沈線と2本単位の縦位区切り平行沈線が配される。文様帯内には縄文が充

填される。10は胴部に文様が描かれ、口縁部はミガキが施される。文様は横位平行沈線と鋸歯

状沈線と思われる。11は口径11.4ｍ、器高5cmの小形品で、口縁部から胴部に入組風の磨消曲

線文が描かれ、同一原体による羽状縄文が充填される。12は胴下部に反転平行沈線が描かれ、

13は胴部に磨消曲線文が描かれ縄文が充填される。14はくびれ部に2段の刻目帯がめぐり、下

位には縄文が施される。 

第135図1、2は高坏である。1は口径11.4cm器高6.2cmを測る。坏部は丸味をもって立ち上り、

口縁端部に4単位で瘤状突起が配される。脚部は底面が僅かにくぼむが柱実となっており、八

字状に開く。文様は坏部に2条の横位平行沈線、脚部に1条の横位沈線がめぐり、縄文が全体に

施文される。2は口径8cmで残存高は3.7cmである。坏部形態は1と似ており、口唇部に4単位で

山形の突起が配される。口縁部、坏部と脚部の境には平行沈線がめぐり、全体にミガキが施さ

れる。脚部の形状は不明である。 

3は脚部資料である。下位に磨消曲線文が描かれ、羽状縄文が充填される。 

4～7は壺である。4は口頸部が内弯し、肩部が張り出すもので、いわゆる瓢形と称される土

器と似た器形を呈するものと思われる。口縁端部と頸下部のくびれ部に刻目帯がめぐり、口頸

部は上位に同一原体による羽状縄文が施され、下位にはミガキが施される。5は頸部資料、6、

7は胴部資料である。5の口頸部文様は4と同様である。6、7は磨消曲線文が描かれ4同様の羽状

縄文で充填される。 

8～17は第Ⅶ層出土土器に相当するものと思われる。8～14は深鉢である。8～11は口頸部資

料でいづれも山形突起をもち、10を除いて項部が刻み込まれる。文様は入組風の帯状文か弧線

文と思われ、8、9は縄文、10、11は羽状縄文、12は櫛歯状沈線で充填される。13・14は胴 
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部資料である。帯縄文による弧状文が描かれ、羽状縄文が充填される。 

15～17は壺の胴部資料である。15は入組文、16はタスキ掛け状入組文、17は連弧状文と思わ

れる。17の連結部には瘤状突起が貼体される。文様区画内は16が縄文、15、17が羽状縄文であ

る。 

18は第Ⅵ層出土土器に相当する浅鉢と思われる。口縁端部に瘤状突起が密に貼付され、胴部

には縄文が施文される。 

19は第Ⅴ層出土土器に相当する深鉢と思われる。口頸部には横位平行沈線と三叉文が描かれ、

沈線間には刺突が施される。 

20、21、第136図1、2は第Ⅳ・Ⅲ層出土土器に相当する深鉢と思われる。20は波状口縁で口

頸部に魚眼状文と三叉状彫去が施される。21は胴部資料で、くびれ部には横長楕円状彫去と瘤

状小突起、胴部には入組文が配される。第136図1は頸部～胴部資料である。頸部には入組文が

描かれ刻目で充填される。下位の文様は第135図21と同様である。 

2は壺あるいは注口土器の口頸部資料である。入組文が描かれ、縄文が充填される。 

3、4は第Ⅷ－1出土土器～第Ⅲ出土土器のいづれかに相当する時期の深鉢である。3は櫛歯状

沈線が縦位に施され、4は縄文が施される。 

7～12は第Ⅱ-2層出土土器に相当するものと思われる。7、8は鉢である。7は頸部でくびれる

ものと思われる。三叉文とＣ字状文が描かれる。8は口縁端部に右下りで横走する沈線に刻目

を加えた文様が描かれ、胴部には縄文が施文される。 

9、10は皿と思われる。口縁部に横位沈線がめぐり、ミガキが施される。 

11、12は注口土器と思われる。波状入組文が描かれる。 

13～17は第Ⅱ－Ⅰ層出土土器に相当するものと思われる。いづれも鉢で口縁部には半歯状文

が描かれる。16は左下りで末端が入り組み、他は左下りで末端が入り組まない。胴部には縄文

あるいは羽状縄文か施文される。 

第137図は1～7第Ⅰ層出土土器に相当するものと思われる。1～5は浅鉢で、1は口縁部が内傾

している。2～5は口縁端部が肥厚し、口唇部に沈刻が施される。文様は口縁部と胴部にあり、

1は口縁部に横位平行沈線と列点文が、2～4は横位平行沈線が、5は横位沈線が描かれる。胴部

文様は雲形文である。 

6は図の底部資料である。円文と弧状文が描かれる。 

7は鉢である。口縁部は直立し端部が肥厚する。胴部は肩が張り出す。口縁部には横位沈線

がめぐり、肩部には横位平行沈線がめぐる。胴部文様は明らかでない。 

第4溝出土土器(第137図8～12) 

8は第Ⅳ・Ⅲ層出土土器に相当する深鉢の口頸部資料である。入組文と三叉状彫去が施され 
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る。9は第Ⅱ－2層出土土器に相当する鉢の口縁部資料である。三叉文が描かれる。10、11は第

Ⅱ－1層出土土器に相当する鉢の口縁部資料である。口縁端部には右下りで横走する沈線に刻

目を加えた文様が描かれ、その下位に10では同様のモチーフの変形文が、11では半歯状文が描

かれる。12は浅鉢である。口唇部に列点文が配され、口縁部には横位沈線、胴部には雲形文が

描かれる。 

 

8．その他の出土土器 

（1）貝層縁辺部出土土器 

ここで取り扱う土器は南側傾面貝層、ＣＬ・ＣＭ38区、42区及びＣＫ38～42区出土のもので

ある。これらの地区から出土した土器は先に述べたＣＬ・ＣＭ39～41区で細別された各層と必

ずしも明確な対比ができないままに取りあげられるなど調査時における遺物取り上げ層位に

疑問を残している。したがって、出土遺物の提示にあたっては前述の貝層下土層、貝層出土遺

物を基に、それと対応させる形で簡単に述べてゆくことにする。 

ＣＬ38区出土土器(第138図、144～88図) 

第138図1～12は、貝層下土第1層（Ⅷ－1層）出土土器に比定できる土器と思われる。 

1は口頸部がわずか内傾し、胴部が張り出す器形のもので1～5は深鉢形土器である。口縁端

部内側が肥厚する。口頭部、くびれ部には横位平行沈線がめぐり、胴部には区画沈線による曲

線文様が描かれ、縄文が充填される。2・3は波状口縁のものである。2は口縁部波形に沿って

沈線がめぐり、波項部では下向きの弧線と組み合い内面にまで連なる長楕円形状の区画をつく

る。また、頸部には区画沈線文様が描かれる。口縁端部とともに縄文が充填され後に区画に沿

って刺突が施される。3は波形に沿って沈線がめぐり項項部では1字状に垂下する。刻目か施さ

れる。4は胴部が筒状を呈するもので底部は安定した大きな平底で、外面には網代痕がみられ

る。全体にミガキが施される。5はくびれ部に横位平行沈線がめぐり、縄文が充填される。 

6は口頸部の内傾する台付鉢形土器である。口縁部、胴部には横位平行沈線がめぐり縄文が

充填される。7は直立する。8・9は内傾する壺形土器の口頸部資料である。7は口縁部に横位沈

線がめぐり、縄文が充填される。9は口頸部に重方形区画沈線文様が描かれる。9は口唇部に項

部が丸味をおびた山形突起が配される。口頸部には横位平行沈線がめぐり、縄文充填後ボタン

状貼付文が配される。10～12は胴部資料である。いづれも胴部の形状は球形に近く、10では底

部が小さな平底になっている。文様をみると10では胴中央部に沈線文が描かれ、下位には横位

沈線がめぐっている。11・12では区画沈線による曲線文様が描かれ、縄文が充填さる。 

13～第139図1～4は、第Ⅵ層出土土器に比定できる土器と思われる。13～16、第139図4は深 
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鉢形土器である。13は口頸部が外傾する平縁のものである。口頸部には、横位平行沈線と入組

風の帯状文が配され、弧線文で連結されるものと思われる。各区画内には縄文が充填され、瘤

状小突起が貼付される。14は胴部資料で、横位平行沈線がめぐり、縄文が充填後、楕円状二分

貼付文が配される。15は口頸部に横位平行沈線がめぐり、口縁端部、沈線間には連続して瘤状

小突起がめぐる。16は頸部資料で入組文が配され縄文充填後瘤状小突起が貼付される。 

第139図4は、口径38cmと大形のもので口頸部は内弯気味に立ち上る。口唇部には突起が連続

して配され小波状を呈し、この部分を含めて口縁端部は内側がわずかに肥厚する。口頸部には

横位平行沈線と入組文が配され、突起下の口縁端部、入組内沈線間には瘤状小突起が貼付され

る。 

第139図17・18は鉢・浅鉢形土器である。17は胴部がわずかに丸味をおび、口縁部は直立気

味で小波状口縁を呈する。口縁部には横位平行沈線がめぐり、縄文充填後瘤状小突起が貼付さ

れる。18は最大径が胴上部に位置し、頸部でくびれ口頸部が外傾するものである。最大径の位

置には縄文帯がめぐり魚眼状突起が付される。 

第139図1～3は壺形土器である。1は口頸部が外傾し口唇部には突起がつく。口頸部には横位

平行沈線がめぐり、瘤状小突起が貼付される。2・3は胴部資料である。2は胴上部に5本の横位

平行沈線がめぐり、沈線間は縄文充填され、円形二分貼付文が配される。3は突起を起点に連

狐文を配したものであろうか、区画内には縄文充填後瘤状小突起が貼される。 

第139図5～11、第140図1は第Ⅴ出土土器に比定できるものと思われる。いづれも深鉢形であ

る。5～9・第140図1は胴部でくびれるもの、10・11は胴部でくびれることなく口縁部まで立ち

上がるものである。11を除いて口唇部には突起がつく。5は頂部の二分された山形突起がつく

もので、口頭部には横位平行沈線がめぐり刻目が施される。6は頂部の丸い小さな突起がつく

もので、口頸部には横位平行沈線と入組文が配され刺突が施される。7・8は頂部が十字状に区

切られる突起をもつものである。8では入組文が配され刺突が施される。9は6と同じである。

10は項部が二分された山形突起が配され、突起下には一本の短沈線が引かれる。口縁部には横

位平行沈線がめぐり、沈線間に入組文が配され櫛歯状沈線で充填される。胴部には縄文が施文

される。11は口頸部に横位平行沈線がめぐり、刺突が施される。第140図1は6と同様である。

くびれ部には横位平行沈線がめぐり、縄文が充填される。 

第140図2～141図9は第Ⅳ・Ⅲ層出土土器に比定できるものと思われる。第140図2～12は深鉢

の口縁部資料で10を除いては口唇部に突起がつき、突起間の間隔が狭く、口縁部が小波状を呈

するもの(11・12)もある。2～9は胴部でくびれるタイプのもので、2では口頸部に横位平行沈

線と入組文が施され刻目で充填後、入組部に円形貼付文が配される。胴部には入組文が配され、

縄文で充填される。3・4も同様になると思われる。また、5～9は同様のモチーフが縄文で充填

されるものである。10・11は胴部でくびれることなく口縁部まで立ち上がるもので、 
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11は口径37.4cmと大形で口唇部には大小の項部二分、未形突起が交互に配され、口縁部には

横位平行沈線と入組文が配され、縄文で充填される。12は胴部に明瞭なくびれをもたないが、

文様帯の構成などは2つグループと似ている。口唇部には頂部三分の山形突起と頂部が丸く、

低平な山形突起が交互に配され、口縁部には前者を結ぶように連続して弧線文が配され、縄文

が充填される。また、頸部にも連弧文と魚眼文が配され、下位には横位沈線がめぐり、沈線間

には横長楕円状沈線が連続して配され、胴部には連弧部と三叉状彫去が施される。 

第140図13～第141図1～5は頸部から胴部にかけての資料である。胴部には入組文が施され、

縄文が充填される。6～9は無文の台付鉢である。7～9では高い高台(脚)がつき、8・9では脚部

に弯曲した菱形の透かしが彫られる。10・11は胴部から口縁部まで直線的に外傾し、10では端

部洲肥厚する。10の口縁部には横位平行沈線がめぐる、11では櫛歯状沈線が縦位に施される。

12は口縁端部がわずかに内弯する。11同様櫛歯沈線が口縁部では縦位に施される。 

13～18は第Ⅱ層出土土器に比定できるものである。13～15・17は胴部でくびれることなく立

ち上がる鉢形土器で口縁部には13～15で入組三叉文が17では羊歯状文のモチーフの一部が口

縁部に展開したような文様が描かれる。また、16は頸部でくびれて口縁部が外反するもので、

口頸部にはＣ字状文と弯曲菱形文が描かれる。18は皿形土器で口縁部には玉抱ぎ三叉文が配さ

れ、胴部には縄文が施文される。 

19は壺形土器の胴部資料で第Ⅰ層出土土器に比定できるものと思われる。肩部には梯子状文

がめぐり、胴部には雲形文が描かれ縄文が充填される。 

ＣＬ42区出土土器(第142図～143図) 

第142図～第143図2は第Ⅷ－1層出土土器に比定できるものと思われる。 

1・2は口頭部が外傾する平縁の深鉢である。1は口頸部に羽状縄文が施文された後、横位平

行沈線がめぐる。2は胴部でくびれてその下半が一度張り出し底部に向う器形のものである。

口縁部、くびれ部に縄文帯がめぐり、頸部、胴部には磨消手法による区画沈線曲線文様が描か

れ、同一原体による羽状縄文で充填される。3～5は波状口縁の深鉢である。3は口径29.5cmほ

どのもので胴部でくびれて、その下半が一度張り出し底部に向う器形である。口頸部が大きく

開いて外傾し、端部が肥厚する。波状部は3単位で項部が三角形状の山形を呈する。口縁端部

には口縁の波形に沿って羽状縄文帯がめぐり、頸部には入組風の帯状文がまた、くびれ部には

横位平行沈線がめぐり、胴部には頸部同様のモチーフが配され、羽状縄文が充填される。 

4は口径32cmほどで、3同様3本単位の波状口縁を呈する。胴下部が筒形で上部で一度張り出

して、さらに開いて外傾する口頸部がとりつくもので、口縁端部の内側は大きく肥厚する。 

文様は同上部に反転平行沈線が配され、縄文が充填される。5は、口縁端に刻目が施され、口

頸部には磨消手法による曲線文様が描かれ、縄文が充填される。6・7は深鉢の胴部資料であ 
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る。6は鋸歯状沈線が7では横位平行沈線と縦位区切り沈線がひかれ、ともに縄文が充填される。 

8～9は鉢形土器である。8は底部がくぼむ小さな平底で胴部から口縁部まで外傾して開き、

端部で内側が肥厚する。胴部には4単位の区画沈線曲線文が配され、縄文が充損される。9も同

様である。第143図1・2は壺形土器口頸部資料である。1は短い口頸部が直立し、端部が肥厚す

る。口縁端部、頸下部には横位平行沈線がめぐり刻目が施される。2は直立気味に外傾し、口

唇部には小突起がとりつく。口縁部に横位平行沈線がめぐり、刻目が施される。 

3～5は第Ⅶ層出土土器に比定できぬものと思われる。いづれも深鉢である。3・4は、口頸部

資料でともに口唇部には頂部の二分された突起がつく、3は口縁端部が内弯気味になり、内側

が肥厚する。口頸部には弧状沈線と横位平行沈線がめぐり、縄文が充填される。4は口頸部に

横位平行沈線がめぐり縄文が充填される。5は胴部に弧線帯、くびれ部に横位平行沈線と縄文

帯がめぐり、楕円状貼付文が配される。 

6～9は第Ⅵ層出土土器に比定できぬものと思われる。6～8は深鉢の口頸部資料で6・7は平縁、

8は波状口縁である。いづれも口縁端部に連続して瘤状小突起が貼付され、6では口頸部に入組

文が配され縄文充填後瘤状小突起が区画内、入組部に貼付される。8は波頂部三角形状を呈し、

波形に沿って沈線がひかれ、口頸部には入組文が配され、入組部、区画の中央部に瘤状ある。

10は第Ⅴ層出土土器に比定できるものと思われる。口頸部が外反する深鉢で口唇部には小さな

山形突起がつく。口頸部には横位平行沈線と入組文が配され、刺突で充填される。くびれ部に

は横位平行沈線がめぐり、下位には縄文が充填される。11は浅鉢形土器で第Ⅳ層・Ⅲ層出土土

器に比定できるものと思われる。口唇部には突起がつきこの部分を含めて口縁端部は肥厚する。

口縁部から胴部には口縁形に沿って沈線がめぐり、縄文が充填される。 

12・13は地文だけのものである。12は胴部から口縁部まで外反気味に開く器形のもので、縄

文が施文される。12は底部が安定した平底で、胴部は外傾して立ち上がり口縁端部内側が肥厚

する。縄文が施文される。 

14～16は第Ⅱ・Ⅰ層出土土器に比定できるものと思われる。ともに鉢形土器で14は口縁部に

は三叉文と横位平行沈線がめぐり、胴部には縄文が施文される。15は波状入組文が配され、ミ

ガキが施される。16は口縁部に羊歯状文が施され、胴部には縄文が施文される。 

ＣＭ42区出土土器(第144図～146図) 

第144図及び第145図1～8は第Ⅷ－Ⅰ層出土土器に比定できるものと思われる。1～11は深鉢

形土器である。1は平縁で口縁端部に横平行沈線がめぐり、刻目が施される。2は波状口縁で口

縁の波形に沿って沈線がめぐり刻目が施され、口頸部には羽状縄文(同一原体)が施文され 
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る。3～10は胴部資料である。3は胴上部に横位平行沈線と、これを区切る2本単位の縦位平行

沈線が配され、縄文が充填される。4は頸部に区画沈線文が配され、下位には横位平行沈線が

めぐり、縄文が充填され部分的に刺突が施される。5～8はくびれ部に横位平行沈線がめぐり、

刻目が施される。5～7の胴上部には区画沈線文が描かれ縄文が充填される。9は胴部に沈線に

よる渦巻文が描かれ周囲に刺突が施される。10は区画沈線曲線文が配され、縄文が充填される。

また、11はくびれることなく外傾して立ち上がる地文だけの深鉢に縄文が施文される。12～20

は鉢あるいは浅鉢形土器である。12～14は波状口縁のもので、12は口頸部に平行沈線とこれを

区切る蛇行沈線が描かれ、縄文が充填される。13は口縁端に波形に沿って沈線がめぐり羽状縄

文が充填される。また、14は口縁端に沈線がめぐり、刻目が配され羽状縄文が充填される。13

は口縁部内側が肥厚する。15・16は胴部に区画沈行線曲線文が配される。17・18は地文とし羽

状縄文の施文されるものである。19・20は胴部資料で19では鋸歯状沈線が20では横位平行沈線

で、これを区切る狐状沈線が配され縄文が充填される。第145図1～7は壺形土器である。1は4

単位の波状口縁を呈し、波頂部は二分される。口頸部には横位平行沈線がめぐり羽状縄文が充

填される。2は口縁端と頸下部に縄文帯がめぐり、3は口端部に羽状縄文帯がめくる。4～6は胴

部資料である。4は横位平行沈線がめぐり、5では区画沈線曲線文が配されともに同一原体よる

羽状縄文が充填される。6は縄文帯が2段にめぐり、双方にかかるように楕円状(?)貼付文が配

される。7は口径13.5cmで器高は23cmほどと思われる。口頸部は外傾して開き、胴部は球形に

近い。ミガキが施される。8は注口土器である。胴部には注口部を基下部には横位平行沈線が

めぐり刻目が施される。 

9～16第146図1は第Ⅶ層出土土器に比定されるものと思われる。9～16は深鉢の口頸部資料で、

口唇部には項部が二分された山形突起がつき、口縁端部はこの部分をも含めて内側が肥厚する。

9は口径32cmほどのもので、口頸部には横位平行沈線ほど入組風帯状文が配され、縄文が充填

される。10～15も同様のモチーフであろうか。12～15では羽状縄文が充填され、他では縄文が

充填される。なお、13～15では瘤状小突起の貼付もみられる。また、16では口頸部に横位平行

沈線がめぐり、櫛歯状沈線がめぐり、櫛歯状沈線が施された後楕円状二分貼付文が配される。

第146図1は胴部でくびれる鉢形土器でくびれ部に横位沈線がめぐり、地文として縄文が施文さ

れる。 

2～10は第Ⅵ層出土土器に比定されるものと思われる。2～6は外傾する口頸部をもつ深鉢土

器で、2では入組文と弧線文が配され、区画の中央部、入組部に瘤状小突起が貼付される。3・

4・6は口縁端部に連続して瘤状小突起が、3・4では口頸部に横位平行沈線がめぐり、瘤状小突

起が貼付される。5・6は口頸部に入組文が配され縄文が充填される。7・8は鉢形 
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あるいは浅鉢形土器である。7は胴部に入組文(?)が配され、縄文が充填される。8は口縁端部

に連続して瘤状小突起が貼付される。9・10は壺形土器の口頸部資料である。9は直立気味に立

ち上がり、10では内傾する。口縁部には横位平行沈線がめぐり、瘤状小突起が貼付される。10

の頸部は連弧文であろうか、縄文が充填される。 

11は第Ⅴ層、12～14は第Ⅳ・Ⅲ層出土土器に比定されるものと思われる。いづれも口頸部が

外傾し、12～14で口唇部に突起がつき、この部分を含めて口縁端部は肥厚する。11では口頸部

に横位平行沈線と入組文が配され、刺突が施される。入組部には魚眼文が貼付される。12～14

は口頸部に横位平行沈線がめぐり、刻目が施される。15は第Ⅴ層出土土器に比定されるもので

あろうか、口頸部が内傾し、胴部は長楕円形状を呈する。口縁部に縄文が充填され、くびれ部

に刺突が施される。胴部には地文としての縄文が施文される。16～19は第Ⅱ層出土土器に比定

されるものと思われる。16は口縁部に横位平行沈線と三叉文が配されミガキが施される。17

も三叉文であろうか。18は口縁部がくびれて外反するものである。口縁部にはＣ字状と弯曲菱

形文がと羊歯状文か口縁部に展開したようなモチーフが配され、胴部には羽状縄文が施文され

る。 

ＣＫ38・39区出土土器（第147図・148図) 

第147図1～2は、第Ⅷ－1層出土土器に比定されるものと思われる。1は頸部でくびれて口縁

部が外傾する深鉢で、口縁部には横位平行沈線がめぐり、縄文が充填される。2・3は波状口縁

の深鉢である。口縁端部には口縁形に沿って沈線がめぐり、頸部には区画沈線曲線文が配され

る。ともに口縁端、区画内には縄文が充填され、刺突が施される。4～6は胴部資料である。4・

5は区画沈線曲線文が描かれ、縄文充填後区画内に刺突が施される。6は磨消手法による区画文

様が描かれ、縄文が充填され瘤状突起が貼付される。 

7～12は壺形土器である。9は内傾、7・8・10・11は外傾する口頸部資料で、7～9では口縁部

横位沈線がめぐり、同一原体による羽状縄文が施文される。なお9の頸下部には横位平行沈線

がめぐり、刻目が施される。10は口唇部に山形小突起がつく。口縁部には横位平行沈線がめぐ

り、縄文が充填される。11は口縁端、頸下部に横位平行沈線がめぐり、刻目が施される。12

は胴部資料である。区画沈線曲線文が配され、羽状縄文が充填される。 

13・14は、第Ⅶ層出土土器に比定されるものと思われる。13は平縁14は波状口縁の深鉢であ

る。13では口頸部に横位平行沈線と入組文、弧線文が配され、縄文充填後口縁部に楕円状二分

貼付文が配される。14は三角形状の波状部をもち、波底部に向って対称な位置に山形二分小突

起がつく、波形に沿って口縁端部には沈線がめぐり、口頸部には入組風帯状文と弧線文が配さ

れ、羽状縄文で充填される。波頂部下及び波底部の口縁端には瘤状小突起が貼付される。 

第148図1～4は第Ⅵ層出土土器に比定されるものと思われる。1は口頸部が内弯気味に立ち 

 230



 231



上がる。口唇部には項部二分の山形突起がつき、この部分を含めて口縁端部は内側が肥厚する。

口縁部には横位沈線と入組文が配され、櫛歯状沈線が充填される。胴部には櫛歯状沈線による

格子状文が描かれる。2は口縁端部に連続して瘤状小突起が貼付され、頸部には入組文が配さ

れ縄文が充填される。3・4は壺形土器の胴部資料である。3では瘤状突起を起点にミミズバレ

状沈線による弧線連結文が描かれる。4も瘤状突起を起点に弧線文が描かれ、区画内には櫛歯

状沈線が充填される。 

5・6は第Ⅴ層、7～10は第Ⅳ・Ⅲ層出土土器に比定されるものと思われる。5は口頸部に横位

平行沈線と入組文が配され刺突が施される。6は胴部がくびれることなく口縁部まで緩やかに

立ち立ち上がるもので、口唇部には大小の突起が連続して交互にとりつき縄文が充填される。

口縁部には横位平行沈線と入組文が配され、刺突が施される。胴部には縄文が施文される。7

～9も口唇部に突起をもつ。7の突起は厚く頂部が二分される。口頸部には横位平行沈線と入組

文が配され、刻目が施される。8も同様である。9では刻目のかわりに縄文が充填され、入組部

には魚眼文が配される。10は小形の注口土器である。胴上部に最大径があり、底部はくぼむ小

さな平底である。 

11はⅧ－1層～Ⅲ層のいづれかに属すると思われる深鉢である。胴部はくびれることなく口

縁部まで緩やかに立ち上がる。口縁部では横位に胴部では縦位に櫛歯状沈線が施される。12・

13は第Ⅱ層出土土器に比定されるものと思われる。12は口縁部に三叉文と横位平行沈線がめぐ

り、胴部には縄文が施文される鉢形土器である。13は内傾する口頸部をもつ壺形土器である。

口縁部には横位平行沈線がめぐりボタン状貼付文が配される。頸下部には横位沈線がめぐり、

縄文が充填される。 

（2）ＣＬ～ＣＮ-43～46区、第3・4層出土土器（第149図～151図) 

先に述べたＣＬ-ＣＭ47、48区第3・4層と基本的には連続する同じ性格の包含層と思われる

が、前者に比して各時期の遺物が混在することから二次堆積層と考えられた。ここでは貝層縁

辺部出土の土器同様の取り扱いをし、以下簡単にその特徴を述べてゆく。 

第149図および第150図1～11は第Ⅷ－1層出土土器に対比できる土器群と思われる。第149図

は深鉢で1～5は平縁、6～11は波状口縁を呈する。 

1～4は口縁部に横位沈線がめぐり、縄文が充填され頸部には磨消手法による文様が配される。

5は口唇部に項部が二分された山形の突起がつく。口縁端・頸下部には横位平行沈線がめぐり

刻目が施され、突起下には三角形の無文部が造り出される。6は口径37cm、5単位の波状口縁深

鉢で波頂部には小突起がつく。口縁端では波形に沿って沈線がめぐり刻目が施される。頸部に

は横位平行沈線がめぐり、上位には刻目が下位には縄文が充填される。胴部には入組風の区画

沈線曲線交配され、縄文が充填される。7は波形の沿って数条の沈線がめぐり、縄文が 
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充填される。8は口頸部に縄文施文後、口縁に沿って走る沈線下に刺突が施される。9は頸部に

区画沈線文が描かれ、8同様に刺突が施される。10・11は口縁端部に刻目が施されるものであ

る。12～16、第150図1・2は胴部資料である。12は胴部に反転平行沈線とこれを区切る縦位平

行沈線(2本単位)が配され、縄文が充填される。13は多条の弧線文（?）が配される。14～16

はくびれ部に横位平行沈線がめぐり、刻目が施される。胴部には14では連弧文（?）15では帯

状縄文、16では区画沈線文が配され、14・15では縄文が、16では同一原体による羽状縄文が充

填される。第150図1は横位平行沈線と区切りの弧状沈線が配され、刺突が施される。2は横長

の刺突が施される。 

3～8は鉢形土器である。4は口縁部がくびれて外反するが他のものはくびれることなく外傾

する。文様についてみると、3は口縁部に横位平行沈線がめぐり刻目が施される。4～7は口縁

部に縄文帯がめぐり、4では胴部に区画沈線文が配される。8は地文として同一原体による羽状

縄文か施文される。9・10は壺形土器の口頸部である。9は外傾する長い口頸部で口縁部に縄文

が充填される。10は口縁部がくびれるもので羽状縄文(同一原体)が充填される。11では裾部に

同一原体による羽状縄文が施文される。 

12～16は第Ⅶ層出土土器に比定されるものと思われる。いづれも深鉢形土器で14は波状口縁

他のものは平口縁で口唇部に頂部二分の山形突起がつく。12は口頸部が直立気味になり端部で

内側が肥厚する。口頸部には横位平行沈線がめぐり縄文が充填される。13は口頸部に入組文で

あろうか。14は波項部と波底部にかけて突起がつく。15は大小の突起が交互に配される。口頸

部には弧線文が配され縄文が充填される。16は地文として縄文が施文される。 

17は第Ⅵ層、18・19は第Ⅴ層出土土器に比定されるものと思われる。17は壺形土器の胴部資

料で重弧線文が描かれる。18・19は深鉢の外傾する口頸部資料で19の口唇部には頂部が十字に

区切られた山形突起が2個対（?）でとりつく。口頸部には横位平行沈線と入組文が配され刺突

が施される。 

20～第151図4は第Ⅳ層、Ⅲ層出土土器に比定されるものと思われる。20～22、第151図1は深

鉢の口頭部資料でいづれも口唇部で突起がつき、口縁端部が肥厚する。20は頭部に横位平行沈

線と入組文（?）が配され、縄文が充填される。突起下には三叉状（?）の彫去が施される。21

は頂部が三分された山形突起である。22は突起下に三叉文の彫去が施される。第151図1は唇部

に頂部が八分された山形突起と盲孔をもつ突起が交互に配され、突起下の口縁端部には短い沈

線がひかれる。口頭部には横位平行沈線がめぐり刻目が施される。2は深鉢の頸部資料である。

三叉状入組文が配され刻目が施される。 

3・4は浅鉢形土器である。3は口唇部に大小の突起がつき、前者では内外面に三叉状彫去が、

後者では内面に横長楕円状の彫去が施される。口縁部には外面で並行沈線めぐり、内外面 
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とも縄文が充填される。4は口縁端部が内弯する。外面の口縁部から胴部にかけて沈線文が描か

れる。 

5～7は胴部に屈曲しない地文だけの深鉢である。5では櫛歯状沈線による連鎖状文が施されさ

れ、6・7では縄文が施文される。8～17は第Ⅱ、第Ⅰ層出土土器に比定される。8～10は鉢形土

器で8・9では口縁部に羊歯状文に似た文様が屈曲し、10では口縁部に横位沈線がめぐりミガキ

が施され、いづれも胴部に縄文が施文される。11は壺形土器の胴部、12は注口土器の胴部資料

である。11では三叉状、Ｃ字状の文様が描かれ、12ではＣ字状文、横位平行沈線と列点文が配

される。13・14は鉢形土器で13では口縁部に羊歯状文が14では横位平行沈線がめぐり、胴部に

縄文が施文される。15は注口土器の胴部資料である。肩部に羊歯状文と横位平行沈線が施され

る。16・17は鉢形土器である。ともに口縁部には横位平行沈線で列点文がめぐり、胴部には縄

文が施文され、下位に横位平行沈線がめぐる。 

（3）表土等出土土器 

第152図～第159図まではＣＬ-ＣＭ39～42区第Ⅷ－2層、ＣＫ39区－6層以外から出土した中期

後葉～後期前葉の土器を一括して提示している。 

中期の土器（第152図） 

1は胴中位に強いふくらみをもち、頚部でゆるやかに括れ口縁部が外反する深鉢である。口縁

下部～胴部に隆沈線によって曲流する渦巻文が施されるものである。 
2～11は隆沈線あるいは沈線によって区画文様が施されるもので、3・4は縦位の楕円文もしく

は｢∩｣状をもち、10・11は横に連続する区画文をもつ。 

これらは量的にも少なく、ここで年代についても触れておく。1は大木8ｂ式あるいは大木9

式のいずれかに位置づけられ、3・4は大木9式、10・11は大木10式に位置づけられる。他のもの

についても中期後葉の属するものと考えられる。 

後期前葉の土器（第153図～第159図) 

第Ⅷ－2層出土土器に改定されるもので、深鉢・浅鉢・鉢・壺があり、文様の有無、器形の特

徴からいくつかの種類がある。 

深鉢（第153図～第157図1～9） 

深鉢ａ（第153図1・4) 

口縁部から胴上部が外反する器形である。胴中位に陵がついて、胴下半は外反すると思われ

る。胴上半に方形区画文が施文される。 

深鉢ｂ（第153図2・3・5～9） 

口縁部から胴上部が直線的に外傾する。以下は不明であるが、深鉢ａに似た器形のものが多

いと思われる。文様は胴部（上半）に施されるもの（ⅰ）、口縁部（～胴上部?）に施されるも

の 
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（ⅱ）、頸部にみられるもの（ⅲ）がある。 

深鉢ｃ（第153図10～15、第154図1・3） 

口縁部が内反気味になる器形である。胴部は膨らみをもって外傾する。文様は口縁部全体（ⅰ）、

(口縁部の一部)と頸部(ⅱ)、胴部(ⅲ)に施されるものがある。 

深鉢ｄ（第154図2） 

口縁部～胴上部が直線的に外傾し、頸部に段のつく器形である。胴部に文様がみられる。 

深鉢ｅ（第154図4） 

口縁部が内弯する器形である。 

深鉢f（第154図5、第155図1～8・10・12・13） 

頸部が｢く｣字状を呈する器形である。口縁部は外反し、端部が肥厚して段の付くものが多い。

胴上部は内弯する。 

深鉢ｇ（第156図8・9） 

頸部がゆるやかに揺れる器形である。胴部にⅰ（ⅰ）同様の文様が施される。 

深鉢ｈ（第155図9・11） 

口縁部・胴部が直線的に外傾する器形である。口縁端部が肥厚して沈線が巡る。口縁・胴部

に文様が施文される。 

深鉢ｉ（第155図1～7,10～20、第157図1・2・4～9） 

全体に変化なく立ち上がり、口縁部がほぼ直立する単純な器形である。胴部に文様がみられ

るが、口縁部の一部にも施文されるものもある。胴部文様は｢ハ｣字状文（ⅰ）、蕨手文など細

長い文様（ⅱ）、Ｓ字・平行線文など幅広い文様（ⅲ）、多条沈線文（ⅳ）の4種類がみられる。 

深鉢ｊ（第157図3） 

口縁部・胴部が外反気味に外傾する器形である。胴部に文様がみられる。 

なお、第158図1・2は深鉢の胴部破片である。ａ～ｊいずれの器形がわからない。また、第159

図は地文のみのものを集めた。 

浅鉢（第157図11・13） 

口縁部が内傾する器形(11－浅鉢ａ)と、口縁部が内弯する皿状の器形(13－浅鉢ｂ)とがある。

前者は口縁部に、後者は全体に文様が施文されている。 

鉢（第158図3～20） 

鉢ａ（第158図3～7、9～19） 

口縁部が外反する。さらに頸部が｢く｣字状に揺れるものである。文様は口縁部と胴部に施 

文される。 

 239



 240



 241



 242



 243



 244



 245



 246



鉢ｂ（第158図8） 

口縁部が内弯気味に直立する器形である。 

小形皿状浅鉢（第158図20） 

丸みをもって外傾する皿状の器形である。 

壼（第157図10、12） 

いずれも大形の壺であり、口縁部が強く内弯する無類壼状のもの（10）と、口縁部が直立す

るもの（12）とがある。主として胴部に文様がみられる。 

時期不明の深鉢（第158図） 

いずれも単純な器形の深鉢で、地文だけがみられるものである。中期あるいは後期と区別で

きないものが多いことから、ここにまとめて提示した。 

 

以下に示す第160図～第169図は北斜面及び南斜面表土出土の後期中葉～晩期前葉の土器である。 

北斜面表土出土土器（第160図） 

1・2は深鉢形土器で第Ⅳ層、第Ⅲ層出土土器に比定できよう。1は口頚部が外反し、口唇部に

は発達した大小の突起がつく。文様は入組三叉文で、入組文と大突起に刻目が施される。 

装飾性の強い土器である。3・4は第Ⅱ－2層出土土器に比定される。3は鉢形土器で口縁部に横

位平行沈線がめぐる。4は注口土器の口縁部の可能性が強い。平行沈線で画された縄文帯がめぐ

り、その上下にはミガキが施される。 

5～11は第Ⅱ－1層出土土器に似ている。5～8は鉢形土器である。5～7の口縁部には羊歯状文

と右下りに横走する沈線に刻目を加えた沈線が描かれ、下位は横位沈線で画される。胴部には5

で羽状縄文、6・7で縄文が施文される。8は口縁部に梯子状文が描かれる。胴部は6・7と同様で

ある。9～11は注口土器である。9は肩～胴上部、10・11は頚下部～肩部資料である。9は波状入

組文に刻目を加えた文様が、10・11では羊歯状文が肩部に描かれる。16は頚部にも文様をもつ

が、11は文様をもたない。 

12～17は第Ⅰ層出土土器に似ている。12・13は鉢形土器である。口縁端部が外側に屈折し、

12では口唇部に突起がつき、沈刻が加えられる。13は口縁端部に刻目が施され、内面には1条の

沈線がめぐる。14・15は浅鉢形土器で、14は外傾して開く器形で口唇部に突起がつく。15は緩

やかに外傾する器形で口唇部が肥厚し、連続する横長楕円状の彫去が施される。ともに、口縁

部には横位平行沈線がめぐり、胴部には雲形文が描かれ縄文で充填される。16・17は壺形土器

である。肩～胴上部にかけてふくらみ強い。肩部には横位平行沈線と列点文が、胴部には雲形

文が描かれ縄文で充填される。 
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南斜面表土出土土器（第161～169図) 

第161図～第162図6は第Ⅷ－1層出土土器に比定できるものと思われる。第108図1～14は深鉢

形土器である。1～8は口頚部資料である。1は口縁部が緩やかな波状を呈し、大きく肥厚する突

起がつく。口縁部には横位平行沈線がめぐり、下位には斜行沈線が施される。2～8は 
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大波状口縁を呈するもので、6の波頂部は鋭い三角形状を呈し、口縁内側の肥厚が強い。3～8

