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例　　言

1．本書は、兵庫県神戸市西区宮ノ下1～3丁目に所在する玉津田中遺跡の発掘調査報告書である。

2．調査は住宅・都市整備公団による田中特定土地区画整理事業に伴うものであり、同公団の依頼を受

けて兵庫県教育委員会が実施した。

3．発掘調査は昭和57年度から平成3年度まで実施し、整理作業は平成3年度から同7年度まで行った。

4．発掘調査報告書は、地区別に第1分冊から第5分冊に分け、第6分冊として総括編を刊行する。

5．本書は第5分冊であり、竹添地区・池ノ内地区の調査を所収する。

6．本書の執筆は、深井明比古・別府洋二・山下史朗・久保弘幸・中川　渉・藤田　淳・甲斐昭光・

篠宮　正・菱田淳子・多賀茂治・鈴木敬二が担当した。

第1部第2章と第2部各節の喝要および第4部は甲斐が執筆し、その他を各調査担当者で分担した。

なお、第3部の執筆分担は、目次に示したとおりであり、石器・木器については、以下のとおり器種

によって分担をした。編集は甲斐が行った。

・〔木器〕一　農具：鈴木　／用途不明品：甲斐　／左記以外：別府

・〔石器〕－　狩猟具・農具：藤田　／工具・調理具：甲斐　／左記以外：久保

7．木製品の樹種同定は、島地　謙氏（京都大学名誉教授）と伊東隆夫氏（京都大学木質科学研究所教

授）に依頼し、同定結果のみ本書に掲載した（第5～11表）。

8．調査および整理作業で得られた図面・写真・遺物は兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所で保管

している。

9．調査にあたり以下の方々の御助力を得た。御芳名を記し、感謝の意を表する（敬称略・順不同）。

高橋　学・高橋　和子・丹治康明・丸山　潔・池田次郎・山中一郎・森田　稔・金田章浩・

工楽善通・上原真人・岩永省三・光谷拓実・松井　章・土肥　孝・佃　幹雄・菅原正明・沢田正昭・

松村恵司・金子裕之・探揮芳樹・石野博信・関川尚功・置田雅昭・森岡秀人・福井英治・

禰宜田佳男・藤井　整・藤田三郎・岸本道昭・中島雄二・藤田忠彦・三村修次・増澤文武・

伊藤健司・千種　浩・中村友博・玉置一枝・家根祥多



凡　　例

1．遺　構

本分冊で使用する遺構番号は5桁である。左第1桁（1～8）は遺構の時期を示し、左第2桁

（6）は本分冊に固有の分冊番号である。また遺構は種類毎に以下の略号を用いた。

（1）遺構の略号

亭A　　杭列

SB　　　掘立柱建物

SD　　　溝

SH　　　竪穴住居

SK　　　土坑

S P

S R

S T

S X

P

土器棺墓

旧河道

木棺墓

方形周溝墓

柱穴

（例）

（．2）時期別番号

1　　縄文時代後期以前

2　　　縄文時代晩期～弥生時代前期

3　　　弥生時代中期下層（畿内第Ⅱ様式併行期）

4　　　弥生時代中期上層（畿内第Ⅲ・Ⅳ様式併行期）

5　　　弥生時代後期

6　　　弥生時代終末期～古墳時代前期

7　　　古墳時代中期～後期

8　　　古代～中世

S H　 4　　 6　　 0　　 0　 1

遺構略号　時期別番号分冊番号

〈第5分冊所収の、弥生中期上層の竪穴住居1〉

2．遺　物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

（1）番　号

本分冊に使用する遺物番号は4桁である。左第1桁（6～8）は本分冊に固有の番号である。

土器・石器・木器・玉（骨製品を含む）それぞれについて6001から始めている。

（2）区　別

土器の断面は、弥生土器・土師器・須恵器を問わず黒塗りとしている。

3．座標・方位・水準

本分冊に使用している座標は、玉津田中遺跡の調査のために兵庫県教育委員会が任意に設

定したものである。この座標と国土座標系との関係は既に第1分冊で説明している。

また遺構図面中の方位は座標北を、標高は東京湾平均海水準（T．P．）を示している。
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（SX46001）