は口縁端部に刻目が施される。8は口頚部が無文帯となるが、3・7では磨消手法による区画沈線

曲線文が描かれ、3は縄文で、7は羽状縄文で充填される。また、2・4・5では羽状縄文が施文さ

れる。 

9～14は頚部～胴部資料である。9は口頚部に入組文が、胴部には区画沈線曲線文が描かれ羽

状縄文で充填される。10・11は胴上部に横位平行沈線がめぐり、12・13はくびれ部に刻目が施

され、12では胴上部に鋸歯状沈線文が、13では区画沈線曲線文が描かれる。14の胴上部文様も

区画沈線曲線文である。 

15・16は鉢・浅鉢形土器である。15は口縁部に横位沈線と鋸歯状沈線が、16では胴上部に横

位平行沈線と区切り沈線が施される。 

17～第162図1～4は壺形土器である。17～20は口頚部の長いもので、17では羽状縄文が、18

～20では縄文が口縁部をめぐる沈線の上位に施文され、下位にはミガキが施される。21・22は

口頚部の短いものである。21は口縁端部とくびれ部に刻目が施され、胴部には区画沈線曲線文

が描かれ縄文で充填される。22は口唇部に小さな突起がつく。口縁端部とくびれ部に羽状縄文

（?）施文される。 

23～第162図1～4は胴部資料である。文様はいづれも磨消手法による区画沈線曲線文である。

23の文様は4単位で縄文が充填される。1は同一原体による縦の羽状縄文が施文され、2～4は縄

文が施文される。 

5は注口土器である。平面形は菱形を呈し、その一角に注口の取り付くもので、口縁部は緩や

かな波状を呈し、胴部は外反気味に立ち上がる。浅鉢に似た器形である。口縁端部と注口部下

位に刻目が施され、胴部には横位平行沈線と弧状沈線が描かれる。 

7～22は第Ⅶ層出土土器に比定される。7～19は深鉢形土器である。7～16は平口縁で7・8を除

いて口唇部には頂部が二分された山形突起がつく。7は胴部に弧線文が描かれ縄文が充填される。

13・14は入組風の帯状文であろうか。施文手法は、13～15が羽状縄文で他は縄文である。なお、

14～16では楕円状あるいは瘤状の貼付文が配される。 

17・18は大波状口縁で波頂部は三角形状を呈する。17では前述のような小突起が配され、帯

状の入組文が描かれる。 

20～22は壺形土器である。20・21は口頚部、22は胴上部である。20は口唇部に深鉢同様の小

突起がつき、口縁部には横位平行沈線がめぐる。21は頚部に入組文が描かれ、瘤状小突起が貼

付される。22は弧線帯による文様が描かれ、偏平なボタン状の貼付文が配される。 

第163図1～14は第Ⅵ層出土土器に比定される。1～8は深鉢形土器である。1～7は口縁端部に

連続して瘤状小突起が貼付され、口頚部には入組文が描かれる。1～6の入組区画内は縄文 

 251



 252



が充填され、3では瘤状小突起が連続して密に貼付される。7は櫛歯状沈線で充填される。また、

8はくびれ部に弧線連結文が描かれ、弧線の連結部には瘤状小突起が貼付される。口頚部、胴下

部にはミガキが施される。 

9～12は壺形土器である。10・11は口頭部資料で10は長く外傾するもの、11は短く直立するも

のである。10は口唇部に頂部が二分された突起がつき、口縁部には横位平行沈線がめぐり、瘤

状小突起が貼付される。11は口頭部に平行沈線、胴上部にタスキ掛け状入組文がそれぞれミミ

ズバレ状の沈線で描かれる。12も同様である。9は胴上部に弧線連結文が描かれ、縄文充填後に

瘤状突起、同小突起が貼付される。 

13は鉢・浅鉢形土器であろうか。口頚部は直立気味で短く、胴上部が僅かに張り出す器形で

ある。口唇部には小突起がつく。ミミズバレ状沈線による平行線が口縁部から胴上部に描かれ

る。 

14は注口土器である。胴下部は丸味をもち、胴上部は内傾気味になる。ミガキが施される。 

15・16は第Ⅴ層出土土器に比定される深鉢形土器である。口縁端部には刻目が連続して施さ

れ、口頚部には入組文が描かれ刺突で充填される。 

18～23、第164図1～20は第Ⅳ層、第Ⅲ層出土土器に比定される。18～23、第111図1～19は、

深鉢形土器である。19～22は発達した突起をもち、19～21では突起部あるいは突起下位に三叉

状の彫去が施される。口頚部文様は入組文で縄文が充填される。 

第111図1～6は前述の深鉢と器形、文様に大きな違いはないが、文様内を充填する手法として

刻目が用いられている。7～10は同様の胴部資料であり、胴部には縄文が施文される。11～18

は頚部あるいは胴部資料である。入組文が描かれ縄文が充填される。11ではくびれ部に貼付文

が配され、15は入組部が魚眼状になっている。 

19は壺形土器、20は脚である。19は肩部に三叉状彫去と弧線連結文（?）が描かれる。20は裾

部に横位沈線がめぐり、その上位に透しがある。 

21～26は第Ⅷ－1層～第Ⅲ層出土土器のいづれかに相当する深鉢である。21～24は櫛歯状沈線

による文様が描かれ、25・25は地文（縄文）だけのものである。 

第165図は第Ⅱ層出土土器に比定される。1・2は深鉢形土器である。口縁部は小波状を呈し、

1では口縁部にＣ字状文と横位平行沈線が、2では入組三叉文と横位平行沈線が描かれる。 

3～15は鉢形土器である。8は口頚部が外反気味になるが、他のものは胴部から緩やかに立ち

上っている。8は三叉文とＣ字状文が口縁部に描かれ、下位には横長の短沈線がひかれる。 

3～7は入組三叉文、9・10は三叉文とＣ字状文が描かれる。11～13は口縁部に横位沈線が1～3

条めぐり、胴部には縄文が施文される。 

16～19は浅鉢形土器である。16・17は頚部でくびれ口縁部が外反する。18・19は胴部から口 
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縁部までふくらみをもって緩やかに立ち上る。文様はいづれも三叉文であり、16では口縁部か

ら胴上部に、17では胴上部に、18・19では口縁部に描かれる。 

20～25は皿形土器である。20～23・25は緩やかに外傾し、25は台が付く。また、24は頚部で

軽くくびれ、口縁部は直線的に外傾する。20は胴部に波状入組文が、21は口縁部に三叉文が、

22は入組三叉文が、23はＣ字状文と三叉文が描かれる。24は口頚部に入組文（?）が描かれ、内

面には3条の沈線がめぐる。 

26・27は注口土器の口頚部である。内傾する器形で口縁端に横位平行沈線がめぐり、頚部は

ミガキが施される。 

28～33および166図は、第Ⅱ－1層で主体を占めたものと似ている。28～第166図5は鉢形土器

である。5は頚部でくびれて口縁部が外反気味となるが、他のものは変化なく緩やかに外傾して

立ち上る。28～30の口縁部には右下りで横走する沈線に刻目を加えた文様と横位平行沈線が描

かれる。胴部には縄文が施文される。第166図1・2も口縁端部の文様は前者と似ているが、その

下位には玉抱き三叉文風の文様が描かれる。また、3～5は波状入組文と弯曲菱形文による文様

が描かれる。 

6は浅鉢形、7は注口土器である。6は大形で胴部がふくらみをもって立ち上り、頚部でくびれ、

口頚部が外反する。口縁部には弯曲した菱形文が描かれ、くびれ部には縄文帯がめぐり、その

下位には短沈線が配される。胴部文様は口縁部と同様であり、下位には縄文が施文される。 

7は内傾する口頚部で菱形文が描かれる。 

8・9は浅鉢形土器である。波状入組文に付加沈線を加えた文様が口縁部から胴部にかけて描

かれる。 

10～19は鉢形土器である。10～16の器形は1・2に類似するが、15・16では口縁部が内弯気味

になる。また、17～19は肩部が張り、頚部でくびれて口縁部は直立気味になる。文様はいづれ

も口縁部に描かれ、13のみ胴部にも描かれる。文様の種類は羊歯状文である。なお、18は口縁

部内面に1条の沈線がめぐる。13の胴部文様は波状入組文で、縄文が充填される。 

20は浅鉢形、21・22は皿形土器である。20は口径20.6cm、器高7cmほどで口縁部が外反し、口

唇部には大きな突起がつく。装飾性が強く、文様は口縁部と胴部に描かれる。文様の種類は口

縁部が羊歯状文・胴部は波状入組文と弯曲した菱形文による文様である。21、22の文様は羊歯

状文で、口縁部に描かれる。 

23、24は鉢・浅鉢形土器の脚部と思われる。23は裾部に向って八字状に開き、横位平行沈線

と楕円状の刺突が施され、三叉状あるいは円形の透しが穿たれる。24は裾部がふくらみをもっ

て内傾して立ち上る。裾部の文様は波状入組文と思われ、その上位に横位平行流線と刺点が施

される。 
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25は壺形、26・27は注口土器である。25は肩部と思われ、横位平行沈線間にＳ字状の沈刻が 

施される。26・27は内傾する頸部で口縁部は20のような浅鉢状を呈するものと思われる。26の

文様は梯子状文と入組文(?)で、27も類似のものと思われる。 

なお、第165図～第166図1～7は第Ⅱ－2層で主体を占め、第166図8～27は第Ⅱ－1層で多く検

出されている。17～19は第Ⅰ層出土土器にも類似し、第167図のものと同一の時期に含まれる可

能性もある。 

第167図・168図1～15は第Ⅰ層出土土器に比定される。第167図1～14は鉢形土器である。1～3、

5は口縁部が内弯気味となり、4は外傾、6は外反する。7～14は肩部が貼り頸部でくびれて口縁

部が直立気味になる。文様はいづれも口縁部に描かれ、1～10の文様は平行線化した羊歯状文で、

その上下には横位沈線がめぐる。また、11～14では横位平行沈線がめぐる。胴部にはいづれも

縄文が施文される。13は口径14.9cm、器高10.6cm、14は口径25.5cm、器高は25cm前後と思われ

る。 

15は壺形土器で、口径7.3cm、器高10cm前後を測る。胴上部が張り、頸部でくびれ、く字状に

外反する口縁部がつく。口縁部は無文でミガキが施され、胴部には雲形文が描かれ、縄文が充

填される。 

16～22、第168図1～8は浅鉢形土器である。16～18は頸部でくびれ、口縁部が外反気味になる。

16・17は口縁端部が肥厚し、17では口唇部に沈線がめぐる。16は口縁部がミガキで頸部に三叉

文(9)が連続して描かれる。17、18は口縁部に横位平行沈線と刻目が施される。胴部には、いづ

れも縄文が施文される。 

19は胴部から口縁部まで緩やかに立ち上り、20、21は口縁部が内弯する。21の口唇部には発

達した突起がつく。文様は口縁部と胴部に描かれ、19、20では口縁部に平行線化した羊歯状文、

21では列点文である。胴部には19、21で雲形文、20でπ字状文が描かれ縄文が充填される。 

22～第115図1～8は胴部から口縁部まで変化なく外傾して立ち上り、口縁端部が肥厚している。

文様は口縁部と胴部に配され、口縁部には22、3～5で平行沈線が、1、2で列点文が描かれる。

胴部文様は雲形文である。なお、22、2～6では口唇部に沈刻文、列点文などが施されている。 

9は皿形土器の底部である。円文を中心に展開する沈線文が描かれる。 

10～13は壺形土器である。10は短く直立する口縁部で、胴部は大きく膨らむ。胴部に渦巻き状

の文様が描かれる。11～13は胴部資料で雲形文が描かれる。 

14、15は注口土器の頸部である。14の文様は明らかでないが、15では梯子状文とπ字状文が

描かれる。 

16～20及び第169図1～3は第Ⅱ層、Ⅰ層土土器のいづれかに比定されるものである。16～19 
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は壺形土器である。16・18は短くて外反する口縁部をもち、胴部が大きく膨らむ。16では頚部

に横位平行沈線がめぐり、胴部には縄文が施文される。17・19は長い口頚部をもつもので17は

口縁部が外反する。17のくびれ部には横位沈線が、19の口縁部には横位平行沈線がめぐる。20

は注口土器で頚部が内傾し、肩部が張り出す。肩部には横位平行沈線がめぐり縄文が充填され

る。 

第169図1～3は深鉢形土器である。いずれも胴部から変化なく口縁部まで立ち上る。1は、口

径28.9cmで器高は30cmほどになると思われる。1・2は縄文、3はケズリが施される。 

4は第Ⅲ層・Ⅳ層出土土器に比定される深鉢形土器である。胴部はふくらみをもって立ち上り、

くびれて口頚部が外傾する。底部には高台がつく。口縁部は緩やかな波状を呈し、これと対応

するように口縁部文様として魚眼状三叉文が4単位で配される。また、頚部には右下りの入組文、

胴部には左下りの入組文が描かれ、くびれ部には縄文帯がめぐる。 
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９．考  察 

 

（1）出土土器の分類 

前項までに、包含層、遺構、表土等から出土した土器について記載を行なってきた。ここで

は包含層出土土器の中でも後期中葉～晩期前葉の土器、すなわち、貝層下土層第1層（第Ⅷ－1
層）から最上部土層（第Ⅰ層）において検出された土器群ＣＬ、ＣＭ47、48区－第3・4層、Ｃ

Ｐ34区－第3層、ＣＯ～ＣＲ44～48区－第3層から検出された土器群について分類を行う。 
イ．縄文後期中葉～末葉の土器 

器種には深鉢、鉢・浅鉢、皿、壼、注口土器、香炉形土器、袖珍土器がある。袖珍土器につ

いては土製品の項で取り扱い、本項では前六者についての分類を行なう。分類にあたっては、

図化し得た遺物を中心に行ない、器形、文様の施される位置、文様の種類、施文手法の特徴な

どに主眼を置いた。 

深鉢 

深鉢には、7種類(Ａ～Ｇ)の器形がみられ、名器形（種）は、文様の施される位置、文様の種

類、施文手法の特徴からさらに細分されるものもある。 

深鉢Ａ：胴部が直線的に外傾する長胴形のもので、頸部でくびれ口頸部が外傾して開く器形

である。口縁部は平口縁で文様帯をもつもの（Ⅰ類）と地文だけのもの（Ⅱ類）がある。Ⅰ類

は、口頸部に平行帯状縄文が胴上部に弧線帯区画山形文が配される。 
深鉢Ｂ：胴部が僅かに張り出すか、あるいはふくらみをもって立ち上がり、頸部でくびれ、

口頸部は開いて外傾するか内弯して立ち上がる器形である。口縁部は平口縁のもの、平口縁で

山形突起のつくもの、5単位の大波状口縁のもの、小波状口縁のものがある。文様の配される位

置の違いによってⅠ～Ⅳ類に細分され、地文だけのもの（Ⅴ類）、無文のもの（Ⅳ類）もある。

また、Ⅰ～Ⅳ類は文様の種類、施文手法の特徴からさらに細分され、以下のようになる。 

Ⅰ類：口頸部と胴上部に文様が配される。 

ａ：口頸部に区画沈線による直線文様あるいは曲線文様が配され、胴上部に入組帯状文に似

た区画沈線曲線文が配される。口縁部は平口縁で山形突起のつくものと5単位の大波状口縁のも

のがある。 

ｂ：口頚部に円文、楕円文、半截楕円状文などを規則的に配置することによって、弧線連結

文的な構成の文様が配され、胴上部に入組帯状文に似た区画沈線曲線文が配される。口縁部は

平口縁で2個対の突起がつくもの、5単位の大波状口縁のものがある。 

ｃ：口頚部に平行帯状縄文が配される。胴上部の文様は詳しくは不明であるが入組帯状文風 
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ａ：入組帯状文とともに弧線文が配される。 

ｂ：横長楕円状区画文が4単位で配される。 

ｃ：入組帯状文が配される。 

深鉢Ｃ：胴部下半が筒形で、上部で一度ふくらみ、口頚部は開いて外傾あるいは外反する器

形である。口頚部に文様の配されるもの（Ⅰ類）と胴上部に配されるもの（Ⅱ類）がある。Ⅰ

類の口縁部は平口縁で3単位の大突起がつく。文様の種類はＢⅠb類と同様である。また、Ⅱ類

の口縁部には平口縁のものと3単位の大波状口縁のものがある。文様の種類は斜格子状沈線、反

転平行沈線、鋸歯状沈線などの沈線文である。 

深鉢Ｄ：胴部が筒形で口頚部が開いて外傾あるいは外反する器形である。胴上部にのみ文様

が配され、他の部分は無文のもの（Ⅰ類）と頚部が無文で胴部が地文（縄文）のもの（Ⅱ類）

がある。Ⅰ類の口縁部は、5単位の大波状口縁で文様の種類は横位平行沈線と多条弧状沈線であ

る。Ⅱ類の口縁部は不明である。 

深鉢Ｅ：胴部が筒形で口頚部が内弯する器形である。口縁部は平口縁で、無文である。 

深鉢Ｆ：胴部でくびれることなく口縁部まで立ち上がる器形である。文様の施文される位置 

の違いによってⅠ～Ⅳ類に細分され、地文だけのもの（Ⅴ類）、無文のもの（Ⅳ類）もある。 

Ⅱ～Ⅲ類は文様の種類、施文手法の特徴から、さらに細分され以下のようになる。 
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になると思われる。口縁部は平口縁である。 

ｄ：口頚部に平行帯状縄文、平行櫛歯状沈線文が、胴部にタスキ掛け状入組文や連弧文が配

される。口縁部は平口縁で平行帯状縄文をもつものには山形突起がつく。 

ｅ：口頚部・胴上部にタスキ掛け状入組文や入組帯状文とともに弧線文あるいは弧線帯文が

配される。口縁部は平口縁で山形突起がつくものと波状口縁のものがある。各区画内を充填す

る手法の違いによって縄文で充填されるもの（1）と櫛歯状沈線で充填されるもの（2）に細分

される。 

ｆ：口頚部、胴上部に入組帯状文が配される。口縁部は平口縁で突起のつくものが多く、小

波状口縁で突起のつくものもある。口頚部の入組区画内を充填する手法の違いによって縄文で

充填されるもの（1）と櫛歯状沈線で充填されるもの（2）、刺突で充填されるもの（3）、刻目

で充填されるもの（4）に細分される。 

ｇ：口頚部、胴上部に三叉状入組文が配される。口頚部の入組区画内を充填する手法の違い

によって、縄文で充填されるもの（1）と刻目で充填されるもの（2）に細分される。なお本類

の口縁部はｆ類と同様である。また、入組部には魚眼文の配されるものが多い。底部に低い台

のつくものもある。 

Ⅱ類：口縁端部と胴上部に文様が配され、頚部は無文である。 

ａ：口縁端部に刻目帯がめぐる。胴部文様はＢⅠ類、ＢⅡ類と同じである。口縁部は大波状

口縁である。 

ｂ：口縁端部に縄文帯がめぐり、胴上部に入組帯状文、入組状弧線帯とともに弧線文が配さ

れる。口縁部は平口縁で底部の明らかなものでは、丸底を呈するものがある。 

ｃ：口縁端部に縄文帯がめぐり、胴上部に入組帯状文が配される。口縁部は平口縁で山形突

起がつく。 

Ⅲ類：口頚部に文様が配され、胴部以下は無文である。 

ａ：入組帯状文とともに弧線文が配される。口縁部は平日録である。入組区画内を充填する

手法の違いによって、縄文で充填されるもの（1）と瘤状小突起で充填されるもの（2）に細分

される。 

ｂ：入組帯状文が配される。口縁部は平口縁で前者同様に縄文で充填されるもの（1）と瘤状

小突起で充填されるもの（2）に細分される。 

ｃ：弧線連結文が配される。口縁部は平口縁である。 

ｄ：菱形文が配される。 

Ⅳ類：胴上部に文様が配される。口頚部は地文が施されるものと無文のものがあり、口縁部

は平口縁である。 
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Ⅰ類：口縁部と胴部に文様が配される。口縁部は平口縁で胴部から口縁部まで外傾して開く。 

Ⅱ類：口縁部から胴部に連続する文様が配される。 

ａ：入組帯状文と弧線文、弧線帯文が配される。口縁部は平口縁で山形突起がつく。胴部は

僅かにふくらんで立ち上がるもの、直線的に立ち上がるものがあり、口縁部は外傾あるいは僅

かに内傾する。 

ｂ：入組帯状文が配される。口縁部は平口縁で胴部から口縁部まで開き気味に外傾する。 

ｃ：櫛歯状沈線流水文が施される。 

ｄ：木ノ葉状沈線が配される。 

ｅ：連鎖状沈線文が配される。 

ｃ～ｅは、いづれも口縁部が平口縁で胴部が丸味をもって立ち上がり、口縁部は内弯気味に

なる。 

Ⅲ類：口縁部に文様が配される。胴部には縄文が施文される。 

ａ：反転平行沈線文が配される。 

ｂ：入組帯状文と連弧文が配される。 

ａ：ｂともに口縁部は平口縁で胴部から口縁部まで緩やかに外傾する。 

ｃ：入組帯状文が配される。入組区画内を充填する手法の違いによって、縄文で充填される

もの（1）と、刺突で充填されるもの（2）櫛歯状沈線で充填されるもの(3)に細分される。 

口縁部は平口縁のものと平口縁で山形突起のつくものがある。胴部は丸味をもって立ち上がる

ものが多い。 
ｄ：横位平行沈線と瘤状小突起 

Ⅳ類：胴部に文様が配される。 

Ⅴ類：地文 

Ⅵ類：無文 

深鉢Ｇ：台付のもので、胴部は丸味をもって立ち上がり、口縁部は内弯する器形である。口

縁部は平口縁で山形小突起がつく。口縁部と胴中央部以下に文様が配される。 
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鉢・浅鉢 

鉢・浅鉢には4種類（Ａ～Ｄ）の器形がみられ、各器形（種）は、文様の種類などから細分さ

れるものもある。 

鉢・浅鉢Ａ：丸味をもって立ち上る胴部が上部でくびれ、口頚部が開いて外傾する器形であ

る。文様の施される位置の違いによってⅠ～Ⅲ類に細分される。 

Ⅰ類：口頚部と胴部に文様が配される。小破片のため全体の器形は知り得ない。口頚部・胴

部とも入組状弧線帯が配される。 

Ⅱ類：口縁部と胴部に文様が配される。頚部に羽状縄文が施文されるもの（ａ）と頚部が無

文のもの（ｂ）に細分される。 

ａ・ｂともに口縁部は平口縁で、ａは口縁部に刻目帯がめぐり、胴部には区画沈線曲線文が

配される。ｂは口縁部に縄文帯がめぐるもの、刻目帯がめぐるものがあり、胴部には横位平行

沈線や反転平行沈線が配され、区切り刻目列、区切り沈線などを伴なう。 

Ⅲ類：胴部に文様が配される。口頚部に縄文が施文されるもの（ａ）と口頚部が無文のもの

（ｂ）に細分される。 

ａ：口頚部に縄文が施文される。口縁部は平口縁である。胴部文様は小片のため明らかでな

いｂ：口頚部が無文のもの。口縁部は平口縁のものと波状口縁のものがある。文様の種類に

よって1～3に細分される。 

1．区画沈線曲線文が配される。 

2．反転平行沈線、横位沈線が配される。 

3．連弧文が配される。 

鉢・浅鉢Ｂ：胴部は外傾して立ち上り、上部で稜をもち口頚部が直立気味になる器形である。 

口縁部は平口縁で口頚部は無文、胴部には地文（縄文）が施文される。底部が突き出し台付風

のものもある。 

鉢・浅鉢Ｃ：胴部が張り、口頚部が内傾する器形である。文様をもつもの（Ⅰ）と地文だけ

のもの（Ⅱ類）に細分される。ともに口縁部は平口縁である。 

Ⅰ類：口縁部に刻目帯がめぐり、胴部には区画沈線曲線文が配される。 

鉢・浅鉢Ｄ：胴部から口縁部までくびれることなく外傾する器形である。口縁部は平口縁の

もの、平口縁で突起のつくもの、小波状口縁のものがあり、胴部は丸味をもつものと直線的な

ものがある。文様の配される位置の違いによって、Ⅰ～Ⅲ類に細分され、地文のもの（Ⅳ類）

無文のもの（Ⅴ類）もある。 
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ｇ：入組帯状文が配される。小波状口縁である。 

Ⅱ類：口縁部に文様が配される。文様の種類によって、さらに細分される。 

ａ：平行沈線文が配される。平口縁のものが多く、突起のつくものもある。 

ｂ：各種の三叉文が配される。平口縁に突起のつくもの、小波状口縁のものがある。 

ｃ：口縁部が無文で胴部が地文である。小波状口縁である。 

Ⅲ類：胴部に文様が配される。文様の種類によってさらに細分される。 

ａ：磨消手法による曲線文様、区画沈線曲線文が配される。平口縁である。 

ｂ：反転平行沈線・多条弧状沈線などの沈線文様が配される。口頚部は無文である。平口縁

である。 

ｃ：平行沈線文が施される。 

ｄ：各種の三叉文が配される。 

Ⅳ類：地文だけのものである。 

Ⅴ類：無文のものである。全面にミガキが施され、脚、高台のつくものが多い。脚には菱形

あるいは三叉状の透しをもつもの、横長椿円状彫去をもつものなどがある。 

皿 

出土数も少なく図示できたのは2点だけである。破片資料のものでは、鉢・浅鉢として分類さ

れている可能性も否定できない。角皿（Ａ類）、丸皿（Ｂ類）に大別される。 

皿Ａ：角皿である。四脚がっき、無文である。 

皿Ｂ：丸皿である。文様の配されるもの（Ⅰ類）と地文だけのもの（Ⅱ類）がある。 

Ⅰ類：外面の口縁部に二段の刻目帯がめぐり、内面胴部に縄文が施文される。 

Ⅱ類：八ノ字状に開く高台（脚）がつき、内外面とも縄文が施文される。 

壺 

壼は、全体形の把握できるものが少なく、口頚部だけあるいは胴部だけといった資料が多い。 

胴部器形は、球状のものが多く器形の違いの多くは口頚部の違いによる。そこで口頚部器形の

違いをもとに分類を行ない、細部の器形、文様の種類などから細分を行なうことにする。 

壺は口頚部の長いもの（Ａ）、口頚部の短いもの（Ｂ）に大別される。 
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壺Ａ：口頸部の長いものである。口縁部と頚部が分化しないもの（Ⅰ類）、口縁部と頚部が

分化するもの（Ⅱ類）、Ⅰ、Ⅱ類の判別がつかないもの（Ⅲ類）に細分される。 

Ⅰ類：口頚部の分化しないものである。口頚部が外反あるいは外傾、直立するもの（ａ）口

頚部が内弯あるいは内傾するもの(ｂ)にわけられ、文様の種類によってさらに細分される。 

ａ：口頚部が外反あるいは外傾、直立する。 

1．口縁端部に縄文帯、羽状縄文帯、刻目帯がめぐり、以下の頚部は無文のものが多く、無 

文帯をはさんで頚部に文様を配するものもある。胴部文様まで明らかなものには区画沈線によ

る曲線文様が配される。 
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2．口縁端部が無文で下位に地文が施される。 

3．口頚部に平行帯縄文が配される。 

ｂ：口頚部が内弯あるいは内傾する。 

1．口頚部に入組風文様が配される。 

2．口頚部に数段の平行線文が配される。 

3．口頚部に連弧状文、魚眼文が配される。胴部は肩の張りが強く、最大径は胴上部に位置す

る。胴上部にも連弧文、魚眼状貼付文が配される。 

4．口頭部が無文で、胴部に地文が施される。口頚部と胴部のくびれは弱い。 

5．口唇部、口縁部に盲孔をもつ突起が連続して配される。無文である。 

6．口唇部に突起がつき、突起部に三叉状彫去が施される。口頚部は無文である。 

7．口頚部に縄文（地文）が施される。 

Ⅱ類：口縁部と頚部の分化するものである。口頚部は長く、頚部の張らないもの（ａ）、頚 

部が張るもの（ｂ）に細分され、文様の種類によって、さらに細分される。 

ａ：頚部が張らない。口縁部に羽状縄文が施文され、頚部は無文のものが多い。胴部には区

画沈線文様が配される。 

ｂ：頚部が張るもの。 

1．連弧文、重弧線文が配される。 

2．数段の平行線文が配される。 

3．平行帯状縄文が配される。 

4．平行線文と入組文様が配される。 

5．瘤状貼付文が配される。 

Ⅲ類：Ⅰ、Ⅱ類の判別が困難なものである。文様の種類によって細分される。 

1．口縁端部に縄文帯がめぐり、頚部が無文。 

2．口縁端部に平行沈線と帯縄文がめぐる。 

3．口縁端部に棒状（?）貼付文が配される。 

4．口縁端部に平行沈線がめぐる。 

5．口頚部に入組帯状文が配される。 

6．無文。 

壺Ｂ：口頚部の短いもの。口頚部が外反あるいは外傾、直立するもの（ａ）と口頚部が内弯

あるいは内傾するもの（ｂ）に細分される。 

ａ：口頚部が外反あるいは外傾、直立する。口頚部には平行帯状縄文が配される。胴部は球

状になるものと思われる。 
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ｂ：口頚部が内弯あるいは内傾する。胴部は肩が張り以下が浅鉢に近い形状を示すものもあ 

る。文様の種類によって細分される。 
1：口頚部に平行沈線と複段の刻目が施され、胴部には区画沈線曲線文様が配される。 

2：口縁端部に刻目帯がめぐり、頚部は無文である。胴部には区画沈線曲線文様が配される。 

注口土器 

注口がつくものを一括してある。口頚部から胴部まで残存し、全体の器形が知り得るのは4

点と少なく、他は胴部に注口が取りつくもの、あるいは、注口の痕跡を残すものである。口頚

部だけ、胴部で注口部の残らない資料については、先に述べた壺形土器の器形と酷似しており、 
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Ⅰ類：口縁部・胴部に文様が配される。文様の種類によってさらに細分される。 

ａ：磨消手法による曲線文様、区画沈線曲線文が配される。口縁部は平口縁のものが多い。 

ｂ：格子状沈線文、蛇行沈線文・平行沈線文が配される。口縁部は平口縁で端部に突起が

つく。 

ｃ：帯状平行縄文がめぐり、瘤状小突起が貼付される。平口縁で口唇部に突起がつく。 

ｄ：入組帯状文と弧線文・弧線連結文などの弧線文様が配される。平口縁である。 

ｅ：連弧文が配される。小波状口縁で口唇部に突起がつく。 

ｆ：三叉文が配される。平口縁と小波状口縁がある。 
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その判別は困難で、壺として分類されているものの中に注口土器が含まれている可能性は大き

い。ここでは、器形の知り得る4点について器形分類し、他の資料については文様の施される位

置で分類を行なう。 

器形の知り得る4点の資料は口頚部が分化するもの（Ａ）と口頚部が分化しないもの（Ｂ）に

大別され、胴部形の違いによってⅠ、Ⅱ類に各々細分される。 

注口土器Ａ：口頚部が分化するものである。胴部形の違いによってⅠ、Ⅱ類に分けられる。 

Ⅰ類：胴中央部に4つの頂点をもち、平面形は菱形を呈する。4つの頂点の1つが注口部にあた

る。頚部は無文で胴部には沈線による菱形文が描かれる。 

Ⅱ類：胴部はつぶれた球形を呈する。頚部には平行帯縄文、胴上部には、縦、横位の平行区

画文が配される。 

注口土器Ｂ：口頚部が分化しないものである。 

Ⅰ類：胴部はつぶれた球形を呈する。口頚部は内弯して立ち上り、連弧文が配される。胴上

部にも連弧文、Ｃ字状文が配される。 

Ⅱ類：胴部はソロバン玉に近い形状を呈する。口頚部は直立気味に立ち上り、口唇部には山

形突起が等間隔で8個とりつく。口縁部には横位沈線がめぐり、胴部には小突起がつく。全面に

ヘラミガキが施される。 
注口土器Ｃ：胴部資料でＡ・Ｂの判別が不可能なものである。胴部は球形に近い。文様の配さ

れる位置の違いによってａ～ｃに細分される。 
ａ：胴部全体に文様が配される。入組風の区画沈線曲線文である。 

ｂ：胴上部に文様が配される。器面を四分割するように縦・横位の平行線文が配され、突起

がとりつく。 

ｃ：胴中央部にのみ文様が配される。彫りの浅い平行沈線の末端が弧状の隆線で連結される

文様である。 
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ロ．縄文晩期前葉の土器 

上部貝層（第Ⅱ層）、最上部土層（第Ⅰ層）、ＣＯ～ＣＲ33～35区、同44～48区の遺物包含

層で主体的に出土した土器である。器種には、深鉢、鉢、浅鉢、皿、壺、注口土器、器台、袖

珍土器がある。袖珍土器については、土製品の項で取り扱い、ここでは前者について器形、文

様帯の位置、文様の種類などから分類を行なう。なお、器種区分は、土器の最大径と頚部径、

器高の関係を基準とし、深鉢は最大径より器高の高いもの、鉢は、器高が最大径と同じか、2/3

くらいまでのもの、浅鉢は、器高が1/3ぐらいまでのもの、皿は1/3に満たないものとした。し

かし、破片資料も多く、また、中間的な形態のものも少なくなく、特に深鉢と鉢、浅鉢と皿に

おいては、明確な区別をなし得ないものを含んでいる。壺は頚部と胴部との境がくびれ、頚部

径が最大径の2/3に満たないものとしたが、全体の器形を知り得る資料がなく、口頚部の形態で

分類を行なった。また、注口土器については、注口の付くものをすべて含めているが、全体形

状の明らかなものがなく、注口の残るものも少ない。従って他の遺跡で出土した資料等を基礎

に口頚部の形態から分類を行なった。 

 

深鉢 

深鉢は、2種類（Ａ・Ｂ）の器形に大別され、文様帯の位置、文様の種類によって細分が可能

である。 

深鉢Ａ：頚部でくびれ口縁部が外傾する器形である。器形細部の特徴、文様帯の位置の違い

から2類に細分される。出土数は少なく各 1々点づつである。ともに小波状口縁を呈する。 

Ⅰ類：胴上部が僅かに張り出し最大径が位置する。文様帯は口縁部と胴部に配され、くびれ

部をめぐる沈線で画される。口縁部には、中央の点と点対称の関係で連結する玉抱き三叉文、

胴部には上位に円文を両側からはさみ込むような魚眼状三叉文、縄文帯をはさんで下位には玉

抱き三叉文が配される。地文は無節の縄文である。装飾性の強い土器である。 

Ⅱ類：胴部は僅かなふくらみをもつものの緩やかに底部へと移行する。最大径は口縁部に位

置する。文様帯は口縁部にある。口縁部には横位沈線がめぐり、沈線の上位は無文で、下位か

ら胴部には地文としての縄文が施文される。 

深鉢Ｂ：底部から口縁部までくびれることなく立ち上がる器形である。口縁部は、直立気味

かやや開くものが多い。文様帯の有無から2類に細分される。 

Ⅰ類：文様帯をもつ。文様帯は口縁部にあり、その下位は1～2本の沈線で画される場合が多

い。胴部には地文として縄文あるいは羽状縄文が椀文される。文様帯中は、無文のものと入組

三叉文、玉抱き三叉文など各種の三叉文を基調とするものがあり、ともに入念なミガキが施さ

れる。口縁部は小波状口縁のものと平口縁で突起をもつものが多い。胴部には縄文あるいは 
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羽状縄文が施される。 

Ⅱ類：地文だけのもの。縄文あるいは羽状縄文が施文される。口縁部は平口縁である。 

鉢 

鉢は3種類（Ａ～Ｃ）の器形に大別され、文様帯の有無、文様の種類によって細分される。 

鉢Ａ：頚部でくびれ口縁部が外傾して開く器形である。最大径は口縁部に位置し、胴部は一

度張り出してから底部へと移行する。文様帯は口縁部と胴部に位置し、文様の種類から2類に細

分される。 

ａ類：各種の三叉文をもつもの。入念なミガキが施される。装飾性の強い土器で、口縁部は

小波状口縁で突起がつく。 

b類：入組文と雲形文（?）をもつもの。口縁部は波状口縁である。 

鉢Ｂ：頚部でくびれ口縁部が直立気味になる器形である。肩部が張り出し、ここに最大径が

位置する。文様帯は口縁部にあり下位は1～2本の沈線で画される。なお、胴部には縄文が施文

される。文様の種類によって3類に細分される。 

ａ類：平行線化した羊歯状文をもつもの。小波状口縁で口縁部内面に1本の沈線がめぐる。 

ｂ類：2段の列点文をもつもの。平口縁で口縁端部が受け口状になるもの、口唇部に沈線が  

めぐるものがある。 

ｃ類：無文のもの。小波状口縁で、口縁部にはミガキが施されるだけである。 

鉢Ｃ：底部から口縁部までくびれることなく立ち上がる器形である。胴部は丸味をもつもの

が多く、口縁部は直立気味あるいはわずかに開いて外傾する。最大径は口縁部に位置する。文

様帯をもつものと（Ⅰ類）と地文だけのもの（Ⅱ類）無文のもの（Ⅲ類）に大別され、Ⅰ類は

文様の種類によって組分される。 

Ⅰ類：文様帯をもつ。文様帯は口縁部にあり、その下位は深鉢同様に1～2本の沈線で画され

る場合が多い。胴部には縄文あるいは羽状縄文が施文される。文様の種類によって8類に細分さ

れる。 
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ａ：各種の三叉文をもつもの。独立して配されるものと他の文様と併用して配されるもの 
がある。 
ｂ：Ｃ字状文をもつもの。独立して配されるものと三叉文と組み合うものがある。 

ｃ：平行沈線文をもつもの。 

ｄ：入組文をもつもの。 

ｅ：右下りで横走する長目の沈線に刻目を加えた文様をもつもの。 

ｆ：羊歯状文をもつもの。末端の入組むものと入り組まないものがある。ｅと組み合うもの

が多い。 

ｇ：梯子状列点文をもつもの。 

ｈ：無文のもの。沈線で画されるものと画線のないものがある。また、台の付くものもある。 

Ⅱ類：地文だけのもの。縄文あるいは羽状縄文、付加縄文の施文されるものがある。平口縁

のものが多い。 

Ⅲ類：無文のもの。平口縁でミガキが施される。 

浅鉢 

浅鉢は3種類（Ａ～Ｃ）の器形に大別され、各々、文様帯の位置、文様の種類などから細分す

ることができる。 

浅鉢Ａ：胴部が丸味をもって立ち上り、頚部でくびれ、口縁部が外反する器形である。口縁

部は平口縁あるいは小波状口縁で、突起のつくものもある。文様帯の位置によって2類に細分さ

れる。 
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Ⅰ類：口縁部、胴部に文様帯をもつ。文様の種類は玉抱き三叉文、入組三叉文である。 

Ⅱ類：胴部に文様帯をもつ。文様の種類は入組三叉文である。 

浅鉢Ｂ：胴部が丸味をもって立ち上り、くびれることなく口縁部が内弯あるいは直立気味に

なる器形である。口縁部は平口縁、小波状口縁、波状口縁と多様である。文様帯の位置によっ

て4類に細分され、無文のもの（Ｖ類）もある。 

Ⅰ類：口縁部から胴部に連続する文様が描かれる。文様の種類は三叉文である。 

Ⅱ類：口縁部と胴部に文様帯をもつ。文様の種類には列点文（ａ）梯子状文と雲形文の組み

合わせ（ｂ）がある。 

Ⅲ類：口縁部に文様帯をもつ。文様の種類には三叉文（ａ） 字状文と梯子状文（ｂ）があ

る。 

Ⅳ類：胴部に文様帯をもつ。文様の種類は魚眼状三叉文である。 

Ⅴ類：無文のもの。 

浅鉢Ｃ：胴部から口縁部まで直線的に外傾する器形である。口唇部は平坦に造り出され、沈

刻による文様が施される。口縁部には横位平行沈線がめぐる。胴部文様の有無から2分される。 

Ⅰ類：胴部文様をもつ。文様の種類は雲形文である。 

Ⅱ類：胴部文様をもたない。地文として縄文が施文される。 

皿 

皿は2種類（Ａ・Ｂ）の器形に大別される。 

皿Ａ：胴部が丸味をもって立ち上り、頚部でくびれ、口縁部が外反する器形である、文様帯

の位置によって2分される。 

Ⅰ類：口縁部、胴部に文様帯をもつ。口縁部文様は明らかでないが、胴部文様は波状入組文 
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と刻線の組み合わせによるものである。全体に入念なミガキが施される。 

Ⅱ類：口縁部に文様帯をもつ。文様の種類は反転連結三叉文である。 

皿Ｂ：くびれることなく外傾して開く器形で、八の字状に開く高台がつく。口唇部は平坦に

造り出され、1個の突起がつき三叉文が描かれる。口縁部には横位平行沈線が、胴部には縄文帯

がめぐる。高台部にはミカキが施される。 

壺 

壼は、口頚部の形状から2種類（Ａ・Ｂ）の器形に大別される。 

壺Ａ：口頚部の分化しないもの。文様帯をもつもの（Ⅰ類）と無文のもの（Ⅱ類）に細分さ

れる。Ⅰ類は1点、Ⅱ類は2点で量は少ない。 

Ⅰ類：口頚部は外傾して開き鉢Ｃ類の器形に酷似している。文様は口辺部分に入組三叉文が

配され、下位には縄文が施文される。 

Ⅱ類：口頚部は直立気味に立ち上る。肩の張るものとナデ肩のものがある。器面にはミガキ

が施される。 

壺Ｂ：口頚部の分化するもの。頚部は大きく内傾し「く」字状にくびれて、口縁部はふくら

みをもって外傾して開く。胴部では肩が張り、わずかなふくらみをもって胴中央部の最大径ま

で移行する。口縁部には縄文が施文され、頚部にはミガキが施される。肩部には2本の平行沈線

がめぐり、下位には波状入組文の変形文様が配される。1点のみの出土である。 

注口土器 

注口土器も壺同様に口頚部の形状から2種類（Ａ・Ｂ）の器形に大別される。 

注口土器Ａ：口頚部の分化しないもの。文様帯の位置によって2類（Ⅰ・Ⅱ類）に細分され、

無文のもの（Ⅲ類）もある。 
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ＡⅠ類：口頚部全体に文様が配される。文様の種類から2類に細分される。 

ａ：波状入組文の末端に付加的な沈線を加えた文様（弯曲菱形文様など） 

ｂ：波状入組文の末端に付加的な沈線、刻目を加えた文様(Ｋ字状文になる) 