図版41弥生中期上層　方形周溝墓2

（ST46001／46002）

図版42　弥生中期上層　方形周溝墓3

（ST46003／46004）

図版43　弥生中期上層　方形周溝墓4

（SX46002）

図版44　弥生中期上層　方形周溝墓5

（SX46002）

図版45　弥生中期上層　方形周溝墓6

（SX46002）

図版46　弥生中期上層　土器棺墓1

（SP46001／46002／46003／46004）

図版47　弥生中期上層　土器棺墓2

（SP46005／46006／46007／46008）

図版48　弥生中期上層　土坑1

（SK46001／46003／46004／46005／46006）

図版49　弥生中期上層　土坑2

（SK46007／46008／46010／46011／46012

／46013）

図版50　弥生中期上層　土坑3

（SK46014／46015／46016／46019）



図版51、弥生中期上層　土坑4

（SK46021／46022／46024／46026／46028）

図版52　弥生中期上層　土坑5

（SK46029／46032／46034／46035／46039

／46040／46043／46044）

図版53　弥生中期上層　土坑6

（SK46047／46049／46050／46052／46054

／46055）

図版54　弥生中期上層　土坑7

（SK46056／46057／46059／46061／46062

／46063／46064／46065）

図版55　弥生中期上層　土坑8

（SK46066／46067／46068／46069／46070）

図版56　弥生中期上層　土坑9

（SK46073／46076／46077／46078／46079

／46082）

図版57　弥生中期上層　土坑10

（SK46084／46085／46089／46092／46094

／46095）

図版58　弥生中期上層　土坑11

（SK46098／46099／46107／46110／46111

／46112／46113）

図版59　弥生中期上層　土坑12

（SK46114／46115／46116／46117／46120

／46122／46124／46125）

図版60　弥生中期上層　土坑13

（SK46126／46128／46131／46132／46133

／46134）

図版61鎌倉時代　掘立柱建物1

（SB86001／86002／86003）

東微高地　遺構図面
図版62　弥生中期上層　水田

図版63　弥生中期上層　竪穴住居1

（SH46040／46041／46042）

図版64　弥生中期上層　竪穴住居2

（SH46043）

図版65　弥生中期上層　竪穴住居3

（SH46044）

図版66　弥生中期上層　竪穴住居4

（SH46045／46046）

図版67　弥生中期上層　木棺墓1

（ST46005）

図版68　弥生中期上層　土坑1

（SK46136／46138／46139／46140／46142）

図版69　弥生中期上層　土坑2

（SK46143／46144／46147／46149／46150

／46151／46152）

図版70　弥生中期上層　土坑3

（SK46153／46156／46157／46158／46159

／46160／46161）

図版71弥生中期上層　土坑4

（SK46162／46163／46164／46165／46166

／46167／46168／46170）

図版72　弥生中期上層　土坑5

（SK46171／46172／46173／46174／46176

／46178／46181）

図版73　弥生中期上層　土坑6

（SK46184／46185／46186／46187／46188）

溝・旧河道　遺構図面
図版74　溝・旧河道全体図・断面図（1）

図版75　溝・旧河道断面図（2）

図版76　溝・旧河道断面図（3）

図版77　弥生時代中期上層旧河道

（SR46001）

図版78　弥生時代中期上層旧河道

（SR46002）

図版79　弥生時代中期上層旧河道

（SR46002）

西微高地　遺物図面
図版80　弥生前期　土坑他出土土器

（SK26002／西微高地縁辺堆積層／包含

層）

図版81弥生中期下層　竪穴住居出土土器1

（SH軍001／36002／36003／36007／36008
／36010）

図版82　弥生中期下層　土坑出土土器1

（SK36001／36002／36003／36004／36005）

図版83　弥生中期下層　土坑出土土器2

（SK36006／36007／36008／36009／36010

／36011）

図版84　弥生中期下層　土坑出土土器3

（SK36011／36012／36013／36014／36015）

図版85　弥生中期下層　土坑出土土器4

（SK36015／36016／36018／36020／36021）

図版86　弥生中期下層　土坑出土土器5

（SK36022／36023／36024／36025／36026

／36027／36029）

図版87　弥生中期下層　土坑出土土器6

（SK36030／36031／36032／36033／36034

／36035／36036／36037／36038／36040／

36041）

図版88　弥生中期下層　土坑出土土器7

（SK36042／36043／36044／36045／36047

／36049／36050／36051／36052／36053）

図版89　弥生中期下層　土坑出土土器8

（SK36048／36054／36055／36056／36057）

－1V　－
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図版90　弥生中期下層

土土器1

図版91弥生中期下層

土土器2

図版92　弥生中期下層

土土器3

図版93　弥生中期下層

土土器4

図版94　弥生中期下層

土土器5

図版95　弥生中期下層

土土器6

図版96　弥生中期下層

土木器1

図版97　弥生中期下層

西微高地縁辺堆積層出

西微高地縁辺堆積層出

西微高地縁辺堆積層出

西微高地縁辺堆積層出

西微高地縁辺堆積層出

西微高地縁辺堆積層出

西微高地縁辺堆積層出

出土石器1

（SH36001／36003／36004／36007／36008

／SK36010／36034／36039）

図版98　弥生中期下層　出土石器2

（SK36002／36008／36029／西微高地縁

辺堆積層）

図版99　弥生中期下層　出土石器3

（SH36007／36008／SK36009／36023／36

026／西微高地縁辺堆積層）1

図版100弥生中期下層　出土石器4．

（SH36006／36008／SK36038）

図版101弥生中期下層　出土石器5

（SH36007／SK36001／西微高地縁辺堆
積層）

図版102弥生中期下層　出土石器6

（SH36004／36007／36008）

図版103弥生中期下層　出土石器7

（SH36001／36008／SK36057）

図版104弥生中期下層　出土石器8

（SH36004／36008／SK36002／36055／西

微高地縁辺堆積層）

図版105弥生中期上層　竪穴住居出土土器1

（SH46001／46003／46004／46006）

図版106弥生中期上層　竪穴住居出土土器2

（SH46007／46008／46009／46010／46011）

図版107弥生中期上層　竪穴住居出土土器3

（SH46012／46014／46016／46019／46020）

図版108弥生中期上層　竪穴住居出土土器4

（SH46021／46023／46024／46027／46031

／46032／46033／46034／46036／46037／

46038）

図版109弥生中期上層　方形周溝墓出土土器1

（SX46001）

図版110弥生中期上層　方形周溝墓出土土器2

（SX46001）

図版111弥生中期上層　方形周溝墓出土土器3

－　Ⅴ　－

（SX46001）

図版112弥生中期上層　方形周溝墓出土土器4

（SX46002）

図版113弥生中期上層　土器棺墓出土土器1

（SP46001）

図版114弥生中期上層　土器棺墓出土土器2

（SP46002）

図版115弥生中期上層　土器棺墓出土土器3

（SP46003／46004）

図版116弥生中期上層　土器棺墓出土土器4

（SP46005／46006／46007／46008）

図版117弥生中期上層　土坑出土土器1

（SK46001／46002／46006／46007／46008

／46009／46010／46011／46012／46014／

46015／46016／46017）

図版118弥生中期上層　土坑出土土器2

（SK46019）

図版119弥生中期上層　土坑出土土器3

（SK46022／46024／46025／46026／46028）

図版120弥生中期上層　土坑出土土器4

（SK46029／46031／46032／46034／46035

／46036）

図版121弥生中期上層　土坑出土土器5

（SK46037／46038／46040／46043／46045

／46047／46049／46050／46052／46053／

46054／46055）

図版122弥生中期上層　土坑出土土器6

（SK46056／46057／46059／46060／46061）

図版123弥生中期上層　土坑出土土器7

（SK46061）

図版124弥生中期上層　土坑出土土器8

（SK46063／46066／46067／46068／46069

／46070）

図版125弥生中期上層　土坑出土土器9

（SK46073／46075／46076／46077／46079

／46080）

図版126弥生中期上層　土坑出土土器10

（SK46081／46082／46083／46084／46085

／46088／46090）

図版127弥生中期上層　土坑出土土器11

（SK46093／46098／46099／46100／46101

／46106／46108／46109）

図版128弥生中期上層　土坑出土土器12

（SK46110／46111／46112／46113）

図版129弥生中期上層　土坑出土土器13

（SK46114／46117／46118／46120／46121）

図版130弥生中期上層　土坑出土土器14

（SK46122／46126／46128／46129／46130

／46131／46132／46133／46134）



図版131弥生中期上層　柱穴出土土器1

（P46001／46002／46003／46004／46006／

46008／46009／46011／46012／46013／4

6014／46016／46018／46019）

図版132弥生中期上層　柱穴出土土器2

（P46020／46022／46024／46026／46027／

46028／46029／46034／46038／46039／4

6040／46041／46042／46045）

図版133弥生中期上層

図版134弥生中期上層

図版135弥生中期上層

図版136弥生中期上層

図版137弥生中期上層

図版138弥生中期上層

図版139弥生中期上層

図版140弥生中期上層

包含層出土土器1

包含層出土土器2

包含層出土土器3

包含層出土土器4

包含層出土土器5

包含層出土土器6

包含層出土土器7

遺構出土木器1

（SH46025／SK46066／SX46001）

図版141弥生中期上層

（SX46002）

図版142弥生中期上層

（SX46002）

図版143弥生中期上層

（SX46002）

図版144弥生中期上層

（SX46002）

図版145弥生中期上層

（SX46002）

図版146弥生中期上層

（SX46002）

図版147弥生中期上層

遺構出土木器2

遺構出土木器3

遺構出土木器4

遺構出土木器5

遺構出土木器6

遺構出土木器7

出土石器1

（SH46006／46009／46010／46012／46013

／46020／46024／46025／46027／46034／

SK46004／46024／46077／46082／46089

ノ46095／46096／46102／46180／P46031）

図版148弥生中期上層　出土石器2

（SH46010／46011／46012／46024／46025

／46034／SK46004／46012／46023／4603

2／46041／46055／46067／46095／ST460

04／包含層）

図版149弥生中期上層　出土石器3

（SH46012／46021／46024～46027／SK4