ＡⅡ類：口辺部のみに文様が配される。文様の種類から3類に細分される。 

ａ：Ｃ字状文・三叉文（?）が配される。胴部にはＡⅠa類の文様とＣ字状文を組み合わせた 

文様 

ｂ：変形玉抱き三叉文 

ｃ：（鉢ＣⅠe類の口縁部同様の）右下りで横走する長目の沈線に刻目を加えた文様 

ＡⅢ類：無文のもの。ミガキが施される。 

注口土器Ｂ:口頚部の分化するもの。頚部が内傾し「く｣字状にくびれ、口縁部がふくらみを

もって外傾して開く。文様の種類から3類に細分される。 

ａ：三叉文 

ｂ：波状入組文の末端に付加的な沈線を加えた文様 

ｃ：平行沈線文 

（2）出土状況と大別層での共伴関係 

前項において、縄文時代後期中葉から末葉にかけての土器は深鉢で7器形47類、鉢・浅鉢で4

器形26類、皿で2器形2類、壺は口縁部形態から2器形26類、注口土器は胴部形態を含めて3器形

7類にそれぞれ分類された。各大別層位ごとの出土状況は第4表（イ）に示す通りである。 

それによると、第Ⅷ－1層（貝層下土層第1層）出土土器と、ＣＬ、ＣＭ47、48区－3・4層遺

物包含層出土土器は、深鉢、鉢・浅鉢、壺などの器種においてほぼ同様の組み合わせを示し、

後者で欠損する皿、注口土器などの器種を前者が補完する関係にある同一時期の遺物包含層と

理解することができる。遺物の出土はＣＬ、ＣＭ39、41、47区に多く、図化資料では、複数の

地区から出土し、接合されたものも少なくない。なお、ＣＬ、ＣＭ40区では出土量が他の区に

比して少ない傾向を示している。 

器種には、深鉢・鉢・浅鉢、皿、壺、注口土器があり、深鉢、鉢・浅鉢に描出される文様に

は、磨消手法による区画沈線曲線文、同直線文や入組帯状文風文様、円文、楕円あるいは木ノ 
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葉状文による横位連結文を主文様とする一群と、反転平行沈線、鋸歯状沈線、斜格子状沈線な

どの沈線文を主文様とする一群がある。壼の場合は前者の中でも磨消手法による区画沈線曲線

文が描かれる。注口土器の文様は菱形区画の沈線文である。 

第Ⅶ層（最下部貝層）は上下2層に細分され、下位の2層ではＣＬ39～41区に出土が多く、Ｃ

Ｍ39～41区では出土が少ない。1層ではＣＬ39、41区に出土が多い。2層出土土器の中でＣＬ41

区－18層（混貝土層）出土土器はモチーフ等の特徴がいづれも第Ⅷ－1層出土土器に近似する

ものであり、層相では第Ⅶ層に区分されたものの、土器の大きな特徴から観る限り第Ⅷ－1層

のそれと変化は少ない。 

他の地区でも下層（第Ⅷ層）出土土器と特徴を同じくするものが若干出土しているが、これ

らはいづれも破片としての出土であり、混入と考えて良いものと思われる。 

器種には、深鉢、鉢・浅鉢、壺、注口土器、香炉があり、量的には深鉢が多い。深鉢には入

組帯状文と弧線文の組み合う文様が多描され、縄文、櫛歯状沈線で充填されるものが多く、口

縁部の突起も特徴的なものと言える。弧線文は鉢・浅鉢、壺の文様としても描かれている。 

第Ⅵ層（下部貝層）は3層に細分され、最下層である3層には第Ⅶ層出土土器と同じ特徴を示

す土器が比較的多く含まれているが、図化できるようなものは少ない。図化資料には、深鉢、

鉢・浅鉢、壺、注口土器があり、入組帯状文、平行線文による文様が描かれ、モチーフ内外に

瘤状小突起が多く貼付される特徴を示す。 

2層ではＣＬ、ＣＭ41区に出土が多く、中でもＣＭ41区－25層からは深鉢、壺、注口土器な

どがまとまって出土している。各土器に描かれる文様は3層図化資料と同様のものの他に弧線

連結文があり、瘤状小突起の貼付も特徴的なものとなっている。ＣＬ39～41区、ＣＭ39区出土

のものも同様である。 

1層ではＣＬ39、40区に深鉢、鉢・浅鉢、壺がまとまって出土している。モチーフの特徴は2

層出土のものと大きな変化はない。 

第Ⅴ層（中部土層）は上下2層に細分され、ＣＬ39、41区、ＣＭ40区にまとまった資料が出

土している。2層ではＣＬ39区で深鉢・鉢・浅鉢、壺が出土し、深鉢には入組帯状文が描かれ、

刺突で充填されるのが特徴である。第Ⅵ層で特徴的であった瘤状小突起の多用された深鉢、

鉢・浅鉢も破片として出土している。 

1層ではＣＬ39、41区、ＣＭ40区で深鉢、鉢・浅鉢、壺が出土し、深鉢は2層同様に刺突で充

填された入組帯状文が描かれるもので、鉢・浅鉢には魚眼状三叉文の描かれるものもある。壺

は連弧文と魚眼文の組み合うもの、無文で盲孔状突起をもつものなどがある。 

第Ⅳ層（中部貝層）はＣＬ39－41区、ＣＭ41区でまとまった資料が出土している。器種には

深鉢、鉢・浅鉢、壺、注口土器がある。深鉢には入組帯状文が描かれ、縄文あるいは刻目で充

填
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され、口縁部には発達した各種の山形突起がつく。鉢・浅鉢は無文で脚あるいは高台のつくも

のが多く、連弧文の描かれるものもある。壼、注口土器も無文のものが多く、発達した突起を

もつものもある。 

第Ⅲ層（上部土層）は上下2層に大別された。2層ではＣＬ39、40区、ＣＭ40区に深鉢を主に

鉢・浅鉢、壺が出土している。各器種ともに、第Ⅳ層出土のものと同様の特徴を示している。 

1層ではＣＬ、ＣＭ40区、ＣＭ41区に破片資料であるが、深鉢、鉢・浅鉢、壼の出土がある。

鉢、浅鉢には魚眼状三叉文の描かれるものが多く、深鉢、壼は2層のものと変化はない。 

次に、第Ⅱ層（上部貝層）、第Ⅰ層（最上部土層）ＣＯ、ＣＰ34区3層、ＣＯ～ＣＲ46～48

区3層出土土器について観てゆく。これらの層からは縄文時代晩期前葉の土器が主体的に出土

しており、深鉢は2器形5類、鉢は3器形18類、浅鉢は3器形11類、皿は2器形3類、注口土器は2

器形9類にそれぞれ分類され、各層別の出土状況は第4表（ロ）に示す通りである。 

第Ⅱ層は上下2層に大別された。各細別層単位での土器の出土は第Ⅷ－1層～第Ⅲ層までの細

別層に比して量的にも少ない。2層ではＣＬ39区20層、ＣＬ40区13層、11層、ＣＭ41区15層、

14層などで比較的まとまった出土を見る程度である。器種には深鉢、鉢、浅鉢、皿、壼、注口

土器の5種類があり、鉢が最も多く、皿、壺は極めて少ない。注口土器を除く各器種には三叉

文を基調とする文様が主に描かれ、無文のもの(口縁部のみ)も多い。注口土器には波状入組文

の末端に付加沈線を加えるもの、平行沈線文のものが多い。 

1層の出土量は2層に比してさらに少なく、鉢、浅鉢、皿、注口土器の4器種が見られるに過

ぎない。各器種のモチーフは2層同様に三叉文を主文様とするものが多い。 

第Ⅰ層出土土器には鉢、浅鉢、壼、の3器種があり、第Ⅱ層に比しても出土量は少ない。鉢

には平行線化した羊歯状文を描くもの、横位沈線のめぐるものがあり、前者は器形においても

第Ⅱ層出土のものと異なっている。浅鉢には胴部に雲形文が描かれ、変形Ｔ字状の彫去が口唇

部に施される。壺の場合も胴部に雲形文が描かれる。 

なお、第Ⅱ層・第Ⅰ層出土遺物としたＣＭ40区4ａ層、4包含層、及び他の地区層位との関連

が把握できなかったＣＭ41区4～6層出土遺物を観ると、鉢、壼、注口土器があり、鉢には三叉

文の描かれるものも若干認められるが、羊歯状文、横走する横長の沈線に刻目を加えた文様、

梯子状列点を描くものも認められる。壷、注口土器には波状入組文の末端に付加沈線を加えた

文様が描かれる。 

次に、ＣＯ、ＣＰ34区3層出土土器について観ると、鉢、浅鉢、注口土器の3器種があり、鉢

には羊歯状文、浅鉢には梯子状文と 字状文あるいは雲形文が描かれる。また、注口土器に

は波状入組文の末端に付加沈線を加えた文様が描かれる。第Ⅱ・第Ⅰ層、第Ⅰ層出土土器に類

似する資料である。 
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ＣＯ、ＣＲ46～48区3層出土土器には鉢、浅鉢、皿、注口土器の4器種があり、第Ⅱ層、第Ⅰ

層で出土した土器の双方の特徴をもつものを含み、量的には前者が多い。晩期前葉を主とした

二次堆積層の可能性が強い。 

以上、各層出土土器の出土状況および簡単な特徴について述べてきた。層相によって区分し

た大別層位出土土器は、その接点において下層の土器の混入が認められるが、大概、土器の変

化（器形、文様等の総体としての）と一致するものであり、各大別層位の出土土器は下層から

上層へと連なる土器の層位的な変化を反映するものと言える。 

先にも述べたように、第Ⅷ－1層出土土器とＣＬ、ＣＭ47、48区3・4層出土土器、第Ⅳ層出土

土器と第Ⅲ層出土土器、第Ⅰ層出土土器とＣＯ34区3層出土土器は、各々土器の組み合せ、文様

の特徴から同一時期の包含層と考えられた。 

なお、出土土器には層位的に検出された前述のものの他に、南斜面遺物包含層（貝層下土層）

ＣＬ、ＣＭ44～48区3・4層、ＣＱ45区3層）から出土した縄文早期末葉から前期の一群、北斜面

包含層と周辺部、第Ⅷ－2層で主体的に出土した縄文中期後葉から後期前葉の一群(各層で混在

して出土した同類のものも含む)、表土、撹乱層から出土した弥生土器の一群があり、これらを

含めて、出土土器は以下の各群にグルーピングが可能である。 

第Ⅰ群土器、  縄文早期末葉～前期土器、Ａ類：早期末葉の土器、Ｂ類：前期の土器、 

第Ⅱ群土器、  縄文中期後葉～後期前葉の土器、1類：中期後葉の土器、2類：後期前葉の 

土器、第Ⅷ－2層で主体を占める。 

第Ⅲ群土器、  第縄文後期中葉の土器。第Ⅷ－1層、ＣＬ、ＣＭ47、48区第3、4層で主体を 

占める。 

第Ⅳ群土器、  縄文後期後葉の土器。第Ⅶ層で主体を占める。 

第Ⅴ群土器、  縄文後期後葉の土器。第Ⅵ層で主体を占める。 

第Ⅵ群土器、  縄文後期後葉の土器。第Ⅴ層で主体を占める。 

第Ⅶ群土器、  縄文後期末葉の土器。第Ⅳ・Ⅲ層で主体を占める。 

第Ⅷ群土器、  縄文晩期初葉の土器。第Ⅱ層で主体を占める。 

第Ⅸ群土器、  縄文晩期前葉～中葉の土器、1類：晩期前葉、第Ⅱ・Ⅰ層として取り上げた

土器、ＣＭ41区4～6層出土土器、2類：晩期中葉、第Ⅰ層で主体を占める。 

第Ⅹ群土器、  弥生初期の土器、表土、撹乱層出土 

なお、第Ⅲ群～第Ⅸ群における各器種の共伴関係は以下に示す通りである。 

第Ⅲ群土器 深鉢ＡⅠ、ＡⅡ、ＢⅠa～ＢⅠc、ＢⅡa、、ＣⅠ、ＣⅡ、ＤⅡ、Ｅ、ＦⅠ、ＦⅢ

a、ＦⅤ、ＦⅥ類 

鉢・浅鉢ＡⅡa、ＡⅡb、ＡⅢｂ1、ＡⅢｂ2、Ｂ、ＣⅠ、ＤⅠa、ＤⅠb、ＤⅢa、

ＤⅢb、ＤＶ類 

皿Ａ、Ｂ類 

壺ＡⅠa1～ＡⅠa3、ＡⅡa、ＡⅡb2、ＡⅢ1、Ｂa類 
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注口ＡⅠ類 

第Ⅳ群土器 深鉢Ｂ1d、ＢⅠe1、ＢⅠe2、ＢIf1、ＢⅠf2、ＢⅡb、ＢⅡc、ＢⅣa、ＢⅣb、ＢⅤ、

ＢⅥ、ＦⅡa～ＦⅡc、ＦⅣ～ＦⅣ類 

鉢・浅鉢（ＡⅠ）、ＡⅢa、ＤⅠb、ＤＶ類 

皿Ｂ類 

壼ＡIb1、ＡⅡa、ＡⅡb1、ＡⅡb2、ＡⅢ2、Ｂb1、Ｂb2類 

注口Ｃa類 

香炉 

第Ⅴ群土器 深鉢ＢⅢa～ＢⅢd、ＢⅣc、ＦⅡb、ＦⅡd、ＦⅡe、ＦⅢb1、ＦⅢb2、ＦⅢc1、FＶ、

ＦⅣ、Ｇ類 

鉢、浅鉢ＤⅠc～ＤⅠe、ＤⅡa、ＤＶ類 

壺ＡⅠb2、ＡⅡb2～ＡⅡb5、ＡⅢ2～ＡⅢ6類 

注口ＡⅡ、ＢⅠ、Ｃb、Ｃｃ類 

第Ⅵ群土器 深鉢ＢⅠf1、ＢⅠf3、ＦⅢc1～ＦⅢc3、ＦＶ類 

鉢、浅鉢ＣⅡ、ＤⅠf、ＤⅣ、ＤＶ類 

壼ＡⅠb3、ＡⅠb5、ＡⅠb7、ＡⅢ6類 

第Ⅶ群土器 深鉢ＢⅠf1、ＢⅠf4、ＢⅠg1、ＢⅠg2、ＦⅡe，ＦＶ、ＦⅥ類、 

鉢・浅鉢ＡⅢb3、ＤⅠf、ＤⅡa～ＤⅡc、ＤⅣ、ＤＶ類 

壼ＡⅠb4、ＡⅠb6類 

注口ＢⅡ類 

第Ⅷ群土器 深鉢ＡⅠ、ＡⅡ、ＢⅠa、ＢⅠｂ、ＢⅡ類 

鉢Ａa、ＣⅠa～ＣⅠd、ＣⅠa＋b、Ｃｈ、ＣⅡ類 

浅鉢ＡⅠ、ＡⅡ、ＢⅠ、ＢⅢa、ＢⅣ、ＢⅤ類 

皿ＡⅡ、Ｂ類 

壺ＡⅠ、ＡⅡ類 

注口ＡⅠa、ＡⅡa～ＡⅡc、Ｂa～Ｂｃ類 

第Ⅸ群土器1類、鉢ＣⅠa＋e、ＣⅠe～ＣⅠg、ＣⅠ類 

浅鉢ＢⅡb、ＢⅢb類 

皿Ａ類 

壺Ｂ類 

注口ＡⅠb類 

第Ⅹ群土器2類、鉢Ａb、Ｂａ～Ｂc類、 

浅鉢ＢⅡa、ＣⅠ、ＣⅡ類  注口 
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（3）各土器群の内容 

 

第Ⅰ群土器 

ここで、第Ⅰ群として扱う土器は、主として南斜面貝層下土層及び包含層から発見され、縄文

時代早期から前期に比定されるものである。これらは層位的な出土状況を示しておらず、ここ

では他の遺跡から得られた層位関係をもとに、類別記述してゆく。 

Ａ1類（第191図1） 

Ａ1類土器は、外面に縄文、内面に貝殻条痕文をもつ土器である。1は節のよくしまった縄文

が施文されている。図示し得ない小片で、屈曲部に指頭状圧痕の施されたものがあり、素山上

層式（伊東：1952）に比定される。胎土には繊維が混入されている。 

Ａ2類（第191図2～5） 

Ａ2類土器は、内外面ともに縄文の施文された土器である。2は口端部に爪形刺突文が施され

ている。3～5は同一体で、頸部に隆帯が設けられ、その上に横位の抑圧縄文が施されている。

このような特徴をもつ土器は、岩手県大槌町崎山弁天遺跡第3層（草間編：1975）、大船渡市関

谷洞窟第8層及び第7層（及川：1978）において報告されており、梨木畑式（林：1965）に比定

される。胎土には繊維が混入されている。 

Ａ3類（第191図6～18） 

第Ⅰ群土器の中では最も多量に出土した一群であり、地文に縄文の施文されるａ種と撚糸文

の施文されるｂ種とがある。いずれも繊維が混入されている。 

ａ種：縄文は単節0段多条が用いられ、羽状が構成される場合は非結束である。内面はいずれ

もナデ調整によるが、貝殻条痕文の施されるもの（第191図22）も認められる。 

1．(第191図6～10)口縁上部に縦位あるいは斜位の短沈線文帯をもち、押圧縄文の施される土

器である。6、8は同一個体である。6、7、8、10は、ナデ調整の施された無文地に2段撚りの横

位抑圧縄文が施文され、さらに短沈線文が施されている。抑圧縄文は10をのぞき相反する撚り

が用いられている。胴部は斜縄文が施されている。9は地文の上に抑圧縄文が施されたものであ

る。 

2．(第191図11～第192図4)口縁上部に短沈線文帯をもたずに抑圧縄文の施される土器である。

第191図12～17は同一個体である。口縁部から胴部全面にかけて斜縄文か施され、さらに押圧縄

文が施されている。口縁部では横位、胴部では重弧状に施文されている。押圧縄文は2段の相反

する撚りが用いられている。文様構成は明確でないが、このような地文の上に押圧縄文が施さ

れるものは、第191図11、18、第192図3に認められる。第191図19、24、 

 307



 308



 309



 310



第192図1は同一固体である。ナデ調整の施された無文地に縦位の抑圧縄文が施され、その間に

重弧状の抑圧縄文が施文される。抑圧縄文は2段の相反する撚りが用いられている。同様の文様

構成をとると思われるものに第191図21、22、第192図2が認められる。そのほかに第191図20、

23のようにナデ調整による無文地に格子風の斜位抑圧縄文や横位抑圧縄文が施されるものもあ

る。 

3．（192図4～16、18～21、第193図1～12）口縁部に押圧縄文の施されない土器である。第192

図4～10、第193図1、5、6、7は口縁上部に縦位あるいは斜位の短沈線文帯が設けられている。

地文は、斜維文と羽状縄文である。第192図11～13、第193図3～4は、口端部に連続刺突文や指

頭状圧痕文をもつものである。第193図2は口端部に縦位の抑圧縄文が施されている。第192図14

～16のように刻目が施されないものもある。第192図19は底部付近の破片である。 

ｂ種、撚糸文は1段のものが使用されている。内面はいずれもナデ調整による。 

1．（第192図17、第193図13～15）縦走撚糸文が施されている。第193図13、15は口端部にも

撚糸文が施されている。第193図「ハ」の字状の刻目が付されている。 

2．（第193図16～18）同一個体である。横走～斜走する撚糸文が施されている。 

なお、このような特徴をもつ土器は、宮城県船入島貝塚貝層下黒土層（林：1965）、吉田 
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浜貝塚Ⅰ層、Ⅰ－Ⅰ層（後藤：1968）、南境貝塚妙見地区第1層（後藤：1969）などに認められ

る。これらは船入島下層式とされるものである。 

Ｂ1類土器（第194図1～4） 

1、2は木目状撚糸文（単軸絡条体1Ａ類）の施されたものである。3・4は口縁部に文様帯をも

ち、前者は波状平行沈線文、後者は連続刺突文が施され、胴部は、斜縄文が施されている。胎

土には繊維が混入されている。このような特徴をもつ土器は、宮城県平田原貝塚（後藤、他：

1969）、欠・持長地遺跡（菊地：1981）などから出土しており、大木2ａ式とされている。 

Ｂ2類土器（第194図5～7） 

5～7は0段の撚糸を軸に連続して結びつけたＳ字状撚糸文（単軸絡条体4種）の施された土器

である。口頸部には指頭状圧痕の施される横位隆帯が貼付されたものがある。胎土には繊維が

混入されている。このような特徴をもつ土器は、岩手県陸前高田市牧田貝塚（及川、遠藤他：

1971）などから出土しており、大木2ｂ式とされている。 

Ｂ3類土器(第194図9～9) 

8～9は鋸歯状貼付文をもつ土器である。胎土に織維は混入されていない。このような特徴を

もつ土器は、岩手県陸前高田市大陽台貝塚（及川、遠藤他：1979）などから出土しており、大

木5式とされている。 

引用・参考文献 
伊東 信雄：1940、『宮城県遠田郡不動堂村素山貝塚調査報告』奥羽史料調査部研究報告第2 

伊東 信雄：1952、「古代史－縄文式文化の変遷」『宮城県史』第1巻 

伊東 信雄：1981、「船入島貝塚」『宮城県史』第34巻 

及川 洵、遠藤勝博、及川千代松：1971『牧田貝塚発掘調査概要』 

及川 洵：1978「考古編」『大船渡市史』第1巻 

及川 洵、遠藤輝夫、他：1979『大陽台貝塚発掘調査概要』 

菊地 淳一：1981「欠持長地遺跡」『仙南仙塩広域水道関係遺跡報告書』Ⅰ宮城県文化財調査報告書第79集 

草間俊一編：1975『崎山弁天遺跡』大槌町教育委員会 

熊谷 常正：1983「岩手県における縄文時代前期土器群の成立」『岩手県立博物館研究報告』第1号 

後藤 勝彦：1968「宮城県七ヶ浜町吉田浜貝塚（1）」『仙台弯周辺の考古学的研究』 

後藤 勝彦：1969『埋蔵文化財第4次緊急調査概報－南境貝塚－』宮城県文化財調査報告書第20集 

後藤 勝彦他：1969『平田原貝塚－陸前地方縄文文化前期の編年学的研究』宮城県塩釜女子高等学校社会部 

林  謙作：1962「東北地方早期縄文式文化の展望」『考古学研究』第9巻第2号 

林  謙作：1965「縄文文化の発展と地域性―東北」『日本の考古学』Ⅱ河出書房 

林  謙作：1982「縄文早前期の土器－北海道南部・東北地方－」「早期梨木畑式」『縄文土器大成』Ⅰ講談社 

山内 清男：1979『日本先史土器の縄文』 
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第Ⅱ群土器 
ここで第Ⅱ群土器として扱う土器は、北斜面遺物包含層、南斜面貝層下土層第Ⅷ－2層など

から出土した縄文時代中期後葉から後期前葉に比定されるものである。 

第1類土器：中期後葉の土器で第1住居跡（第123図）、第2住居跡（第129図）、南斜面各地区

から少量の出土がある。住居跡出土土器は縦位の「∩」状文や円文が描かれ、大木9式と考えら

れるものである。南斜面各地区出土のものについては先にその年代について述べている（第152

図参照）。大木9式、10式とされるものである。 

第2類土器：後期前葉の土器で南斜面貝層下土層第Ⅷ－2層を主体に各層から、また北斜面遺

物包含層、表土等から出土している。ここでは各項で行なった分類をまとめ、従来の研究と比

較して所属年代を検討してみたい。（第8、9、15～20、153～159図参照） 
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以上、器形と文様の特徴から分類した。これを宮城県内において、該期の土器についてこれ 

まで行われてきた研究の成果と比較すると、全体としては後期初頭の土器型式である「南境式」

（伊東信雄：1957）に比定されるものである。さらに、近年南境式はいくつかの土器群の変遷

が指摘されている。つまり、南境貝塚の資料によって後藤勝彦氏はＡ・Ｂ・Ｃ群の変遷を指摘

されており（後藤：1974）、青木畑遺跡・菅生田遺跡では南境式の中でも「初頭」という位置

付けがおこなわれ（加藤道男：1982、丹羽・阿部・小野寺：1982）、大谷地遺跡では青木畑遺

跡直後の土器群で、金取遺跡の例（小野寺祥一郎：1980）よりさらに古い特徴をもつという指

摘も行われている。（茂木好光：1984）。また二屋敷遺跡では、南境式の3区分が考えられてい

る。これらとの比較検討により、本遺跡の土器は三つのグループ（第1、第2、第3グループ）に

分けることができる。 

第1グループ（深鉢Ａ～Ｈ・ＫⅠ・ＫⅡ、ＬⅠ類、浅鉢Ｂ類） 

大谷地遺跡、青木畑遺跡などが、田柄貝塚に距離的に近い県北部の類例としてとりあげられ

る。これらの遺跡に共通している組成の特徴として、器形的には①口縁部が外反して胴上部が

膨らむもの、②胴中位に稜がついて、それ以上が外反気味に立ち上がるもの、③大形の突起が

ついて口縁部外反、頸部に稜がついて胴上部が膨らむものなどがあり、また単純な器形として

直線的に外傾するものや変化なく口縁部まで立ち上がるものがある。文様は、方形区画文、隆

線による横位の弧状文、連結渦文、連続刺突文などがある。本遺跡の深鉢Ａ・Ｂ・Ｃ（Ⅰ・Ⅱ）

Ｅ・Ｆ（Ⅲ）Ｇ・Ｈ・ＫⅡ類は器形や文様の特徴が類似しており、ほかの深鉢Ｃ（Ⅲ）・Ｄ・

Ｆ(Ⅰ・Ⅱ)ＫⅠ類、浅鉢Ｂ類は文様が口縁部にのみ施されている点や、隆線が多用されている

点からすれば、同様な時期に属する可能性が強い。 

第2グループ（深鉢Ⅰ・Ｊ・ＫⅢ～Ⅳ・ＬⅡ・Ｍ、深鉢Ｃ・Ｄ・壺） 

金取遺跡に類例がみられる。金取遺跡の遺物包含層出土土器には深鉢、浅鉢、壺があり、深

鉢は器形の違いから、頸部が「く」字状のもの、口縁部がほぼ直立するもの、直線的に外傾す

るものの三つにわけられ、それぞれに横位に展開する文様や楕円文、渦文、「Ｓ」字連鎖文を

中心とした大きな「ハ」字文などが描かれ、蕨手文もみられる。これと比較すれば本遺跡出土

土器は器形、文様ともごく近い特徴を持っており、また浅鉢、壺も互いに出土量は少ないもの

の類似性が強い。 

第3グループ(鉢Ａ・Ｂ、小形皿状浅鉢) 

南境貝塚、西ノ浜貝塚などに類例があるが、まだまとまりをもった形での資料提示が行われ

ている遺跡はない。 
なお、浅鉢Ａ類については類例がなく時期を特定できない。 
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第Ⅲ群土器 
第Ⅷ－1層（貝層下土層第1層）、ＣＬ・ＣＭ－47、48区3・4層で主体的に出土した土器であ

る。第Ⅲ群土器に含まれる器形の種類は、深鉢がＡ～Ｆの7器形、これに文様帯の位置、文様

の種類をあわせると18類になる。鉢・浅鉢はＡ～Ｄの4器形、同12類、皿はＡ・Ｂの2器形、同

2類、壺はＡ・Ｂの2器形、同7類、注口土器はＡ器形、同1類である。 

（ 1）器形について 

深鉢Ａ類は胴部が直線的に外傾する長胴形のもので、頚部でくびれ短い口頭部が外傾して開

く器形である。口縁端部は肥厚することなく、端面は平坦に造られている。文様帯をもつＡⅠ

類は平口縁で、器高は40cmほどの大形品である。地文だけのＡⅠ類には平口縁と大波状口縁の

ものがあり、前者は器高が15cmほどと小形品である。後者については明らかでない。 

深鉢Ｂ類は胴部が僅かに張り出すかふくらみをもって立ち上り、頚部でくびれる器形で、口

頭部はＡ類に比して長く、開いて外傾するものと内弯気味に立ち上るものがある。口縁部は端

面が丸味をもち、端部内側の肥厚するものが多い。口縁部形態には平口縁のもの、平口縁で山

形の小さな突起のつくもの、5単位の大波状口縁のもの（波頂部が丸味をもつものと尖るもの

がある）がある。底部の残存する資料はないが、胴下部のあり方から推定して小さめのものと

思われる器高の推定できるものは30cm前後のものが多い。 

深鉢Ｃ類は胴下部が筒形で胴上部で屈曲をもち、口頚部が大きく開いて外傾あるいは外反す

る器形である。口縁部は平口縁のもの、平口縁で3単位の大突起がつくもの、3単位の大波状口

縁のものがある。口縁端部は僅かに肥厚するものもあるがＢ類ほどではない。端面は平坦であ

る。底部は以下に述べるＤ・Ｅ類とともに安定した平底である。器高の推定できる資料は少な

いが、Ｂ類よりは小さめのものが多いようである。12.5cmと小形のものもある。 

深鉢Ｄ類は胴部が筒形で明確な屈曲をもたず、口頚部が開いて外傾あるいは外反する器形で

Ｃ類と似ている。口縁部を残す資料は1点と少ない。頂部が丸味をもつ5単位の大波状口縁を呈

し、端部の肥厚はなく端面は丸味をもつ。器高は25～30cmと推定される。 

深鉢Ｅ類は筒形で口縁部が内弯するものである。1点のみの出土で9.1cmと小形である。平口

縁で端部の肥厚はない。 

深鉢Ｆ類は胴部でくびれることなく口縁部まで立ち上る器形である。口縁部は平口縁で端面

が平坦に造られているものが多い。胴部は直線的に外傾するもの、丸味をもって外傾するもの

がある。器高は10cm未満の小形品から35cm以上のものまで多様である。 

なお、破片資料のため器形を科定できないものが多く、観察表の器形分類の項には器形のみ

記録するか、推定として（ ）でくくっている。これは以下に述べる各器形についても同様で

ある。このため、器形別の出土数については必ずしも明らかにし得ないところがある。器形の

推 
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定できるものの口縁部形態では、Ａ器形が平口縁、大波状口縁、Ｂ器形が平口縁＋小突起、5

単位の大波状口縁、Ｃ器形が平口縁、平口縁＋3単位大突起、3単位大波状口縁、Ｄ器形が平口

縁、5単位の大波状口縁、Ｅ器形が平口縁、Ｆ器形が平口縁となるが、口縁部破片の中で大突

起をもつものを見ても、Ａ・Ｂ器形に相当すると考えられるものはないように思われる。 

鉢・浅鉢Ａ類は胴上部でくびれ口頚部が開いて外傾する器形で、底部まで残る資料では高台

が付く。口縁部は平口縁のものが多いが大波状口縁のものも数点みられる。口縁端部は肥厚す

るものとしないものがほぼ同数で、端面は平坦に造られるものが多い。口径25cm前後、器高12cm

前後のものが多く、他の類に比して大形である。 

Ｂ類は胴部が直線的に外傾し口頚部が直立気味に立ち上る器形で、台の付くものもある。口

縁部は平口縁で端部に肥厚は認められない。口径23cmほどのものと口径11cmほどのものがある。

量的にはＡ額より少ない。 

Ｃ類は胴部が張り口頚部が内傾する器形で、出土数は1点と少ない。口縁部は平口縁で端部

の肥厚はなく端面は丸くなっている。口径12cm、最大径15cm、器高10cmほどである。 

Ｄ類は胴部から口縁部までくびれることなく外傾して開く器形で、胴部は丸味をもつものと

直線的なものがある。口縁部は平口縁のものと大波状口縁のものがあり、口縁端部は肥厚する

ものとしないものがほぼ同数で、端面は平坦に造られるものが多い。口径は10cmほどのものか

ら20cmを越えるものまであるが、15～20cmほどのものが多い。量的には最も多く出土している。 

口縁部形態は平口縁のものが多く、Ａ類、Ｄ類に大波状口縁のものが数点認められる。波状部

の数については推定できる資料もなく不明であるが、基本的には深鉢同様の数になるものと思

われる。口縁端部の肥厚は、Ａ類、Ｄ類に認められ、その比率はほぼ半々である。端面はＣ類

を除いて平坦に造られるものが多い。 

皿Ａ類は角皿で四脚のつくもの、皿Ｂ類は丸皿である。ともに出土数は1点で口縁部は平口

縁である。Ａ類は19×14cmほど、Ｂ類は径10cmほどの大きさである。 

壺Ａ類は口頚部の長いもので、口縁部と頚部の分化しないＡⅠ類と分化するＡⅡ類がある。

ＡⅠ類は頚部が外反、外傾あるいは直立気味になるものがあり、胴部は丸く球形に近い。口縁

部は平口縁で端部が肥厚するものが多い。口径は6cmほどの小形のものから15cmを越える大形

のものまである。全体の形状を知り得る資料が少なく確定の域を出ないが胴部資料から見る限

りにおいては、形状が球形で、器高15～20cmほどのものが多いように思われる。 

ＡⅡ類には頚部が膨るものと膨らないものがあり、ともに口縁部は外反する。胴部は球形に

近い。平口縁で端部が肥厚し、端面は平坦に造られる。ＡⅠ額より量的にも少なく、若干小形

のものが多い。 

Ｂ類は口頚部の短いもので、外傾あるいは直立気味のものが多い。量的には少ないがＡ類よ 
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りは大形品の可能性がある。 

注口土器Ａ類は口頚部が分化するもので、口頚部の器形は壼ＡⅡ類と似ている。胴部は平面

形が菱形である。器高は15cm以下と思われる。 

（ 2）文様について 

深鉢は地文だけをもつＡⅡ類、ＦＶ類、無文のＥ類、ＦⅥ類を除いて文様をもつ。器形の明

らかなものでは、文様の施される位置に（1）口頚部と胴上部、（2）口縁端部と胴上部、（3）

胴上部、（4）口縁部の4タイプがみられる。 

（1）にはＡⅠ類、ＢⅠ類、ＣⅠ類、ＦⅠ類が相当する。ＢⅠ類、ＣⅠ類、ＦⅠ類では、文様

帯の境に区画帯が設けられ、多くは縄文帯であるがＢⅠ類には刻目帯をめぐらすものも認めら

れる。この区画帯は、ＢⅠ類、ＣⅠ類ではくびれ部に位置し、区画帯が縄文帯の場合には口縁

端部にも縄文帯が、刻目帯の場合には口縁端部にも刻目帯という決まりがある。文様帯の幅は、

ＡⅠ類では胴部が広く口頚部が狭いが、他の類ではほぼ同じくらいの幅をもつ。ＡⅠ類の口頚

部文様は横位平行沈線と帯状縄文であり、胴上部文様は帯状縄文による弧線帯文である。ＢⅠ

類の口頚部文様には帯状縄文で直線的な区画文様をつくるもの、円文、楕円文、半截楕円文な

どの単位文を規則的に配し横位に連結させるように配するものなどがある。ＣⅠ類、ＦⅠ類、

ＢⅠ類の後者の文様と似ている。胴上部の文様は、ＢⅠ類、ＦⅠ類では弧状沈線で入組文風に

区画した曲線文様である。ＣⅠ類は明らかでない。文様単位は3あるいは5である。充填される

縄文の種類では、ＡⅠ、ＣⅠ・ＦⅠ類にＬＲあるいはＲＬの単節縄文が横位回転で施文され、

ＢⅠ類には前者同様のものの他に羽状縄文があり、羽状縄文の中には、1区画の中で上下ある

いは左右交互に異原体を回転させ羽状を作るもの（ａ）と、1区画の中で異原体を横位に回転

させ部分的に羽状をつくるもの（ｂ）がある。 

（2）にはＢⅡa類が相当する。口縁端部には刻目帯がめぐり頚部は無文部となる。くびれ部

にも刻目帯がめぐるものと思われる。胴部の文様は（1）のＢⅠ類と似ている。充填される縄

文は異原体の横位回転による羽状縄文（ａ）である。なお、ＤⅡ類の中にもくびれ部に刻目帯

がめぐるものがある。胴部の縄文はＲＬ縄文で横位回転で施される。 

（3）にはＣⅡ類、ＤⅠ類が相当する。胴上部にのみ文様が配され、口頚部、胴下部は無文と

なる。胴上部の文様は斜格子状沈線、反転平行沈線、鋸歯状沈線、斜行沈線、多条弧状沈線な

どの沈線文を描くものが多く、稀に磨消手法による曲線文様をもつものがある。地文、充填さ

れる縄文はＬＲ、ＲＬ縄文で横位回転で施文される。 

（4）にはＦⅡ類が相当し、反転平行沈線が配され、その上位の口縁端部および下位には刻目

帯がめぐり、文様帯を画している。文様帯中にはＲＬ縄文が横位回転で充填される。 

以上、各器形の文様帯のあり方と文様の種類、施文される縄文についてみてきた。これを整
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理すると、文様の種類ではＣⅡ類、ＤⅠ類は斜格子状沈線、反転平行沈線、鋸歯状沈線文などの

沈線文であり、ＡⅠ類、Ｂ類では磨消手法による各種文様が描かれるという違いがある。ＣⅠ類

のみ、ＢⅠ類と共通する文様をもつ。Ｆ類には双方の文様がある。施文される縄文は、Ｂ類に各

種が認められるが、他のものはＬＲあるいはＲＬ縄文の横位回転であり共通している。 

鉢・浅鉢では口頚部が無文で胴部に縄文が施文されるＢ類を除いて文様をもつ、文様の施文さ

れる位置には(1)口縁部と胴部、(2)口縁端部と胴部、(3)口縁部、(4)胴部の4タイプがある。 

（1）にはＣⅠ類、ＤⅠ類が相当する。ＣⅠ類では口縁部に縄文帯が、その下位には刻目帯が

めぐる。胴部には磨消手法による楕円区画文が配される。地文はＬＲ縄文の回転方向を変えてつ

くる羽状縄文＝異方向縄文(佐原:1981)である。 

（2）にはＡⅡ類が相当し，口縁端部に縄文帯あるいは刻目帯がめぐる。ＡⅡa類では頚部に異

方向縄文(ＲＬ)が施文される。胴部文様は明らかでない。ＡⅡb類は頚部が無文であり、胴部文

様には反転平行沈線、横位平行沈線を配するものと、帯状の磨消曲線文様を配するものがある。

くびれ部には、双方とも刻目帯のめぐるものがある。 

(3)にはＤⅠ類が相当する。口縁部文様は磨消手法による弧状区画文様である。地文あるいは

充填される縄文はＬＲあるいはＲＬ縄文で横位回転で施文される。 

(4)にはＡⅢ類、ＤⅢ類が相当する。ＡⅢ類には口頚部に縄文の施文される(a)と無文の(b)が

あり、量的にはｂが多い。ａの胴部文様は明らかでない。ｂの文様には磨消手法による区画沈線

曲線文の配されるもの(1)と反転平行沈線や横位沈線の配されるもの(2)がある。 

1では区画に沿ってＬＲ縄文が縦・横位回転で施文され、異方向縄文となる部分がある。(2)では

ＬＲ縄文の横位回転施文が多い。一方、ＤⅢ類には磨消手法によって区画文様を描くもの(a)と

反転平行沈線、鋸歯状沈線、多条弧状沈線を描く(b)がある。量的にはbが多い。ａの多くは器面

全体に縄文が施文され、口頚部が無文となるのは1点のみである。ｂではいづれも頚部が無文で

ある。ａには異方向縄文を施文するものもあるが、ＲＬ縄文を横位回転に施文するものが多い。

ｂでは異方向縄文を施文するものはない。 

以上、鉢・浅鉢の文様のあり方、施文縄文について整理すると、口頚部が無文となるものには

ＬＲ、ＲＬの単一の縄文が横位回転で施文され、これらは反転平行沈線文、鋸歯状沈線文の描か

れるものが多い傾向にある。一方、全体に縄文が施文され磨消部が文様となるものでは、前者同

様のものの他に異方向縄文の施文されるものもある。文様の種類と施文縄文の違いが指摘されよ

う。 

皿はＡ類が無文でＢⅠ類が文様をもつ。文様は外面口縁部に配される二段の刻目帯である。ま

た、内面胴部には一本の沈線がめぐり下位にはＬＲ縄文が施文される。 

壼はＡ、Ｂ類ともに文様をもち、主文様はいづれも胴部に描かれる。ＡⅠa類には口縁部に帯 
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縄文が配され、異方向縄文を施文するものとＲＬ縄文を横位回転で施文するものがあり、頚部は

無文となる。ＡⅠa2類はその逆で、ＡⅠa3は口縁部と頚下部に縄文帯(異方向縄文)がめぐる。 

胴部文様は、ＡⅠa1類が帯状縄文の反転する文様で2単位に描かれる。ＡⅠa3類の文様構成も前者

に似ているが、区画の幅に変化があり単位数は3単位である。ＡⅡa類は口縁部に異方向縄文が施

文され、頚部は無文となる。胴部文様はＡⅠa3類と似ており、2単位のものと3単位のものがあり、

後者の胴中央部には瘤状の突起が配される。ＡⅠa2類は頚部に平行沈線がめぐり、胴部にも沈線

による文様が描かれる。後述する注口土器Ａ類の文様と似ている。一方、ＢⅠ類には口縁部に縄

文帯がめぐるもの（ａ）と刻目帯がめぐるもの(ｂ)があり、ａではＲＬ縄文が横位回転で、bで

は異方向縄文が施文される。胴部文様は明らかでない。 

注口土器Ａ器形のもので、胴部にのみ文様が配され他の部分は無文である。文様帯は横位平行

沈線で画され、菱形文が配される。胴部資料にも同様のモチーフのものがある。出土数は2点と

少ないが、いづれも無文地の上に沈線で文様が描かれるだけのものであり壼の文様とは大きく異

なっている。壼ＡⅡb2類は注口土器の可能性も考えられる。 

以上、各器種の文様について述べてきた。土器製作における文様の施文は、成形の最終工程で

ある「器面の調整」と整形の最終工程である「器面の研磨」の間に行なわれる行為で、「調整」

は一般的には次の工程である「施文」の準備としての器面の平滑化を図るためのものであり。縄

文。沈線文等はすべてこの平滑化された「調整」の上に施される（我孫子：1971）とされている。 

ここで、第Ⅲ群土器における施文の行程について観てみよう。各器種には磨消手法による区画

沈線文様を主文様とするものと沈線文を主文様とするものがある。前者の場合、沈線で区画され

た内部あるいは外部には縄文あるいは羽状縄文（異方向縄文も含む）が施文され、後者の場合で

も沈線間に縄文が施文される。これらは前者の場合はいづれも区画内あるいは区画外を充填する

ように施されており、中には、区画線上を越えて施文されるものもあり、縄文あるいは羽状縄文

施文に先立って文様区画がなされたものと判断されるが、後者の場合は縄文施文後に沈線を施す

例もある。一方、これとは別に縄文施文後に沈線を引き直している例もあり、ナゾリの行程がな

されたと解釈されるものがある。ナゾリの行程は双方において認められるが後者には粗雑な例が

多い。 

すなわち、第Ⅲ群土器の施文行程は（1）器面の調整、(2)文様帯の区画、(3)文様の区画、(4)

縄文あるいは羽状縄文の充填、(5)区画沈線の引き直し（ナゾリ）（6）研磨（ミガキ）が一般的

で稀に4と5が逆転するものがあると言えよう。なお、4の行程がない場合には1→2→3→6あるい

は1→3→6、1→6の行程となり、1で終るものもある。 

最後に研磨（ミガキ）について観ることにする。外面の研磨は、深鉢ＡⅡ類の場合は胴上部 
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文様帯下位の無文部、深鉢Ｃ、Ｄ類では口頚部、胴下部の無文部といったように当初から文様

施文を施さないと決めている部分において顕著で丁寧に横方向に施される場合が多い。Ｂ類、

ＦⅠ類のようにほぼ全面に文様が施される場合には、文様の区画に沿って研磨されるものが多

く、区画内にまで研磨の及ぶ例もある。内面は、ＡⅡ類、Ｃ類において上半部分に横方向、下

半部分に縦方向の研磨の施されるものがある。上半部の方が丁寧であり研磨の単位も小さい。

深鉢全体では、外面研磨の方が内面のそれより一般的に丁寧になされていると言える。 

鉢・浅鉢、壺の場合、、たとえば鉢・浅鉢ＡⅡｂ類、ＡⅢｂ類、ＤⅢ類などの口頚部、壺Ａ

類の頚部などの無文部では横方向に丁寧な研磨が施されるなど、深鉢の場合と同様である。文

様が全面に配されるものについても深鉢同様のことが言える。内面については、鉢・浅鉢類が

ほぼ全面にわたって横方向に丁寧な研磨がなされ、特にＡ類での丁寧さが目に付く。壺の場合

は口頚部は比較的丁寧な横方向の研磨がなされるが、胴部は積み上げ痕を残すなど、成形時の

状態のものが多い。 

注口土器は外面は細かな横方向の研磨がなされ、内面は壺同様である。壺、注口土器とも 

に口頚が小さく、内面胴部にまで研磨する術がなかったものと解釈される。 
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第Ⅳ群土器 
第Ⅳ層（最下部貝層）において主体的に出土した土器である。第Ⅳ群土器に含まれる器形の

種類は、深鉢がＢ、Ｆの2器形でこれに文様帯の位置、文様の種類をあわせると16類になる。 

鉢・浅鉢はＡ、Ｄの2器形、同4類、皿はＢ器形、同1類、壺はＡ、Ｂの2器形、同7類、注口

土器Ｃa類、香炉である。 

（1）器形について 

深鉢にはＢ、Ｆの2器形がある。 

Ｂ類は口頚部が開いて外傾するか内弯気味に立ち上り、頚部でくびれ、胴部は僅かに張り出

すか膨みをもつ器形である。本群の場合、Ｂ類としたものの中でも器高と口頚部の比率の関係

で二分することができるように思われる。1つは、口頚部の高さが器高の40％ほどからそれ以上

のものでＢⅠ類がこれに相当し、他の1つは、口頚部の高さが器高の30％ほどのものでＢⅡ類、

ＢⅣ類がこれに相当する。 

Ｂ類の口縁部形態には（1）平口縁、（2）平口縁＋突起、(3)大波状口縁、（4）大波状口縁

＋突起の4タイプがあり、ＢⅠ類では(2)～(4)の3タイプがあり、特に(2)が多い。突起は頂部が

二分された山形突起で第Ⅲ群土器段階のものに比して密に配され、(2)のタイプでは大小の突起

が交互に配されるものなどもある。 

(4)のタイプでは波頂部に大突起を配し、波形に沿って対称の位置に小突起を配する例がある。 

突起の項部は第Ⅱ群土器より深く抉り込まれるように二分され、二又状を呈するものもある。 

一方ＢⅡ類、ＢⅣ類では(1)、(2)のタイプしかなく(1)の方が多くみられる。(2)のタイプの

突は前者に比して変化に乏しく、同じ大きさのものが約2cmの間隔を置いて規則的に配されるも

である。 

以上、口縁部形態について観てきたが、第Ⅲ群土器同様に突起のつくものは口縁部内側が肥

厚するものが多く、端面は突起の有無に関係なく平坦に造られるものが多く見られる。 
次に、底部形態について観ると、各々のタイプで底部形態の明らかな資料は1点づつと少なく、

ＢⅠ類では平底、ＢⅡ類では丸底という違いがある。胴部下半まで残る資料で見てもＢⅡ類の

ものは底部付近の丸味が強く、仮りに平底であってもかなり小さめの底部になると思われる。 

同様の資料はＢⅠ類にも見られる。 

器高についてはＢⅠ類、ＢⅡ類とも図化資料では15～20cmほどであるが、破片資料などを見

るとＢⅠ類には25～30cmほどになると思われるものもある。 

Ｆ類は胴部から口縁部までくびれることなく立ち上る器形で、口縁部は外傾あるいは直立気

味になるものが多い。口縁部は平口縁で突起のつくものもある。突起の形状、配置の状態など

はＢ類と変わりないが、突起の外面から内面まで沈線を引くように項部を二分するもの認め 
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られる。口縁端部の肥厚はＢ類同様で、端面は平坦なものと丸味を持つものがほぼ半々である。 

器高は15～35cmほどのものまであり、多くは25～30cmほどと思われ、Ｂ類に比して大形と言える。 

深鉢はＢ類とＦ類の2タイプで、第Ⅲ群土器段階に比して器形のバラエティーは極めて少ない

が、Ｂ類の中でバラエティーが出てくる。口縁部形態も基本的には第Ⅲ群土器と変化はないが、

大波状口縁のものが減る一方で平口縁で突起のつくタイプが増え、突起の配置にも各種のバラエ

ティーが認められている。底部形態ではＢ類のものに丸底のものが認められ、平底のものでもか

なり小さな底部であることが推測される。器高はＦ類が25cm～30cmであるが、ＢⅡ類では15～

20cmと小形のものが目につく。 

鉢・浅鉢は頚部でくびれて口頚部が外傾するＡ類と、くびれることなく外傾するＤ類がある。 

各 2々点づつの出土である。Ａ類は破片であり全容を知り得ないが、第Ⅲ群土器Ａ類よりは小形

品と言える。Ｄ類には口径24.5cm、器高7cmほどのいわゆる浅鉢と口径15cm、器高9cmと小形で、

鉢と言うべきものの二種類がある。 

皿は丸皿で「八」ノ字状に開く高台がつく。口径12cm、器高5.2cmと小形で底部は約1.2cmの厚

さがある。1点のみの出土である。 

壼はＡ、Ｂの2器形があり、Ａ類については第Ⅱ群土器段階と器形的差異はない。しかし、Ａ

類の中でもＡⅡ類の増加が指摘できよう。ＡⅡ類には胴部の彫りが弱く縦長の球状を呈するもの

もみられる(ＡⅡb1類)。Ｂ類は口頚部が内傾するＢb類である。Ｂb1類は肩部が張り、胴部は浅鉢

状を呈し、丸味をもっている。口径20cm、器高15cmほどと思われる。Ｂb2類は口唇部に山形小突

起が配される。なお、胴部資料を見ると球状を呈するものが多く、第Ⅲ群土器段階より大形のも

のが多いように思われる。注口土器はＣ類が1点出土している。胴部はややつぶれた球形を呈し、

胴部最大径17cm、残存高12cmを測る。 

香炉は1点だけの出土である。胴部が張り口頚部は大きく内傾する。球の上下を切りとったよ

うな形を呈し、口径5cm、残存高5cmで底部を欠損している。 

(2)文様について 

深鉢は地文だけをもつＦⅤ類、無文のＦⅥ類を除いて文様をもつ。文様の施される位置には(1)

口頚部と胴部、(2)口縁端部と胴部、(3)口縁部から胴部、(4)胴部の4タイプがある。 

(1)にはＢⅠ類が相当し、口頚部には平行帯縄文、平行櫛歯状沈線文、タスキ掛け状入組文＋

連弧文、入組帯状文＋弧線文などの文様が配され、入組文と弧線文の組み合う文様が多い(ＢⅠd

類～ＢⅠf類)。くびれ部には第Ⅲ群土器段階同様区画帯がめぐるが、刻目帯をもつものはない。 

胴部文様には平行帯縄文、平行櫛歯状枕線文を除いた口頚部同様の文様が配される。これらの文

様は2単位、4単位で配される傾向が強い。文様区画内はＬＲ縄文が横位回転で充填されるのが最

も多く、櫛歯状沈線で充填されるものが新たに出現する。なお、大波状口縁を呈する器形も 
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のについては破片資料であるため文様の種類、単位数などは不明な点が多いが、入組帯状文と弧

線文の組み合うものがあり、平口縁のものと基本的には同じ文様が配されるものと考えられる。 

（2）にはＢⅡ類が相当する。口縁端部には縄文帯、羽状縄文帯(b)がめぐり、頚部は無文とな

る。くびれ部には口縁端部同様の帯状文がめぐり文様帯を区画している。胴部文様は入組帯状文

と弧線文の組み合う文様(ＢⅡb類)入組帯状文(ＢⅡc)で(1)のタイプと変化なく、区画内の充填も

口縁部同様である。文様の単位はＢⅡb類で4単位、ＢⅡc類で3単位のものがある。 

(3)にはＦⅡ類が相当する。これらの文様は口縁部から胴部へ連続するものである。文様の種

類は入組帯状文＋弧線文(ＦⅡa類)、入組帯状文(ＦⅡb類)、櫛歯状沈線文(ＦⅡc類)で、ＦⅡa類

では区画内が櫛歯状沈線で充填され，ＦⅡb類ではＬＲ縄文が横位回転で充填される。文様の単位

数は4単位のものが多いように思われる。 

(4)にはＢⅣ類・ＦⅣ類が相当する。ＢⅣ類の文様の種類には入組帯状文＋弧線文(ＢⅣa類)横

長楕円状区画文(ＢⅣb類)があり、ＢⅣaでは口頚部に羽状縄文(b)が施文され、くびれ部と胴下位

に横位沈線をめぐらして胴部文様帯を画している。区画内も羽状縄文（b）で充填され文様単位数

は3単位である。ＢⅣb類では区画内の両端に瘤状突起を配し、この間を平行沈線で連結しその上

下にＲＬ縄文を横位回転充填した後、瘤状小突起を貼付している。文様単位数は4単位である。ま

た、ＦⅣ類の文様は胴部に長楕円状の区画が設けられ、地文としてＬＲ縄文が横位回転で施文さ

れる。 

以上、深鉢Ｂ、Ｆ類は文様帯の位置からＢ類で(1)、(2)、(4)の3タイプ、Ｆ類で(3)、(4)の2

タイプが観察された。第Ⅲ群土器におけるＢ類の文様帯は(1)、(2)であり、(4)は新たなタイプと

言える。しかし、器形の項でも述べたように同じＢ類とした器形の中には器高と口頚部の比率を

見ると2タイプが観察され、(2)、(4)タイプの文様帯をもつ類は器高に対する口頚部の比率が小さ

いことが指摘できた。すなわち、(2)、(4)タイプは文様帯の幅が狭くなった結果の所産と考える

ことができよう。ＦⅡ類の文様帯は第Ⅲ群土器段階とは異なり口縁部から胴部への連続文様とな

る。 

文様の種類では各種入組文と弧線文の組み合う文様が主体を占めるが、平行帯縄文も口頚部文

様として残っている。沈線文主体の文様は皆無である。文様区画内は（1）でＬＲ縄文充填が最も

多く、羽状縄文(b)、櫛歯状沈線文と続き、(2)、(4)ではＬＲ縄文、羽状縄文(b)がほぼ同じ(3)

では櫛歯状沈線が多い。 

文様単位数は（1）で2単位、4単位、(2)で3単位、4単位(3)で4単位、(4)で3単位、4単位のも

のがあり、全体としては4単位のものが多いと言える。ただし、これらはいづれも平口縁のもので

あり大波状口縁のものについては不明である。 

なお、ＢⅠa類・ＢⅠd類、ＢⅡb類、ＢⅣb類、ＦⅡa類では文様単位の接点、入組部、突起下

の口縁部などに瘤状小突起、楕円状縦位二分貼付文の配されるものが出てくる。ＢⅣbのように区

画文様の内部まで貼付される例は少ない。 
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鉢・浅鉢で文様をもつものはＡⅠ、ＡⅢ類とＤⅠ類である。ＡⅠ、ＡⅢ類は胴部を欠く。ＡⅠ

類は口頚部、胴部に縄文帯がめぐるものと思われる。ＡⅢ類は口縁部にＬＲ縄文が横位回転で施

文され、くびれ部に横位沈線がめぐる。ＤⅠ類には口頚部に格子状沈線文、胴部に蛇行沈線文が

描かれるⅣb類と口縁部に縄文帯のめぐるⅣc類がある。地文はＲＬ縄文が横位回転で施文され、

口縁端部には瘤状の突起が等間隔で配される。ＤⅠc類ではＬＲ縄文が横位回転で施される。胴部

文様は明らかでない。 

皿は内外面にＲＬ縄文が施文されるだけで他に文様をもたない。 

壼はすべて文様をもつ。ＡⅠ類は口頚部に入組文が配され、縦長楕円状で二分された貼付文と

瘤状小突起が口縁部に配されるＡⅠb1である。入組区画内にはＬＲ縄文が横位回転で充填される。 

ＡⅡb1には頚部、胴部に弧線区画による文様をもつＡⅡa類と、3本1単位の沈線で平行あるいは弧

状の文様を巧みに配置するＡⅡb1類がある。ＡⅡb1類の胴部文様は4単位で描かれ、文様単位の接

点に瘤状突起が配される。ＡⅡa類の文様区画内にはＬＲ縄文が横位回転で施文され、ＡⅡb1類の

各沈線間には刻目が施される。また、ＡⅢ類では口縁端部に帯状羽状縄文帯（b）の配されるＡⅢ

2類がある。Ｂb類には口頚部に横位平行沈線と刻目帯が4段に配され、胴部に弧線区画の入組文を

配するＢb1類と、口縁端部とくびれ部に刻目帯が4段に配され、胴部に入組文をもつＢb2がある。

Ｂb1類では異方向縄文(ＲＬ)が施文され、Ｂb2類では羽状縄文（a）が施文される。なお、胴部資

料には各種入組文、弧線文の配されるものが多く、瘤状突起をもつものも多く見られる。文様区

画内にはＬＲ縄文を横位回転で施文するものが多いが、羽状縄文（a）も少なくない。 

以上、壺に配される文様について見てきた。多くは深鉢同様に入組文あるいは弧線文が描かれ

るが、ＡⅡb1類のように沈線文で文様を描くものも認められる。胴部には瘤状突起の配置される

ものが多く、4又は8個が文様単位の区画として用いられる。胴部文様は多くがほぼ全体に配され

るが、胴上部にのみ配されるものも2点認められる。なお、Ｂ類の壺はＣＬ41区18層から出土した

ものであるが、第Ⅲ群土器段階のものの文様構成、施文手法等と共通する要素も少なくない。 

香炉形土器の文様帯は胴上部にあり、連弧文、瘤状突起、同小突起、三叉状や円形の透しの組

み合わせによる文様である。区画内にはＲＬ縄文が横位回転で充填され、区画外は胴上部をめぐ

る横位沈線まで無文部となる。沈線下にはＲＬ縄文が横位回転で施文される。 

以上、第Ⅳ群土器の文様について観てきたが、文様施文の行程については第Ⅲ群土器段階との

違いはない。配される文様の種類は各種入組文と弧線文の組み合う文様が主体を占め、各器種間

に違いは認められない。入組文は第Ⅲ群土器段階の区画沈線曲線文からの変化あるいは円形、楕

円形単位文の連結方法の変化として把えることができよう。 

器面の研磨については、深鉢ＢⅠ類では文様区画に沿って、ＢⅡ類では頚部の無文部で横方向

にＦⅡ類では口縁部のみ横方向になされるが、第Ⅲ群土器段階より粗いものと言える。内面も上
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部が横方向、下半部が縦方向に施されるものが多く、外面同様、雑な研磨である。ナデ、ケズリ

など調整の段階で終るものも少なくない。 

壺の場合は内外面とも丁寧な研磨のなされるものが多いが、内面の場合は口頚部までで胴部は

調整段階で終っている。 

 

第Ⅴ群土器 
第Ⅵ層（下部貝層）において主体的に出土した土器である。第Ⅴ群土器に含まれる器形の種鉢

は深鉢はＢ、Ｆ、Ｇの3器形、これに文様帯の位置、文様の種類をあわせると16種類になる。 

鉢・浅鉢はＤ器形・同5種類、壺はＡ器形、同10類、注口土器はＡ・Ｂの2器形、同4類である。 

（1）器形について 

深鉢にはＢ、Ｆ、Ｇの3器形があり、Ｅ器形は第Ⅳ群土器段階同様に器高と口頚部の比率によ

って二分される。1つは口頚部の高さが器高の50％以上になるものでＢⅢ類がこれに相当する。 

口頚部は直線的に外傾して開くものが多く頚部のくびれは弱い。他の1つは口頚部の高さが器高の

30％ほどのものでＢⅣ類がこれに相当する。ただし1点のみである。頚部のくびれが強く、胴部は

一度張り出してから平底の底部へ移行する。 

口縁部型態には、①平口縁、②平口縁＋突起、③大波状口縁の3タイプがあり、大部分が①で

ある。②の突起は頂部のみ二分された山形小突起で第Ⅳ群土器段階ほどのバラエティーもなく、

配置も粗である。③は頂部が三角形状になるものである。 

器高はＢⅢ類では18cmから40cmを越える大形のものまであり、20～25cmほどのものが多いよう

に思われる。ＢⅣ類は27.2cmである。第Ⅳ群土器段階よりは概して大きいと言える。 

Ｆ類は器高と口径の比率によって二分される。1つは口径が器高の1.5倍前後になるものでＦⅢ

類の多くと、ＦⅤ類、ＦⅥ類の一部がこれに相当し、他の1つは器高が口径の80％以上のものでＦ

Ⅱ類、ＦⅤ類、ＦⅥ類の多く、ＦⅢ類の一部がこれに相当する。前者は、鉢の器形に近く口縁部

は、内弯気味のものが多いが、後者では外傾するものが多い。ともに平口縁で口唇部に突起をも

つものはない。前者では口径15～30cm前後のものがあり20cm前後のものが多く、後者では器高が

20～25cm前後のものが多く、ＦＶ、ＦⅥ類では30cm以上になるものもある。 

Ｇ類は基本的にはＦ類の範疇に入る器形であるが高台が付く類として分離させたもので1点だ

けの出土である。胴部は丸味をもって立ち上り、口縁部は内弯する。平口縁で口唇部には山形小

突起が3cmの間隔で配される。底部は平底で高台は外側に僅かに開く。高台部を含めて20cm前後の

器と思われる。 

深鉢の器形別の出土数は第Ⅳ群土器段階同様にＢ類、Ｆ類が多く、わずか1点だけであるがＧ

類が新たな類として現れる。Ｂ類、Ｆ類は、口頚部と器高、口径と器高の比率などから、各 
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々二分され、同一基準で大分類された同類の中にも細部においては違いがあり、特にB類で、顕著

である。口縁部形態はいずれも平口縁であり、突起のつくものはＢ類の一部とＧ類に見られるだ

けで第Ⅳ群土器段階のそれとは大きく異なっていると言える。器高は一般に20～25cmで第Ⅳ土器

よりも大きいものが多い。 

鉢・浅鉢はＤ器形のみで胴部は丸みをもつものが多く、高台の付くものもある。口縁部は平口

縁のものが多いが口唇部に突起のつくものもあり、この中には突起が連続して密につくるため小

波状を呈するものもある。口径は10cm未満のものから20cmほどのものまであり、10～15cmほどの

ものが多いと言える。 

壺はＡ器形のもので、中でもＡⅡ器形の多さが目に付く。口縁部形態には①平口縁、②平口縁

＋突起、③小波状口縁の3タイプがあり、①が多い。②の突起は頂部の丸い山形突起で4単位で配

される。③は頂部二分の山形突起が2cmほどの間隔で連続して配されるもので突起間が小波状を呈

する。①の場合でも口縁部に突起や貼付文などの装飾が目立つ。器高は25cm以上と推測される大

形のものもあるが、多くは20cm前後と思われる。 

注口土器はＡⅡ類、ＢⅠ類がある。口頚部と分化するＡⅡ類は第Ⅲ類土器段階にも認められた

器形で注口部を除けば壺ＡⅡ類と同様の器形である。ＢⅠ類は口頚部が分化することなく内弯す

る器形で、本群において新たに出現する器形と言える。ＡⅡ類に比して胴部はさらにつぶれた球

形状を呈する。 

（2）文様について 

深鉢は地文だけをもつＦⅤ類、無文のＦⅥ類を除いて文様をもち、文様の施される位置には①

口縁部（くびれ部以上）、②胴上部、③口縁部から胴部（連続文様）、④口縁部、⑤口縁部と胴

部及び台部の５タイプがある。 

①にはBⅢ類が相当する。文様の種類には入組帯状文＋弧線文（ａ）、入組帯状文（ｂ）、弧

線連結文（ｃ）、連続菱形文（ｄ）がある。ａ、ｂは第Ⅳ群土器段階において主文様となってい

たものであり本群においてもその傾向に変化はなく4単位で配される。ただし、区画を描く方法と

して、いわゆる ミミズバレ状沈線″によるものが出現し、また、区画内の充填手法において縄

文充填後に瘤状小突起を多岐にわたって貼付、あるいは瘤状小突起で充填するなどの違いがある。

瘤状小突起は文様区画内のみならず口縁端部、文様帯上下の沈線間にも連続して貼付され、本群

を特徴づける装飾と言える。 

ｃはａの変容型態として理解される文様である。文様は弧線の連結が縦に重畳するもので単位

をもたずに一帯をなす。区画内は縄文で充填されるものと調整だけで終わるものがある。前者と

違って文様帯内には瘤状小突起は貼付されない。 

ｄは基本的にはｃの範疇で理解できる文様と思われる。2段4単位で配され区画内は櫛歯状 
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沈線で充填され、菱形を形づくる各辺の交点には瘤状小突起が貼付される。 

②はＢⅣc類が相当する。文様の種類は入組帯状文で各モチーフの中央部には瘤状突起と縦位

沈線が交互に配され、これらが対になって4単位の文様構成となっている。区画内にはＬＲ縄文が

充填され、入組部に瘤状小突起が貼付される。口頚部、胴下部には横方向の研磨が施される。 

③はＦⅡ類が相当する。第Ⅳ群土器同様に入組帯状文の配されるもの（b）と2本単位の弧線に

よって木ノ葉状文の描かれるもの（b）縦位の連鎖状沈線文（e）がある。Bの文様は4単位で配さ

れ区画内はＬＲ縄文で充填される。 

④はＦⅢ類が相当する。文様の種類には入組帯状文＋連弧文（b）、入組帯状文（c）がある。

本群の入組帯状文は第④群土器段階や①～③のものに比して各単位の幅が狭く、入組部が縦位に

整然と並ぶなどの規則があり、弧線連結文的な配置で描かれている。一方文様帯の幅の狭さもあ

り、単に横位に展開するだけのものもある。区画内はＬＲ縄文で充填されるもの、瘤状小突起で

充填されるものがあり、入組部にも瘤状小突起が貼付される。なお、胴部の地文はＬＲ縄文ある

いは羽状縄文で前者が多い。 

⑤はＧ類が相当する。文様は口縁部、胴中央部に2本単位の横位平行沈線をめぐらし、胴下部、

台部に斜格子状沈線文を配するものである。平行沈線間には口唇部突起に対応するように瘤状小

突起が貼付され、小突起間は沈線で連結される。各平行沈線の描き方は雑で部分的に途切れたり、

引き直したりしている。 

以上、深鉢の文様について観てきた。文様帯の位置はＢ器形のもので①、②、Ｆ器形が③、④、

Ｇ器形が⑤となり、Ｂ器形の①は第Ⅲ群、第Ⅳ群土器段階の文様帯の位置とは大きく異なるもの

である（第Ⅳ群土器段階の破片資料の中にくびれ部以下が無文でその上位に文様の配されるもの

が数点認められるが）。すなわち、Ｂ器形の文様は単一の部位にのみ配され、それまで主体であ

った口頚部と胴部の双方に文様帯をもつ土器は全くなくなるのである。これは第Ⅴ群土器Ｂ器形

深鉢の大きな特徴と言える。中でも①の文様帯をもつＢ器形の土器は口頚部の器高に対する比率

が50％を越えるものであり、前段階までのＢ器形の土器とは同じ分類（口頚部が開き胴部でくび

れる）でありながら器形を異にしている。換言すれば、器形によって文様帯の位置が制約されて

いると言える。 

次にＦ器形のものについて観ると、③は第Ⅳ群土器段階のＦ器形で多く認められた文様帯であ

りその継続と考えられる。④については第Ⅲ群土器段階では認められたが第Ⅳ群土器段階では認

められなかったものである。 

Ｇ器形における⑤の文様帯は胴上部以上と以下で異なる文様が配されるもので、高台部を除い

たＦ器形として促えた場合でも前段階には認められなかった文様帯の配置と言える。 

各器形に描かれる文様の種類には第Ⅳ群土器段階で主文様であった入組帯状文あるいはこれ 
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と組み合う弧線文の他に弧線連結文、連続菱形文、2本単位の平行沈線文＋斜格子状沈線文がある。

入組帯状文はＢⅢ類では文様帯の幅の広さもあり、自由なタッチで描かれるが、ＦⅢ類では文様

帯の狭さとも相重なって帯状文そのものに幅の狭さが認められ、単に横位に展開するだけのもの、

入組部が縦位に規則的に整然と並ぶように配されるものがあり、後者はむしろ弧線連結文的な感

さえ与える。これは、文様帯の狭さに応じて文様そのものも凝縮化されたことを意味するものと

思われる。文様は4単位で配される。 

弧線連結文、連続菱形文はＢⅢ類に描かれ、前者は文様が一帯となり後者は4単位で配される。 

2本単位の平行沈線文、斜格子状沈線文はＧ類に描かれ、前者は胴上部以上、後者は胴下部と

高台部に配される。前者の文様は後述する壺で主体的になる文様である。 

深鉢は③の場合を除いていづれも瘤状小突起が装飾として多用され、文様区画内のみならず口

縁端部あるいは文様帯の上下に数段にわたって貼付される場合が多く、第Ⅳ群土器段階での使わ

れ方を凌駕する。そして、この装飾こそ本群土器の最大の特徴と言える。 

鉢・浅鉢はＤ器形のみで構成され無文のＤⅤ類を除いて文様をもつ。文様の施される位置には

①口縁部と胴部、②口縁部の2タイプがある。 

①にはＤⅠ類が相し、文様の種類には帯状平行縄文（c）、入組帯状文＋弧線文（d1）、弧線連

結文（d2）、連弧文（e）があり瘤状小突起あるいは瘤状突起とともに配されるものが多い。文様

単位はd1類で4単位のものがあるが多くは破片資料のため不明である。区画内はＬＲ縄文で充填さ

れるものが大部分でe類に1点のみＬ縄文で充填するものがある。 

②にはＤⅡ類が相当し、文様の種類には遵弧文（a）、平行線文（b）があり①の場合同様に瘤

状小突起とともに配される。ａの区画内はＬＲ縄文で充填される。 

以上、鉢・浅鉢に描かれる文様は深鉢の場合と大きな違いは見られない。瘤状小突起による装

飾も同様であるが、深鉢のように口縁端部あるいは文様帯の上下に連続して密に貼付されること

はない。 

壺は口頚部資料で見る限り、いづれもＡ器形のもので無文のＡⅢ6類を除いて文様をもつ。 

文様の種類には①平行沈線文、②入組文、③連弧文がある。 

①はＡⅠb類、ＡⅡb類、ＡⅢ類にみられる。ＡⅠb類では沈線間にＬＲ縄文が充填され、瘤状

小突起が貼付されるものと、3本単位の沈線がめぐり中央の沈線上に瘤状小突起を貼付するものが

ある。ＡⅡb類ではＡⅠb類同様のものの他に沈線間に櫛歯状光線を綾杉状に充填し瘤状小突起を

貼付するもの、②と組み合うものがある。これらは口縁端部に瘤状突起が4単位で配され、②では

入組部にも瘤状小突起が貼付される。ＡⅢ類では口縁端部に2本単位の沈線がめぐり沈線間はＬＲ

縄文で充填される。ＡⅡb類同様の瘤状突起をもつ。 

②はＡⅢ類にみられる。口縁端部には連続して瘤状小突起が貼付され、入組文はその下位に上

下を平行沈線で画された内に配される。区画内はＲＬ縄文で充填される。文様単位数は4である。 

 336



③はＡⅡb類の頚部にみられる。区画内は無文のものとしＬＲ縄文が充填されるものがあり、

前者では連結部に瘤状小突起が貼付され、胴部には弧線文が配される。 

次に、胴部資料をみると、入組文、連弧文、弧線連結文、弧線文などが瘤状突起あるいは瘤状

小突起とともに配されるものがある。しかし、口頚部から連続する資料ではその違いを明らかに

し得るものの、胴部資料だけでは文様に類似点が多く、必ずしも第Ⅳ群土器段階のものと違いを

明確にし得ないものもある。特に入組文のものについて区別が難しい。 

注口土器はＡ・Ｂの2器形があり器形により文様も異なっている。Ａ器形のものは頚部に数段

の平行線文、胴部にも縦位、横位の平行線による区画文様を配し、Ｌ縄文充填後、瘤状突起瘤状

小突起を貼付している。胴部文様は最大径の位置より上位に配され、下位は無文である。 

Ｂ器形のものは口頚部・胴部に連弧文が配され、区画外にＬＲ縄文が充填される。胴部文様は

最大径より下位にまで配される。 

なお、各器形とも各 1々点づつであり不明な点も多いが、胴部資料でその形状がＡ器形に近い

ものの文様を見ると平行沈線文によるものであり、文様帯の位置も最大径の上位の部分であるを

どの特徴があり、器形の違いによって文様も違えるという意識があった可能性も考えられる。Ａ

器形の文様が先に述べた壺ＡⅡb類の文様と共通するものが多い点も決して偶然的なことではな

く、意識の働きがあったためのものと思われる。 

以上、第Ⅴ群土器の文様について観てきたが、各器種を通して瘤状突起の貼付が大きな特徴と

言える。瘤状突起には大小があって、大きいものは口縁端部や単位文様の境界、入組部などに用

いられ、小さいものは文様区画内部の充填に用いられる場合が多い。 

文様の種類には①入組帯状文、Ⅱ弧線連結文、③連弧文、④平行沈線文などがあり、①は注口

土器を除く各器種に描かれ、特に深鉢に多い。②は深鉢、鉢・浅鉢、壺にも描かれる。量的には

多くない。③は各器種に描かれるが量的には少なく、①と組み合って用いられる場合が多い。④

は深鉢Ｇ類、壺ＡⅡb2類、注口土器ＡⅡ類に認められ、沈線は2～3本単位で描かれている。 

①の文様は第Ⅳ群土器段階のモチーフを凝縮化させたものがＦⅢ類に描かれ、その配置にも整

然とした規則性がある。②の文様は第Ⅳ群土器段階の入組帯状文＋弧線文の変容文様と理解され

る。③も第Ⅳ群土器段階の弧線文様の系統から逸脱するものではない。④は第Ⅳ群土器壼ＡⅡb1類

の文様にその起因を求めることができる。いづれの文様も前段階の文様と大きな変化はみせず、

継続しつつ変容された文様と言うことができよう。 

器面の研磨については、深鉢ＢⅣc類の口頚部、胴下部のように当初から無文部として意識さ

れた部位、壺、注口土器などでは丁寧に施されるが、他の器種では調整の段階で終わるものが多

く、施されても粗いものである。内面についても丁寧に行なわれるものは少なく、雑な研磨であ

ったり、ナデ、ケズリで終るものが多い。 
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第Ⅵ群土器 

第Ⅴ層（中部土層）において主体的に出土した土器である。第Ⅵ群土器に含まれる器形の種類

は深鉢がＢ・Ｆの2器形、これに文様帯の位置、文様の種類などをあわせると6類になる。鉢・浅

鉢はＤ器形、同4類、壼はＡ器形、同4類で出土数は各層を通して最も少ない。 

（1）器形について 

深鉢はＢ・Ｆの2器形である。Ｂ器形は、頚部のくびれが弱く口頚部の高さが器高の50％前後

になるもので第Ⅴ群土器ＢⅢ類に似た形状を呈する。口縁部型態には、①平口縁、②平口縁＋突

起があるが、②の突起は口唇部に連続して配されるものではなく部分的に認められるものであり、

破片資料においては①・②の判別が困難なものもある。突起は山形小突起が2個対で配されるもの

が多い。器高は15cm前後のものから30cm以上のものまである。 

Ｆ器形は器高と口径の比率によって第Ⅴ群土器段階同様に二分される。1つは口径が器高の1.5

倍前後になるものでＦⅢ類がこれに相当し、他の1つは器高が口径の70％以上になるものでＦⅤ類

がこれに相当する。 

ＦⅢ類の口縁部には平口縁と小波状口縁があり、後者では頂部の二分された山形突起が2cmの

間隔を置いて配される。口径は17cmのものと30cmのものがある。 

ＦⅤ類はいづれも平口縁で、器高は7cmから30cmまであり20cm以下のものが多い。 

第Ⅵ群土器深鉢の器形及び器形別の出土数は第Ⅴ群土器段階のそれと大きな違いはなく、Ｂ器

形深鉢の口唇部突起に僅かな違いを見るだけである。 

鉢・浅鉢はＤ器形のみであるが、大きな平底の底部をもち胴部から口縁部まで直線的に外傾 
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するもの、小さな高台が付き胴部から口縁部まで丸味をもって立ち上る椀形のもの、胴部が膨

み口縁部が僅かに内傾するものなどのバラエティがある。口縁部は平口縁で、突起をもつもの

も僅かに認められる。口径は10cm～15cmで概して小形である。 

壺はＡ器形のみであるが、ＡⅠb類が多くＡⅡb類は僅かに1点だけであり、第Ⅴ群土器段階と

は異なっている。ＡⅠb類で胴部の明らかなものは肩部が張り、ここに最大径が位置し下位は僅

かに丸味をもち底部に向うものであり、胴部器形においても前段階までのものと違いがある。 

また、AⅠb類では口唇部に盲孔をもつ8個の突起が配され、その下位の口縁部にも同様の突起

を配するものがある。前段階までは認められなかった形状のものであり、注口土器の可能性も

否定できない。 

（2）文様について 

深鉢にはＢⅠ類、ＦⅢ類、ＦⅤ類があり、地文だけをもつＦⅤ類を除いて文様をもつ。文様

の施される位置には①口頚部と胴部、②口縁部の2タイプがある。 

①にはＢⅠ類が相当し、文様の種類は入組帯状文である。入組帯状文は第Ⅳ群土器段階から

継続して用いられる深鉢の主文様で、本群の場合には弧線文などと組み合うことなく、口頚部、

胴部の双方に描かれる。 

入組帯状文は、特に口頚部において数段の入組部が縦に整然と並ぶように配され、第Ⅴ群土

器ＢⅢ類のような自由な展開は見られず、むしろＦⅢ類に似た凝縮された文様となる。すなわ

ち、器形としてはＢⅢ類に似ているものの文様構成においては異なる展開を示すわけである。 

このことは文様帯の幅そのものが狭くなっていることに帰因するものであり、反面では口縁

部およびくびれ部などの文様帯の上下に配される文様の幅が拡大していることも言える。 

入組帯状文の区画内は縄文あるいは刺突で充填され、口頚部に刺突、胴部に縄文という組み

合わせが多く、口頚部・胴部に縄文という組み合わせがこれに続く。口頚部に縄文、胴部に刺

突、口頚部・胴部に刺突という組み合わせは見られない。つまり、刺突は口頚部にのみ施され

る充填手法と言えるわけで、第Ⅴ群土器段階での瘤状小突起が口縁端部や文様帯の上下にまで

連続して貼付されたのと同じ役割りを果たしている。そして、この刺突による充填手法こそ本

群深鉢の特徴を端的に現わすものと言える。 
なお、第Ⅴ群土器段階で盛行した瘤状小突起の貼付は口頚部における入組帯状文の入組部と

いう限定された箇所にのみ認められ、全く貼付されないものも少なくない。 

②にはＦⅢ類が相当する。文様の種類はＢ類同様入組帯状文であり、区画内の充填も縄文に

よるもの、刺突によるものに大別される。前者は口唇部に突起が配され、突起下の口縁部に短

沈線を引き突起を区画している。突起部を除いた口縁部、入組区画内にはＲＬ縄文が充填され

る。後者は第Ⅴ群土器ＦⅢ類の文様構成をそのまま受け継ぎ、区画内の充填が瘤状小突起から 
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刺突に変化した程度の違いを示すだけである。胴部には羽状縄文が施文される。 

以上の第Ⅳ群土器深鉢の特徴は刺突による区画内の充填という新しい手法にあるが、Ｂ器形

のものでは第Ⅴ群土器のそれと文様帯の位置に大きな違いを示し、かつ、文様の凝縮化、文様

帯そのものの幅の狭さが指摘される。Ｆ器形では充填手法の違いを除いて大きな違いは認めら

れない。また、瘤状小突起の貼付は限られた箇所にのみ行なわれ、その使用が極端に少なくな

るのも特徴の一つと言えよう。 

鉢・浅鉢にはＤⅠ類（ＤⅡ類）、ＤⅣ類、ＤⅤ類があり、地文だけのＤⅣ類、無文のＤⅤ類

を除いて文様をもつ。文様の施される位置には、①口縁部と胴部、②口縁部の2タイプがある。 

各 1々点ずつの出土であり量的には少ない。 

①にはＤⅠ類が相当する。口縁部に1本の横位沈線がめぐり胴下部には魚眼状三叉入組文が4

単位で配される。口縁部、胴上部には研磨か施され、胴下部にはＬＲ縄文が充塡される。 

②にはＤⅡ類が相当する。口縁部には1本の横位沈線がめぐるだけで胴上部まで研磨が施され

る。また、突起部には円孔が穿たれる。胴下部は欠損し不明である。 

鉢・浅鉢は出土数も少なく文様のあるものも僅か2点だけであるが、配される文様が深鉢と全

く異なるものであり、口縁部、胴上部は無文で研磨されている。そして、配される文様が三叉

文である点は興味深い。 

壺にはＡⅠbの2・3・5・7類、ＡⅡb2類、ＡⅢb類があり無文のＡⅢb類、地文だけのＡⅠb7類

を除いて文様をもつ。文様の種類には、①平行沈線文、②連弧文がある。①はＡⅠb2類、ＡⅠ

b5類の口縁部にみられ後者では沈線間及び口唇部に盲孔をもつ突起が各 8々個ずつ配される。ま

た、ＡⅡb2類の頚部では、魚眼状貼付文とともに配されている。②はＡⅠb3類にみられ口頚部で

は魚眼文を、胴部では魚眼状貼付文を中心に4単位で描かれている。口頚部の区画外、胴部の区

画内はＬＲ縄文で充填され、他の部分には横方向の研磨が施される。 
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壺に描かれる文様の種類は第Ⅴ群土器段階のものと大きな変化は認められないが、①の