6046／46067／46093／SX46001／P46032）

図版150弥生中期上層　出土石器4

（SK46065）

図版151弥生中期上層　出土石器5

（SK46065）

図版152弥生中期上層　出土石器6

（SK46065）

図版153弥生中期上層　出土石器7

（SK46065）

－　V1－

図版154弥生中期上層　出土石器8

（SH46010／SK46066／46070／46099／46

103／46119／46120）

図版155弥生中期上層　出土石器9

（SH46010／46012／46019／SK46062／46

115／46126）

図版156弥生中期上層　出土石器10

（SH46006／46013／46024／46025／46026

／46027／46034／46039／46115／46126／

SK46066／46068／46071／46080／46089

／46119／P46007／P46033）

図版157弥生中期上層　出土石器11

（SH46002／46039／SK46050／SX46002／

P46030）

図版158弥生中期上層　出土石器12

（SH46004／46006／46009／46023／46024

／SX46001）

図版159弥生中期上層　出土石器13

（SH46001／46004／SK46003／46098）

図版160弥生中期上層　出土石器14

（SH46008／46014／SK46086／46087）

図版161弥生中期上層

（SK46039）

図版162弥生中期上層

（SK46039）

図版163弥生中期上層

（SK華125）
図版164弥生中期上層

（SK46125）

図版165弥生中期上層

（SK46125）

図版166弥生中期上層

（包含層）

図版167弥生中期上層

（包含層）

図版168弥生中期上層

（包含層）

図版169弥生中期上層

（包含層）

図版170弥生中期上層

（包含層）

図版171弥生中期上層

（包含層）

図版172弥生中期上層

（包含層）

図版173弥生中期上層

（包含層）

図版174弥生中期上層

（包含層）

図版175弥生中期上層

出土石器15

出土石器16

出土石器17

出土石器18

出土石器19

出土石器20

出土石器21

出土石器22

出土石器23

出土石器24

出土石器25

出土石器26

出土石器27

出土石器28

出土石器29



（包含層）

図版176弥生中期上層　出土石器30

（包含層）

図版177弥生中期上層　出土石器31

（包含層）

図版178弥生中期上層　出土石器32

（SH46011／46012／46019／46023／46025

／46039）

図版179弥生中期上層　出土石器33

（SK46089／46105／46111／P46015／460

25／46035／包含層）

図版180弥生中期上層　出土石器34

（包含層）

図版181弥生中期上層　出土石器35

（包含層）

図版182弥生中期上層　出土石器36

（包含層）

図版183弥生中期上層　出土石器37

（SH46025／46034／46036／46067／46072

／P46017／包含層）

図版184弥生中期上層　出土石器38

（包含層）

図版185弥生中期上層　出土石器3g

（SH46008／46010／46011／46012／46025

／46042）

図版186弥生中期上層　出土石器40

（包含層）

図版187弥生中期上層　出土石器41

（包含層）

図版188弥生中期上層　出土石器42

（包含層）

図版189弥生中期上層　出土石器43

（SH46023／46024／46025／46034／包含

層）

図版190弥生中期上層　出土石器44

（SH46024／SK46092／包含層）

図版191弥生中期上層　出土石器45

（包含層）

図版192弥生中期上層　出土石器46

（SH46024）

図版193弥生中期上層　出土石器47

（包含層）

図版194弥生中期上層　出土石器48

（SH46009／46024／SK46031／46049／包

含層）

図版195鎌倉時代　掘立柱建物他出土土器1

（SB86001／86002／SK86001／86002／P8

6001／包含層）

東微高地　遺物図面

－　V11－

図版196弥生中期上層　竪穴住居出土土器1

（SH46041／46043／46044／46045）

図版197弥生中期上層　土坑出土土器1

（SK46135／46136／46138）

図版198弥生中期上層　土坑出土土器2

（SK46138／46139／46140／46141／46143）

図版199弥生中期上層　土坑出土土器3

（SK46143／46145／46146／46147／46148

／46149／46150／46151）

図版200弥生中期上層　土坑出土土器4

（SK46152／46153／46154／46155／46158

／46159／46162）

図版201弥生中期上層　土坑出土土器5

（SK46165／46166／46167／46168／46169

／46172／46174）

図版202弥生中期上層　土坑出土土器6

（SK46175／46177／46178／46179／46180

／46181／46182／46183）

図版203弥生中期上層　土坑出土土器7

（SK46184）

図版204弥生中期上層　土坑出土土器8

（SK46184／46185／46188／46189／46190）

図版205弥生中期上層　遺構出土木器1

（SK46138／46164）

図版206弥生中期上層　出土石器1

（SK46138／46144／46151／46188／ST46

005／上層水田／包含層）

図版207弥生中期上層　出土石器2

（SH46041／SK46137／46156／46180／ST

46005／包含層）

図版208弥生中期上層　出土石器3

（SH46040）

図版209弥生中期上層　出土石器4

（包含層）

溝・旧河道　遺物図面
図版210弥生中期下層

（SR46001）

図版211弥生中期下層

（SR46001）

図版212弥生中期下層

（SR46001）

図版213弥生中期下層

（SD36001）

図版214弥生中期下層

（SD36001）

図版215弥生中期下層

（SD36001）

図版216弥生中期下層

旧河道出土土器1

旧河道出土土器2

旧河道出土土器3

溝出土土器1

溝出土土器2

溝出土土器3

溝出土土器4

（SD36001／36002）



図版217弥生中期下層

（SR46002）

図版218弥生中期下層

（SR46002）

図版219弥生中期下層

（SR46002）

図版220弥生中期下層

（SR46002）

図版221弥生中期下層

（SD36001）

図版222弥生中期下層

（SD36001）

図版223弥生中期下層

（SD36001）

図版224弥生中期上層

（SR46001）

図版225弥生中期上層

（SR46001）

図版226弥生中期上層

（SR46001）

図版227弥生中期上層

（SR46001）

図版228弥生中期上層

（SR46001）

図版229弥生中期上層

（SR46001）

図版230弥生中期上層

（SR46001）

図版231弥生中期上層

（SR46002）

図版232弥生中期上層

（SR46002）

図版233弥生中期上層

（SR46002）

図版234弥生中期上層

（SR46002）

図版235弥生中期上層

（SR46002）

図版236弥生中期上層

（SR46002）

図版237弥生中期上層

（SR46002）

図版238弥生中期上層

（SR46002）

図版239弥生中期上層

（SR46002）

図版240弥生中期上層

（SR46002）

図版241弥生中期上層

（SR46002）

旧河道出土土器4

旧河道出土土器5

旧河道出土土器6

旧河道出土土器7

溝出土石器1

溝出土石器2

溝出土石器3

旧河道出土土器1

旧河道出土土器2

旧河道出土土器3

旧河道出土土器4

旧河道出土土器5

旧河道出土土器6

旧河道出土土器7

旧河道出土土器8

旧河道出土土器9

旧河道出土土器10

旧河道出土土器11

旧河道出土土器12

旧河道出土土器13

旧河道出土土器14

旧河道出土土器15

旧河道出土土器16

旧河道出土土器17

旧河道出土土器18

図版242弥生中期上層

（SR46002）

図版243弥生中期上層

（SR46002）

図版244弥生中期上層

（SR46002）

図版245弥生中期上層

（SR46002）

図版246弥生中期上層

（SR46002）

図版247弥生中期上層

（SR46002）

図版248弥生中期上層

（SR46002）

図版249弥生中期上層

（SR46002）

図版250弥生中期上層

（SR46002）

図版251弥生中期上層

（SR46002）

図版252弥生中期上層

（SR46002）

図版253弥生中期上層

（SR46002）

図版254弥生中期上層

（SR46002）

図版255弥生中期上層

（SR46002）

図版256弥生中期上層

（SR46002）

図版257弥生中期上層

（SR46002）

図版258弥生中期上層

（SR46002）

図版259弥生中期上層

（SR46002）

図版260弥生中期上層

（SR46002）

図版261弥生中期上層

（SR46002）

図版262弥生中期上層

（SR46002）

図版263弥生中期上層

（SR46002）

図版264弥生中期上層

（SR46002）

図版265弥生中期上層

（SR46002）

図版266弥生中期上層

（SR46002）
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旧河道出土土器19

旧河道出土土器20

旧河道出土土器21

旧河道出土土器22

旧河道出土土器23

旧河道出土土器24

旧河道出土土器25

旧河道出土土器26

旧河道出土土器27

旧河道出土土器28

旧河道出土土器29

旧河道出土土器30

旧河道出土土器31

旧河道出土土器32

旧河道出土土器33

旧河道出土土器34

旧河道出土土器35

旧河道出土土器36

旧河道出土土器37

旧河道出土土器38

旧河道出土土器39

旧河道出土土器40

旧河道出土土器41

旧河道出土土器42

旧河道出土土器43



－1Ⅹ　－

1「

図版267弥生中期上層

（SR46002）

図版268弥生中期上層

（SR46002）

図版269弥生中期上層

（SR46002）

図版270弥生中期上層

（SR46002）

図版271弥生中期上層

（SR46002）

図版272弥生中期上層

（SR46002）

図版273弥生中期上層

（SR46002）

図版274弥生中期上層

（SR46002）

図版275弥生中期上層

（SR46002）

図版276弥生中期上層

（SR46002）

図版277弥生中期上層

（SR46002）

図版278弥生中期上層

（SR46002）

図版279弥生中期上層

（SR46002）

図版280弥生中期上層

（SR46002）

図版281弥生中期上層

（SR46002）

図版282弥生中期上層

（SR46002）

図版283弥生中期上層

（SR46002）

図版284弥生中期上層

（SR46002）

図版285弥生中期上層

（SR46002）

図版286弥生中期上層

（SR46002）

図版287弥生中期上層

（SR46002）

図版288弥生中期上層

（SR46002）

図版289弥生中期上層

（SR46002）

図版290弥生中期上層

（SR46002）

図版291弥生中期上層

（SR46002）

旧河道出土土器44

旧河道出土土器45

旧河道出土土器46

旧河道出土土器47

旧河道出土土器48

旧河道出土土器49

旧河道出土土器50

旧河道出土土器51

旧河道出土土器52

旧河道出土土器53

旧河道出土土器54

旧河道出土土器55

旧河道出土土器56

旧河道出土土器57

旧河道出土土器58

旧河道出土土器59

旧河道出土土器60

旧河道出土土器61

旧河道出土土器62

旧河道出土土器63

旧河道出土土器64

旧河道出土土器65

旧河道出土土器66

旧河道出土土器67

旧河道出土土器68

図版292弥生中期上層