場合沈線が3本単位で引かれたり、沈線間を縄文あるいは櫛歯状沈線で充填することはな

くなり、沈線間は無文となるなどの違いがある。瘤状小突起の貼付も魚眼状の貼付文に変

わる。②の場合は深鉢の胴部あるいは壺の頚部に見られた文様の変化として捉えられるが、

口頚部文様のあり方は胴部と異なり無文部分の比率が大きくなっていると言える。これは

①の場合も同様である。 
第Ⅶ群土器 
第Ⅳ層（中部貝層）、第Ⅲ層（上部土層）において主体的に出土した土器である。第Ⅶ

群土器に含まれる器形の種類は深鉢がＢ・Ｆの2器形、これに文様帯の位置、文様の種類な

どをあわせると8類になる。鉢・浅鉢はＡ・Ｄの2器形、同7類、壼はＡ器形、同2類、注口

土器はＢ器形1類がある。 

（1）器形について 

深鉢の器形は第Ⅵ群土器段階同様にＢ・Ｆの2器形である。Ｂ器形は口頚部の器高に対す

る比率が約40％で、第Ⅴ群土器ＢⅢ類、第Ⅵ群土器Ｂ類の50％前後、50％以上より小さく、

低い高台の付くものを含んでいる。頚部のくびれは第Ⅵ群土器Ｂ器形同様に弱い。 

口縁部型態には①平口縁＋突起、②小波状口縁がある。②は口唇部に連続して狭い間隔

で突起が配されるためになるもので、小片では①との判別が困難である。平口縁のものは

なくいづれも突起をもつのが大きな特徴である。突起は頂部が二分ないし四分される山形

突起や盲孔をもつ山形突起を組み合わせて、あるいは大小を交互に配するものが多く、こ

の部分を含めて口縁端部は肥厚する。 

器高は10cmほどの小形のものから30cmほどのものまであり、20cm前後のものが多い。 

Ｆ器形は器高が口径の70％以上になるもので、平口縁のものと小波状口縁のものがあり、

前者が大部分で後者は僅かに1点だけである。胴部は丸味をもって立ち上り、口縁部は直立

ないし内弯気味のものが多い。器高は15cmほどの小形のものから30cm以上の大形のものま

であり、20cmほどのものが多い。 

第Ⅶ群土器深鉢の器形の特徴としては、Ｂ器形における口唇部突起の発達と、低いもの

ではあるが高台の付くものが認められることがあげられよう。口唇部突起は第Ⅳ群土器段

階にも多く認められたが、本群のＢ器形のようにすべてのものに認められることはなく、

形状においても本群のバラエティーに及ぶものではない。 

高台の付くものは第Ⅴ群土器Ｃ器形に認められたが、他の類では底部まで残る資料が少

ないことも原因するのか高台の付くものは認められていない。本群のＢ器形で底部まで残

る資料は2点であるが、いづれも低い高台の付くものであり、前段階までの土器の器形とは

異なっていると言える。 
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鉢・浅鉢はＡ・Ｄの2器形がある。Ａ器形は1点だけで胴部に最大径をもつ。Ｄ器形のものは

出土数も多く、器形にもバラエティーがあり必ずしも一様ではない。胴部から口縁部まで直線

的に開いて外傾するもの、丸味をもって外傾するもの、口縁部が内弯気味になるものなどがあ

り、前者の場合は高台（脚）の付くものが多い。口縁部は、前者では平口縁であるが後二者で

は平口縁、平口縁+突起、小波状口縁など多様である。口径は前者が20cmと比較的大きく、後者

では10～15cmほどとやや小形である。 

鉢・浅鉢の出土数は第Ⅲ群土器段階に次いで多いが、器形としてはＤ器形が主体でＡ器形が

僅かに1点含まれる。Ｄ器形には各種のバラエティーがあり、直線的に外傾して開く器形では高

台（脚）の付くものが多い。法量的には第Ⅲ群土器段階より小形のものが多く、口径10～15cm

のものが多い。 

壺は内傾する長い口頚部をもつＡⅠb類である。中でも、ＡⅠb4類は胴部と口頚部の境のくび

れが弱く、口径に比して頚部径が1.8倍～3倍と大きく内傾度が強い。口縁部はＡⅠb4類は平口

縁であるが、ＡⅠb6類では頂部の二分された山形突起あるいは盲孔をもつ突起を配するものが

あり小波状となる可能性もある。法量はＡⅠb4類では器高15～20cm、最大径25cm前後と比較的

大形である。ＡⅠb6類については破片資料のため不明である。 

壼の口頚部資料は4点だけであるが、いづれもＡⅠb類であり、第Ⅵ群土器段階での器形別数

量の変化に合う器形の出土と言える。しかし、器形細部においてはＡⅠb4類などかなり特徴的

なものになっている。 

注口土器はソロバン玉状の胴部に直立する長い口頚部のつくＢⅡ器形のもので、口唇部には

頂部の二分された山形突起8個が配される。 

（2）文様について 

深鉢はＢⅠ類、ＦⅡ類、ＦⅤ類、ＦⅥ類から成り文様をもつものは前二者である。文様の施

される位置はＢⅡ類が口頚部と胴部、ＢⅡ類は口縁部から胴部（連続文様）である。 

ＢⅠ類に描かれる文様は入組帯状文と三叉状入組文がある。後者は前者の入組部が三叉状に

変化するものである。口頚部と胴部には某本的には同様のモチーフが描かれるが胴部文様帯の

幅が口頚部文様帯の幅に比して狭いものが多く、胴部文様は簡略化されたものが多くなる。文

様区画内は縄文で充填されるものとヘラ状工具による刻目で充填されるものがあり、刻目は第

Ⅵ群土器における刺突と同様に口頚部の充填手法としてのみ使用され、本群深鉢を特徴づける

手法と言える。 

なお、入組部には瘤状小突起に変わって魚眼状貼付文あるいは魚眼文が配される。また、く

びれ部には偏平なボタン状貼付文あるいは瘤状の高まりと横長楕円形の彫去を交互に配した文

様が配されるようになり、特に前者が多く、前段階までのくびれ部のあり方とは異なる特徴を 
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示している。 

また、量的には少ないが突起の頂部に突き出すように三角形の彫去を施すもの、三叉状の彫

去を施すもの、口頚部の入組帯縄文の上位に突起と組み合う形で連弧状の縄文帯をもつものが

認められる。 

第Ⅶ群土器深鉢Ｂ類は文様帯の位置において第Ⅵ群土器Ｂ類同様の在り方をし、文様の種類

も入組部における三叉状文の発生を除けばほぼ同様のものと言える。しかし、細かに観ると、

第Ⅵ群土器段階では入組部が縦に数段にわたって整然と並ぶように配されるなど1つの単位文

様が数ケ所の入組部をもって構成されていたのに対し、本群では縦に並ぶのは3つの単位文様の

起点、入組部、終点という組み合わせであり、むしろ斜めに並ぶものが多いと言える。すなわ

ち、単位文様そのものの展開に変化が見られるわけで、第Ⅵ群土器段階のような凝縮化された

文様はなくなる。文様帯の幅の狭さは第Ⅵ群土器以上であり、文様帯の狭さにあった文様の展

開が行なわれるようになったものと思われる。これは、特に胴部文様において特徴的で、簡略

化された入組文へと変化している。 

なお、本群深鉢を端的に現わすのは区画内充填刻目手法であり、第Ⅵ群土器段階の刺突手法

に変わるものとして注目される。また、くびれ部の文様も本群を特徴づけるものと言えよう。 

ＦⅡ類に描かれる文様は縦位の連鎖状沈線文で、1本の沈線で描かれるものと2本単位の沈線

で描かれるものがあり、区画内には入念な研磨が施される。 

Ｆ類における文様帯は第V群土器段階から口縁部文様帯のみをもつＦⅢ類が多く認められて

いたが、本群においてＦⅢ類は全く認められず第Ⅴ・第Ⅵ群土器段階とは異なる在り方を示す

と思われる。また、ＦⅢ類にみられた区画外の器面研磨も前段階のＦⅡ類では認められなかっ

たものである。 

鉢・浅鉢にはＡⅢ類、ＤⅠ～ＤⅤ類があり、地文だけのＤⅣ類、無文のＤＶ類を除いて文様

をもつ。文様の施される位置には①口縁部と胴部、②口縁部、③胴部の3タイプがある。 

①にはＤⅠ類が相当し、文様の種類には連弧文（e）、三叉文（f）、入組帯状文（g）があり、

口縁部から胴部に連続して配される場合と、（f）が口縁部で（e）が胴部というように組み合

って配れる場合がある。fは単独で配される場合には魚眼状三叉文の形をとる。ｅ・gの区画内

はＬＲ縄文で充填される。 

②にはＤⅡ類が相当し、文様の種類には平行沈線刻（a）、三叉文（b）があり、他に口縁部

に横位沈線がめぐり上位が無文、下位にＬＲ縄文（地文）の施文される（c）がある。ａは沈線

間にＬＲ縄文が充塡され、胴部には研磨が施される。ｂは下限を横位沈線で画され、魚眼状三

叉文、玉抱き三叉文の形で配される。口縁部は研磨されるものと地文同様の縄文(ＬＲ縄文が多

い)で充填されるものがある。 
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③にはＡⅢ類とＤⅢ類が相当する。ＡⅢ類ではくびれ部に魚眼状貼付文、瘤状小突起と横長

楕円状彫去が配され、胴部には連弧文が描かれＬＲ縄文が区画内に充填される。口頭部は無文

で研磨が施される。ＤⅢ類の文様は魚眼状三叉文である。 

なお、上記のものの他に直接に接合はしないが鉢・浅鉢の高台あるいは脚と思われる資料が

ある。これらに配される文様には三叉状あるいは弯曲した菱形の透し、横長楕円状彫去があり

いづれも入念な研磨が施されている。鉢部無文のＤＶ類に取り付くものと思われる。 

以上、鉢・浅鉢の文様について観てきたが、主文様として三叉文の描かれるものが多いこと

が注目される。三叉文は第Ⅵ群土器鉢・浅鉢ＤⅠ類の胴下部文様として出現したが、本群にお

いては胴上部あるいは口縁部の文様として配されるものが多くなっている。単独で配される場

合もあるが多くは前段階同様に魚眼状の形をなし、入組状になるものも少なくない。 

なお、無文の類(ＤⅤ類)も量的には増加の傾向にあり、脚あるいは高台の付くものが多く、

脚には三叉状の透し、横長楕円状の彫去など深鉢Ｂ類に特徴的な文様と共通する文様をもつも

のもある。 

壼はＡⅠb類であり、口頚部資料では無文で入念な研磨の施されるものばかりで特に文様をも

つものはない。突起のつくＡⅠb6類では突起部に三叉状の彫去が施される。胴部資料ではＡⅠ

b4類で羽状縄文が施文される。類の不明な資料では三叉状入組文を配しＬＲ縄文を充填するも

のがある。 

壺は量的にも少なく、文様も不明な点が多いが、口頚部は無文で研磨の施されるものが多い

ことは言えそうである。文様の明らかなものは深鉢に共通する文様をもち、突起においても同

様のことが言える。 

注口土器は口縁部に1本の横位沈線がめぐり、胴部最大径の位置に項部の二分された突起3個

が等間隔で貼付される。器頃は無文で入念な研磨が施される。 

以上、第Ⅶ群土器の文様を観てきた。深鉢においてはＢⅠ類の三叉状入組文、くびれ部のボ

タン状貼付文、横長楕円状沈線が新たな文様であり、入組帯状文、三叉状入組文の口頚部にお

ける区画内充填刻目手法が新たな手法で本群深鉢を特徴づけるものと言える。 

鉢・浅鉢ではＤ類が主体を占め、口縁部あるいは胴部に描かれる魚眼状三叉文が主文様にな

る。また、一方では無文の類も増加し、脚・高台の付くものが多く、脚には三叉状の透し、横

長楕円状の彫去が施される。 

無文化の傾向は、壼の口頚部、注口土器にも認められ入念な研磨が施される。また、浅鉢を

除いて突起の発達が著しいことも本群土器の大きな特徴と言えよう。 
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第Ⅷ群土器 
第Ⅱ層（上部貝層）で主体的に出土した土器である。第Ⅷ群土器に含まれる器形の種類は、

深鉢がＡ・Ｂの2器形、これに文様帯の位置、文様の種類をあわせると5類になる。鉢はＡ・Ｃ

の2器形、同9類、浅鉢はＡ・Ｂの2器形、同4類、皿はＡ・Ｂの2器形、同2類、壺はＡ器形、同2

類、注口土器はＡ・Ｂの2器形、同4類である。 

（1）器形について 

深鉢にはＡ・Ｂの2器形がある。Ａ器形には最大径が胴部に位置するＡⅠ類と口縁部に位置す

るＡⅡ類がある。Ｂ器形はＡⅡ類と同様である。口縁部型態には①平口縁、②平口縁＋突起、

③小波状口縁、④小波状口縁＋突起の4タイプがあり、①はＢⅡ類、②はＢⅠ類、③はＡ類、Ｂ

Ⅰ類、④はＢⅠ類にみられ、ＢⅠ類の口縁部にバラエティーがある。③、④ともに突起はいわ

ゆるＢ突起で、②では3cmほどの等間隔で、④では1～数個が口縁端部の文様ともからんで配さ

れるなど配置に違いがみられる。③、④の小波状にも2cm単位で緩い山形小波状となるもの、5mm

間隔で口唇部が刻み込まれ小波状を呈するものなどがあり、一様ではない。 

胴部は、Ａ類がくびれ部の下位で一度僅かに張り出し緩やかに底部に向うが、Ｂ類では僅か

にふくらみをもって底部に向うもの、直線的に向うものがあり、ＢⅠ類は前者に属し、ＢⅡ類

には双方のものがある。底部は残存するものがなく不明である。 

器高は、Ａ類が15～20cm、Ｂ類は20cm以上のものが多く、ＢⅡ類の中には40cm近いものもみ

られＡ類に比してＢ類の方に大形のものが多い。 

器形別の出土数は、先にも述べたように文様をもつものを主に取り扱っているため、ＢⅠ類

＞ＢⅡ類＞ＡⅠ類＝ＡⅡ類となるが、実際としては、ＢⅡ類＞ＢⅠ類と逆転するものと思われ

る。Ａ器形のものは各 1々点づつであり、破片の中にも少なく、Ｂ器形のものが主体を占めてい

る。 

鉢にはＡ・Ｃの2器形がある。ともに最大径は口縁部に位置し、口縁部型態には深鉢同様、①

平口縁、②平口縁＋突起、③小波状口縁、④小波状口＋突起の4タイプがある。 

①はＣⅠ類、ＣⅡ類、ＣⅢ類にみられ、ＣⅡ類では多くが該当するが、他では1点づつと少な

い。②はＣⅠ類1点のみである。③はＣⅠ類の多くとＣⅡ類にみられ、④はＡ類、ＣⅠにみられ

る。②、④の突起、③、④の小波状口縁の形状も深鉢のそれと共通するものが多いが、1個の大

突起と数個のＢ突起の組み合うものなど異なるものもみられる。④の場合は、特に口縁端部の

文様とからみあって複雑化している。 

胴部は、Ａ類が深鉢Ａ類同様にくびれ部下位で一度張り出し、Ｃ類は多くが僅かなふくらみ

をもって外傾する。底部は、残存するものが少なく不明な点が多いが、ＣⅠ類の中には高台の

付くものが1点ある。 

器高は10cm以下のものから20cmほどのものまであり、10～15cmほどのものが多いように思わ 
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れる。 

器形別にはＣ類が大部分でＡ類は僅かに2点だけである。深鉢の場合と同様に底部から口縁部

まで屈曲なく立ち上るＣ器形のものが主体を占めている。 

浅鉢にはＡ・Ｂの2器形がある。口縁部型態は平口縁が多く、Ｂ類に1点だけ小波状口縁でＢ

突起のつくものがある。口縁部は外傾するものが多く、Ａ類には口縁部の長いものと短いもの

があり、前者の方が頚部のくびれが強くなっている。胴部はいずれも丸味をもつ。破片資料の

ため法量については不明な点が多いが、大きいものでも口径15～20cm、器高8cmほどである。器

形別出土数はともに3個体で量的には少ない。 

皿もＡ・Ｂの2器形がある。Ａ類は1.5cm間隔で口唇部が刻み込まれる小波状口縁を呈し、Ｂ

類では平口縁にＢ突起が1個取りつく。胴部はＡ類で丸味が強く、Ｅ類では口縁部まで直線的に

外傾する。底部はＡ類では大きな平底と思われ、Ｂ類では丸底風で高さ2cmほどの八ノ字状に開

く高台が付く。Ａ類は口径15.5cm、器高4cm、Ｂ類は口径11.7cm、器高は高台を含めて4.5cmで

ある。出土数はともに1個体と浅鉢以上に少ない。 

壺はＡ器形で、口頚部が外傾して開くＡⅠ類と直立気味になる。ＡⅡ類がある。ＡⅠ類の口

頚部は鉢Ｃ類の器形と似ておりＡⅡ類に比して長い口頚部をもつ。胴部はＡⅡ類に肩の張るも

のナデ肩のものの2タイプがあり、ＡⅠ類は欠損するものの頚部の収縮から推して肩が張るタイ

プに近い形状と思われる。ＡⅠ類の口縁部は1cm単位の緩い山形小波状で、ＡⅡ類は平口縁であ

る。器形別出土教はＡⅡ類＞ＡⅠ類となるが、ＡⅡ類も細部の特徴を観ると各々異なり、3つの

タイプのものが各 1々点づつ出土している状況とも言える。 

注口土器にはＡ・Ｂの2器形がある。出土量は多いが口頚部から胴部まで残存する資料はＡ類

で2点、Ｂ類でなく、器形の全容については不明な点が多い。口頚部は、Ａ類では長く内傾しＢ

類でも頚部は内傾するものと思われる。口縁部はＡ類が平口縁、Ｂ類でも平口縁が多いが小波

状口縁に突起をもつものもある。Ａ類の胴部は頚部とのくびれ部から僅かではあるがほぼ水平

に肩部が張り出し、以下丸味をもって底部へと移行するものと思われ、全体としてはつぶれた

球形状を呈している。胴部資料でも多くがつぶれた球形状を呈することからＢ類もＡ類同様の

胴部器形になる可能性が強い。Ｂ類の口頚部はＡ類の口頭部の上に浅鉢Ａ類を取り付けたよう

な形状を呈している。器形別の出土数はＡ類＞Ｂ類となる。 

なお、これらの他に器台あるいは脚と思われた資料がある。前者の場合、注口土器Ｂ類の器

形と類似しており注口土器の可能性も考えられる。後者は第Ⅶ群土器浅鉢類に認められた脚と

同様のもので、胸中央部がふくらみ裾部が八ノ字状に開く器形をしている。 

以上、第Ⅷ土器に含まれる各器形の特徴について観てきた。出土量としては鉢が最も多く中

でも単純な器形のＣ類が圧倒的に多い。深鉢・体ともに頚部でくびれるＡ類の数は激減し、 
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第Ⅶ群土器段階までの深鉢B類の器形は全くなくなると言っても過言ではない。深鉢A類の器高

に対する口頚部の高さの比率も第Ⅶ群土器段階以上に小さく、胴部だけを取り上げるとB類と

大きな違いはない。また、口縁部の形態も第Ⅶ群土器段階とは大きく異なっている。本群の場

合、深鉢・鉢類ともに文様をもつ類（深鉢A類、BI類、鉢A類、CⅠ類）はほとんどが小波状口

縁であり、突起のつくものも少なくない。波状口縁は第Ⅶ群土器段階深鉢B類にも多く認めら

れたが、これらはいずれも発達した突起と組み合う形で認められたのに対し、本群では口唇部

を刻み込む方法など突起と直接的に関連しないもので、むしろ後述する文様との関連が強いも

のも認められる。また、突起はいわゆるＢ突起で第Ⅶ群土器段階の発達した突起は全く認めら

れなくなる。1個の大突起と数個のＢ突起の組み合うものも認められるが、これらは後述する最

も装飾性の強い土器にのみ配される傾向にある。 

次に浅鉢について観ると、全体量としては、第Ⅶ群土器段階より少ないが、Ａ器形のものが

多くなり、第Ⅶ群土器段階で最も多かったＤ器形（本群ではＢ器形）のものは少なく、器形の

バラエティーもなくなる。口縁部形態、法量については、Ａ器形のものは前段階同様に平口縁

で法量も大きいものが多く、Ｂ器形のものでは平口縁、小波状口縁＋突起のものがあり、Ａ器

形に比して小形であるなど第Ⅶ群土器段階と似た傾向を示している。 

皿も浅鉢同様の2器形があり、Ａ類の小波状口縁、Ｂ類の突起も深鉢・鉢のそれと共通するも

のである。 

壺は出土数も少なく多くを比較はできないが、大きく内傾する口頚部をもつ第Ⅶ群土器ＡⅠ

ｂ類の器形は全くなくなり、口頚部は外傾あるいは直立気味になるなど口頚部器形の変化が大

きいと言える。胴部まで残る資料は少なく推定の域を出ないが、頚部の収縮するＡⅠ類では必

然的に胴部は張り出すものと思われ、また、ＡⅡ類では肩の張るものとナデ肩のものの二類が

あり、口頚部の変化に伴って胴部にも幾分の変化が感じられる。 

注口土器は鉢類に次ぐ出土量である。器形としてはＡ類が多く、口頚部の比較では第Ⅵ、第

Ⅶ群土器段階壺ＡⅠb類の器形に似ている。胴部は肩が張り出してつぶれた球形状を呈し、ソロ

バン玉状のものはない。Ｂ類の器形は第Ⅶ群土器段階までには認められなかった器形である。 

（2）文様について 

深鉢にはＡⅠ類、ＡⅡ類、ＢⅠI類、ＢⅠ類があり、地文だけをもつＢⅠ類を除いて文様をも

つ。文様の施される位置には①口縁部と胴上部、②口縁部の2タイプがある。 

①にはＡⅠ類が相当し、口縁部には玉抱き三叉文を配し、くびれ部をめぐる横位沈線で胴部

文様帯と画している。胴上部の文様は横位平行沈線によって二段に画され、上位には魚眼状三

叉文、下位には玉抱き三叉文が配される。地文はＬ縄文で胴部文様帯中は平行沈線間を除いて

磨消されている。各種の三叉文は右上りで描かれる。 
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②にはＡⅡ類、ＢⅠ類が相当する。ＡⅡ類は口縁部に1本の横位沈線がめぐり、その上位が無

文で下位にＲＬ縄文を施文するものでくびれ部にも横位沈線がめぐる。胴部にもＲＬ縄文が施

文される。 

一方、ＢⅠ類の文様には①玉抱き三叉文、②入組三叉文、③魚眼状三叉文があり、文様帯の

下位は1～2本の横位沈線で画される。③の場合、上位の口縁端部にも横位に連続するＣ字状文

が配される。Ｃ字状文は小波状口縁の波底部を結ぶように、また、口唇部突起下に③の魚眼状

三叉部が位置するように描かれている。①、②の三叉文は右上りで描かれるが、③では平行線

化した配置を示している。文様帯中は入念な研磨が施され、胴部には地文としてＬＲ縄文、羽

状縄文の施文されるものが多い（ＢⅠa類）。また、口縁部下に1本の沈線をめぐらし、上位が

無文（研磨）で下位に地文としてＬＲ縄文を施文するものもある（ＢⅠb類）。 

深鉢の文様は、各種の三叉文を主体とするものと口縁部を無文化するものに大別され、前者

では口縁端部に他の文様を配するものもある。深鉢ＡⅠ類は装飾性の最も強い土器であり、Ａ

Ⅱ類、ＢⅠb類などは装飾性の弱い土器と言える。なお、深鉢はいずれもⅡ～2層からの出土で

ある。 

鉢にはＡ類、ＣⅠ～ＣⅢ類があり、地文だけをもつＣⅡ類、無文のＣⅡ類を除いて文様をも

つ。文様の施される位置には、深鉢同様に①口縁部と胴上部、②口縁部の2タイプがある。 

①にはＡ類が相当し、口縁部・胴上部には入組三叉文が配され、この間にくびれ部には横位

平行沈線がめぐり、沈線間には平行沈線がめぐり、沈線間には瘤状の高まりと横長楕円状彫去

が交互に連続して配され文様帯を画している。文様帯中は入念な研磨が施され、胴部にはＲＬ

縄文が施文される。口唇部の突起をも含めて極めて装飾性の強い土器と言える。 

②にはＣⅠ類が相当し、量的に最も多く出土している。文様の種類には、玉抱き三叉文、入

組三叉文、魚眼状三叉文など各種の三叉文（a）、Ｃ字状文(b)、平行沈線文（c）、無文（h）

などがあり、aが主体をなし、b・cと組み合うものもある。ａはその下限を深鉢ＢⅠ類などと同

様に1～3本の沈線で画され、右上りで描かれるものが多い。入組三叉文の中には付加的な沈線

を加え弯曲した菱形文を形造るものもあり、Ⅱ－1層出土のものにみられる。bは多くの場合、

口唇部の突起と組み合うように描かれるが、上下交互に方向を違えた配置がなされ、付加的な

沈線と組み合うもの（変形Ｃ字状文）もある。ｃは破片資料の中に1点だけみられ3本の横位平

行沈線が描かれるものである。ａのモチーフの一部である可能性もある。ｈにａに次いで多く

みられ、1本の横位沈線で胴部地文帯と画するもの、両線をもたないものがある。 

以上、a～hの各種ともに文様帯中は入念な研磨が施され、胴部にはＬＲ縄文、羽状縄文、Ｒ

Ｌ縄文が施され前者が最も多い。 

なお、鉢の場合にも深鉢ＢⅠ類でみられたように、aあるいはbの文様の上位の口縁端部に 
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他の文様を配するものがある。これらの文様は口唇部の突起と組み合うものが多く、三叉文と

変形Ｃ字状文の組み合うもの、変形Ｃ字状文に付加沈線を加え弯曲した菱形文を形造るものが

あり、浮彫的手法で描かれ、前者はｂの上位に、後者はａの魚眼状三叉文の上位に配される。

前者はⅡ－2層、後者はⅡ－1層出土である。 

一方、これとは別に口縁端部にのみ配される文様がある。右下りで横走する沈線に刻目を加

えた文様（e）でⅡ－1層から出土している。ｅはａの変形魚眼状三叉文（深鉢ＢⅠ類でみられ

た平行線化した魚眼状三叉文のモチーフの単位が凝縮された形を呈する）やｃと組み合ってそ

の上位に配される場合があり、前者が多い。 

最後に地文だけのＣⅡ類についてみると、地文にはＬＲ縄文、羽状縄文、Ｌ縄文、ＲＬＲ縄

文(付加)があり、羽状縄文にはＬＲ、ＲＬ縄文によるもの、ＲＬ縄文、Ｌ縄文によるものがあ

り、ＬＲ縄文を施文するものが多い。 

以上、鉢に描かれる文様について観てきた。基本的には深鉢同様の文様帯をもち、文様の種

類も三叉文を主文様とするものが多く、口縁部が無文で胴部に地文(縄文)の施文されるものが

これに次へ三叉文の中には入組三叉文に付加的な沈線を加え弯曲した菱形文をつくるものや平

行線化した魚眼状三叉文を凝縮したような変形魚眼状三叉文があり、Ｃ字状文にも付加沈線と

組み合うものがある。また、口縁端部にのみ描かれる文様として右下りで横走する沈線に刻目

を加えた文様があり、多くは変形魚眼状三叉文と組み合いその上位に配される。以上のような

文様はⅡ－2層出土のものには稀でⅡ－1層出土のものに多く認められる傾向があり、深鉢(いず

れもⅡ－2層出土)には見られなかった文様と言え、多くが口唇部に突起をもつ器形に認められ、

突起や小波状口縁波底部と組み合う形で描かれるなどの特徴がある。 

浅鉢にはＡⅠ類、ＡⅡ類、ＢⅠ類、Ｂ三類、ＢⅤ類があり無文のＢⅤ類を除いて文様をもつ。 

文様の施される位置には①口縁部と胴上部、②口縁部から胴部、③口縁部、④胴上部の4タイプ

がある。 

①にはＡⅠ類、②にはＢⅠ類、③にはＢⅢ類、④にはＡⅡ類が相当し、いづれも玉抱き三叉

文、入組三叉文など三叉文を主文様とするもので、文様帯中には入念な研磨が施される。ＡⅠ

類ではくびれ部と胴下部に、ＡⅡ類では口縁部と胴下部に地文としＬＲ縄文が施文される。な

お、浅鉢の脚と考えられた資料では胸中央部に円孔が穿たれ三叉文が配されるものがある。 

以上の浅鉢はＢⅤ類を除いてⅡ－2層出土のものであり、文様の種類も深鉢・鉢と共通するも

のである。 

皿にはＡⅡ類、Ｂ類があり、前者では口縁部に、後者では口唇部と口縁部に文様が描かれる。 

ＡⅡ類の文様は連結三叉文で文様帯の下限には2本の横位平行沈線がめぐり胴部にはＲＬ縄文

が施文される。Ｂ類では口唇部に三叉文が描かれ口縁部に平行沈線がめぐる。胴中央部にＬＲ 
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縄文が充填される。いずれも三叉文を主文様とし文様帯中には入念な研磨が施される。ＡⅡ類

はⅡ－2層、Ｂ類はⅡ－1層出土である。 

壺にはＡⅠ類、ＡⅡ類がありＡⅠ類が文様をもつ。文様は口縁部に配され、入組三叉文が描

かれる。頚部にはＬＲ縄文が施文され、口縁部文様帯の下位、頚部地文帯の下位には1本の沈線

がめぐる。胴部文様は不明である。なお、胴部破片資料の中には入組文が配され朱塗りの施さ

れるものがある。壺は出土数も少なく文様についても不明な点が多い。ＡⅠ類及び胴部資料は

Ⅱ－2層出土である。 

注口土器にはＡⅠ類、ＡⅡ類、Ｂ類がある。口頚部から胴部まで残る資料はＡⅡ類の1点のみ

で他は口頚部のみ、胴部のみといった資料である。口頚部の文様は①全体に描かれる②口縁部

のみに分けられ、①にはＡⅠ類、②にはＡⅡ類が相当する。Ｂ類では器台とも考えられた資料

が頚部まで残る資料で、他は口縁部のみの資料である。従って口頚部全体の文様、及びその配

置については不明な点が多く文様の種類のみを記載することにする。 

ＡⅠ類の文様は波状入組文あるいは入組三叉文に付加沈線を加え弯曲した菱形文をつくる文

様で、Ⅱ－1層から出土した鉢ＣⅠa類にみられた文様と似ている。ＡⅡ類の文様にはＣ字状文

と三叉文を交互に配するもの（a）、変形魚眼状三叉文（b）、右下りに横走する長目の沈線に

刻目を加え文様（c）があり、a・cでは下位に2本の横位平行沈線がめぐる。前者は胴部が残存

し、胴部にはＡⅠ類の文様とＣ字状文を組み合わせたような文様が描かれる。一方、Ｂ類の文

様には波状入組文に付加沈線を加えた文様（b）と平行沈線文（c）がある。器台と考えられた

ものではｃが描かれ同様のモチーフは頚部にも描かれる。また、胴部資料の文様はＡⅢ類の胴

部文様と似たものが多い。ＡⅡb類はⅡ－1層出土で他はⅡ－2層出土である。 

以上が第Ⅶ群土器に描かれる文様である。注口土器を除く各器形とも三叉文が主文様として

描かれ、注口土器では波状入組文に付加沈線を加えた文様や横位平行沈線文が描かれる。 

三叉文には玉抱き、魚眼状、入組み、連結などの種類があり、魚眼状三叉文、入組三叉文に

は幾つかの変種も認められる。魚眼状三叉文には平行線化したもの、モチーフが横に凝縮した

ものがあり、前者は口縁端部に独立した形で描かれるＣ字状文と第Ⅱ－2層で、後者は同様に描

かれる変形Ｃ字状文と付加沈線による弯曲菱形文、右下りで横走する沈線に刻目を加えた文様

と第Ⅱ－1層で上下に組み合う形で配される。また、入組三叉文には付加沈線を加えないものと

加えるものがあり、前者は第Ⅱ－2層、後者は第Ⅱ－1層から出土する。 

次に、注口土器の主文様となっている波状入組文に付加沈線を加えた文様であるが、他の器

種では鉢ＣⅠd類に描かれ、入組三叉文の後者の場合にも似たモチーフとなるものがある。注口

土器では第Ⅱ－2、1層の双方に見られ、鉢ＣⅠd類は第Ⅱ－1層出土である。 

なお、注口土器にも他の器種に描かれる文様と共通する文様の描かれるものが上記以外にも 
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2種類がみられる。1つは右下りで横走する沈線に刻目を加えた文様で第Ⅱ－2層から出土し、他

の1つは変形魚眼状三叉文で第Ⅱ－1層から出土する。 

以上のことを簡単に整理すると、注口土器を除く各器形では第Ⅱ－2層出土土器と第1－1層出

土土器の間に文様の変化が認められ、後者では前者のモチーフを凝縮あるいは付加沈線によっ

て変容させたものが多く、他の文様との組み合わせで描かれるものが多い傾向にあると言える。

しかし、注口土器の文様から見ると、注口土器以外の各器種で第Ⅱ－1層段階から新しく描かれ

る文様の中には第Ⅱ－2層段階ですでに描かれているものもあり、第Ⅱ－1層段階から新たに描

かれるものもある。すなわち、第Ⅱ－2層出土土器の段階では器形の種類によって描かれる文様

にも違いがあったが、第Ⅱ－1層出土土器の段階では各器形が共通した文様をもつようになった

と言うこともできよう。 

最後に編年的位置づけについて述べておく。第Ⅷ群土器は深鉢・鉢の器形において第Ⅶ群土

器段階の深鉢Ｂ・Ｆ類からＦ類を継承したものであり、Ｂ類の器形はほとんど見られなくなる。 

文様は三叉文を主文様とし、三叉文は第Ⅶ群土器段階の入組文の一部と考えられるものではな 
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く、綿化したものであり独立した文様として把えられる。注口土器には三叉文以外の文様も配

され、深鉢・鉢の文様とは必ずしも基を一としない。このような特徴を示す本群は、山内氏に

よる大洞Ｂ式(山内：1930)の内容を示すものと考えられ、縄文晩期初頭の土器群と理解するこ

とができよう。 

 

第Ⅸ群土器 
第Ⅰ層(最上部土層)及び第Ⅱ層・第Ⅰ層として取り上げられた土器の中から第Ⅷ群土器を除

いた一群である。ＣＭ40区では4層出土のものと3層出土のもので器形、文様等に違いが認めら

れ、4ａあるいは4包含層として取り上げられた土器には両者が混在している。一方、ＣＭ41区

－4～6層出土土器はＣＭ40区－3層出土土器とは異なり、4層と共通する一群であると考えられ

る。 

そこで、ＣＭ41区－4～6層、ＣＭ40区－4層出土土器及び第Ⅰ層出土土器の中でこれらの特徴

に近いものを第Ⅸ群土器1類、ＣＭ40区－3層出土土器及びこれの特徴に近いものを同2類とし、

南斜面遺物包含層ＣＯ～ＣＰ34区第3層、ＣＯ～ＣＲ46～48区第3層で検出された類似資料をも

加えて、以下にその内容を述べてゆく。 

 

第Ⅸ群土器1類 

第Ⅸ群土器1類に含まれる器形の種類は鉢がＡ・Ｃの2器形で、これに文様帯の位置、種類な

どをあわせると5類になる。浅鉢はＢ器形同2類、皿はＡ器形同1類、壺はＢ器形同1類、注口土

器はＡ器形同1類である。 

(1)器形について 

鉢にはＡ・Ｃの2器形があり、最大径は口縁部に位置する。Ａ類は波状口縁で、口縁部が外傾

して開き、頚部でくびれ、胴部は僅かに張り出す。また、Ｃ類は胴部から口縁部までほぼ変化

なく立ち上り、口縁部は外傾するものと内弯気味のものがある。小波状口縁が多く、口縁部の

文様とからみ、小突起のつくものもある。 

浅鉢はＢ器形で、胴部は丸味をもち口縁部は内弯気味になる。小波状口縁を呈する。 

皿はＡ器形で、胴下部は丸味をもち上部で直立し、頚部から外反して口縁部へ移行する。壼

はＢ器形である。口頚部は第Ⅷ群土器注口土器Ｂ類の器形に似ているが、頚部の内傾度、口縁

部の外傾度が強く、口頚部が短いなどの違いがある。胴部形態は、最大径が中央部に位置する

が肩部より1cmほど張り出すだけで僅かな膨みをもつ程度である。口径は10.5cm、器高は15cm

ほどと推定される。胴部高は10cm、最大径は18.5cmである。 

注口土器はＡ器形である。第Ⅷ群土器段階のものに比して、口頚部は内傾が強くかつ膨みを

もっている。 
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以上、第Ⅸ群土器1類の器形の特徴について見てきた。出土量は第Ⅷ群土器に比して極めて少

ないが、浅鉢の器形は第Ⅷ群土器のものと異なり、壺の器形にも変化がうかがえる。 

(2)文様について 

鉢にはＡ類、ＣⅠ類があり、Ａ類は口縁部と胴部に、ＣⅠ類は口縁部にのみ文様帯をもつ。

Ａ類は口縁部に入組文、胴部に雲形文が描かれる。ＣⅠ類の文様には右下りで横走する沈線に

刻目を加えた文様(e)、羊歯状文(f)、梯子状文(g)があり、文様帯の下限には1～2本の横位沈線

がめぐり、胴部にはＬＲ縄文が羽状縄文が施文される。ｅは第Ⅷ群土器段階のⅡ－1層出土の鉢

ＣⅠ類のモチーフとは若干異なり、むしろ変形魚眼状三叉文のモチーフの変化したものと考え

られる。配される位置は幅狭い口縁部の無文帯(ミガキ部)下であり、独立した文様すなわち副

次的な文様から主文様へと変化している。ｆには末端の入組むものと入組まないものがあり、

前者は右上りに、後者は右下りに描かれ、口縁端部のｅ文様と組み合って配される。ｇは平行

して3段に配され、口縁端部にも同様のモチーフが口唇部の刻目と組み合って描かれる。 

以上、鉢に描かれる文様をみてきた。これらの文様はＡ類の入組文を除いては第Ⅷ群土器段

階に認められなかった文様である。しかし、鉢Ｃ1類のｅ文様は第Ⅷ群土器段階の変形魚眼状三

叉文の変容文であり、羊歯状文も第Ⅷ群土器段階のｅ文様と組み合うなど少なからず共通する

要素をもっており、特にⅡ－1層で出土した一群と共通性が強い。 

次に浅鉢の文様をみてゆく。浅鉢には口縁部と胴部に文様帯をもつＢⅡ類と、口縁部にのみ

文様帯をもつＢⅢ類がある。ＢⅡ類の口縁部には梯子状文(b)が、胴部には雲形文が描かれる。 

一方、ＢⅢ類の文様はπ字状文と梯子状文の組み合う文様(b)で、胴部にはＬＲ縄文が施文され

る。浅鉢の文様は鉢Ａ類、ＣⅠg類と共通するものと言える。 

皿は口縁部と胴部に文様帯をもつＡⅠ類である。口縁部文様は不明であるが、胴部文様は波

状入組文に付加沈線を加えたものである。 

壺はＢ類で、口縁部にはＬＲ縄文が施文され、頚部にはミガキが施される。肩部に横位平行

沈線がめぐり、胴部には波状入組文や弯曲菱形文に付加沈線を加えた文様が描かれる。 

注口土器はＡⅠb類で、口頚部には壼Ｂ類に似たモチーフが描かれ、 字、π字を浮き上がら

せるものもある。 

皿、壺、注口土器の文様は似かよったものであり、鉢の文様とは大きく異なっている。 

 