（SR46002）

図版293弥生中期上層

（SR46002）

図版294弥生中期上層

（SR46002）

図版295弥生中期上層

（SR46002）

図版296弥生中期上層

（SR46002）

図版297弥生中期上層

（SR46002）

図版298弥生中期上層

（SR46002）

図版299弥生中期上層

（SR46002）

図版300弥生中期上層

（SR46002）

図版301弥生中期上層

（SR46002）

図版302弥生中期上層

（SR46002）

図版303弥生中期上層

（SR46002）

図版304弥生中期上層

（SR46002）

図版305弥生中期上層

（SR46002）

図版306弥生中期上層

（SR46002）

図版307弥生中期上層

（SR46002）

図版308弥生中期上層

（SR46002）

図版309弥生中期上層

（SR46002）

図版310弥生中期上層

（SR46002）

図版311弥生中期上層

旧河道出土土器69

旧河道出土土器70

旧河道出土土器71

旧河道出土土器72

旧河道出土土器73

旧河道出土土器74

旧河道出土土器75

旧河道出土土器76

旧河道出土土器77

旧河道出土土器78

旧河道出土土器79

旧河道出土土器80

旧河道出土土器81

旧河道出土土器82

旧河道出土土器83

旧河道出土土器84

旧河道出土土器85

旧河道出土土器86

旧河道出土土器87

溝出土土器1

（SD46001／46002）

図版312弥生中期上層　溝出土土器2

（SD46003／46004／46005／46007／46008）

図版313弥生中期上層　溝出土土器3

（SD46008）

図版314弥生中期上層　溝出土土器4

（SD46008）

図版315弥生中期上層　溝出土土器5

（SD46008）

図版316弥生中期上層　溝出土土器6

（SD46008／46009／46010／46011／56002）



図版317弥生中期上層

（SR46001）

図版318弥生中期上層

（SR46001）

図版319弥生中期上層

（SR46001）

図版320弥生中期上層

（SR46002）

図版321弥生中期上層

（SR46002）

図版322弥生中期上層

（SR46002）

図版323弥生中期上層

（SR46002）

図版324弥生中期上層

（SR46002）

図版325弥生中期上層

（SR46002）

図版326弥生中期上層

（SR46002）

図版327弥生中期上層

（SR46002）

図版328弥生中期上層

（SR46002）

図版329弥生中期上層

（SR46002）

図版330弥生中期上層

（SR46002）

図版331弥生中期上層

（SR46002）

図版332弥生中期上層

（SR46002）

図版333弥生中期上層

（SR46002）

図版334弥生中期上層

（SR46002）

図版335弥生中期上層

（SR46002）

図版336弥生中期上層

（SR46002）

図版337弥生中期上層

（SR46002）

図版338弥生中期上層

（SR46002）

図版339弥生中期上層

（SR46002）

図版340弥生中期上層

（SR46002）

図版341弥生中期上層

（SR46002）

旧河道出土木器1

旧河道出土木器2

旧河道出土木器3

旧河道出土木器4

旧河道出土木器5

旧河道出土木器6

旧河道出土木器7

旧河道出土木器8

旧河道出土木器9

旧河道出土木器10

旧河道出土木器11

旧河道出土木器12

旧河道出土木器13

旧河道出土木器14

旧河道出土木器15

旧河道出土木署封6

旧河道出土木器17

旧河道出土木器18

旧河道出土木器19

旧河道出土木器20

旧河造出土木器21

旧河道出土木器22

旧河道出土木器23

旧河道出土木器24

旧河道出土木器25

図版342弥生中期上層

（SR46002）

図版343弥生中期上層

（SR46002）

図版344弥生中期上層

（SR46002）

図版345弥生中期上層

（SR46002）

図版346弥生中期上層

（SR46002）

図版347弥生中期上層

（SR46002）

図版348弥生中期上層

（SR46002）

図版349弥生中期上層

（SR46002）

図版350弥生中期上層

（SR46002）

図版351弥生中期上層

（SR46002）

図版352弥生中期上層

（SR46002）

図版353弥生中期上層

（SR46002）

図版354弥生中期上層

（SR46002）

図版355弥生中期上層

（SR46002）

図版356弥生中期上層

（SR46002）

図版357弥生中期上層

（SR46002）

図版358弥生中期上層

（SR46002）

図版359弥生中期上層

（SR46002）

図版360弥生中期上層

（SR46002）

図版361弥生中期上層

（SR46002）

図版362弥生中期上層

（SR46002）

図版363弥生中期上層

（SR46002）

図版364弥生中期上層

（SR46002）

図版365弥生中期上層

（SR46002）

図版366弥生中期上層

（SR46002）
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旧河道出土木器26

旧河道出土木器27

旧河道出土木器28

旧河道出土木器29

旧河道出土木器30

旧河道出土木器31

旧河道出土木器32

旧河道出土木器33

旧河道出土木器34

旧河道出土木器35

旧河道出土木器36

旧河道出土木器37

旧河道出土木器38

旧河道出土木器39

旧河道出土木器40

旧河道出土木器41

旧河道出土木器42

旧河道出土木器43

旧河道出土木器44

旧河道出土木器45

旧河道出土木器46

旧河道出土木器47

旧河道出土木器48

旧河道出土木器49

旧河道出土木器50

l



図版367弥生中期上層

（SR46002）

図版368弥生中期上層

（SR46002）

図版369弥生中期上層

（SR46002）

図版370弥生中期上層

（SR46002）

図版371弥生中期上層

（SR46002）

図版372弥生中期上層

（SR46002）

図版373弥生中期上層

（SR46002）

図版374弥生中期上層

（SR46002）

図版375弥生中期上層

（SR46002）

図版376弥生中期上層

（SR46002）

図版377弥生中期上層

（SR46002）

図版378弥生中期上層

（SR46002）

図版379弥生中期上層

（SR46002）

図版380弥生中期上層

（SR46002）

図版381弥生中期上層

（SR46002）

図版382弥生中期上層

（SR46002）

図版383弥生中期上層

（SR46002）

図版384弥生中期上層

（SR46002）

図版385弥生中期上層

（SR46002）

図版386弥生中期上層

（SR46002）

図版387弥生中期上層

（SR46002）

図版388弥生中期上層

（SR46002）

図版389弥生中期上層

（SR46002）

図版390弥生中期上層

（SR46002）

図版391弥生中期上層

（SR46002）

旧河道出土木器51

旧河道出土木器52

旧河道出土木器53

旧河道出土木器54

旧河道出土木器55

旧河道出土木器56

旧河道出土木器57
1

旧河道出土木器58

旧河造出土木器59

旧河道出土木器60

旧河道出土木器61

旧河道出土木器62

旧河道出土木器63

旧河道出土木器64

旧河道出土木器65

旧河道出土木器66

旧河道出土木器67

旧河道出土木器68

旧河道出土木器69

旧河道出土木器70

旧河道出土木器71

旧河道出土木器72

旧河道出土木器73

旧河道出土木器74

旧河道出土木器75

図版392弥生中期上層

（SR46002）

図版393弥生中期上層

（SR46002）

図版394弥生中期上層

（SR46002）

図版395弥生中期上層

（SR46002）

図版396弥生中期上層

（SR46002）

図版397弥生中期上層

（SR46002）

図版398弥生中期上層

旧河道出土木器76

旧河造出土木恕77

旧河道出土木器78

旧河道出土木器79

旧河道出土木器80

旧河道出土木器81

旧河道出土木器82

（SR46002／SD56002）

図版399弥生中期上層　旧河道出土木器83

（SR46003）

図版400弥生中期上層　旧河道・溝出土石器1

（SR46002）

図版401弥生中期上層　旧河道・溝出土石器2

（SR46002／SD56002）

図版402弥生中期上層　旧河道・溝出土石器3

（SR46002／SD56002／SD56005）

図版403弥生中期上層　旧河道・溝出土石器4

（SR46002／SD46008）

図版404弥生中期上層　旧河道・溝出土石器5

（SR46001／46002／SD46006）

図版405弥生中期上層　旧河道・溝出土石器6

（SR46001／46002）

図版406弥生中期上層　旧河道・溝出土石器7

（SR46001／46002）

図版407弥生中期上層　旧河道・溝出土石器8

（SR46001／46002）

図版408弥生中期上層　旧河道・溝出土石器9

（SR46001／46002／SD56002）

図版409弥生中期上層　旧河道・溝出土石器10

（SR46001／46002／SD66002）

図版410弥生中期上層　旧河道・溝出土石器11

（SR46001／46002／SD46002／46008）

図版411弥生中期上層　旧河道・溝出土石器12

（SR46002／SD46008）

図版412弥生中期上層　旧河道・溝出土石器13

（SR46001／46002／SD56002）

図版413弥生中期上層　旧河道・溝出土石器14

（SR46001／46002／SD46008）

図版414弥生中期上層　旧河道・溝出土石器15

（SR46001／46002）

図版415弥生中期上層　旧河道・溝出土石器16

（SR46001／46002／SD46008／56005）

図版416弥生中期上層　旧河道・溝出土石器17
（SR46002）
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図版417弥生中期上層　旧河道・溝出土石器18

（SR46001／46002）

図版418弥生中期上層　旧河道・溝出土石器19

（SR46002）

図版419弥生中期上層　旧河道・溝出土石器20

（SR46001／46002）

図版420弥生中期上層

（SR46002）

図版421弥生中期上層

（SR46002）

図版422弥生中期上層

（SR46002）

図版423弥生中期上層

（SR46002）

図版424弥生中期上層

（SR46002）

図版425弥生中期上層

（SR46002）

図版426弥生中期上層

（SR46002）

図版427弥生中期上層

（SR46002）

図版428弥生中期上層

旧河道・溝出土石器21

旧河道・溝出土石器22

旧河道・溝出土石器23

旧河道・溝出土石器24

旧河道・溝出土石器25

旧河道・溝出土石器26

旧河道・溝出土石器27

旧河道・溝出土石器28

旧河道・溝出土石器29

（SR46002／SD46008／SD56002）

図版429弥生中期上層　旧河道・溝出土石器30

（SR46001／46002／SD46001／46002）

図版430弥生中期上層　旧河道・溝出土石器31

（SR46002）

図版431弥生中期上層　旧河道・溝出土石器32

（SR46002）

図版432弥生中期上層　旧河道・溝出土石器33

（SR46002）

図版433弥生時代後期　溝出土土器1

（SD56001／56002）

図版434弥生時代後期　溝出土土器2

（SD56002）

図版435弥生時代後期　溝出土土器3

（SD56002／56004／56005／56006／SR46

002／46003）

図版436弥生時代後期　溝出土土器4

（SR46003／SD66001／66002／66003）

図版437古墳時代後期　溝出土土器1

（SD66001／66002／66003／56002／56005

／46002／確認調査）
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写真図版目次（『写真図版編』所収）

西微高地　遺構写真
図版438西微高地調査区全景1

（竹添14区）

図版439西微高地調査区全景2

（竹添10・11区）

図版440西微高地調査区全景3

（竹添4区）

図版441西微高地調査区全景4

（竹添1区）

図版442西微高地調査区全景5

（竹添5・7・8区）

図版443西微高地調査区全景6

（竹添8区）

図版444西微高地調査区全景7

（竹添6・2区）

図版445弥生前期　土坑・弥生中期下層　竪穴
住居1

（SK26001／SH36001）

図版446弥生中期下層　竪穴住居2

（SH36002／36003／36004／36005／36006）

図版447弥生中期下層　竪穴住居31

（SH36007／36008）

図版448弥生中期下層　土坑1

（SK36001／36011／36018）

図版449弥生中期下層　土坑2

（SK36020／36021／36023）

図版450弥生中期下層　土坑3

（SK36038／36039／36041）

図版451弥生中期上層　竪穴住居1

（SH46001／46002／46003）

図版452弥生中期上層　竪穴住居2

（S甲46004／46006）

図版453弥生中期上層　竪穴住居3

（SH46006／46007／46008／46009／46010

／46011／46012）

図版454弥生中期上層　竪穴住居4

（SH46009／46010／46011／46012）

図版455弥生中期上層　竪穴住居5

（SH46009／46010／46013～46020／SB46

001）

図版456弥生中期上層　竪穴住居6

（竹添4区　竪穴住居群）

図版457弥生中期上層　竪穴住居7

（SH46019）

図版458弥生中期上層　竪穴住居8

（SH46021／46023／46024／46025）

図版459弥生中期上層　竪穴住居9

（SH46024／46025）
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図版460弥生中期上層　竪穴住居10

（SH46027）

図版461弥生中期上層　竪穴住居11

（SH46026／46031／46032／46034）

図版462弥生中期上層　竪穴住居12

（SH46035／46036／46039）

図版463弥生中期上層　方形周溝墓1

（SX46001）

図版464弥生中期上層　方形周溝墓2

（SX46001／ST46001／46002）

図版465弥生中期上層

（ST46003）

図版466弥生中期上層

（ST46004）

図版467弥生中期上層

（SX46002）

図版468弥生中期上層

（SX46002）

図版469弥生中期上層

（SX46002）

図版470弥生中期上層

（SX46002）

図版471弥生中期上層

方形周溝墓3

方形周溝墓4

方形周溝墓5

方形周溝墓6

方形周溝墓7

方形周溝墓8

土器棺墓1

（SP46001／46002／46004）

図版472弥生中期上層　土坑1

（SK46019／46032／46039）

図版473弥生中期上層　土坑2

（SK46040／46042／46043）

図版474弥生中期上層　土坑3

（SK46044／46052／46055）

図版475弥生中期上層　土坑4

（SK46056／46061）

図版476弥生中期上層　土坑5

（SK46064／46065）

図版477弥生中期上層　土坑6

（SK46067／46069）

図版478弥生中期上層　土坑7

（SK46084／46098／46111）

図版479弥生中期上層　土坑8・

鎌倉時代　掘立柱建物

（SK46125／SA46001／SB86001）

東微高地　遺構写真
図版480東微高地調査区全景1

（竹添10・19区）

図版481東微高地調査区全景2

（竹添15区）

図版482東微高地調査区全景3

（竹添15・池ノ内7区）

図版483東微高地調査区全景4



（竹添16・竹添13区）

図版484東微高地調査区全景5

（竹添17・竹添3区）

図版485弥生中期上層　水田1　上層水田

（竹添10・19区）

図版486弥生中期上層　竪穴住居1

（SH46040／46041／46042／46043）

図版487弥生中期上層　竪穴住居2

（SH46044／46045／46046）

図版488弥生中期上層　木棺墓1

（ST46005）

図版489弥生中期上層　土器棺墓1

（SP46005／46007／46008／46009）

図版490弥生中期上層　土坑1

（SK46138／46140／46150）

図版491弥生中期上層　土坑2

（SK46151／46164／46165）

図版492弥生中期上層　土坑3・

弥生後期　土器棺墓1

（SK46184／46186／SP56001、）

溝・旧河道　遺構写真
図版493弥生中期下層

（SD36001）

図版494弥生中期下層

木器出土状況

図版495弥生中期上層

（SR46001）

図版496弥生中期上層

（SR46002）

図版497弥生中期上層

（SR46002）

図版498弥生中期上層

（SR46002）

図版499弥生中期上層

（SR46002）

図版500弥生中期上層

（SR46002）

図版501弥生中期上層

（SR46002）

図版502弥生中期上層

（SR46002）

図版503弥生中期上層

溝1

西微高地縁辺堆積層

旧河道1

旧河道2

旧河道3

旧河道4

旧河道5

旧河道6

旧河道7

旧河道8

旧河道9

（SR46002）

図版504弥生後期　溝1

（SD56002／56005）

西微高地　遺物写真
図版505弥生前期・中期下層出土土器1

（SK26002／SH36003／SH36007／西微高

地縁辺堆積層／包含層）

図版506弥生中期下層出土土器2

（SK36023／36035／36038／36043／36049）

図版507弥生中期下層出土土器3

（SK36055／西微高地縁辺堆積層）

図版508弥生中期下層出土土器4

（西微高地縁辺堆積層）

図版509弥生中期下層出土土器5

（SK36015／36026／36038／西微高地縁

辺堆積層）

図版510弥生中期下層出土石器1

（SH36001／36003／36004／36007／36008

／SK36002／36010／36029／36034／3603

9）

図版511弥生中期下層出土石器2

（SH36008／SK36008／包含層）

図版512弥生中期下層出土石器3

（SH36006／36008／SK36038）

図版513弥生中期下層出土石器4

（SH36004／36007／36008／SK36002／36

055／36057／包含層）

図版514弥生中期上層出土土器1

（SH46012／46016／46027／SX46001）

図版515弥生中期上層出土土器2

（SX46002／SP46001）

図版516弥生中期上層出土土器3

（SP46002／46004／46005／46007／46008

／SK46002）

図版517弥生中期上層出土土器4

（SP46008／SK46014／46015／46019）

図版518弥生中期上層出土土器5

（SK46061）

図版519弥生中期上層出土土器6

（SK46061）

図版520弥生中期上層出土土器7

（SK46063／46066／46068／46070／46078

／46090）

図版521弥生中期上層出土土器8

（SK46108／46109／46111／46121／46128）

図版522弥生中期上層出土土器9

（P46018／包含層）

図版523弥生中期上層出土土器10

（包含層）

図版524弥生中期上層・中世出土土器1

（SK46111／46128／P46020／46022／包

含層／SB86001／86002／SK86001／8600

2）

図版525弥生中期上層　遺構出土木器1

（SH46025／SK46066／SX46002）

図版526弥生中期上層　遺構出土木器2
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（SX46002）