第Ⅸ群土器2類 

第Ⅸ群土器2類に含まれる器形の種類は鉢がＢ器形で、文様の種類から5類になる。浅鉢はＢ・

Ｃ2器形同3類である。 
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(1)器形について 

鉢はＢ器形である。胴部はわずかに膨みをもちながら外傾して立ち上り、上位では内弯気味

になり肩部に最大径が位置する。口縁部は直立気味のものが多く、端部が肥厚するもの、細ま

るものなど変化がある。前段階のものとは異なる器形である。 

浅鉢にはＢ・Ｃの2器形がある。Ｂ器形には1類同様のものと口縁端部が細まるもの、口唇部

に突起のつくものがある。Ｃ器形は胴部から口縁部まで直線的に外傾して開き、口縁端部は平

坦に造り出され肥厚する。底部は平底である。Ｃ器形は口径10～15cm、器高5cmほどでＢ器形よ

り小さめである。Ｃ器形は本類で初めて見る器形である。 

(2)文様について 

鉢Ｂ類の文様は口縁部に描かれ、その種類には平行線化した羊歯状文(a)、列点文(b)、無文

(c)があり、いづれも文様帯の下限には1～2本の横位沈線がめぐり、胴部にはＬＲ縄文が施文さ

れる。ａは1類の羊歯状文の変化形態であり、ｂは梯子状文の変化形態と考えられる。ｃは雑な

ミガキが施されるものである。 

浅鉢には口縁部と胴部に文様の描かれるＢⅡ類、ＣⅠ類と口縁部に文様の描かれるＣⅡ類が

ある。ＢⅡ類の口縁部文様は列点文(ａ)で、胴部文様は雲形文である。ＣⅠ類、ＣⅡ類の口縁

部文様は横位平行沈線で、口唇部には変形Ｔ字状の沈刻が施される。ＣⅠ類の胴部文様は雲形

文で、ＣⅡ類はＲＬ縄文が施文される。ＢⅡ類の口縁部文様は鉢Ｂｂ類と共通するモチーフと

言える。 

なお、小片のため分類の対象にし得なかったが、壺形土器・注口土器で、文様の特徴から本

類に含めて考えられるものがある(第70図24、第84図5、6)。 

壺は胴部資料で雲形文が描かれる。注口土器はソロバン玉に近い形状を呈し、最大径の部分

に突起がつく。文様は頚部が雲形文(?)でその下位には列点文が配される。第Ⅷ群土器段階、第

Ⅸ群1類段階のものとは器形的にも異なるものと言える。 

以上、第Ⅸ群土器についてその内容を述べてきた。これらは量的にも少なく、ここで編年的

位置づけについて触れておく。 
1類の文様には羊歯状文、梯子状文、π字状文、 字状文、雲形文があり、羊歯状文、梯子状

文は右下りで横走する沈線に刻目を加えた文様と組み合って配され、梯子状文はπ字状文、雲

形文と組み合って配される。このような文様は山内による大洞ＢＣ式の特徴とされるものであ

り、第Ⅸ群土器1類は大洞ＢＣ式と考えることができる。 

2類の文様には平行線化した羊歯状文、列点文、雲形文があり、1類の文様の変化と考えられ

るものが多く、列点文は雲形文と組み合って配される場合が浅鉢・壺では多くみられる。また、

鉢・浅鉢の器形も1類とは異なるものがある。総体としては山内による大洞Ｃ1式に相当するも

のと考えられる。 
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第Ⅹ群土器 
ここで取り扱う土器は、北斜面ＢＡ～ＢＤ46～55区の第1層(俵土)、第2層(再堆積層)、第5.6

溝堆積土中などから出土したものである。破片が多く器形全容、文様構成等について明らかな

ものは少ないが、まとまりのある資料として把えることが可能である。 

深鉢・浅鉢・高坏・蓋・壺の5型態があるが、浅鉢と高坏の坏部との区別は難しく、分類にお

いて双方が混在している可能性も否定できない。以下に、簡単な分類を行ない、器形と文様の

関係、編年的位置づけについて考えてゆく。なお、各土器の特徴は第5表にまとめている。 

1．胎土・色調・器面調整 

胎土には砂粒を含み、177点中103点に金雲母が含まれている。色調はにぶい橙色、橙色、褐

灰色を呈するものが多い。器面調整は横ナデが深鉢に1点認められる以外ミガキが施される。 

壺の頚部には指頭によるオサエの痕跡を残すものも2点認められる。なお、丹塗りの施された土

器は浅鉢で6点。高坏で3点、壺で1点が観察された。 

2．器形と文様の種類 

器形の種類 

土器の形態には深鉢形土器、浅鉢形土器、高坏形土器、蓋形土器、壺形土器があり、蓋形土

器を除いて、主に口頚部の特徴から次のように分類される。 

＜深鉢形土器＞ 

Ａ類：頚部がくびれて口縁部が外傾するものａ波状口縁…1．突起有、2．突起無 

ｂ平口縁 

Ｂ類：屈曲がなく全体に外傾するもの(平口縁) 

＜浅鉢形土器＞ 

Ａ類：頚部がくびれて口縁部が外傾するものａ波状口縁 

b平口縁 

Ｂ類：頚部でくびれないもの、Ⅰ、口縁部が内弯気味になるものａ波状口縁 

ｂ平口縁 

Ⅱ、口縁部が外傾、外反するもの（平口縁…1．突起有 

2．突起無 

＜高坏形土器＞ 

Ａ類：頚部がくびれて口縁部が外反するものａ波状口縁(突起有) 

ｂ平口縁(1．突起有 2.突起無) 

Ｂ類：頚部がくびれて口縁部が直立気味になるもの(平口縁) 

Ｃ類：口縁部に僅かな変化をもつが、ほぼ屈曲なく立ち上るもの(平口縁…1．突起有 

2．突起無 
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＜壺形土器＞ 

Ａ類：短く直立気味の口縁部のもの ａ波状口縁 

ｂ平口縁 

B類：外反する口縁部のもの（平口縁…突起有) 

文様の種類 

文様は太目の沈線によって描かれるものが多く、彫去、彫去した粘土の盛り上げ、粘土瘤の

貼付、刻目の加れられるものもある。文様単位には工字状文、波状文、弧状文、平行沈線文、 

沈線文がある。 

工字状文 

いわゆる変形工字文でａ～ｄの4種5類がある。 

ａ．斜行する2条の沈線によって扁平な三角形をつくり、その交点に彫去、粘土盛り上げあ 

るいは粘土瘤貼付を行なうもの。 

ｂ．斜行する1条の沈線と横位沈線によって扁平な三角形をつくるもの。 

ｃ．反転する沈線によって流水文状に描くもの。 

ｄ．平行沈線の一部を彫り込むもの。 

1．粘土盛り上げ、粘土瘤貼付を行なうもの。 

2．π字状になるもの。 

波状文 

1種2類がある。 

ｅ．2～4条の沈線で2段に描き、上段波底部と下段波頂部が対応するものが多い。 

1．波頂、波底間に1～3条の沈線を加えるもの。 

2．波頂、波底間に沈線を加えないもの。 

その他の文様 

f．弧状文 

1．2条単位の沈線で描くもの。 

2．1条の沈線で弧を描き、中に2条の沈線を加えるもの。 

ｇ．平行沈線文 

沈線は2～5条単位のものがあり、多段に描かれるものもある。 

ｈ．1条の沈線文 

ｉ．刻目(他の文様と併用される) 
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文様と器形の関係及び施文部位 
文様ａ：高坏形土器Ａ類ａ(2点)、Ｂ類(1点)、Ｃ類(4点)、浅鉢形土器体部資料（3点） 

施文部位は体上部。 

文様ｂ：浅鉢形土器Ａ類b(1点)、体部資料(1点)、施文部位は体上部で地文としての縄文(ＬＲ)

が残る。 

文様ｃ：浅鉢形土器ＢⅠ類b(1点)、ＢⅡ類(14点)、体部資料(15点)、高坏形土器Ａ類ａ(8点)、 

Ａ類ｂ(1点)、Ｃ類(4点)、台部資料(2点)、壺形土器Ａ類ａ(1点)、体部資料(5点)など

各器種に描かれる。施文部位は高坏形台部資料を除いて体上部、壺では肩部に相当す

る。 

文様ｄ1：浅鉢形土器Ａ類b(1点)、ＢⅡ類(1点)、高坏形土器Ａ類b(2点)、Ｃ類(4点)、壺形    

土器Ｂ類(1点)、施文部位は浅鉢形土器ＢⅡ類で口縁部と体上部に2段に、壺形土器で

口縁部、他は体上部。 

文様ｄ2：浅鉢形土器Ａ類(1点)、体部資料(2点)、高坏形土器台部資料(2点)、施文部位は高坏

形土器台部資料を除いて体上部。 

文様ｅ1：高坏形土器台部資料(12点) 

文様ｅ2：高坏形土器台部資料(9点) 

文様ｆ1：浅鉢形土器ＢⅡ類(3点?)、体部資料(1点?)、高坏形土器Ｂ類(1点)、壺形土器体部資 

料(1点)、施文部位は体上部。 

文様ｆ2：壺形土器体部資料(1点)、施文部位は肩部。 

文様ｇ：深鉢形土器Ｂ類(1点：2条)、浅鉢形土器Ａ類a(1点:4条)、Ａ類b(2点：5条、3条)、Ｂ

Ⅰ類ａ(1点:4条)、ＢⅡ類(12点：5条1、3条8、2条3)、体部資料(2点:3条?)、高坏形土

器Ａ類a(10点?:5条1、4条2、3条2、2条5)、Ａ類b(6点：4条1、3条4、2条1)、Ｂ類(2

点:3条2)、Ｃ類(11点:4条1、3条3、2条7)、台部資料(5点：3条3、2条2)、蓋形土器(1

点：2条)、壺形土器Ａ類b(1点：4条)など多くの器種に描かれる。施文部位は深鉢Ｂ類

が頚部、他のものでは口縁部か体上部が多く、浅鉢形土器ＢⅡ類、高坏形土器Ｃ類、

台部資料では多段に描かれるものが多い。なお、高坏形土器Ａ類ａについては、ほぼ

半数が区画線としての沈線である可能性が強く、他のモチーフが主文様になるものと

思われる。 

文様ｈ：深鉢形土器Ａ類ａ(1点)、浅鉢形土器ＢⅠ類ｂ(2点)、壺形土器Ｂ類(1点)、体部資料  

(1点)に認められる。施文部位は壺形土器Ｂ類が口縁部、他は頚部である。 

文様ｉ：浅鉢形土器ＢⅠ類b(1点)、高坏形土器Ａ類ｂ(2点)壺形土器B類(1点)、施文部位は   

浅鉢、高坏形が口唇部、壺形が口縁端部。 
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縄文：使用原体は単節ＬＲで斜縄文が多く、稀に横走縄文もある。深鉢各類、浅鉢Ａ類ａ、

ＢⅠ類ではすべて体部に施文される。12、46では文様内にも施文されている。他に浅

鉢体部資料に4点、高坏Ａ類ａ、体部資料に各1点、壺体部資料に1点が認められる。 

以上、述べてきた文様と器形の関係は第6表のようになる。 

変形工字文a～ｂの描かれるものは、深鉢形、蓋形を除く器種にみられ、文様をもつ土器全体

の48％に相当する。中でもＣが最も多く69％を占め、次いでｄが17％、ａが12％、ｂが2％とな

る。ｃは浅鉢形ＢⅡ類、高坏形Ａ類の体上部、壺形の肩部に多く描かれる傾向がある。ａは高

坏形に多く、ｂは浅鉢形にしか認められない。ｂも高坏形に多いと言える。 

波状文ｅは高坏形台部にのみ認められ、台部資料の68％に相当する。3本単位の沈線で描かれ

るものが多い。 

弧状文ｆは少ない。全体を把握できた資料もなく、他の文様の一部である可能性も否定でき

ない。ｆ2とした文様は変形工字文Ｃに属するものかも知れない。 

平行沈線文ｇはすべての器種に描かれ、変形工字文に次いで多く全体の32％に相当する。浅

鉢形Ｂ類、高坏形Ａ類、Ｃ類に多く、口縁部～体上部に描かれ、多段に配されるものも多い。 

高坏形台部資料では波状文ｅに次ぐ。 

1条の沈線ｈは全体で5点と少ない。深鉢・浅鉢・壺の頚部にめぐるものが多く、体部には縄

文が施文される。 

最後に編年的位置づけについて簡単に触れておく。 

これまでに述べてきた土器はその特徴から弥生時代初頭の大泉式(伊東：1956)に比定される。

大泉式は近年、須藤隆氏、佐藤信行氏、加藤道男氏(須藤：1973、1976、1983、佐藤：1980、1981、

加藤：1992)によって細分案が示され、宮城県一迫町青木畑遺跡出土土器同町山王遺跡第Ⅲ層出

土土器(山王Ⅲ層式)という変遷が考えられている。 

こうした編年観の中で本遺跡出土土器を見ると器形、文様、施文方法など多くの点で青木畑

出土土器と類似性が強いように思われる。また、岩手県一関市八起島遺跡出土土器Ａ類(林、小

田野：1977)にも強い類似性が認められ、大泉式の中でも古い段階に属するものと思われる。 
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(4) 第Ⅲ土器～第Ⅷ群土器の年代と検討 

第Ⅰ、Ⅱ群及び第Ⅷ～Ⅹ群土器については、すでに編年的位置づけについて述べている。本

項では後期中葉から末葉にかけての土器群である第Ⅲ～第Ⅶ群土器について、他の遺跡での共

伴資料と比較し、編年観、地域性などについて触れてゆく。 

第Ⅲ群土器の年代と検討 

第Ⅲ群土器はその特徴から後期中葉に属するものと考えられる。器種には深鉢、鉢、浅鉢、

皿、壺、注口土器があり、器形の変化も多く、施文縄文にも数種類が認められる。類似の資料

は県内でも各地から出土しており、なかでも河南町宝ヶ峯遺跡出土土器（伊東：1957）鳴瀬町

台囲貝塚昭和27年度トレンチ第二層土器(後藤：1956、1957)は該期の標式資料として、それぞ

れ宝ヶ峯式、宮戸Ⅱａ式、Ⅱｂ式の型式名納付されている。これらは、関東地方の加曽利Ｂ式

土器(山内:1939)に併行するものとして型式学的に設定されたものであり、宮戸Ⅱ式の区分はⅡ

ａ氏が加曽利ＢⅠ式に、Ⅱｂ式が曽利ＢⅡ、ＢⅢ式に対応するとして同一層位出土土器を細分

したものである。 

近県においても該期とされる資料の報告は多い。岩手県では花泉町貝鳥貝塚第Ⅲ群土器(草間、

金子：1971)が基礎資料となっており、大槌町崎山弁天遺跡第Ⅴ群土器(草間編：1974)、大迫町

立石遺跡第IV群土器(中村:1979)に類似資料を多く見る。また、青森県では弘前市十腰内遺跡第

Ⅱ、Ⅲ群土器(今井、磯崎:1968)が基礎資料となっている。しかし、貝鳥貝塚、十腰内遺跡の場

合も台囲貝塚同様に群として設定した土器が層位的に出土したものでなく、型式学的に細分さ

れたものである。そこには、文様の変化、施文縄文の違いによる時期区分など多くの成果が報

告されているが、報告者によって見解の異なる面も少なくない。特に、磨消手法によって各種

曲線文を描く土器についての見解は様々である。この土器は関東地方の加曽利Ｂ式には少なく、

その対比も難しいものであって、東北地方で独自の発展を示す土器とも言え、この土器の変化、

変遷が明らかにならない限り、各型式の内容は未だ不十分なものと言わざるを得ないのが現状

であろう。 

こうした中にあって、岩手県岩手町川口Ⅱ遺跡(高橋与他：1985)では該期と考えられる竪穴

住居跡の検出があり、床面から一括資料と考えられる土器が出土している。この資料はこれま

で型式学的に細分、分類されていた土器群の内容を吟味する上で、また、田柄貝塚第Ⅲ群土器

の位置づけを考える上にも貴重な資料と言える。そこで、初めに川口Ⅱ群遺跡住居跡出土土器

を提示し、その内容と田柄貝塚第Ⅲ群土器との対比を通して、該期の型式設定資料である台囲

貝塚資料、関東地方における加曽利Ｂ式土器等との検討を進め、第Ⅲ群土器の年代について考

えてゆくことにする。 

川口Ⅱ遺跡は岩手県北部の岩手町に所在する遺跡で、5軒の竪穴住居が検出され4軒の床面 
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から土器が出土している。4軒の住居跡は3ｍ前後の間隔を置いて存在し、重複関係はない。 

第220図1～4はＡＣ2住床面直上の資料である。1は浅鉢で田柄貝塚の浅鉢ＤⅢｂ類(第199図3、

8)と同じ特徴をもつ。2、3は壺である。田柄貝塚では類似の器形は見ないが、第185図29が類似

の文様をもつ。いづれもＬＲ縄文が横位回転で施文される。 

第220図26～30はＢＢ1住床面直上の資料である。26～28は浅鉢で26は田柄貝塚での浅鉢ＡⅡ

ｂ類(第198図9)と、27はＡⅢb2類(同図14)と同じ特徴を示す。28はＤ類に相当するが同様の文

様は見られない。26～28、第194図14はＬＲ縄文が、第198図9はＲＬ縄文が、ともに横位回転で

施文される。29、30は壺で、29の器形は田柄貝塚の図化資料ではない。30はＡ1a1類(第185図26、

第199図13)と特徴を同じくする。29、第185図26にはＬＲ縄文が、30、第199図13ではＲＬ縄文

が主に横位回転で施文されるが、文様区画に沿って充填するため部分的には縦、斜め回転にな

る部分もある。 

第221図45～52はＢＢ3住床面直上の資料である。45は深鉢Ｃ類の器形で、胴上部に磨消曲線

区画文様が描かれＲＬ縄文が横位回転で施文される。46～48は深鉢の胴部資料である。器形、

文様帯のあり方は45と異なり、器形はＡ類かＦ類に近いものと思われる。類似の文様は第170

図5～7に見られる。47、48、第170図5、7がＬＲ縄文、第170図6がＲＬ縄文の横位回転施文で、

46、49はＬＲ縄文の縦、横位回転施文(異方向縄文)である。50、52はＤ類に相当する浅鉢と思

われる。50には異方向縄文ＲＬが施文される。文様は深鉢46～48類似のものであろうか。52は

ＤⅢａ1類(第198図18、20)に相当しよう。52、第198図20はＲＬ縄文横位回転施文であり、第198

図20は異方向縄文ＲＬである。 

第221図54～57はＢＤ2住床面直上の資料である。54類似の鉢は田柄貝塚の図化資料にはない。 

胴部にＬＲ、ＲＬの撚りの異なる縄文が縦、横位回転で不規則に施文される。55、56は壺であ

る。55は第199図13と類似するが、くびれ部をめぐる貼付文の有無に違いがある。56にはＡⅠa3

類(第199図18)が類似しよう。また、器形は異なるが文様、施文手法ではＡⅡa類(同図19)も似

ている。55、第199図13にはＲＬ縄文が横位回転で、56、第199図18、19には異方向縄文(56、18

がＲＬ、19がＬＲ)が施文される。 

以上、4軒の出土土器を提示し、第Ⅲ群土器の中でこれらと類似する特徴をもつ土器を対比資

料として抽出してきた。ＡＣ2住1とＢＢ1住27は器形で若干違いを示すが、文様の種類、文様帯

の位置、施文縄文に共通性を示す。これらの土器に描かれる文様は加曽利ＢⅠ式の特徴とされ

る平行線的なモチーフを弧状沈線等で区切る手法をもつもので、後藤氏の編年に従えば宮戸Ⅱa

式とされるものである。しかし、これらの文様帯の位置は胴部にあり、文様帯の位置が口縁部

近くに集約される宮戸Ⅱａ式とは異なるあり方を示す。この文様帯のあり方を地域性と解する

には十腰内遺跡、立石遺跡、角田市梁瀬浦遺跡(小井川：1981)、蔵王町二屋敷遺跡(加藤、 
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阿部、小徳：1984)など東北各地で加曽利ＢⅠ式と器形、文様に共通性を示す土器が文様帯を口

縁部近くに集約させる事実を見れば否定できよう。この胴部に文様帯をもつ浅鉢は台囲貝塚(後

藤:1956)でも認められ、ＢＢ1住26のように刻目帯をもつものである。後藤氏は刻目帯をもつ一

群が磨消手法による曲線文様を描くもの(宮戸Ⅱb式としたもの)に多いことからこの類の独立

を考えたこともあったが、宮戸Ⅱa式の仲間として把握しつつ、問題を残すものとしている(後

藤:1962)。刻目帯以上に文様帯の位置の違いが重要と言えよう。田柄貝塚での深鉢ＦⅢa類(第

198図1)も宮戸Ⅱa式文様と刻目帯の組み合うものであるが、こうした例は加曽利Ｂ1式には認め

られず、文様帯の位置も異なっている。文様の種類こそ似ているものの宮戸Ⅱa式とは区分され

るものと考える。 

次にＢＢ3住、ＢＤ2住の土器について見ると先のＡＣ2住、ＢＢ1住出土土器と施文縄文に違

いを示す。この2軒の出土土器は施文縄文にＬＲあるいはＲＬの単一の縄文が横位回転で施文さ

れるものと、異方向で施文されるものの組み合わせから成り、ＢＤ2住では異なる原体が縦、横

位回転で不規則に施文されるものもある。しかし、ＢＢ3住52とＢＢ1住28には共通する要素が

多く、ＢＢ3住45～51の文様構成もＢＢ1住29、30との類似が強いように思われる。ここでＢＢ3

住45の器形を見ると本群での深鉢Ｃ類の器形と同様のものと言える。この器形は山内によると

東関東以北の加曽利ＢⅡ式土器深鉢の特徴的器形とされるものに相当し、埼玉県大宮市寿能泥

炭層遺跡(埼玉県博編：1984)ではＣ類と同様の胴部器形を呈するＤ類の羅形に相当する深鉢で、

反転平行沈線と長円形文が胴上部に描かれるものが、Ｂ類の器形で口縁下に1段、くびれ部に2

段の刻文帯をもち、頸部に上下向き合う連孤文を配し、上下の接続部に対孤文を配した加曽利

ＢⅡ式土器と共伴したことが報告されている。ＢＢ3住45は胴上部に磨消曲線区画文様をもつが、

田柄貝塚のＣⅡ類、ＤⅠ類(第197図1、5～7、8)は寿能泥炭層遺跡例と同様のものと言え、この

文様、文様帯のあり方はＡＣ2住1,ＢＢ1住26、27の浅鉢にも共通し、この3軒の出土土器は加曽

利ＢⅡ式段階のものと考えることができよう。 

ここでＢＤ2住出土土器を見ると、55はＢＢ1住30と器形、文様、施文縄文に共通性を示し、

違いはくびれ部をめぐる貼付文の有無である。56も文様構成では55と大きな違いはない。しか

し、54の器形、施文縄文のあり方、56の器形は先の3軒のものとは異なり、類似性はあるものの

時間的差異もまた推定される。埋土下層である9面出土の63は他の住居跡には認められないもの

であり、あるいはこの住居跡の時期に近い段階のものとも考えられる。そうした意味において

ＢＤ2住出土土器は同じく異方向縄文の施文される土器を出土するＢＢ3柱より後出の様相を示

すものと思われる。 

上記の結果を基に田柄貝塚Ⅲ群土器を見ると、ＡＣ2住～ＢＢ3住出土土器と共通する特徴を

もつものとして浅鉢ＡⅡb類、ＡⅢｂ2類、ＤⅢa1類、ＤⅢｂ類で反転平行沈線等の平行線的文

様 
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をもつものがあげられ、器形、文様の特徴から深鉢ＣⅡ類、ＤⅠ類、ＦⅢａ類も同様の時期の

ものと考えられる。まだ、ＢＢ3住出土土器と共通する特徴をもつものとしては壺ＡⅠa3類、Ａ

Ⅱａ類があげられる。なお、壺ＡⅠa1類は双方に共通する特徴を示す。 

次に田柄貝塚第Ⅲ群土器の中で川口Ⅱ遺跡と比較し得なかった各類型について見てゆく。深

鉢ではＡ・Ｂ類(第195図1、7～13、第196図1～11)、ＣⅠ類(第196図12)、ＣⅡ類・Ｄ類で反転

平行沈線文以外の文様をもつもの(第196図17・第197図2～4、同図8、9、11、12)、ＦI類(同図

14)、鉢、浅鉢ではＡⅡａ類(第198図8)、ＡⅢb1類(同図11)、Ｂ類(同図15・16)、Ｃ類(同図17)、

ＤⅠa類(同図21～24)、ＤⅢb類で反転平行沈線文以外の文様をもつもの(第199図2、4～6)、壺

ではＡⅠa2類(第199図12)、ＡⅡb1類(同図21)・Ｂa類(第200図1～3)、Ｂa類（第200図1～3）、

注口土器ではＡⅠ類(第200図8・9)が相当する。 

深鉢の中でＣ・Ｄ類は加曽利ＢⅡ式の特徴とされる器形であり、ＣⅡ類、ＤⅠ類に描かれる

格子状、鋸歯状などの沈線文もこの段階のものと考えて問題はないであろう。関東地方ではこ

の段階に矢羽根状あるいは斜行する沈線文が盛行し、本群の各種沈線文もこうした過程におけ

る文様の中で理解できよう。鋸歯状沈線文に限って見れば、関東地方のものには見られず、貝

鳥貝塚、崎山弁天、立石遺跡など岩手県でも南部域、山形県米沢市左沢遺跡(米沢市教委：1983)

に認められることを見れば、ある程度限られた範囲に特有の文様とも考えられる。この文様の

意匠が異方向縄文と同様の文様効果を生み出すことも、同一時期内の現象として興味深いもの

と言えよう。 

次にＣⅠ類について言うと必ずしも器形は特定できない。文様帯の位置は口頸部に位置し、

文の種類も縦位の楕円状文と横位の半截楕円状文の組み合わせによるもので、文様区画の内側

に沿って円形の刺突が施される特徴がある。同様の手法をもつものは第196図13～16、第94図2

～5などにも認められる。第196図13、14は台形状の突起をもち、同図15は平口縁で2個対の山形

突起を配し、第94図2、3、第196図16は、波状口縁を呈するなど口縁部型態は様々である。また、

第94図5は口縁部が開き胴部がわずかにくびれる特徴をもち、この口頸部が開いて外傾する特徴

は他のものについても言える。類似の手法をもつ資料は、十腰内、貝鳥、立石、崎山弁天遺跡

などでも出土し、県内でも宝ヶ峯、梁瀬浦、高清水町中ノ茎Ｂ遺跡(早坂：1980)から出土し、

福島県愛谷遺跡(野口編：1981)にも類例が見られ、北関東以北の各地、また、新潟県の後期中

葉の遺跡でも散見するという。(今井、磯崎：前掲、後藤:1981他)。この中で器形が明らかなも

のは愛谷遺跡のものである。3単位の台状大突起をもつ台付深鉢でＦ類の器形に相当し、口頸部

は大きく開く。突起下の口縁部には逆Ｃ字状の磨消区画文が配され、これを上下からはさみ込

む形で波状の帯状文が展開する。突起上端にも長楕円形の区画が描かれる。各区画内にはＬＲ

縄文が横位回転で施文され、後に刺突が施される。また、破片資料であるが貝 
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鳥貝塚にはＡ類、Ｃ類、Ｆ類の各器形と推定されるものがあり、崎山弁天遺跡ではＡ類で立体

的装飾把手をもつものもある。十腰内遺跡のものはＣあるいはＤ類と考えられている。崎山弁

天、立石遺跡、貝鳥貝塚でのモチーフは、田柄貝塚のもののように円形、弧状などの区画が組

み合うものであり、十腰内遺跡のものは弧線区画文様が入組文風に展開するものである。これ

らはＬＲあるいはＲＬ縄文が横位回転で施文される。器形としてはＡ、Ｃ、Ｄ、Ｆの4器形が推

定されるが、いづれも口頸部の開きが大きい点で共通している。文様構成、施文縄文技法の共

通性をも含めて考えると限定された時期の所産と考えることが可能となろう。ＣⅠ類の文様構

成は先に述べた寿能泥炭層遺跡Ｂ類深鉢頸部文様の縄文部と磨消部を逆転させたものであるこ

と、愛谷遺跡例は川口Ⅱ遺跡ＢＢ1住28の文様を同じように逆転させたものであることは、こう

した一群も加曽利ＢⅡ式段階のものとして理解することを可能にするであろうし、各種器形の

存在から考えるとＣⅠ類の器形がＢ類の器形であろうと何ら問題はない。そして、第84図4の文

様構成は区画帯の下位にも文様帯があることを示し、この段階で口頸部と胴部の双方に文様帯

をもつ土器の存在を知ることができる。各種器形の存在、複数の文様帯のあり方は胴部に主文

様を配する深鉢ＡⅠ類(第195図1)をもこの段階に含め得る可能性を示している。 

Ｂ類の深鉢は川口Ⅱ遺跡では確認し得なかった器形である。底部はＣ、Ｄ類に比して小さく、

山内によると加曽式ＢⅢ式段階の特徴的器形とされているが、寿能泥炭層遺跡の例も含めて、

近年の資料の増加はこの器形の出現を加層利ＢⅡ式の中位の階程にまで押し上げており(野口

編：前掲)、本群でも浅鉢Ａ類の存在から同様の出現を推測することは可能であろう。深鉢ＢⅡ

類の文様帯のあり方、刻目帯は浅鉢ＡⅡb類に共通するものであり、川口Ⅱ遺跡ＢＢ3住では加

曽利ＢⅡ式段階の深鉢に磨消曲線文を描き異方向縄文を施文するものがあった。このことは加

曽利ＢⅡ式段階で刻目帯と磨消曲線文の組み合う文様構成をもつ土器の存在を可能にする。と

ころで、ＢⅠ類を見るとＢⅡ類に比して口頸部が長く、端部の内弯するものが多い。平口縁と

大波状口縁があり、平口縁のものでは突起をもつものがあるがＣⅠ類のような大突起ではなく、

単位数も3から4に変わる。一方、大波状口縁のものは図化資料では5単位の波状となる。口縁端

部には刻目帯のめぐるものと縄文帯のめぐるものがあり、口頸部と胴部に文様帯が区画され、

主文様は口頸部に配される。口頸部文様の違いからＢⅠa類～ＢⅠc類に細分しているが、胴部

文様は同様のものと言える。これらにはＣⅡ、Ｄ類で主文様であった沈線系の文様は描かれず、

ＣⅠ類の文様あるいはＡⅠ類の文様の系譜を引くと考えられる文様が描かれる。ＢⅠb類である

第196図2の文様はＣⅠ類の文様から刺突を除いたものであり、同類である第196図1、3も同様の

文様構成を示す。第196図2にはＬＲ縄文が区画に沿って充塡され、第196図1、3ではＬＲ・ＲＬ

の異なる原体が横位回転で充塡され部分的に羽状縄文をつくる(羽状縄文b)。この特徴はＢⅠa

類である第195図7、8、l1でも認められる。同じＢⅠa類でも第195図12では羽状縄文aが充塡 
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され、刻目帯は交互に方向を変えた矢羽根状を呈し、同図11の縄文のあり方と共通する。なお、

第195図910は必ずしも器形を特定できないがＢⅠa類と考えたものである。文様構成は10が弧状

区画文による入組文で十腰内遺跡例に類似し、9は同手法をもつ崎山弁天遺跡例に類似する。 

ともにＬＲ縄文が施文される。 

以上、Ｂ類の深鉢について見てきた。台囲貝塚で宮戸Ⅱb式として提示された鉢15(後藤：1962)

はＢⅡ類で磨消曲線文をもち異方向縄文(ＬＲ)の施文されるもので、先の推定によれば加曽利

ＢⅡ式段階とも考えられる。本群のＢⅡ類で胴部文様が明らかなのは第196図11で羽状縄文bが

施文される違いがある。ＢⅠ類でも施文縄文には違いを示したが、器形の明らかなものはいづ

れも2種類の原体を使用し、文様構成、器形細部の特徴にも共通性が強く、Ｃ、Ｄ類よりは後出

の様相方が強い。 

ＦⅠ類は器形こそ異なれ、文様構成としてはＢⅠa類、ＢⅠb類と類似するものである。ＬＲ

縄文が横位回転で施文される。 

浅鉢の中でＤⅢb類は深鉢ＣⅡ類、ＤⅠ類の文様と共通するものであり加曽利ＢⅡ式段階と考

えられる。Ｂ類は文様こそもないが、口頸部を無文化する構成はＤⅢb類のあり方と同じである。

ＡⅢb1類、Ｃ類はＬＲ縄文を施文し、部分的に異方向となる。ＤⅠa類は沈線区画が弧状を呈し、

ＬＲあるいはＲＬ縄文を施文する。施文縄文はいづれも単一の原体によるものであり加曽利Ｂ

Ⅱ式段階と考えることが可能と思われる。なお、ＡⅡa類は異原体による横位施文が施され、先

の一群よりは後出のものと考えられる。 

壺ＡⅡb1類、注口土器ＡⅠ類は無文地に沈線で菱形状文様を描くもので、宝ケ峯遺跡、立石

遺跡、東京都大森貝塚(ＥＳ、モース：1879)などに類例があり加曽利ＢⅡ式とされている。壺

Ｂa類は刻目帯、羽状縄文ｂの組み合うもので、先の考えに従えば後出の様相が強い。 

以上、第Ⅲ群土器について述べてきた。川口Ⅱ遺跡出土土器との検討、関東地方の加曽利Ｂ

式土器との対比から多くの器種が加曽利ＢⅡ式土器段階のものと考えられた。施文縄文にはＬ

ＲあるいはＲＬの単一の縄文を横位回転で施文するものと、縦、横位回転で施文し羽状をつく

る異方向縄文があった。後者は磨消曲線文様を描く浅鉢、壺に施文され、この傾向は貝鳥貝塚

でも同様であるが野口Ⅱ遺跡では深鉢にも認められた。十腰内Ⅲ群土器は異方向縄文が特徴と

されるが提示資料は壺と鉢で、後者にはＲＬ縄文が横位回転で施文され、必ずしもこの縄文の

みで構成されるというのではなく野口Ⅱ遺跡ＢＢ3住同様のあり方をするのであろう。十腰内遺

跡例では刻目帯をもつ壺で異方向縄文の施文されるものがあり、本群でも第199図14に認められ

る。加曽利ＢⅡ式段階としたものの、そこには何階程かの変遷が想定され、平行線的なモチー

フをもつものは古い段階であり、ＣⅠ類のような企画性のある文様をもつもの、磨消曲線文様

と刻目帯の組み合うものは新しい段階のものと考えられよう。 
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また、本群では後出の様相が強い一群として2種類の原体を使用した羽状縄文ａ、ｂを施文す

る深鉢ＢⅠa類、ＢⅠb類、ＢⅠa類、浅鉢ＡⅡa類、壺Ｂa類をあげた。深鉢は文様としてＣⅠ類

の系譜をひき、器形細部にも変化がある。こうした一群は後述する第Ⅳ群土器との係わりも強

く、加曽利ＢⅢ式とされる段階のものとも考えられる。加曽利ＢⅢ式については確固たる資料

も小なく、東北地方で該期とされるものの多くは刻目帯をもつ一群をあげているにすぎない。

山内の指摘する弧状のモチーフを考えるなら深鉢ＢⅠb類などは加曽利ＢⅢ式に含めて良いで

あろう。ただし、刻目帯の有無だけでは加曽利ＢⅡ式との区分も暖味なものと言わざるを得を

ない。 

この段階の資料はまだまだ不足である。本群では異方向縄文の施文されるものを加曽利ＢⅡ

式段階として一応把えではいるが、加曽利ＢⅢ式段階と考えた一群の内容が不足であり、推測

の域を出るものではない。より良好な資料の検出、緻密な検討なくしてこの段階の土器群の細

かな変遷を把握することは難しいと言えよう。 

第Ⅳ群土器の年代と検討 
第Ⅳ群土器は第Ⅲ群の上層土器から出土した土器群である。東北地方の後期後半の土器には

文様の装飾効果として瘤が多用され、「はりこぶ土器」(芹沢:1960)、｢張瘤系土器群｣(林:1965)、

｢コブ付き土器｣(安孫子：1969)等と呼ばれている。本群はその初期の段階を示す資料と思われ

る。 

類似の資料は、丸森町岩ノ入遺跡(志間：1958)、同町清水遺跡Ａ地点(志間：1960)、台囲貝

塚(後藤：1962)、西ノ浜貝塚Ｒトレンチ(斎藤:1968)、亘理町畑中貝塚(笠原他：1986)、などで

出土しているが、量的には少ない。志間奏治氏は清水遺跡の報告の中で｢宝ヶ峯式より金剛寺式

に推移する、両方の要素を中に含みもつ過度的存在の土器｣としてＡ地点出土土器を分析してい

る。これらの類似資料には後藤氏によって西ノ浜式という型式名が付され、関東地方の曽谷式

に併行する土器群と考えられている。 

また、近県での類似資料としては、福島県小川貝塚(山内:1964)、岩手県君成田Ⅳ遺跡(嶋他：

1983)、同県上斗内Ⅲ遺跡(高橋(与)：1984)、同県根井貝塚(岩手県博:1984)、青森県馬場瀬1

遺跡(北村他：1982)の他に、貝鳥貝塚、立石遺跡、十腰内遺跡などでも認められている。 

これら各地の資料の中で、遺構に伴って検出された例としては君成田Ⅳ遺跡、根井貝塚、馬

場瀬1遺跡の住居跡共伴資料がある。また、清水遺跡Ａ地点出土土器は地表下1ｍの、厚さ10cm

ほどの黒土層から押しつぶされた状態で検出されたものであり、一括資料として取り扱えるも

のと考えられる。これら共伴資料を中心に検討を行ってゆくが、検討資料として西ノ浜貝塚、

貝鳥貝塚出土土器にも触れておきたい。 
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清水遺跡Ａ地点出土土器(第222図) 

深鉢と注口土器がある。深鉢の1～4、6はＢ類、5、10～12はＦ類である。Ｂ類は口頸部と胴

部に文様帯をもち、文様の種類は入組帯状文、入組状弧線帯と弧線帯の組み合うものである。1

はＢⅠe2(第201図、15、16、19)に、2、3はＢⅠf1類(同図10、11、第172図17、18)に、6はＢⅠ

e1類(第201図3、5)に相当しよう。Ｂ1ｅ1、ＢⅠf1類の施文縄文はＬＲで横位回転で充塡される

が、文様区画に沿って充塡されるため部分的に縦位となる。口頸部文様と胴部文様の描き方を

見ると、1、2、6では口頸部が左上りで胴部が右上り、3、4がその逆というきまりがある。田柄

貝塚のＢⅠ類に特徴的な突起をもつものは4だけで、1、2の波頂部も緩やかで第201図19～21と

は異なっている。Ｆ類のもので5のタイプは本群にはない。10～12は櫛歯状沈線で文様を描く粗

製土器でＦⅡe類(第178図3)と同じであるが、FⅡｃ類(第202図7)も同様のものと言える。 

7～9は注口土器である。文様は帯縄文と入組弧線帯から成るもの(7、8)、沈線によって描く

もの(9)がある。類似の器形は図化資料にはないが、ＡⅠb1類(第203図9)ＡⅡa類(同図16)や器

形分類できなかった胴部資料の文様は共通するものと言えよう。7にはＲＬ、8にはＬＲ縄文が

横位回転で施文される。田柄貝塚ではＬＲ縄文が横位回転で施文されるものが多い 
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が、羽状縄文(a)も何点かにみられる。 

なお、清水遺跡の南約7kmに位置する岩ノ入遺跡の資料には、深鉢、壺、注口土器などが見ら

れ、深鉢にはＢ、Ｆ類がある。Ｂ類はＢⅠe1類で、大波状口縁で頂部に肥厚した鋭い突起をも

つ。口頸部文様帯中に瘤状小突起の貼付がある。施文縄文は清水遺跡の深鉢と同じである。 

Ｆ類は清水遺跡10～12と同じである。注口土器には頸下部が張り出す壺ＡⅡ類(第203図16)に相

当する器形のもの、清水遺跡8に相当するものがあり、文様、手法も似ている。 

また、新地貝塚の注口土器は壺ＡⅡ類の器形に相当するもので、弧状沈線による文様が描か

れている。 

西ノ浜貝塚出土土器(第223図) 

小片のため器形全体を知り得ないが、多くはＢ類の深鉢と思われる。1～11はＢⅠe1類かＢⅠ

ｆ1類、12～15はＢⅠe2類に相当しよう。突起を含む口縁部形態、、左上りの入組帯状文、充填

手法はこの3類型に関する限り田柄貝塚同様と言える。施文縄文にはＬＲ縄文横位回転が多いが

羽状縄文もみられ、bが多い。 

なお、台囲貝塚例も多くはＢ類深鉢と思われ、その特徴は西の浜貝塚と同様である。 

貝鳥貝塚第Ⅳ群土器(第224図) 

深鉢、浅鉢、台付鉢、注口土器がある。拓影図1～16は、深鉢ＢⅠe1類あるいはＢⅠf1類に相

当しよう。口縁部形態、突起の特徴は田柄貝塚のものと共通し、施文縄文もＬＲあるいはＲＬ

縄文の横位回転施文を主体とし、羽状縄文ｂがこれに次ぐ。17は深鉢ＢⅠe2類に相当する。量

的には 
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1点のみと少ない。18はＦⅡb類(第202図9)に相当しよう。右上りの入組帯状文で羽状縄文aが充