図版527弥生中期上層　遺構出土木器3

（SX46002）

図版528弥生中期上層　遺構出土木器4

（SX46002）

図版529弥生中期上層　遺構出土木器5

（SX46002）

図版530弥生中期上層出土石器1

（SH46009～46013／46020／46024／460

25／46027／46034／ST46004／SK46004／

46023／46032／46041／46055／46067／46

077／46082／46089／46095／46096／4610

2／46180／P46031／包含層）

図版531弥生中期上層出土石器2

（SH46012／46021／46024～46027／SX46

001／SK46046／46093／P46032）

図版532弥生中期上層出土石器3

（SK46065）

図版533弥生中期上層出土石器4

（SK46065）

図版534弥生中期上層出土石器5

（SK46065）

図版535弥生中期上層出土石器61

（SH46010／SK46066／46070・／46099／46

119／46120）

図版536弥生中期上層出土石器7

（SH46012／46019／SK46062／46103／46

115／46126）

図版537弥生中期上層出土石器8

（SH46006／46013／46024～46027／4603

4／46039／SK46066／46068／46071／460

80／46089／46119／P46007／包含層）

図版538弥生中期上層出土石器9

（SH46002／46004／46009／46023／46024

／SK46050／P46030）

図版539弥生中期上層出土石器10

（SH46004／46006／46014／SX46001／SK

46003）

図版540弥生中期上層出土石器11

（SH46001／46008／SK46086／46087／46

098）

図版541弥生中期上層出土石器12

（SK46039）

図版542弥生中期上層出土石器13

（SK46039／46125）

図版543弥生中期上層出土石器14

（SK46125）

図版544弥生中期上層出土石器15

（包含層）

図版545弥生中期上層出土石器16

（包含層）

図版546弥生中期上層出土石器17

（包含層）

図版547弥生中期上層出土石器18

（包含層）

図版548弥生中期上層出土石器19

（包含層）

図版549弥生中期上層出土石器20

（包含層）

図版550弥生中期上層出土石器21

（包含層）

図版551弥生中期上層出土石器22

（包含層）

図版552弥生中期上層出土石器23

（包含層）

図版553弥生中期上層出土石器24

（包含層）

図版554弥生中期上層出土石器25

（SH46019／46023～46025／46039／SK46

105／46111／P46015／46025／46035／包

含層）

図版555弥生中期上層出土石器26

（包含層）

図版556弥生中期上層出土石器27

（SH46025／46034／46036／SK46025／46

067／46072／P46017／包含層）

図版557弥生中期上層出土石器28

（SH46008／46010～46012／46025／SK46

042／包含層）

図版558弥生中期上層出土石器29

（包含層）

図版559弥生中期上層出土石器30

（SH46023～46025／46034／SK46092／包

含層）

図版560弥生中期上層出土石器31

（SH46024／包含層）

図版561弥生中期上層出土石器32

（SH46009／46024／46025／SK46031／46

049／包含層）

図版562弥生中期　遺構出土玉類1

（SH36007／36008／SK36037／SH46024／

46025／SK46004／46009／46050／46151）

東微高地　遺物写真
図版563弥生中期上層出土土器1

（SH46043／SK46136／46138／46143／SP

46009）

図版564弥生中期上層出土土器2

（SK46143／46165）

図版565弥生中期上層・後期出土土器1
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（SK46178／46180／46184／46185／SP56

001）

図版566弥生中期上層出土石器1

（SK46138／46144／46151／上層水田／包

含層）

図版567弥生中期上層出土石器2

（SH46040／46041／SK46137／46180）
′

溝・旧河道　遺物写真
図版568縄紋・弥生前期・中期下層出土土器

（SR46001／46002／SD26001）

図版569弥生中期下層出土土器1

（SD36001／SR46001）

図版570弥生中期下層出土土器2

（SD36001／SR46002）

図版571弥生中期下層出土土器3

（SR46001／46002）

図版572弥生中期下層出土土器4

（SR46001／46002／SD36001）

図版573弥生中期下層出土石器1

（SD36001）

図版574弥生中期上層出土土器1

（SR46001）

図版575弥生中期上層出土土器2

（SR46001）

図版576弥生中期上層出土土器3

（SR46001）

図版577弥生中期上層出土土器4

（SR46002）

図版578弥生中期上層出土土器5

（SR46002）

図版579弥生中期上層出土土器6

（SR46002）

図版580弥生中期上層出土土器7

（SR46002）

図版581弥生中期上層出土土器8

（SR46002）

図版582弥生中期上層出土土器9

（SR46002）

図版583弥生中期上層出土土器10

（SR46002）

図版584弥生中期上層出土土器11

（SR46002）

図版585弥生中期上層出土土器12

（SR46002）

図版586弥生中期上層出土土器13

（SR46002）

図版587弥生中期上層出土土器14

（SR46002）

図版588弥生中期上層出土土器15

（SR46002）

図版589弥生中期上層出土土器16

（SR46002）

図版590弥生中期上層出土土器17

（SR46002）

図版591弥生中期上層出土土器18

（SR46002）

図版592弥生中期上層出土土器19

（SR46002）

図版593弥生中期上層出土土器20

（SR46002）

図版594弥生中期上層出土土器21

（SR46002）

図版595弥生中期上層出土土器22

（SR46002）

図版596弥生中期上層出土土器23

（SR46002）

図版597弥生中期上層出土土器24

（SR46002）

図版598弥生中期上層出土土器25

（SR46002）

図版599弥生中期上層出土土器26

（SR46002）

図版600弥生中期上層出土土器27

（SR46002）

図版601弥生中期上層出土土器28

（SR46002）

図版602弥生中期上層出土土器29

（S点46002）

図版603弥生中期上層出土土器30

（SR46002）

図版604弥生中期上層出土土器31

（SR46002）

図版605弥生中期上層出土土器32

（SR46002）

図版606弥生中期上層出土土器33

（SR46002）

図版607弥生中期上層出土土器34

（SR46001）

図版608弥生中期上層出土土器35

（SR46001／46002）

図版609弥生中期上層出土土器36

（SR46002）

図版610弥生中期上層・古墳後期出土土器1

（SR46002／SD56005）

図版611弥生中期上層出土土器37

（SD46002／46008）

図版612弥生中期上層出土土器38

（SD46008）

図版613弥生中期上層出土土器39
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（SD46008／46011／SD56002）

図版614弥生中期上層出土木器1

（SR46001）

図版615弥生中期上層出土木器2

（SR46001）

図版616弥生中期上層出土木器3

（SR46002）

図版617弥生中期上層出土木器4

（SR46002）

図版618弥生中期上層出土木器5

（SR46002）

図版619弥生中期上層出土木器6

（SR46002）

図版620弥生中期上層出土木器7

（SR46002）

図版621弥生中期上層出土木器8

（SR46002）

図版622弥生中期上層出土木器9

（SR46002）

図版623弥生中期上層出土木器10

（SR46002）

図版624弥生中期上層出土木器11

（SR46002）　　　　　1

図版625弥生中期上層出土木器12

（SR46002）

図版626弥生中期上層出土木器13

（SR46002）

図版627弥生中期上層出土木器14

（SR46002）

図版628弥生中期上層出土木器15

（SR46002）

図版629弥生中期上層出土木器16

（SR46002）

図版630弥生中期上層出土木器17

（SR46002）

図版631弥生中期上層出土木器18

（SR46002）

図版632弥生中期上層出土木器19

（SR46002）

図版633弥生中期上層出土木器20

（SR46002）

図版634弥生中期上層出土木器21

（SR46002）

図版635弥生中期上層出土木器22

（SR46002）

図版636弥生中期上層出土木器23

（SR46002）

図版637弥生中期上層出土木器24

（SR46002）

図版638弥生中期上層出土木器25

（SR46002）

図版639弥生中期上層出土木器26

（SR46002）

図版640弥生中期上層出土木器27

（SR46002）

図版641弥生中期上層出土木器28

（SR46002）

図版642弥生中期上層出土木器29

（SR46002）

図版643弥生中期上層出土木器30

（SR46002）

図版644弥生中期上層出土木器31

（SR46002）

図版645弥生中期上層出土木器32

（SR46002）

図版646弥生中期上層出土木器33

（SR46002）

図版647弥生中期上層出土木器34

（SR46002）

図版648弥生中期上層出土木器35

（SR46002）

図版649弥生中期上層出土木器36

（SR46002）

図版650弥生中期上層出土木器37

（SR46002）

図版651弥生中期上層出土木器38

（SR46002）

図版652弥生中期上層出土木器39

（SR46002）

図版653弥生中期上層出土木器40

（SR46002）

図版654弥生中期上層出土木器41

（SR46002）

図版655弥生中期上層出土木器42

（SR46002）

図版656弥生中期上層出土木器43

（SR46002）

図版657弥生中期上層出土木器44

（SR46002）

図版658弥生中期上層出土木器45

（SR46002）

図版659弥生中期上層出土木器46

（SR46002）

図版660弥生中期上層出土木器47

（SR46002）

図版661弥生中期上層出土木器48

（SR46002／46003）

図版662弥生中期上層出土石器1

（SR46002／SD46008／56002）

図版663弥生中期上層出土石器2
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（SR46002／SD56002／56005）

図版664弥生中期上層出土石器3

（SR46002）

図版665弥生中期上層出土石器4

（SR46001／46002／SD46006）

図版666弥生中期上層出土石器5

（SR46001／46002）

図版667弥生中期上層出土石器6

（SR46001／46002）

図版668弥生中期上層出土石器7

（SR46001／46002）

図版669弥生中期上層出土石器8

（SR46002／SD56002）

図版670弥生中期上層出土石器9

（SR46001／46002／SD46008／66002）

図版671弥生中期上層出土石器10

（SR46001／46002／SD46008／56005）

図版672弥生中期上層出土石器11

（SR46001／46002／SD56005）

図版673弥生中期上層出土石器12

（SR46001／46002／包含層）

図版674弥生中期上層出土石器13

（SR46001／46002）

図版675弥生中期上層出土石器14

（SR46001／46002）

図版676弥生中期上層出土石器15

（SR46002）

図版677弥生中期上層出土石器16

（SR46002）

図版678弥生中期上層出土石器17

（SR46002）

図版679弥生中期上層出土石器18

（SR46002／SD46008）

図版680弥生中期上層出土石器19

（SR46001／46002）

図版681弥生中期上層出土石器20

（SR46001／46002）

図版682弥生中期上層出土石器21

（SR46001／46002）

図版683弥生中期上層出土石器22

（SR46002／包含層）

図版684弥生後期出土土器1

（SD56001／56002）

図版685弥生後期出土土器2

（SD56002）

図版686弥生後期出土土器3

（SD56002／56004／56005／SR46002／46

003）

図版687弥生後期・古墳後期・中世出土土器1

（SD56002／66001／66003／86001）
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第1部　はじめに・

第1章　調査の経過

調査に至る経過および当遺跡全体を対象とした調査・整理作業の経過報告は、第1分冊において既に

述べているところである。以下では本分冊該当地区に限′った作業経過を記すこととする。

第1節　確認調査
1．第1次調査（遺跡調査番号：820041）

担当者　　　兵庫県教育委員会　社会教育・文化財課

技術職員　大平　茂・山下史朗

期間　　　　昭和57年4月12日～昭和57年6月30日

調査の概要　昭和57年度は発掘調査の初年度にあたり、開発地域の南半部のおよそ15haを対象に確認

調査を実施した。字名でいうと辻ケ内・下河原・竹添・徳政・二ノ郷・池ノ内の各地区に

なる。これらの地区の中でも、本分冊に所収する竹添地区は明石川沿いの微高地上にあた

ることから、遺構の嘩出される可能性が高いと予想された。

当初の計画では、調螢地区を条里型地割りに合わせて任意に20m方眼に割り、それぞれ

に1か所づつ2×2mの坪を設け、遺構・遺物の検出に努めることにしていた。しかし、

調査対象範囲が広大であること、ならびに調査の初期の段階で遺構・遺物が高密度・広範

囲にわたっていることが明らかになったために、試掘箇所を千鳥に配置し、効率化をはか

ることにした。なお、後に50m方眼の調査区を新たに設定したために、この調査区割りは

名称を変更している。

発掘調査の結果、予想どおり北西から南東方向に延びる幅約100m、長さ約350mの微高

地が確認された。微高地の最高部では、中世の水田を耕作する際にかなり削平されてはい

るものの、ほぼ全域で弥生時代中期を主体とする多量の遺物と濃密な遺構を検出しえた。

出土した遺物は弥生時代中期の第Ⅱ～第Ⅳ様式にわたり、なかでも第Ⅳ様式が中心である

ことが判明し、かなり継続的で大規模な集落跡が存在することが明らかとなった。さらに、

今後の調査にそなえ、遺構・遺物の面的な広がりと、層位的な重なり具合を把握するため

に、追加的にトレンチを設定した。

調査した坪の数は202か所、15×1・5m、36×1・5mのトレンチの数がそれぞれ1か所、20

×1．5mのトレンチが2か所である。

第2節　全面調査
1．第5次調査（遺跡調査番号：840016）

担当者 兵庫県教育委員会　社会教育・文化財謀

主　　任　山本三郎

技術職員　加古千恵子・中川　渉
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期間　　　　　昭和59年4月12日～昭和60年3月31日

調査の概要　12m幅の都市計画道路部分にあたる、竹添地区と辻ケ内地区において全面調査を行った。

なおここでは、道路センターを利用した竹添1区独自の座標を設定し、調査の記録に用

いた。竹添1区の座標は、第3次調査時に設定した50m方眼の調査座標に対してN18033′

37〝W、国土座標に対してN3010′　00〝　Eの関係にある。ただし竹添2区以降の調査で

は50m方眼の調査座標を使用しているため、報告書ではそちらに振り替えている。

調査の結果、弥生時代中期の集落が営まれている微高地の北緑と旧河道を検出し、旧河

道からは大量の土器・木器・石器・自然遺物が出土した。また微高地上では竪穴住居跡の

他、多数の土坑・柱穴などを検出した。中でも特徴的な遺構として、イイダコ壷を納めた

土坑、打製石庖丁の集積遺構、着柄鋤を入れた土坑などがある。なお着柄鋤を入れた土坑

については、後の調査の結果から、方形周溝墓の周溝であることが判明している。

2．第6次調査（遺跡調査番号：850011）

担当者　　　　兵庫県教育委員会　社会教育・文化財課

主　　査　山本三郎

技術職員　深井明比古・村上泰樹・別府洋二・藤田　淳・甲斐昭光・篠宮　正

期間　　　　　昭和60年4月30日～昭和61年3月31日

調査の概要　　昭和60年度は、昨年度までに実施した確認調査の結果に基づいて、辻ケ内1区、竹添1

～4区、徳政1～4区の全面調査および居住地区、KM4・9トレンチの確認調査を実施

した。このうち、第5分冊に所収する調査区は竹添1～4区であり、以下の調査結果が得

られた。

調査の結果、弥生時代中期の微高地上に展開した居住域及び旧河道が検出された。

竹添1区は、昨年度でほぼ調査が終了していたが、若干の遺構掘削および実測、写真撮

影を実施した。また、微高地縁辺部の断ち割りを行ったところ、Ⅱ様式の土器・木器が出

土する箇所があり、Ⅱ様式以降に微高地が部分的に拡大したことが明らかになった。

竹添2区の南は氾濫原であり、弥生時代中期の微高地の南端に相当する。11棟の竪穴住

居跡や溝・土坑・土器棺などを検出した。竪穴住居跡からは管玉が出土した。

竹添3区では、上層で弥生時代後期から古墳時代後期の溝が、下層では弥生時代中期の

微高地と旧河道が認められた。微高地上からは竪穴住居跡や土坑が検出され、旧河道から

は土器・木器などが出土した。

竹添4区では、弥生時代中期の微高地上から円形の竪穴住居跡の他、長方形の竪穴住居

跡や掘立柱建物跡、土坑などが検出された。また、サヌカイトの大型剥片の集積が認めら

れた。調査区の中央付近には商流する弥生時代中期の旧河道が検出された。

3．第7次調査（遺跡調査番号：860011）

担当者 兵庫県教育委員会　社会教育・文化財課

主　　任　大平　茂

技術職員　深井明比古・村上賢治・久保弘幸・中川　渉・菱田淳子・篠宮　正
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1

、

期間　　　　昭和61年5月26日～昭和62年3月31日

調査の概要　昭和61年度は、事業地の南半分を中心に都市計画道路部分と一部拡張した部分を含めて

約13，000m2の発掘調査を実施した○調査を実施したのは徳政5～8区、二ノ郷1～7区、

下町1区、竹添5～8・10～16・19区、池ノ内1・6・7区である。

このうち第5分冊に関わる調査区は竹添5～8・10～16・19区、池ノ内6・7区である

（竹添18区は欠番）。

竹添5・8・11区の一部で中世の溝や掘立柱建物跡を調査し、池ノ内6・7区で弥生時

代後期から古墳時代にかけての溝を調査した。しかし、その中心は弥生時代中期を中心と

する旧河道・溝・方形周溝墓・平地住居跡・竪穴住居跡・土坑・土器棺墓・水田などの遺

構であった。今年度は竹添地区の広い範囲で調査を実施したため旧河道の位置、微高地の

範囲など、第1分冊部分の方形周溝墓や水田と併せて、弥生時代中期後半の集落構成が明

らかになった。

微高地上の遺構は古代における条里地害川施工時の削平が著しく、当時の地表面がかな

り削平されていることが考えられた。また微高地上の遺構は重複関係が著しく、また道路

幅という制限された区画の中での調査であったため、遺構検出には困難を極めた。

弥生時代中期の遺構は旧河道と微高地がある。微高地の東側の旧河道（SR46002）は確

認調査時の想定より昼るかに大きく蛇行しており、微高地際の川岸では未完成の木製品が

まとまって多量に出土していることから、木製品の製作場所であると考えられた。微高地

上では竪穴住居跡や平地住居跡、溝や土坑を多数調査した。

4．第11次調査（遺跡調査番号：890011）

担当者　　　兵庫県教育委員会　社会教育・文化財課

主　　査　大平　茂

技術職員　種定淳介・村上賢治・中川　渉・甲斐昭光・菱田淳子・篠宮　正

期間　　　　平成元年8月7日～平成2年3月23日

調査の概要　調査を実施したのは、亀ノ郷2・4区、下町3～7・10区、二ノ郷1ト16区、徳政11・

13～16区、池ノ内11・12・14～17区、竹添17区である。

このうち竹添17区は区画道路部分にあたり、調査区の範囲は幅6m、延長31m、面積186

m2である。調査は古墳時代中～後期・弥生時代後期・弥生時代中期の3面の遺構面につい

て行い、各時期の溝の他、弥生時代後期の土器棺、弥生時代中期の竪穴住居跡などを検出

した。

5．第13次調査（遺跡調査番号：900009）

担当者　　　兵庫県教育委員会　社会教育・文化財課

技術職員　山下史朗・中川　渉・多賀茂治・鈴木敬二

事務職員　廣野　誠

期間　　　　平成2年7月9日～平成3年3月8日

調査の概要　調査を実施したのは、池ノ内5～9・17区、竹添9区、黒岡1～11区、亀ノ郷9～11区、
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狭間1・2区、唐土1・2区である。