塡される。19～21は浅鉢、台付鉢の実測図である。田柄貝塚では類似のものは確認し得ないが、

文様構成から該期のものと思われる。19には異方向縄文ＬＲが、20、21にはＬＲ縄文が横位回

転で施文される。22、23は壺、24は注口土器である。壺の文様は向い合う上下の弧線を半単位

づつずらして入組文様を作るもので、曽谷式の特徴的モチーフとされるものである。24は3本単

位の沈線で対弧文を作り、瘤状突起を基点に連結するモチーフである。手法としては第203図16

と共通する。 
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君成田Ⅳ遺跡（第225図） 

Ｄ54住床面から4点(1～4)、Ⅰ55－1住床面から3点(5～7)が出土している。1～4はＦ

類の深鉢で、1、2は口縁部から胴上部に文様をもつ。器形としてはＦⅡa類(第202図7、

8)と似ているが、文様帯のあり方としてはＦⅡb類(同図9)に似ている。施文縄文は粗く、

ＬＲ縄文の横位回転を基本としているが一様ではない。 

5は注口土器、6、7は壺である。器形で類似するものは図化資料にはないが、5と同様

の文様は深鉢では多くのものに見られる。施文縄文はＲＬで文様区画に沿って横位で充

塡される。 

なお、遺構外出土土器の中には深鉢Ｂ類で鋭い波状口縁、突起をもつものが何点か見

られる。 

根井貝塚出土土器(第226図) 

第1住床面から鉢(2)、壺(3～5)、注口土器(1)、筒形土器(6)、椀形土器(7)の計7点が

出土している。田柄貝塚では1、3～5、6、7の器形はない。深鉢ＢⅡb類(第202図1)は底

部を欠くが2に類似する器形と言えよう。1～4は2～3本単位の弧状沈線で文様が描かれ、

1、2では口縁部と胴部に、3,4では胴部に配される。1では対弧状に連結させてタスキ掛

け状に、2では左上りの入組文風に、3では対弧状、三角状に、4では1、3の双 
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方を組み込んだ構成を示し、各々の入組部、接続部に瘤状突起を貼付している。5は逆Ｚ字状の

区画を4単位で入組風に配し、各々の単位の起点間、終点間を弧線で連結している。区画内や胴

下部には羽状縄文ａが充塡される。1～4の手法は第203図16と共通するものであるが、沈線の引

き方は1～4に比べて浅い。4の刻目はより近い特徴と言えよう。また、1の文様は、沈線間様に

変わる。すなわち、基本とする構図には何の違いもない。 

馬場瀬1遺跡第Ⅲ群土器(第227～228図) 

Ａ地区において類似の資料を出土する竪穴住居跡、竪穴遺構など12棟が検出され、床面から

多くの資料が出土している。また基本層位第Ⅰ層、第Ⅱ層からも遺構出土土器と特徴を同じく

する土器の出土があり、これらは第Ⅲ群土器として提示されている。 

第227、228図は第Ⅲ群土器集成図からの抜粋で、深鉢、浅鉢、台付浅鉢、壺・注口土器など 

の各器種、類型がある。深鉢はＢ、Ｆの2類で構成されるが、第227図2のように大波状口縁で突

起をもつものは破片資料を見ても極めて少なく、平口縁で突起の発達の少ないものが主体を占

めている。文様帯中に瘤状小突起や楕円状貼付文を配するものがない点は本群のものとの大き

な違いと言えよう。平口縁の深鉢で比較すると、第227図9、10はＢⅡ類(第202図9)の器形に相

当し、文様帯のあり方、文様構成(直接同じものはないが、第Ⅳ群土器全体の文様を見ると)も

共通すると言えよう。しかし、施文縄文について見ると文様をもつ深鉢の多くは羽状縄文ａが

施文され、次いで羽状縄文bが多く、単一の原体を用いて施文するものは粗製深鉢に限られてい

るなどの違いがある。この傾向は十腰内Ⅳ群土器でも指摘されている。 

浅鉢、壺、注口土器は本群では少なく、比較し得ない点も多いが、注口土器の胴部文様、瘤

状突起などは共通する要素と言えよう。また、壺や注口土器の器形を見ると第227図18、19のよ

うに頸部が張り出すものが多く、本群との共通性と言えよう。これら各器種においても、施文

縄文は異原体を用いて羽状を作るものが多いが、同様の効果を異方向縄文(ＬＲ)で表すものも

第227図12、第228図1の胴下部に見られる。深鉢も含めて無文土器が多いのも特徴と言える。 

以上、宮城県の南部(清水、岩ノ入)、仙台湾岸(西ノ浜、台囲)、岩手県の南部(貝鳥)岩手県

の北部～青森県南部(君成田Ⅳ、根井、馬場瀬1)に分けて該期の資料を見てきた。各遺跡で共通

して認められたのは深鉢でＢ、Ｆの2器形があった。これらを田柄貝塚での分類で見ると、第8

表のようになる。 

各地域で認められるものとしてＢⅠe1、ＢⅠf1類があるが馬場瀬1遺跡では極端に少ない。櫛

歯状沈線文で文様区画内を充填するＢⅠe2類は清水遺跡、西ノ浜・台囲両貝塚、貝鳥貝塚など

岩手県の南部域までは認められているが、以北では認められていない。一方、ＢⅡb類は根井貝

塚、馬場瀬1遺跡で認められ、貝鳥貝塚の鉢も同様の器形である。馬場瀬1遺跡では無文土器を

含 
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めてこの器形が多い。 

Ｆ類のうちＦⅡa、ＦⅡb類は精製土器、ＦⅡc～ＦⅡe類は粗製土器である。ＦⅡb類は貝鳥貝

塚、君成田Ⅳ遺跡、馬場瀬1遺跡に認められる。ＦⅡa類は上斗内Ⅲ遺跡で1点のみ認められてい

るに過ぎない。ＦⅡe類は清水遺跡、岩ノ入遺跡、貝鳥貝塚で認められる。 

田柄貝塚を中心に見ると、精製土器(ＢⅠe1、ＢⅠf1、ＢⅠe2類)と粗製土器(ＦⅡc～ＦⅡe類)

のあり方は宮城県南部域との共通性が強く、文様の種類にも同様のことが言える。この傾向は

貝鳥貝塚でも同様である。施文縄文の種類では宮城県南部域がＬＲ縄文の横位回転施文を特徴

とし、仙台湾岸から岩手県南部では前者に羽状縄文ｂが加わりａも若干見られる。 

一方、岩手県北部～青森県南部では精製土器としてＢⅠe1、ＢⅠf1類があるが、その量は少な

く、ＢⅡb、FⅡｂ類が多くなる。粗製土器は縄文を地文としたＦＶ類である。また、施文縄文

の特徴しては羽状縄文ａが多く、馬場瀬1遺跡で極立つ。瘤状小突起がほとんど貼付されない点

も特徴と言えよう。 

なお、ＢⅡd類に相当する文様構成をもつものは各遺跡において認められなかったが、、口頸

部、胴部に描かれる文様は、部位こそ異なれ、他の各類に認められる文様であり、組み合わせ

のバラエティーとして理解できよう。 
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浅鉢は貝鳥貝塚、馬場瀬1遺跡で類似資料があり、深鉢の文様と同じ入組状弧線帯が配される

が、本群の第203図6に類似のものはない。これはＣＬ39区36層から出土しているが、第Ⅲ群土

器段階でも後出の一群としたものに含めて考えた方が妥当かも知れない。 

壺・注口土器は器形全容を知る資料が少なく比較も難しい。口頸部資料では頸部の張るもの

が多くなる傾向がある一方、第Ⅲ群土器ＡⅠ類も残っている。各種器形の存在は各地域でも同

様であるが、宮城県南部地域では清水遺跡8のタイプが多く、根井貝塚3、4のタイプも周辺域で

のみ認められる(九戸町下平遺跡等…小田野：1982)特徴的な器形と言えよう。文様は各遺跡と

も深鉢の文様と大きな違いはないが、宮城県南部地域のものが胴部最大径から上位に描かれる

ものが多く、田柄貝塚以北では胴部全体に描かれるものが多い点で異なっている。このことは、

そこに描かれる文様の種類とも関係し、前者では広い幅を必要としない帯状縄文帯や単純な入

組状弧線帯が、後者では広い幅をゆっくり使って弧状区画の入組文や複雑に展開する入組状弧

線帯が描かれる。 

なお、壺Ｂb類についてはＤＬ40区18層出土ということで本群に含めたが、他遺跡では類似資

料を見ることができなかった。Ｂb1類は口頸部の刻目帯が特徴的で、胴部文様区画内は異方向

縄文ＲＬが充塡され、Ｂb2類も口頸部とくびれ部に刻目帯がめぐり、胴部文様区画内は羽状縄

文aが充塡される。あるいは第Ⅲ群土器段階でも後出とした一群に含めて考えるべきなのかも知

れない。同じことは異方向縄ＲＬを施文する注口土器Ｃa類にも言えよう。 

田柄貝塚第Ⅳ群土器の内容は、前述のように宮城県南部域と共通する要素が強い各類と岩手

県北部から青森県南部域と共通する要素が強い各類とが組み合う様相を示している。換言する

ならば、西ノ浜式を主体に十腰内Ⅳ群土器が組み合う組成を示すと言えよう。仙台湾周辺域で

の西ノ浜式土器の内容が明らかになれば、比較的資料が多い宮城県南部域あるいは本群との比

較・検討を通して、より細かな地域性等を追求することができよう。また、第Ⅲ群土器で後出

とした一群との検討も今後に残された課題と言えよう。 

第Ⅴ群土器の年代と検討 
第Ⅴ群土器は第Ⅳ群土器の上層から出土した土器である。第Ⅳ群土器段階で認められた瘤状

の小突起が文様区画内までに密に貼付されるようになり、コブ付き土器の最盛期を示す段階と

言える。類似の土器は多いが、層位的に検出された例としては西ノ浜貝塚Ｒトレンチ第二類土

器(斎藤：1968)ぐらいであろう。この特徴をもつ土器群には、後藤氏によって宮戸Ⅲａ式とい

う型式名が付されているが、この内容は報告の段階によって後述する第Ⅵ群土器をも含んでい

る場合がある(塩釜女子高：1972)。以下に西ノ浜貝塚第二類土器を提示し、各地で出土してい

る類似資料も含めて検討を加えてゆく。 
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西ノ浜貝塚第二類土器（第229図） 

1～3、14～21は深鉢である。1～3、20はＢ類、他はＦ類に相当する。Ｂ類の多くは精製土器

であり、Ｆ類は粗製土器と言える。1の文様はＢⅢa類(第204図1)、ＢⅢb類(同図2～17)、ＢⅣ

c類（第205図2）、ＦⅢb2類（同図7～9）、など多くのものに描かれ、本群の主体的文様であ

る。しかし、1のように沈線区画を描くだけのものは本群には少なく、描かれる場合の沈線は

ミミズバレ状の沈線である(第204図5・6)。本群での多くにはＬＲ縄文が横位回転で充塡され、

区画内に瘤状小突起の貼付が著しい。2の文様帯をもつ土器は本群のＢ類には認められない。

類似の文様構成はＧ類(第206図4)に見られるが、口縁端部が無文帯にはならない。3の文様は

基本的にはＢⅢc類と共通する構成を示し、本群では1同様に沈線で描きミガキを施す第204図

19、区画内を縄文あるいは羽状縄文で充塡する同図18、21、22、瘤状小突起で充塡する同図20

がある。 

Ｆ類の文様では12以外が共通している(第205図4、13～15、第45図7～10)。 

4、5、7は浅鉢Ｄ類に相当する。4の文様は深鉢1と共通するものであり、本群でも第206図10、

11（ＤⅡa類）同図5（ＤⅠc類）が類似の文様をもつ。5は口縁部に縄文帯がめぐるだけのもの

で同図12(ＤⅡa類)が類似する。7の文様は口頸部が1、胴部が3と共通する。本群では7のよう

に文様帯が区分されるものは認められない。口頸部文様類似のものは第206図6(ＤⅠd類)、胴

部文様類似のものは同図8、9(ＤⅠd類)に認められる。 

本群の大きな特徴である瘤状小突起について見ると、口縁部やくびれ部に貼付されるものは

文様帯中に貼付されるものより大きく、楕円状で縦割にされるものもある。瘤は三角錐状に尖

るものが多く、楕円状のものはやや偏平となる。この特徴は両遺跡で共通する。 

以上、西ノ浜貝塚第二類土器と比較してきた。器種組成、精製土器、粗製土器の文様等多く

に共通する要素が認められると言えよう。しかし、細かに見ると深鉢Ｂ類の器形では2、3、20

のように器高に対する口頸部の割合が本群のものに比して小さかったり、2、3のように口縁端

部を無文部とするなどの違いがある。文様帯のあり方にしても2同様のものは本群Ｂ類にはな

く、1点のみ出土しているＧ類が類似するだけである。平行沈線文は本群深鉢では口縁部ある

いはくびれ部にのみ配され、斜格子沈線文も極めて少ない文様である。 

次に、層位的な検出ではないが他遺跡での類似資料を見てゆく。田柄貝塚周辺域のものとし

て貝鳥貝塚、西ノ浜貝塚周辺域のものとして台囲貝塚、七ケ浜町二月田貝塚(塩釜女子高社会

部：1970)、県南部の資料として村田町東足立遺跡(黒川：1981)を中心に比較してゆく。 

貝鳥貝塚 

深鉢、浅鉢、壼がある。深鉢にはＢ類とＦ類があり、多くがＢ類である。文様帯は口頸部に

あり、胴部は無文である(ＢⅢ類と同じ)。文様の種類ではＢⅢa類に相当するものが多く、 
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ＢⅢc類もわずかに認められる。この他に1点だけである述、口縁部とくびれ部に瘤状小突起を

貼付した平行沈線文が2段に配され、この間の頸部に矢羽根状沈線文を配するものがある。田柄

貝塚では認められない文様である。浅鉢はＤ類が多く、Ａ類と思われるものも1点ある。Ｄ類に

は口縁部に1個の山形突起がつき、高台の付くものがある。Ｄ類の文様は第206図6(ＤⅠd類)同

様に入組文が左上りに配されるもの、同図10(ＤⅡa類)のように平行沈線文が口縁部に配される

ものである。Ａ類の文様は胴上部に弧線連結文が配され、口頸部、胴下部は無文である。壺は

細片であるがＡⅡ類と思われるものがあり、平行沈線文が配されている。 

Ｂ類深鉢の平行沈線文と矢羽根状沈線文の組み合うもの以外は、すべて田柄貝塚に認められ

るものであり、器形、文様帯、文様構成等の多くが共通する。 

なお、大船渡市長谷堂貝塚、善蔵敷遺跡(及川：1978)からも瘤状小突起を多岐に貼付する本

群類似の資料が出土しているが、器形、文様構成ともに小片のため詳細については不明である。 

台囲貝塚、二月田貝塚 

台囲貝塚には深鉢、浅鉢、注口土器があり、二月田貝塚には深鉢がある。台囲貝塚の深鉢は

Ｂ類のもので、西ノ浜貝塚2と同様のもの、本群のＢⅢa、ＢⅢb、ＢⅢc類に相当するものがあ

り、これらは器形も共通している。浅鉢はＤ類に相当し、口縁部は5単位の波状を呈する。文様

は平行沈線文で、口縁部に配される。注口土器はＢⅠ類に相当するものであるが、胴部は球状

に近く、高台が付く。口頸部、胴上部に連弧文が配され、胴下部は無文である。二月田貝塚の

深鉢もＢ類のもので、口縁部とくびれ部に平行沈線文が配され、その間の頸部に斜格子状線文

を配するものとＢⅢa類に相当するものがある。 

東足立遺跡 

出土量は多いが器種としては深鉢Ｂ、Ｆ類、浅鉢Ｄ類が認められるに過ぎない。Ｂ類の深鉢

には西ノ浜貝塚2と同様のもの、ＢⅢa～ＢⅢc類に相当するもの、二月田貝塚同様に斜格子状線

文を配するものなどがあり、文様の種類も多い。Ｆ類には精製、粗製の別があって、前者では

文様帯が口縁部に位置し、平行沈線文が多い。胴部は斜格子状沈線文の配されるもの、ＬＲ縄

文の施文されるもの、無文のものがある。後者には櫛歯状沈線や1本の沈線で斜格子状文を描く

もの、連鎖状文を描くものがあり、西ノ浜貝塚と同様のあり方を示す。浅鉢は文様をもつもの

と無文のものの(ＤⅤ類)があり、後者の割合が多い。文様をものでは口縁部に平行沈線文が配

されるものや縄文帯がめぐるもの(ＤⅡa類)と胴部に入組文の配されるもの(ＤⅠa類)がある。

前者は胴部が無文で、平行沈線文が大半を占める。 

以上、県内を中心に3つの地区に分けて類似の資料を見てきた。田柄貝塚での各類型について

比較はできなかったが、深鉢の基本的器形としてＢ、Ｆの2類があり、Ｂ類は精製土器に、 

 393



Ｆ類は粗製土器に多いという傾向がある。Ｂ類の文様帯は多くが口頸部にのみ配されるが、胴

部にも配される例が仙台湾以南で数点認められ、これらは口頸部の器高に対する比率が40％前

後のものに多く、口頸部に平行沈線文、胴部に斜格子状沈線文が配されている。Ｂ類に描かれ

る文様で多いのは、入組文、弧線連結文、平行沈線文、斜格子状沈線文で、県北部では前二者

の割合が多く、田柄貝塚では入組文が多い。一方、仙台湾から県南部では各種が認められ、組

み合うものも少なくない。県北部に比して、平行沈線文、斜格子状沈線文の組み合う文様が多

く、地域的に特徴ある文様とも考えられる。入組文では県北部で左上りに描かれる傾向があり、

南部では右上りのものが多い。弧線連結文については安孫子昭二氏の詳細な研究があり、多く

の類型が示されている(安孫子：1969)が、第205図1(ＢⅢd類)類似のものはなかった。なお、櫛

歯状沈線で充塡される例は第Ⅳ群土器段階に多く認められたものであり、第Ⅳ群土器段階に近

い段階のものとも考えられる。また、ＢⅢa1類とした第204図7も文様構成、突起の形状等に第

Ⅳ群段階の特徴を遺すものと言えよう。 

Ｆ類の精製土器の資料は少をかった。県南部のものは平行沈線文が多く、胴部を無文にする

ものもあった。本群のものは入組文を描き(ＦⅢb1、FⅢb2、FⅢc1類……第205図6～11)、胴部に

は縄文あるいは羽状縄文が施文される。粗製土器は斜格子状沈線文を除いて、南北両地域での

変化はない。 

浅鉢、壺、注口土器では平行沈線文が各遺跡で多用され、弧線連結文、連弧文も入組文に比

して多く描かれる傾向がある。浅鉢の器形ではＤ類が主体を占め、注口土器では胴部器形に仙

台湾以南のものと違いを見た。しかし、比較量が少なく、単に指摘するに留めておく。また、

注口土器ＢⅠ類は台囲貝塚でも認められ、この段階での出現に共通性を示している。 

なお、岩手県北部から青森県南部域の資料として上斗内Ⅲ遺跡、水木沢遺跡(市川他：1976)

の資料を参考にした。上斗内Ⅲ遺跡では深鉢Ｂ類があり、文様は口頸部に配されている。文様

しては平行帯状文を口縁部、くびれ部に配し瘤を貼付するもの、平行沈線文を3～4段口頸部に

配し瘤を貼付するものが多く、入組文を配し瘤を貼付するものは少ない。弧線連結文はないよ

うである。 

水木沢遺跡では深鉢Ｂ類、壺に瘤を貼付する例が認められたが、そこに描かれる文様は細い

幅の帯縄文による直線的な文様で、平行に配されるもの、クランク状に配されるもの(カギ状幾

何学帯縄文と呼ばれる)があり、後者が特徴的である。この地域の前段階の文様は、帯状縄文、

入組状弧線帯、木ノ葉状区画の入組文あるいは連結文であり、この中から木ノ葉状区画文様が

除かれ、同一幅の文様に変化したとも考えられる。カギ状幾何学帯縄文は入組帯状文の変化と

して把えることも可能であろう。 

以上、瘤がつくという特徴を主に2遺跡の土器を見た訳であるが、いづれも平行線的な文様 
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を主体とし、帯縄文の多用が特徴的と言える。この2遺跡での在り方が岩手県北部～青森県南部

域の該期の土器の特徴を代表するものか否かについては類似資料の収集不足もあって決断はで

きないが、少なくとも、宮城県内から岩手県南部での文様の種類とは異なるものと言え、地域

的な特徴と把えられる可能性もある。 

第Ⅵ群土器の年代と検討 
第Ⅵ群土器は第Ⅴ群土器の上層で検出された土器である。刺突手法を特徴とするが、前段階

に盛行した瘤状突起、瘤状小突起も口縁端部、入組部などに部分的に残っており、瘤状小突起

は偏平でボタン状になるものが多い。量的にはこれまで述べてきた各段階に比して少ないが、

器種組成は整っているものと考える。類似の資料は、西ノ浜貝塚Ｒトレンチ、台囲貝塚Ｃトレ

ンチ(斎藤：1959)で層位的に検出されている。初めに、西ノ浜、台囲貝塚の例を掲示し、周辺

域の資料をも含めて検討してゆく。 

西ノ浜貝塚第3類土器（第230図） 

器形全容を知り得る資料は少ないが、2、3、8、10、13、14は深鉢Ｂ類と思われる。2を除い

て口唇部に突起をもち、2個が対になって配されるものが多い。文様帯を見ると、2はくびれ部

に位置し、13は口頸部に、14は口頸部の他に胴上部にも配される。文様の種類では2、10が平行

沈線文、3、8、13、14は入組文である。3、14の入組文は横位に展開し、8、13は縦位に展開す

る。Ｆ類には1、4～6、9、11、15～17が相当する。Ｂ類同様の口縁部のものの他に小波状口縁

のものがある。1、4、9、11は口縁部に文様帯をもち、1、11の文様は2、10と、4の文様は8と13

と、9の文様は3、14と共通するものである。胴部は無文か刷毛目文が配される。浅鉢12の文様

帯、文構構成は11と共通する。壺7は無文である。 

田柄貝塚との比較で見ると、深鉢Ｂ類では文様帯のあり方と文様の種類に違いを示す。本群

のものはいづれも口頸部と胴部の双方に文様をもち、胴下部にも縄文あるいは羽状縄文が施文

され、無文部はほとんどない(第208図1～10)。また、文様の種類は入組帯状文のみで、左上り

に展開し、第Ⅴ群土器段階の深鉢ＦⅢb2類(第205図6)と同様の構成を示し、充塡する手法が瘤

状小突起から刺突へ変化しただけである。刺突は口頸部文様帯中にのみ施され、胴部文様中に

は施されない。文様の種類は深鉢Ｆ類においても同様であるが、ＦⅢc1類のように縄文が充塡

されるもの(第208図13)もある。すなわち、西ノ浜、台囲貝塚例に比して画一化された文様が手

配され、Ｂ類では文様構成のみをらず、充填手法にも企画性が認められると言えよう。西ノ浜、

台囲両貝塚例で本群の深鉢に主体的に認められる刺突と同様と考えられるのは9～11であるが、

文様の種類は全く異なる。1～4、8、13、14は刻目を用いて充填する第208図3、4に類似するも

のと言えよう。西ノ浜、台囲両貝塚における深鉢Ｂ類の文様帯のあり方は第Ⅴ群土器段階のＢ

Ⅲ類と共通するものであり、文様の種類も前段階で認められた平行沈線文、連弧 
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状文と大きな変化はない。 

浅鉢は量的にも少なく比較は難しい。本群では4点が出土してるが、刺突の施されるものはな

く(第208図19～22)、19では三叉状入組文、20では横位沈線文が配させる。壺では第209図4が西

ノ浜貝塚7と同様のものと言える。本群ではこの他にも何点かが認められるが、これらにも刺突

の施されるものはなく、刺突は深鉢でのみ観察される。 

ところで、仙台湾周辺域では二月田貝塚でも刺突を特徴とする土器の出土がある。完全な形

のＢ類深鉢が1点あり、文様帯は口頸部に配され胴部は無文である。刺突は文様帯を区画する平

行沈線間にのみ施され、この間の頸部には台囲貝塚8に類似するが、左右のモチーフが連結する

入組文が配される。他の口頸部資料には本群の深鉢同様に入組帯状文を配し、刺突で充塡する

ものが何点か認められるが、第Ⅴ群土器段階同様に平行沈線文の使用が多い。文様帯のあり方、

文様の種類ともに台囲、西ノ浜貝塚と共通する。胴部文様帯の有無は明らかではない。 

なお、同じ刺突でも、刺きとった粘土を片わらに盛り上げ瘤に見立てる例も認められる。第

Ⅴ群土器段階での瘤状小突起の貼付を簡略化したものと考えられるが、本群には全く認められ

ない。 

県南部では東足立遺跡に類例があり、Ｂ、Ｆ類の深鉢がある。胴部まで残す資料ではいづれ

も文様帯は口頸部にのみ配される。平行沈線文に刺突を施す例が多く、刺突の際の粘度を片わ

らに盛り上げる例も何点かが認められ、仙台湾岸のあり方と共通する。 

次に、県外での類似資料を見ると、福島県山辺沢遺跡(玉川：1984)、同県砂出遺跡(馬目地：

1984)などに仙台湾周辺域のもの同様に口頸部にのみ文様帯をもつ例がある。口頸部文様には弧

線連結文を描き刺突で充填するもの、文様帯区画としての平行沈線聞にのみ刺突を施し、その

間に入組文、弧線連結文を描くもの、平行沈線文を配し刺突を施すものの三者があり、仙台湾

岸から宮城県南部域のものと同様のあり方を示す。この傾向は山形県でも同様であり、朝日村

砂川Ａ遺跡(佐藤禎宏他:1984)に類似資料を見る。第Ⅴ群土器台囲貝塚3(第230図3)同様の文様

を口頸部に配し、文様区画、文様帯区画としての平行沈線間に刺突を施すものが多い。他には、

平行沈線文、右上りの入組帯状文などがあり、後者には本群同様に刺突で充填する例もあるが、

その量は少ない。 

岩手県では南部の大船渡市長谷堂貝塚(及川:前掲)、北部の軽米町長倉遺跡(小田野：前掲)

にＢ類深鉢が認められる。長谷堂貝塚例は本群のＢⅠf3類に相当するが、長倉遺跡例は文様帯

のあり方がＢⅢ類に相当するもので、口縁端部とくびれ部に刺突の施された平行沈線がめぐり、

その間の頸部に弧線連結文が配され、胴部は無文である。なお入組構状文の構成、充塡手法の

類似する土器は大船渡市大洞貝塚(安孫子:1969)、貝鳥貝塚、立石遺跡などにも認められている

が、小片のため器形、文様帯の位置については知り得ない。 
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以上、近県の例にも簡単に触れてきた。深鉢はＢ・Ｆ類の2器形で構成され、各地域ともに

第Ⅴ群土器段階(一時期以前の段階)の文様を継続して用いる傾向が多く、充塡手法にのみ違い

を示している。文様帯の在り方で見ると、大船渡湾岸など田柄貝塚周辺域では口頸部と胴部の

双方に文様帯をもつＢ類深鉢が認められるが、仙台湾岸から福島県北部、山形県では口頸部に

のみ文様帯をもち、胴部は無文となる特徴を示す。文様の種類について見ると、田柄貝塚周辺

域では入組帯状文が主文様となるが、他の地区では弧線連結文、平行沈線文の使用頻度が高く、

入組帯状文もある。田柄貝塚では深鉢に限って入組帯状文のみを前段階から継承した可能性も

考えられる。 

また、文様帯の位置の違いが田柄貝塚周辺域と仙台湾岸から宮城県南部域において指摘され

るが、田柄貝塚より以北の地である長倉遺跡例も、その特徴は仙台湾岸のものと同様である。 

長倉遺跡例の出土状況、共伴資料等については知り得ないが、刺突の手法等多くの特徴から見

る限りは本群のものと同様の時期と考えられる。このことは、田柄貝塚周辺域にも本来的には

胴部無文のものを含む可能性を示す一方で、口頸部、胴部の双方に文様をもつ一群を田柄貝塚

周辺域での特徴ある土器、すなわち、地域性を示す土器と考えることも可能とする。 

この刺突をもつ一群の土器は、先にも述べたようにその編年的位置づけが不確定なものであ

り、宮戸Ⅲa式あるいはⅢb式とされてきた。この点、田柄貝塚、西ノ浜貝塚Ｒトレンチ、台囲

貝塚Ｃトレンチでの出土状況及びその内容は、明らかに本群のような特徴をもつ土器群が瘤状

小突起を多用する一群より後出の段階にあることを示し、しかも、器種組成においても一段階

を形成するに足る内容がほぼ整っているものとして貴重な資料になり得るものと考える。 

第Ⅶ群土器の年代と検討 
第Ⅶ群土器は第Ⅵ群土器の上層から出土した土器である。深鉢では突起が発達し、入組文の

構成、展開も第Ⅵ土器段階とは異なる。刺突充塡の手法は刻目充塡に変わり、縄文だけで充塡

するものも多い。また、横長楕円形の彫去、三又状の彫去、ボタン状貼付文も特徴ある文様と

なっている。刻目手法だけを見ると、その分布は福島県北部から山形県、岩手県北部までの広

い範囲で認められている。これからの特徴をもつ資料は後期末葉あるいは最終末の土器群とし

て位置づけられ、後藤氏の編年による宮戸Ⅲb式(後藤：1962)一宮戸Ⅳ式＝大洞Ｂ直前型式と

した時期もある(後藤:1958)－の中に包括されているが、宮戸Ⅲb式の内容は研究者によって一

様ではなく、その解釈における混乱を避ける意味で、型式名を用いず段階として提示する方法

もとられている。 

県内では調査研究の進んでいる仙台湾周辺域に類似の資料を多く見るが、層位的に示され

ている例としては台囲貝塚Ｃトレンチ第一混土層、第二貝層、第二混土層出土土器(斎

藤:1959)、台囲貝塚Ｂトレンチ第三群土器…第二混土層、第三貝層出土(小井川：1980)、田

尻町中沢目貝 
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塚第一群土器…Ｇ4区12～15層出土（須藤：1984）、石巻市沼津貝塚Ｄ－０区第Ⅶアサリ層

出土土器（須藤：前掲）を教えるに過ぎない。以下に、台囲貝塚Ｂトレンチの資料を提示し、

後に他遺跡の資料を含めて検討を加えていく。 
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台囲貝塚Ｂトレンチ第三群土器（第231図） 

深鉢Ｂ類(2～5)、Ｆ類(1)、皿(6)、台付浅鉢(7)、壺(8・9)がある。2、3はＢⅠf類(第210

図1～10)に、5はＢⅠf4類(同図8～11)に相当する。提示資料が小片のため多くは比較できない

が、4、5に関しては刻目が口頸部に充填される点では共通するが、本群の場合、口頸部全体が

刻目で充填され、口頚部で縄文と組み合うことはない。1に相当するものは田柄貝塚では認め

られていない。本群のＦ類は2本単位の沈線で連鎖状文を描き、器面にミガキを施すＦⅡe類（第

210図15）が文様を持つものであって、他は地文として縄文あるいは羽状縄文の施文されるＦ

Ⅴ(第210図16、17、第211図1)、無文で雑なナデの施されるＦⅥ類(第61図1)である。6の皿は

平面形が楕円形である。本群には皿と思われる資料はないが、文様構成では浅鉢ＤⅡa、ＤⅡb

類(第211図7～9)が似ている。7は台部の特徴が第211図16の特徴と共通する。8、9は器形が第

211図18～21としたＡⅠb類と似ているが、文様帯のあり方は異なっている。8、9のくびれ部の

文様は第211図1の深鉢に認められる。また、8の三叉状入組文は第210図12、14の深鉢と第211

図22の壺の頸部に、魚眼状貼付文は第211図2の浅鉢に認められる。本群の壺は口頸部無文のも

のが多く、第211図23の胴部資料では入組文と三叉文が施される。 

ところで、台囲貝塚Ｂトレンチでは第三群土器の出土層位の下層である第二貝層から出土し

た土器群が第二群土器として、また、この上層である第一貝層、第一混土層出土土器が第一群

土器として提示され、第二群土器と第一群土器深鉢の検討で器形、セット関係の変化、転換の

現象を把え、第二群土器が後期最終末の土器群と考えられている(第232図)。 

第二群土器を本群での分類に則して見ると、6～8は深鉢Ｂ類、1～4はＦ類に相当し、5は両

者の中間的な器形と言える。本群ではＦ類で類似の資料はなく、5～8について比較を行なう。

本群のＢ類深鉢で5、6に相当する器形のものはない。7に類似の器形は多いが口縁部には8のよ

うに発達した突起をもつ。口頸部の文様帯を見ると、本群のように口頸部下位に1条の沈線が

めぐり文様帯の上限を画するものはなく、くびれ部をめぐる縄文帯、横長楕円形の彫去によっ

て文様帯を画している。文様の種類は各種の三叉文を基調とするが、独立して描かれるという

よりも入組文の一部と解されるもので、入組文も第三群土器段階に比べて変化が大きい。本群

では類似のものは認められない。Ｆ類の文様は口縁部に配され、本群では浅鉢ＤⅡb、ＤⅡc

類(第211図～10～12)が類似の文様をもつ。 

以上、台囲貝塚のＢトレンチ第三群土器、第二群土器と比較してきた。本群の土器は第三

群土器の示す内容に近いものであり、第二群土器の示す内容とは器形、文様構成、文様の種類

に違いを示している。 

小井川氏の提示した後期末葉の2段階にわたる土器群は、これまで後期末葉あるいは大洞Ｂ 
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直前型式とされてきた土器群の内容を吟味する上で貴重な資料となるが、第三群土器深鉢の内

容、第二群土器の深鉢以外の器種の内容が必ずしも充分なものではない。ただし、第三群土器

深鉢の内容に関しては、同じ台囲貝塚昭和33年度トレンチ第2層土器(槙:1968)の中に類似資料

が多く、本群でのＢⅠg1類のような魚眼状三叉文をもつもの、Ｆ類で口縁部にＢ類同様の入組

文の配されるものがあり、Ｂトレンチ第三群土器深鉢の内容をある程度までは補塡する資料と

言えよう。しかし、槇氏の分類は第1混土層出土土器を三叉文の違い(入組部が三叉状を呈 
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するものと入組文から離れて三叉文、三叉状彫去を施すものによって第1層土器、第2層土器に

分類した感があり、また、個々の土器の層位が明らかではなく、第2層土器の内容も充分なも

のではない。 

一方、Ｃトレンチ出土土器には深鉢Ｂ、Ｆ類、浅鉢ＤＶ類、注口土器があり、浅鉢、注口土

器の特徴は本群のものに類似している。しかし、浅鉢Ｂ類の文様帯のあり方は口縁部下に文様

帯を画する沈線がめぐり、くびれ部に横長橋円状彫去をもつ点では共通するが、口頸部に異な

る種類の入組文が二段に配され、上位には三叉状彫去、下位には魚眼状三叉文が配されるなど、

文様構成に違いを示している。また、口頸部が無文で、くびれ部以下に二種類の入組文を配す

るものもある。こうした入組文の種類の違いは第Ⅵ群土器段階にも認められたものであり、画

一的なモチーフとしてのＢトレンチ2～5の変容文として把えることが可能であろう。 

この他、仙台湾岸では二日田貝塚第6類、第7類Ａ群土器に類似資料が多く認められる。層位

的事実は必ずしも明らかではないが、第7類Ａ群土器に関しては3トレンチ第4層から出土する

もので、深鉢ＢⅠf1、ＢⅠg1、ＦⅢ類、浅鉢ＤⅠf、ＤⅡb類、ＤＶ類、壼などがあり、三叉状

彫去、口縁部突起の特徴も同様のものである。第6類土器は刻目をもつ一群である。本群同様

に口頸部文様帯に刻目、胴部文様帯に縄文を充填するもの、台囲Ｂトレンチ4、5類似ものがあ

る。 

次に、中沢目貝塚Ｇ4区12～15層出土土器(中沢目貝塚第1群土器)を見ると、小片のため全容

が知り得るものはないが、浅鉢ＢⅠg1類、ＦⅢ類、浅鉢ＤⅡb、ＤＶ類、注口土器などがあり、

組成をも含めて共通性がある。また、沼津貝塚第Ⅶアサリ層出土土器を見ると、深鉢ＢⅠf1類、

ＦⅢ類の出土があり、前者の特徴は本群のものと同様である。 

田柄貝塚周辺域での類似資料は浦島貝塚(宮城県鼎ヶ浦高等学校社会班：1965)に深鉢ＢⅠf4

類が見られる。口頸部に刻目を充填するものである。また、岩手県南部の広田湾岸、大船渡湾

岸、三陸町沿岸の中沢浜貝塚(及川:1983)、大洞貝塚(安孫子:前掲)、長谷堂貝塚、富沢貝塚(及

川:1978)、宮野貝塚(吉田、東:1962)などでも層位的裏付けはないが、本群での深鉢ＢⅠf1、

ＢⅠg1、ＢⅠg2と同様の特徴をもつものが認められている。 

ところで、台囲貝塚で抽出された第二群土器は、仙台湾域における後期最終末の土器群と考

えられている。深鉢のみの提示であるが、文様構成、口頸部の文様区画の在り方などは本群の

深鉢には認められない特徴である。類似の資料は、槇氏が分析した台囲貝塚(昭和33年度)資料

や、二月田貝塚、沢上貝塚など仙台湾域では認められるが、一つの段階を形成するという把え

方はされていない。台囲貝塚第二群土器は各器種の具体的内容が明らかではないが、深鉢だけ

を見ても、田柄貝塚第Ⅶ群土器と第Ⅷ群土器の間に介在させることは、器形、文様構成などの

よりスムーズな移行を生み出すと言える。地域としては異なるが、前段階までの土器群 
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の共通性を見るならば、気仙沼湾岸域でも今後の調査研究が進むにつれて、台囲塚第二群土器

に相当する段階の土器群が検出される可能性は充分にあると言えよう。それまでは、一応この

段階を気仙沼湾岸域の後期最終末の土器群としてとらえておきたい。 

（5）土器群のまとめ 

これまで段階別に述べてきたことを整理し、後期中葉の第Ⅲ群土器～晩期初頭の第Ⅲ群土器

に至る器形、文様の変遷について述べ、土器群のまとめとする。 

器形の変遷 
深鉢、壺・注口土器を中心にその変遷を見てゆく。 

深 鉢 

後期中葉の段階ではＡ～Ｆの6器形が認められたが、後葉、末葉の段階ではＢ、Ｆの2器形が

基本的器形として抽出され、Ｂ器形が精製深鉢の主体を占める。しかし、この傾向は晩期初頭

で一転し、精、粗に関係なく、Ｆ器形が深鉢の主体を占めるようになる。Ｆ器形は単純な器形

であり、段階別に器形の差異を示すのは難しいが、Ｂ器形では器形細部に段階別に特徴を見い

出すことができる。 

Ｂ器形は口頸部が開き、胴上部でくびれて底部に向う器形である。口頸の器高に対する比率

を見ると、第Ⅲ群段階では40～50％、第Ⅳ群段階では40％以上のものと30％ほどのものがあり、

第Ⅴ群段階では50％以上のものと30％ほどのもの、第Ⅵ群段階では50％ほど、第Ⅶ群段階では

40％ほどになる。すなわち、50％以上、50～40％ほど、30％ほどの3タイプに大別が可能であ

る。これを文様帯の位置との関係で見ると、50％以上はＢⅢ類(口頸部に文様帯)40～50％ほど

はＢⅣ類(口頭部と胴上部に文様帯)、30％ほどはＢⅡ類(口縁端部と胴上部に文様帯)、ＢⅣ類

(胴上部に文様帯)にそれぞれ相当し、文様帯構成を意識した器形のあり方を観ることができる。

ＢⅠ類は第Ⅴ群段階を除く各段階に共通する器形であるが、第Ⅶ群段階のものの比率が最も小

さくなっていることが指摘できる。 

次に口頸部について観ると、第Ⅲ群段階では内傾の傾向が強く端部の肥厚が特徴的である。

第Ⅳ群がら第Ⅵ群段階では直線的に外傾する傾向にあり、端部の肥厚は第Ⅳ群段階には多く認

められるが第Ⅴ、第Ⅵ段階では稀である。また、第Ⅶ群段階では直線的に外傾するものと外反

気味になるものが同じぐらいの率で認められ、端部は肥厚するものが多くなる。端部の肥厚は

後述する口縁部突起のあり方とも大きく関係するが、第Ⅲ、第Ⅳ群段階では大波状口縁のもの

に肥厚の傾向が強い。 

底部についてほ残存資料が少なく多くは述べることはできないが、第Ⅳ群段階にはＢⅠ類に

平底、ＢⅡ類に丸底のものがある。ＢⅡ類で底部近くまで残存する資料を見ても、仮に平底で

あってもかなり小さいものと考えられ、第Ⅲ群段階のＣ・Ｄ類を除く多くも同様に考えられ 
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る。この傾向は少なくとも第Ⅴ群段階まで認められ、第Ⅶ群段階になると比較的安定した平底

となり、低い高台の付くものが増える。しかし、高台の付くものはいづれも20cm前後(このタ

イプが最も多いが)のものであり、大形品については不明である。 

最後に、最も特徴的変遷を示す口縁部型態、特に口縁部突起について見てゆく。 

Ｂ器形の口縁部型態には、①平口縁、②平口縁＋突起、③大波状口縁、④大波状口縁＋突起、

⑤小波状口縁＋突起の5タイプがある。各段階別には第Ⅲ群、第Ⅳ群段階で①～④があり、前

者では①、③が多く、突起をもつものは少ない。一方、後者では②が多く、①はＢⅡ類に多い。

第Ⅵ群段階では①～③、⑤があるが、突起をもつものは少なく、大波状口縁も本群以降には認

められない。第Ⅵ群では②、第Ⅶ群では②、⑤があり、いづれも突起をもつタイプである。以

下に各段階における口縁部突起の特徴を示す。 

第Ⅲ群：②では口頸部文様帯の単位数と符合する形で4単位に配されるものと一定の間隔

(4cmほど)を置いて配されるものがある。前者は頂部が三角形の小突起が向かい合う形で2個対

に配され、内面への肥厚が大きい。一方、後者は頂部の二分された山形小突起である。④の突

起は波頂部にのみ配されるもので頂部の丸い小突起である。 

第Ⅳ群：突起の形状は第Ⅲ群段階に比して変化に富み、ＢⅠ類の多くに配され、②では等間

隔で配されるものと密に連続して配されるものがあり、後者の場合、大小の突起が交互に配さ

れる。突起は前段階と似た山形小突起もあるが、頂部のえぐりが深く二叉状になるもの、突起

頂部から内面にかけて沈線を引くように二分するものが多い。一方、④では波頂部に二叉状の

大突起、波底部に向かって左右対称の位置に同形の小突起を配するものが多く、内面への肥厚

が大きい。 

第Ⅴ群:②では口頸部文様の単位数に符合する形で、頂部が深く二分された山形小突起が2

個対で4単位に配される。⑤は山形突起が連続して密に配されるものである。 

第Ⅵ群：頂部の丸い山形小突起が2個対で一定間隔を置いて配されるものが多い。また、第

Ⅴ群段階の⑤の在り方の一部のみ残した形のものもある。 

第Ⅶ群：突起の発達は各段階の中で最も顕者であり形状の変化も大きい。山縁部型態には②、

⑤の2タイプがあるが、両者には突起閻の間隔の違い程度の差しかなく、多くは⑤とも言える。

突起は大形のものが多く、山形で頂部が2～4分されるもの、盲孔をもつものなどがあり、これ

らの各々、あるいは大小が交互に組み合って密に配され、大突起下位には横位の沈線の引かれ

るものが多い。 

以上のように口縁部突起は各段階において付され、各々が特徴的なものと言える。中でも第

Ⅳ群、第Ⅶ群での発達は目ざましく、形状にも変化が多い。また、各段階とも量的には少ない

が、前段階の名残りを示すものが溜められた。 
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なお、Ｆ器形についても、第Ⅳ～第Ⅵ群段階ではＢ器形の突起に呼応する変化の傾向が文様

をもつ土器の一部では認められたが、第Ⅶ群段階で突起をもつものはなかった。これらの土器

は、いづれも平口縁であったが、第Ⅷ群段階で文様をもつ土器は小波状口縁が多く、突起をも

つものでも低平なものになる。この在り方は、第Ⅶ群段階Ｂ器形の口縁部の特徴を変化させつ

つ継承したものと思われ、第Ⅳ群段階以降精製深鉢の主器形であったＢ器形は、第Ⅷ群段階で

はＦ器形の中に吸収され、本来的器形はほは消滅する。そして、Ｆ器形の小形品とでも言うべ

き鉢Ｃ器形の存在は、Ｂ器形の消滅に対するＦ器形の中でも変化を示すものと見ることができ

る。 

壺・注口土器 
壺と注口土器は、注口の有無を除くと器形的特徴に共通する要素を多く含み、口頸部の長い

壺Ａ類の器形の変遷の中に注口土器の器形の変遷も見ることがでさる。 

壺Ａ類には口縁部と頸部の分化しないＡⅠ類があり、注口土器にも分化するＡ類、分化しな

いＢ類があった。各段階別の構成は、第Ⅲ群段階：壺ＡⅠ類、ＡⅡ類、注口土器Ａ類、第Ⅳ群

段階：壺ＡⅠ類、ＡⅡ類、第Ⅴ群段階：壺ＡⅠ類、ＡⅡ類、注口土器Ａ類、Ｂ類、第Ⅶ群段階：

壺ＡⅠ類、ＡⅡ類、第Ⅶ群段階：壺ＡⅠ類、注口土器Ｂ類となり、壺を量的な変化で示すと、

第Ⅲ群段階ではＡⅠ＞ＡⅡ、段階Ⅳ群段階ではＡⅠ＝ＡⅡ、第Ⅴ群段階ではＡⅠ＜ＡⅡ、第Ⅵ、

Ⅶ群段階ではＡⅠ＞ＡⅡとなる。すなわち、第Ⅴ群段階をピークに壺ＡⅡ類の変遷が理解され、

壺ＡⅠ類も第Ⅴ群段階以前の外傾あるいは直立する口頸部から、第Ⅴ群段階以降では内傾する

ものへ変化している。 

第Ⅴ群段階を境とする器形の変化は、注口土器でもＡ類からＢ類への変化として見られ、壺

ＡⅠ類に呼応する変化となっている。第Ⅷ段階の注口土器には口頸部の分化するものが再び現

われるが、頸部が長く内傾する傾向に変化をもたらすものではない。 

胴部器形では注口土器にその変化が大きい。第Ⅲ群段階ではＡ類に菱形を呈するものもあっ

たが、第Ⅴ群段階までは球状あるいはつぶれた球状を呈していた。これが第Ⅵ群段階では肩が

張り出す器形に変化し、第Ⅶ群段階ではソロバン玉状を呈するようになる。さらに、第Ⅷ群段

階では肩が張り出し、胴部の偏平化はより強くなる傾向性が認められた。 

以上・深鉢・壺・注口土器の器形の変化を見てきた。深鉢では後期中葉に器形の多様化があ

った。この中から後葉段階ではＢ、Ｆの2器形が抽出され、Ｂ器形が精製深鉢の主器形となり、

段階別には突起等に特徴を示した。この傾向は末葉まで続いたが、晩期初頭では精、粗に関係

なくＦ器形が主器形となり、後期末葉のＢ器形の中から口縁部の形状がＦ器形のものに継承さ

れ、Ｆ器形内部に器形の大小の分化が認められるという傾向が指摘された。また、壺・注口土

器では、後葉の第Ⅴ群段階を境に器形の変化が大きく、注口土器では胴部器形にも段階別の変 
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化が指摘された。 

文様の変遷 
各段階別の文様は、入組文の変遷という大粋の中で理解することができる。第Ⅲ群段階の発

生から第Ⅷ群段階まで、入組文は変容しつつも継続して描かれる主文様であることに変化はな

い。この入組文の変化を追いながら文様の変遷について検討してゆく。 

始めに、各段階の文様を器形との関連で観てゆくことにする。 

第Ⅲ群段階：文様の種類には大別して二種類がある。 

1．反転平行沈線、鋸歯状沈線、斜格子状沈線、弧状沈線などの各種沈線文である。深鉢Ｃ

Ⅱ類、ＤⅠ類、浅鉢ＡⅡb類、ＡⅢ類、ＤⅢ類の胴部文様、深鉢ＦⅢ類の口縁部文様、壺の肩

部文様として描かれる。反転平行沈線が最も多く、縦位平行沈線、弧状沈線などの区切り沈線

と組み合って配される場合が多い。鋸歯状沈線は浅鉢ＤⅡ類の口縁端部にも稀に描かれる。 

2．磨消手法による曲線文、同直線文と円文、楕円文などの横位連結文様があり、入組文の

原初的文様と言うべきものである。前者には幅広い帯状縄文によって文様を描くもの(ア)、楕

円形あるいは弧状区画ないのみ磨消するもの(イ)のタイプであり、アは深鉢ＡⅠ類、ＢⅠa類、

ＢⅡa類、ＦⅡ類、浅鉢ＡⅡa、ＡⅢ類、壺ＡⅠa1、ＡⅡa類、Ｂb、注口土器の胴部文様として

多く描かれているが、深鉢ＡⅠ類、ＢⅠ類では平行帯状縄文などとして、口頸部に描かれる場

合もある。イは浅鉢Ｃ類、ＤⅠa類、ＤⅢa類の胴部文様として描かれるが量的には少ない。 

アの曲線文は、Ｓ字状あるいはコ字状に反転するものあるいはその逆になるものがあり、

起点と終点が縦線上に並ぶもの、起点と終点が文様単位の対角線上に並ぶものがある。文様単

位数は、深鉢で4～5単位、壺で2～3単位で、各文様は幅広い展開を示さない。 

一方、後者は深鉢ＢⅠb類、ＣⅠ類の口頸部文様として描かれ、円文、楕円文を中心として

左右対称に文様が展開する。 

第Ⅳ群段階：第Ⅲ群段階2の文様から発達した入組文が主文様となり、深鉢ＢⅠd類、ＢⅠe

類、ＢⅡb類、ＢⅡc類、ＢⅣa類、ＦⅡa類、ＦⅡb類、壺ＡⅠ類など多くの器種に描かれ、1

の系統に連なる文様は浅鉢ＤⅠb類に認められるだけである。入組文には横に展開するタスキ

掛け状入組文、右下りあるいは稀に左下りに展開する入組帯状文がある。前者は幅の一定した

帯状縄文が入組文様を構成するのに対し、後者の多くは弧線による木ノ葉状文様を縦、横位に

入り組ませながら文様を構成する違いがあり、第Ⅲ群段階より幅広い展開を示している。また、

深鉢ＦⅡa類の入組帯状文には、区画内に相似する木ノ葉状区画を設け内部を無文化するもの

が見られ、第Ⅴ群段階に続く文様となっている。前者は第Ⅲ群段階深鉢ＡⅠ類の胴部文様、Ｂ

Ⅰb類の口頸部文様の系譜を引くもので、後者は前者に深鉢ＢⅠb類の口頸部文様の系譜をも組

み込んだ系譜のものと考えられる。 
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また、弧線文も本群を代表する文様であり、深鉢ＢⅠe類、ＢⅡe類、ＦⅡa類などで入組帯

状文と組み合い、入組帯状文の起点同志、あるいは終点同志を結ぶように配される。壼ＡⅡb1

類では直交して配される平行沈線と組み合い重連弧状に描かれ、香炉では連弧状に描かれる。 

他に描かれる文様としては、横長楕円状区画文があり、深鉢ＢⅣb類の胴部文様となってい

る。区画内には平行沈線が引かれ、沈線間を無文部にしている。 

第Ⅴ群段階：第Ⅳ群段階で盛行した入組帯状部と弧線文が主文様であり、深鉢ＢⅢａ類、Ｂ

Ⅲb類、ＢⅣb類、ＦⅡb類、ＦⅢb類、ＦⅢc類、浅鉢ＤⅠd1類など多くの器種に右下がりで描

かれ、文様帯の幅によって、単位構成、展開に違いを示している。 

また、入組帯状文と弧線文の組み合う文様からの変容文と考えられる弧線連結文も本群を代

表する文様である。単位をもたず一帯化した構成をとり、深鉢ＢⅢc類、浅鉢ＤⅠd類、壼の胴

部などに描かれる。深鉢ＢⅢd類の連続菱形文もこの文様の範  で理解できる文様であろう。

また、連弧文も類似の文様であり、横位に展開し、幅の狭い部分に描かれる。 

この他には、第Ⅳ群段階壺ＡⅡb1類の文様の系譜をひく2～3本単位の平行沈線文を数段に配

し文様を構成するものが、深鉢Ｇ類、壺ＡⅠb類、ＡⅡb類、注口土器ＡⅡ類などの口頸部から

胴上部の文様として描かれる。 

第Ⅵ群段階：入組帯状文が主文様である。右下りに展開し、深鉢ＢⅠf類、ＢⅠg類、ＦⅢc

類に描かれる。口頸部文様の場合は、第Ⅴ群深鉢ＦⅢ類のように整然とした構成をとるが、胴

部では文様の展開幅が狭くなる。 

この他には連弧文があり、壺ＡⅠb3類で魚眼文、魚眼状貼付文を中心に描かれる。また、浅

鉢ＤⅠf類では胴下部文様として描かれる入組文の、入組部に配される魚眼文と組み合う形で

三叉文が描かれ、いわゆる魚眼状三叉文の構成をなしている。 

第Ⅶ群段階：深鉢では入組帯状が主文様で、ＢⅠf類、ＢⅠg類に描かれる。ＢⅠg類では、

入組部に三叉文が配され、魚眼文と組み合うものもある。口頸部に描かれる入組帯状文は第Ⅵ

群段階とほぼ同様の構成を示すが、胴部では簡略化されたモチーフヘの移行が見られる。 

浅鉢ではＤⅠg類に入組帯状文が描かれ、ＤⅠf類、ＤⅡb類、ＤⅢb類では口縁部を主に、魚

眼状三叉文が描かれる。 

一方、三叉状彫去、横長楕円状彫去など本群で新しく出現する文様もある。前者は、深鉢Ｂ

類、壺Ｂ類の突起下に配され、後者は深鉢Ｂ類のくびれ部に配される。、また、浅鉢ＤＶ類の

脚部では三叉状の透かしも認められる。 

第Ⅷ群段階：注口土器を除き、三叉文が主文様となり、口縁部を主に魚眼状、玉抱き、入組

みなど各種の構成で配され、Ｃ字状文、右下りで横走する沈線に刻目を加えた文様などと組み

合うものもある。後者と組み合う例は第Ⅷ段階でも後出の段階である。 
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一方、注口土器では三叉文もみられるが、主文様は波状入組文に付加沈線を加えた文様で、

Ａ類では口頸部、胴部の双方に描かれる。Ｂ類ではＡ類同様のものの他に、口縁部に平行沈線

文を描き、頸部を無文にするものもある。 

以上、各段階別に文様の種類を見てきた。各段階とも前段階の文様を継承しつつ変容させて

おり、特定の器種に配される文様もあった。後期後葉から末葉にかけての主文様は入組帯状文、

弧線文であり、これらは文様区画内の充塡手法の違いによって、段階区分が可能である。すな

わち、第IⅣ群段階での羽状縄文、櫛歯状沈線、第Ⅴ群段階での瘤状小突起、第Ⅵ群段階での

刺突、第Ⅶ群段階での刻目であり、深鉢の場合は特に有効である。 

また、晩期初頭では三叉文が主文様とをる。三叉文は後期後葉の第Ⅵ群段階で入組文の一部

として出現し、末葉の段階でも入組文の一部として使用され、他に彫去文として、半ば独立し

た形で配されるものもあった。晩期初頭の三叉文は、後期段階での魚眼状の構成を継ぐものの

他に、玉抱き、入組みなどの構成をとり、三叉文自体が線化した独立した文様となる。注口土

器に多い波状入組文も、部分的には三叉状を呈し、入組三叉文の範   に入るものであろう。 

田柄貝塚の南側斜面貝層部分で層位的に検出された資料から、後期中葉から晩期初頭の土器

の変遷を見てきたわけであるが、後期後葉から晩期初頭までの変遷は、深鉢Ｂ類形の器形・文

様構成・充填手法の変化を主に、ほぼ明らかになったと言える。しかし、後期中葉から後葉へ

の変化は必ずしも明らかにし得なく、問題点も残された。 

田柄貝塚での各段階別の土器群は、大船渡湾岸域から宮城県北部域では共通する特徴のもの

が認められており、層位的検出資料ではなかったが、こうした地域における該期の基礎資料と

しての価値を充分に備えたものと考える。 
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（6）埋葬人骨について 

埋葬人骨は18体が検出され、その内訳は百々、鈴木両氏によると成人5体(いづれも壮年男性)、

幼児、小児各1体(性別不明)、新生児あるいは胎児11体(性別不明)である(付編1参照)。これら

の人骨の埋葬形態には土壙墓、甕棺墓、土壙、甕棺を確認できなかったものの3タイプがあり、

第7表及び以下のようにまとめることができる。なお、本項で使用する人骨の胎齢等について

の記載は、百々、鈴木両氏の付編1での所見に基づくものである。 

成人 

単独葬 

新生児あるいは胎児 
1．土壙墓 

合葬  成人2体、幼児、小児各1体

2．甕棺墓
単独葬－新生児あるいは胎児 

3．土壙.甕棺を確認できなかったもの

埋

葬

形

態 

 

 

1．土壙墓 

8基が検出されている。第1～3号土壙墓は壮年男性の単葬墓、(第1～3号人骨)、第4号土壙墓

は壮年男性2体(第4・5号人骨)、4～5才の幼児(第6号人骨)、6ヶ月位の小児(第7号人骨)の合計

4体の合葬墓・第5～8号土壙墓は胎齢32～37週とされる胎児単葬墓である。時期別には、後期

前葉のⅡ－2期に第2～4号が、後葉のⅣ期に第5、8号、Ⅴ期に第7号、Ⅵ期に第6号が、末葉の

Ⅶ期に第1号が属し、後期前葉、末葉に成人埋葬の土壙墓が認められ、後葉ではいづれも胎児

埋葬の土壙墓である。土壙の平面形、規模に時期別の変化はなく、成人墓は長楕円形で長軸長

106～117cm、長軸長55～70cm、深さ15～25cmの範囲に収まる。胎児墓では土壙の全体形が把握

できたのは少なく、推定による部分も多いが、隅丸方形あるいは楕円形で、長軸長27～40cm、

短軸長20～35cm、深さ7～10cmの範囲に収まる。 

次に、時期別に配置等を見てゆくと、Ⅱ－2期では成人単葬墓である第3号、合葬墓である第

4号が丘陵平坦部から斜面への移行部分に並列して位置し、土壙は地面の傾斜に沿う長軸方向

(北西－南東)を示すが、成人単葬墓である第2号は斜面下位に位置し、土壙の長軸方向は地面

の傾斜と直交する方向(東北東－西南西)を示している。人骨の頭位方向が明らかなのは2、 
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3、6号人骨で、2、3号人骨は土壙長軸方向にほぼ一致し、2号は西、3号は北西に頭部を置くが、

6号人骨では土壙長軸方向とは一致せず、東北東に頭部を置いている。埋葬姿勢は2、6号人骨

が仰臥屈葬、3号人骨が側臥屈葬である。 

Ⅳ～Ⅵ期はいづれも新生児あるいは胎児単葬墓で、第8号土壙墓はⅡ－2期の成人単葬墓であ

る第3号土壙墓、合葬墓である第4号土壙墓とほぼ同様の場所に位置し、第5～7号土壙墓は、こ

れよりわずかに下位の斜面上位に位置する。土壙の長軸方向は推測による部分も多いが、第5、

7、8号土壙墓では地面の傾斜に沿う北西－南東の方向を示し、第6号土壙墓では地面の傾斜と

直交する北東－南西の方向を示している。頭位方向については、土壙の平面形、規模が推定に

よる部分も多く、土壙の長軸方向と人骨の頭位方向の関係はわからないが、頭の位置だけを示

すと第5～7号土壙1基(胎児8、9、11)では西～南西に置き、第8号土壙墓(胎児12)では東に置い

ている。埋葬姿勢については胎齢から推測するに体の小さな早産児あるいは死産児であるため、

成人骨ほど明瞭な埋葬姿勢をとらず、産まれたままの姿勢に近い状態で埋葬されているものと

思われる。 

また、Ⅶ期の成人単葬墓である第1号土壙塞(1号人骨)について見ると、位置、土壙長軸の方

向、人骨頭位の方向、埋葬姿勢など、同じく成人単葬墓であるⅡ－2期の第3土壙墓(3号人骨)

と共通している。 
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2．甕棺墓 

5基が検出されている。いづれも甕棺埋設用の土壙(掘り方)をもち、その平面形は円形を基

調とする。規模は長軸が35～75cm、短軸27cm以上、深さ14～30cmで、埋設される土器の状態、

土器の法量によって幾分かの違いがある。時期別には後期末葉のⅦ期、晩期初頭のⅧ期に各1

基(第5号、第1号)、晩期前中葉のⅨ期に3基(第2～4号)が属する。配置について見ると、いづ

れも斜面の中位に位置し、第2～4号はほぼ接している。土器の埋設方法は第1号が直立、第2

号が横位(口縁部西向き)、第3～5号が斜位(口縁部南向き)である。5基のうち、第1～4号の4

基で人骨が検出されている。第1、3号は胎齢がそれぞれ40週強、39週前後の新生児あるいは胎

児である。第2、4号については鑑定を行なっていないが、第1、3号の胎齢に近い新生児あるい

は胎児と思われる。第5号は人骨の検出はないが、土器の在り方から推して甕棺として使用さ

れたものと思われ、人骨未検出の理由としては、骨の取り出されている可能性や胎盤などの後

産を収納した可能性が考えられる。 

3．土壙や甕棺を確認できなかったもの 

3体の人骨が土壙あるいは甕棺を伴うことなく検出されている。32～37週の胎齢とされる胎

児骨(胎児6、7、10)で、いづれも後期中葉のⅤ期に属する。胎児6、7は同一層位面で並んで検

出され、人骨の頭位方向はともに北東を示している。胎齢に若干の差異は認められるが、同時

に埋葬された可能性も考えられる。また、胎児10はその上位に偏平な石が人骨を覆うように置

かれていた。人骨の検出された面はわずかに窪み、埋葬時には土壙があり、この石は土壙の蓋

石として用いられた可能性が考えられる。人骨の頭位は東を示している。 

以上、検出された埋葬人骨を埋葬形態別に見てきたが、これを時期別にまとめると以下のよ

うになる。 

Ⅱ－2期 成人単葬土壙墓2基(第2、3土壙墓)、成人2体、幼児、小児各1体合葬墓1基     

(第4土壙墓) 

Ⅳ期 胎児土壙墓2基(第5、8土壙墓) 

Ⅴ期 胎児土壙墓1基(第7土壙墓)、土壙を伴わない胎児骨3体(胎児6、7、10) 

Ⅵ期 胎児土壙墓1基(第6土壙墓) 

Ⅶ期 成人単葬墓1基(第1土壙墓)、甕棺墓1基(第5号) 

Ⅷ期 甕棺墓1基(第1号) 

Ⅸ期 甕棺墓3基(第2～4号) 

すなわち、新生児あるいは胎児は貝層形成の初期の段階であるⅣ期から以降に認められ、後

期中葉のⅣ期からⅥ期では土壙墓あるいは土壙を伴わない埋葬で後期末葉のⅦ期から晩期前

葉のⅧ、Ⅸ期では甕棺墓が多いことが指摘できる。次に、成人埋葬墓あるいは合葬墓について 
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見ると、成人はいづれも壮年男性であり、貝塚形成以前の段階であるⅡ－2期に3例があり、

貝塚形成後はⅦ期に1例が認められているだけである。このことは、時期による墓域の変化を

示すとともに、貝層(貝塚)部分が新生児あるいは胎児の埋葬場所として選択された可能性を

示すのかも知れない。これについては後述することにし、以下に上記のうち、合葬例、装飾

品をもつ人骨、新生児あるいは胎児の埋葬について特に取り上げ、他の遺跡の検出例と比較

してみたい。 

合葬例について 

後期前葉のⅡ－2期に属する第4土壙墓では、壮年男性2体(4、5号人骨)、小児1体(6号人骨)、

乳児1体(7号人骨)の4体が合葬されていた。この合葬は、同時埋葬ではなく､6号人骨埋葬時に

死亡時期が異なる(以前に死亡していた)4、5、7号人骨を再埋葬したと考えられるものである。 

東北地方における合葬例で最も古い時期のものは、前期末葉の岩手県二戸郡上里遺跡の例

である(遠藤：1983)。これは、フラスコ状ピットの底面近くに、成人男性1体(35～45才)、成

人女性2体(25～35才、20～30才)、未成年男性2体(14～19才、8才)、未成年女性2体(9～10才)

の合計7体が同時埋葬されたと考えられているもので、成年3体は南半部の壁沿いに、末成年4

体は北半部の壁沿いに、それぞれ頭を置き、体幹、四肢骨は互いに重なりあっている。夫婦

と4人の子供及び夫の妹からなる家族と推定されている(山内地：1980、山内：1983)。 

中、後期の例は管見にはない。晩期の例としては、若柳町館貝塚の第4、5号人骨例(伊

東:1981)、鳴瀬町里浜貝塚寺下囲地区の第12号人骨例(松本:1919)、秋田県能代市柏子所貝塚

の第7・8号人骨例(大和久：1966)、岩手県花泉町貝鳥貝塚の1例(春成:1980)、福島県新地町

三貫地貝塚の第3、6号人骨(以下、aとする)、第8、9、12、13号人骨(以下bとする)、第20、

21号人骨、(以下、cとする)の3例(春成：前掲)がある。以下に各報告内容をもとに各例を見

てゆく。 

館貝塚の例は、老年男性2体が抱き合う状態で同時埋葬されたもので、側臥屈葬の姿勢をと

り、人骨頭位は同方向を示す(方角不明)。また、里浜貝塚の例は老年男性が小児を抱くよう

な状態で同時埋葬されたもので、老年男性は側臥屈葬、小児は仰臥屈葬の姿勢をとる。人骨

頭位はともに東南東を示している。なお、土壙の有無については明らかでない。 

柏子所貝塚例は性別不明の成人2体が円形の土壙に同時埋葬されたもので、頭位方向はい

づれも西を示している。埋葬姿勢は明らかでない。貝鳥貝塚例は成人男女が同時埋葬された

もので、仰臥屈葬の姿勢をとる。方角は不明であるが、頭位方向は同方向を示す。土壙の有

無については明らかでない。また、三貫地貝塚例ではa、cの2例が仰臥屈葬の姿勢をとり、a
では頭位方向が西南西、cでは北西を示す。ａの3号人骨は成年とされているが性別は不明で

ある。他



の人骨では年齢、性別ともに不明である。なお、bについては、頭位方向はいづれも北北西

を示すが、骨格の全容がそろうものはなく、埋葬姿勢は不明である。集積骨の可能性も考え

られている。 
以上、東北地方での合葬例を見ると、三貫地貝塚ｃを除いて同時埋葬と考えられるもので、

本遺跡例のように再葬し、合葬する例は他にはない。合葬人骨の組み合わせを見ると、時期

は異なるが、里浜貝塚例が男性成人と小児の合葬であり、屈葬姿勢で埋葬される点で本遺跡

例と共通している。また、頭位方向について明らかな例をみると、他遺跡では合葬された各々

同一の方向を示すが、本遺跡では最も新しい第6号人骨以外に頭位方向は不明である。この頭

位方向は土壙の長軸方向と一致するものではなく、むしろ直交する方向の東北東を示し、本

遺跡での同時期の成人遺体が土壙長軸と頭位方向を一にする例が多いことから推測するなら

ば、成人遺体とは異なる方向を示すと言える。この在り方が意図的なものか否かを知ること

はできないが、同時埋葬とされる北海道南茅部町臼尻Ｂ遺跡(中期末葉)の合葬例に異方向の

頭位を示すものが見られる(南茅部町教委:1979)。これは、フラスコ状ピットから検出された

成人女子1体と7才ぐらいの小児1体が合葬されたもので母子の合葬と考えられている(百々、

山口：1981)。母は頭部を東に置き仰臥屈葬され、子は母の足もと近くに、体軸を母のそれと

直交させるように俯臥あるいは右側臥屈葬で埋葬され、頭部を北に置いている。本遺跡例と

は性差、同時埋葬という点で違いを示すが、近接した時期での成人と小児の合葬例において

頭位の在り方に共通性があり、何らかの意識のもとにこうした配置が行なわれている可能性

も否定できないと言えよう。 

同時埋葬例の多くは、親子あるいは家族など生前での強い関係(血縁関係など)が指摘され

ている。本遺跡例は同時埋葬ではないが、合葬される背景としては生前での強い結びつきが

あったものと思われる。 

装飾品をもつ人骨について 

後期前葉のⅡ－2期に属する第2号、第3号人骨では、首の位置から装飾品が検出されている。

第2号人骨のものはニホンオオカミの橈骨に穿孔したもの1点であり、第3号人骨のものはマダ

イの後頭骨に穿孔したもの1点とウミガメの頭骨片に穿孔したもの2点の合計3点である。首飾

りとして装着されていたものと思われる。すなわち、Ⅱ－2期では二次埋葬(再葬)と考えられ

た第4、5号人骨を除く成人人骨に装飾品が認められるわけで、身体を飾るということが一般

的に行なわれていた可能性もある。 

また、後期末葉のⅦ期に属する第1号人骨では装飾品が検出されていないが、同期の包含層

中からは多くの装飾品の出土があり、身を飾るという行為は継続して行なわれていたと推定

され、装飾品の装着、未装着が時期差を反映すると考える必要はないと思われる。 
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なお、第3号人骨には左右に外耳道骨腫が認められている。外耳道骨腫は、古くは長谷部言

人氏によって注目され、遺伝的要因と考えられた(長谷部：1925)が、小片保氏は職業的潜水

作業に従事する人たちに多く、その経験年数が長いほど大きさと出現率が増すとしており(小

片他：1973)、第3号人骨の外耳道骨腫は漁猟の際の潜水と関わるものの可能性も考えられる。 

抜歯例について 
5体の成人人骨のうち、後期前葉のⅡ－2期に属する第3号人骨に上顎左第2切歯に対する抜

歯が認められる。本例に近い時期の抜歯例は、中期前半～後期中葉とされる岩手県花泉町貝

鳥貝塚(小片、森沢：1971)、中期末葉から後期初頭とされる南方町青島貝塚(池田、茂原：1975)、

河北町南境貝塚(葉山：1975)に見られ、以下のようにまとめられる。 

すなわち、この時期には第2切歯に対する抜歯が多く、性差に関係なく行なわれているが、

犬歯に対する抜歯は男性にのみ行なわれている。第2切歯に対する抜歯もその部位において特

定の傾向性は認められない。また各遺跡とも、検出された埋葬遺体で抜歯の有無を確認でき

るものを見た場合、抜歯の行なわれている遺体数は必ずしも多くはなく、晩期の里浜貝塚寺

下囲地区の例などに比して極めて小さい比率で、一般的なものとは言えない。 

なお、上記例の他にも鳴瀬町川下り響貝塚など数遺跡で抜歯された人骨の出土が報告され

いるが、年代等について不明な点もあり、ここでは取り上げていない。 

新生児あるいは胎児の埋葬例について 

田柄貝塚で検出された新生児あるいは胎児の埋葬形態は、先に述べた3つのタイプがあり、

時期による、埋葬形態の違いも推測された。ここでは、他の遺跡における新生児あるいは胎

児の埋葬例を見てゆく。 

新生児あるいは胎児の埋葬例としては、南方町青島貝塚で検出された大木7a氏期の甕棺墓

が県内では最古の例であり、青島貝塚では大木9式期の甕棺墓も2例が検出されている(加藤、

後:前掲)。また、石越町富崎貝塚でも後期末葉～晩期初頭とされる甕棺墓1例が報告されて 
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いる(遊佐：1971)が、後藤勝彦氏の記載によるとその数はまだ増えるようである(加藤、後藤:

前掲)。 

晩期での埋葬例は前時期に比して多く、古くは長谷部言人氏によって報告された岩手県大

船渡市大洞貝塚Ａ地点の2例、Ｂ地点の4例、また、石巻市沼津貝塚の3例の甕棺墓がある(長

谷部：1925.1927)。甕棺墓の例は、本吉町前浜貝塚でも大洞Ｃ式期とされる1例の報告があり

(小井川:1979)、岩手県三陸町宮野貝塚ｋＣ地区でも大洞Ｃ1式期頃とされる2例が報告されて

いる(林地：1981)。 

甕棺墓以外では、秋田県能代市柏子所貝塚で大洞Ｃ式期以前の晩期とされる土壙墓が1例報

告されており(大和久:1966)、宮野貝塚Ｂ地区でも土壙墓が1例報告されている(林地:前掲)。

柏子所貝塚例は、頭部にベンガラを付着させ、右腕にサルボウ製の貝輪5個を装着していた。 

貝輪は埋葬時に装着されたと考えられている。また、鳴瀬町里浜貝塚西畑地点では土壙等を 

認し得ない胎児が1体検出され、頭蓋骨の一部にベンガラが付着していた(藤沼、岡村：1982)。 

なお、岩手県花泉町貝鳥貝塚でも土壙等を確認し得なかった胎児3体が報告され、中期から晩

期のものとされている(小片、森口:1971)。 

以上の各例を見ると、新生児あるいは胎児の埋葬方法としては縄文時式中期、後期末葉、

晩期に甕棺墓が認められる傾向がある。後期後葉の段階は必ずしも明らかではないが、本遺

跡は土壙墓が主体的埋葬形態であり、この在り方は、柏子所貝塚、宮野貝塚など晩期にまで

引き続き認められている。新生児あるいは胎児段階の人骨は小さいものであり、甕棺などの

容器に入っていないものは発掘時に見逃されている可能性も強く、特に、古い時代の発掘ほ

どその傾向が強いものと思われる。また、本遺跡例も含めて土壙墓として検出された例を見

ると、土壙の掘り込みは10cm未満と浅く、土壙を確認し得なかった例の中にも、本来的には

土壙を伴う例も育まれているものと思われる。 

ところで、埋葬された新生児あるいは胎児の胎齢を見ると、多くが8ヶ月～10ヶ月前後であ

り、生後ほどなく死亡したか、未熟児あるいは死産児と考えられるものである。当時の生活

環境等から新生児あるいは胎児の死亡率が高いことは、多くの先学の研究から知られるが、

本遺跡での12例、一時期に限ってのⅤ期の5例などは、貝塚という人骨の保存において極めて

良好な遺跡における実数として貴重な資料と言えよう。 

田柄貝塚における葬制について 

検出された人骨をもとに、田柄貝塚における葬制について若干述べておく。今回の調査区

で人骨が検出されたのは、南側斜面の貝層が分布するＣＫ～ＣＭ39～42区の狭い範囲である。

本遺跡の出土土器には、縄文時代早期末葉から弥生時代初頭までの各期のものがあり、遺跡

の継続した年数に比して検出された人骨数は極めて少ないと言えよう。 
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人骨が検出されたＣＫ～ＣＭ39～42区に貝塚が形成されるのは後期後葉のⅣ期以降である

が、貝塚形成以前の段階であるⅡ－2期にこの地域が墓域として利用され、Ⅳ期以降は貝塚形

成と併行して墓域としての利用も続いている。 

初めに、墓域としての在り方について見ると、Ⅱ－2期は成人男性を中心とした墓域であり、

幼児が埋葬される際に小児とともに再葬され合葬されるものもあった。またⅣ期～Ⅵ期は新

生児あるいは胎児の墓域であり、Ⅶ期に成人男性と新生児あるいは胎児、Ⅷ期、Ⅸ期では新

生児あるいは胎児の墓域となる。 

東日本における縄文時代中期からの晩期の葬制については、林謙作氏、春成秀爾氏、瀬川

拓郎氏等による論考があり(林：1977他、春成：1980他、瀬川:1980)、墓域のあり方として、

東北地方では中期末葉頃、関東地方では後期中葉頃から5～15体前後の遺体を基礎単位とする

複数の埋葬区あるいは埋葬小群に分割され、各埋葬区、各埋第小群の間には一定の空閑地が

見られるとされている。本遺跡ではⅡ－2期に6体の人骨が検出されているが、4体は合葬され

たものであり、土壙墓としては3基(第2～第4土壙墓)しかない。しかも、第2土壙墓は第3、第

4土壙墓と約5ｍの空閑地を置き、この3基で埋葬区を云々するには無理があるように思われる。 

しかし、埋葬された人骨から見ると、成人女性は1体もなく、成人男性と幼児・小児からな

る埋葬区と見ることができる。瀬川氏は、中期後半から後期の埋葬例として南方町青島貝塚、

福島県いわき市大畑貝塚、千葉県松戸市貝ノ花貝塚例などをあげ、関東、東北地方での中期

から後期の墓址には性差による墓域分割と幼児埋葬の女性埋葬への付随が考えられるとして

いるが、Ⅱ－2期での例は、性差による墓域分割を肯定しつつ、幼児埋葬の女性埋葬への付随

を否定する在り方を示すと言えよう。Ⅳ期以降については、Ⅶ期で成人男性単葬墓と新生児

あるいは胎児を埋葬したと考えられる甕棺墓があるが、傾向としては新生児あるいは胎児の

埋葬区として利用されていると言える。すなわち、田柄貝塚で人骨が検出されたＣＫ～ＣＭ

39～42区の貝層分布地域は、後期前葉以降晩期前半期まで、女性成人遺体が埋葬されること

のない区域であり、男性成人、幼小児、新生児あるいは胎児の埋葬区として規定された地域

と見ることが可能と思われる。春成氏は、晩期の里浜貝塚寺下囲地区、大洞貝塚Ｂ、Ｃ地点

の例などから、晩期には男性、小児の小群と女性の小群に分かれる可能性を指摘しているが、

本遺跡を見る限り、後期前葉の段階において、男性成人への幼少児の付随が指摘できるよう

に思われる。 

最後に埋葬人骨の頭位方向について若干述べておく。第233図は頭位方向の明らかな8体と

推定可能な5体について頭位方向の分布を示したものである。成人遺体である第4、5号人骨の

頭位方向については、同時期の成人遺体が土壙長軸とほぼ同方向の頭位方向を示すことから

推定し、胎児6、7、8号については頭部の位置を方向に置き換えたものである。成人遺体では 
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北北西～北西方向に4例が集中し、西南西方向を示すものが1例となる。一方、新生児あるい

は胎児の頭位方向を見ると、北東～東南東に4例が集中し、南西～西南西に3例が集中する。 

また、幼児である6号人骨は東北東の方向を示している。すなわち、成人遺体の多くと新生児

あるいは胎児、幼児の頭位方向は約90°の違いを示し、新生児あるいは胎児、幼児の頭位方

向は約180°、つまり、全く逆方向を示す二群に分かれることが指摘されよう。 

細かな時期別では固体数が少なく、後期全体の傾向性に留めているが、後期後半の段階と

して見るならば、先の傾向性はより強いものと言え、成人埋葬と新生児あるいは胎児の埋葬

における頭位方向に何らかの規制があったことが推測される。 
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（7）埋葬された動物遺体について 

埋葬された動物遺体には、犬が22体と猪が2体の合計24体がある。このうち、犬については

付編2の中で茂原、小野寺両氏によって形態的特徴、年齢、埋葬様式、他の縄文時代犬骨との

比較などについて考察が加えられているので、ここでは、検出状況と両氏の所見を組み込ん

だ埋葬動物一覧表を以下に提示し、猪をも含めて、年代、検出位置等について簡単に述べる

に留めたい。 

埋葬された動物遺体を時期別に見ると、犬は後期中葉の第Ⅲ期から晩期前中葉の第Ⅸまで

各期に見られ、後期後葉(第Ⅳ～Ⅵ期)での検出例が多い。猪は第Ⅳ期、第Ⅴ期に1例づつの検

出である。 

埋葬動物の検出位置は第100図に示しているが、その分布は先に示した埋葬人骨の検出地区

(第85図)と同じＣＫ～ＣＭ-39～42区の貝層部分であり、埋葬人骨の場合と同様に貝塚形成以

前の時期からこの地区に動物の埋葬が行なわれ、貝塚形成に併行して動物の埋葬場所として

の利用も続いていたことが知られた。また、第Ⅳ期、第Ⅷ期、第Ⅸでは、人骨をも含めて分

布の集中する傾向が窺われた。 

縄文時代における生業活動の中に占める犬の役割の重要性は、先学諸氏の研究でも多く述

べられており、‶ 埋葬する"という人間の行為そのものに、犬に対する特別の意識、人と犬の

密接な関係(家犬)を見ることができる。 

一方、猪は一般には狩猟の対象獣であり、重要な食料源である。検出された2体は生後2～3

ヶ月、6ヶ月の幼獣で、埋葬形態も犬と同様の姿勢をとる。このことは、猪の幼獣が一時的に

しろ飼育されていた可能性を示唆する(西田:1980)が、同齢の猪の散乱骨が貝層中から検出さ

れることは食料としての価値をも示すものであり、埋葬される背景には、林良博氏が指摘す

るように‶ ウリンボのかわいらしさ"(林：1983)に対する人間の愛情に似た意識があったもの

と思われる。 
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