このうち竹添9区は区画道路部分にあたり、調査区の範囲は幅6m、延長31m、面積186

m2である。調査区内のほとんどは弥生時代中期～後期にかけての旧河道であり、特に弥生

時代中期の層からは大量の土器・木器・石器・自然遺物が出土した。

第3節　整理作業
1．概　要

玉津田中遺跡全体の整理作業量に対する、本分冊分の占める量は極めて大きいものであ

る。単純に土器の量を示せば、総数約4，600箱のうち、本分冊所収分は約2，300箱で、約5

割を占めている。このため、調査事務所における本分冊分の整理は、第1～4分冊の整理

作業と併行して、5年をかけて実施した（第2表）。

本分冊所収遺物の大半は、弥生時代中期の土器・木器・石器である。整理作業は、発掘

調査と併行して、監督員詰所において水洗・ネーミング作業を行うことから開始した。

以下、整理作業内容のうち特記すべきことに触れ、各年度の作業内容を記述する。

ネーミング　　ネーミングにあたっては、遺跡名・出土位置などを記録する方法を採らず、省力化のた

め、遺跡調査番号・調査区名・通し番号を注記し、併せてネーミング台帳の作成を行った。

実測　　　　　実測土器の選別にあたっては、限られた時間の中で膨大な量を観察する必要があったた

め、遺構出土土器・搬入土器あるいは希少な型式のもののなかで、全形の分かるものを優

先的に選別することとした。従って、土器そのものがもつ器種構成の割合と、実測した土

器のそれとの間には若干のずれがあるはずである。

木器の実測については、実測する面の統一がとれてし、ないものが多いが、これは、残存
l

状況の良い方を選択したためである。

樹種同定 木器の樹種同定作業は、昭和61・平成5・6年度に分けて、京都大学名誉教授の島地

謙氏に依頼した。氏は闘病中であったが、樹種同定作業を終え、いよいよ原稿執筆という

平成7年9月、鬼籍に入られた。御生前の当事務所への一方ならぬご援助に感謝し、心よ

りご冥福をお祈りします。

その後の作業及び若干の追加分の同定は、京都大学木質科学研究所教授の伊東隆夫氏に

依頼した。

土壌の水洗　　発掘調査にあたっては、土坑・住居の性格究明のため、あるいは湿地状になった旧河道

の利用のあり方を調査する目的で、それらの埋土を採取し、水洗しながら、1mmメッシュ

のふるいにかけて、微細な遺物の検出に努めた。サヌカイト剥片・骨片・貝殻・炭化米・

炭化種子などが検出され、遺構の性格を考える上での貴重な資料を提供した。

また、炭化種子の分類と、それぞれの数量把握は行ったが、すべての資料について同定

作業ができなかった点が残念である。そのため、本分冊の遺構の記述のなかでは、出土し

た種子の種類と数のみを記すにとどめ、遺構の形状と種子および炭化米の出土傾向につい

て第5部第2章で触れることとする。種子の利用については、第6分冊で総括的な検討を

行う予定である。なお、種子の同定は大阪市立大学教授の粉川昭平氏に依頼した。

また、炭化米の分析作業は、佐賀大学農学部教授の和佐野喜久生氏に依頼したが、出土
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量が膨大なため、本分冊該当分出土資料は未実施である。

2．各年度の作業

平成3年度　平成3年度に行った第5分冊関係の出土品整理作業は、竹添3～8・13区出土土器のネー

ミング・接合・補強・実測用遺物ピックアップと石器の実測である。整理作業は、兵庫県

教育委員会埋蔵文化財調査事務所で行ったが、土器のネーミングは魚住分館にて実施した。

作業は以下の職員が担当した。

整理担当職員　　整理普及班　技術職員

主　　任

整理技術嘱託員　　　　　主任技術員

図化技術員

l

篠宮　正

別府洋二（木製品保存処理担当）

社領育代・山口卓也・古谷章子

水戸芙美子・早川亜紀子・和田寿佐子・中田明美・

二階堂　康・前田千栄子・香川フジ子・西野淳子・

石野照代・杉本淳子・本窪田英子・茨木恵美子

図化補助技術員　水谷幸子・西原美知代・光滞鈴子・伊藤ミネ子・川上啓子・

衣笠雅美・長谷川洋子

日々雇用職員　酒井喜美子・飯田章子・前山三枝子・吉田優子・家光和子

平成4年度　竹添10～12・14～16∵19区、池ノ内6・7区出土土器の接合・補強、実測用土器の選別

と、水洗選別作業、土器・石器の実測作業を行った。

作業は以下の職員が担当した。

整理担当職員　　整理普及斑　技術職員

主　　任

整理技術嘱託員　　　　　主任技術員

企画技術員

図化技術員

菱田淳子・篠宮　正

村上賢治（木製品保存処理担当）

社領育代・山口卓也・古谷章子・小川美奈

岡崎輝子・今村直子

石野照代・二階堂　康・木村淑子・中田明美・茨木恵美子・

前田千栄子・杉本淳子・松村　馨・水谷幸子・酒井喜美子・

飯田章子・前山三枝子・吉田優子・布施英子・佐伯純子

図化補助技術員　西原美知代・光澤鈴子・伊藤ミネ子・川上啓子・衣笠雅美・

長谷川洋子・林　寿珠子・江口初美・家光和子・橋本美子・

木場裕美・蓬莱洋子・蔵　幾子

日々雇用職員　横山麻子・真田美恵子・喜多山好子・船木昌美・赤松千鶴・

小山みゆき

平成5年度　竹添1・9区出土土器のネーミング・接合作業・水洗選別作業および土器・木器・石器

の実測作業を行った。また、木器の樹種同定およびサヌカイトの蛍光Ⅹ線分析を依頼した。

作業は以下の職員が担当した。

整理担当職員　整理普及班　技術職員　中川　渉・菱田淳子

主　任　村上賢治（木製品保存処理担当）
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整理技術嘱託員　　　　　　主任技術員　　社領育代・山口卓也・古谷章子・小川美奈・宮田麻子

企画技術員

図化技術員

図化補助技術員

日々雇用職員

岡田依理子・岡崎輝子・多賀直子・松村　馨

本窪田英子・香川フジ子・石野照代・茨木美恵子・

前田千栄子・杉本淳子・酒井喜美子・前山三枝子・

吉田優子・布施英子・蔵　幾子・蓬莱洋子・横山麻子・

西原美知代・光澤鈴子・伊藤ミネ子・川上啓子・衣笠雅美・

長谷川洋子

林　寿珠子・江口初美・家光和子・真田美恵子・船木昌美

赤松千鶴・松下智子・井内ゆり・井上誠子・田中直子・

風早美由紀・田中香織・高嶋美和・猪井　梢

平成6年度　　竹添1・2区出土遺物のネーミング・接合作業とともに、土器・木器・石器の実測作業

および水洗選別作業を行った。また、土器・木器の写真撮影、石器のトレース作業を実施

した。木器の樹種同定および、サヌカイトの蛍光Ⅹ線分析も依頼した。

平成7年1月17日、兵庫県南部地震が発生し、当事務所の所在する神戸市とその周辺に

甚大な被害を与えた。このため、当遺跡に関わる遺物・図面類に若干の被害を受け、また

住居の損傷や交通機関の寸断を被るという困難な状況のもと、整理作業は続行された。

作業は以下の職員が担当した。

整理担当職員　　整理普及斑　主任　甲斐昭光

主任　藤田　淳（木製品保存処理担当）

整理技術嘱託員　　　　主任技術員　八木和子・山口卓也・古谷章子
l

企画技術員　多賀直子・杉本淳子・酒井喜美子・前山三枝子

図化技術員　石野照代・二階堂　康・早川亜紀子・木村淑子・中田明美・

茨木恵美子・前田千栄子・飯田章子・吉田優子・蔵　幾子・

木場裕美・鈴木まき子・西原美知代・伊藤ミネ子・川上啓子・

衣笠雅美・長谷川洋子・船木昌美・小山みゆき・石田裕子・

井内ゆり

図化補助技術員　江口初美・家光和子・中西睦子・竹内泰子

日々雇用職員　明芝千晃・上山雅代・西海奈津子・萩原里美・森田　泉・

西馬佐紀・高木愛子

平成7年度　　土器の実測・復元・写真撮影および石器の写真撮影を実施した。遺物実測図・遺構実測

図のトレース・レイアウトを行い、写真図版のレイアウト作業を実施した。また、碧玉の

蛍光Ⅹ線分析・炭化米と炭化種子の分析および人骨・動物遺存体の観察を依頼した。併行

して進めた原稿執筆を待って、編集作業を実施した。

作業は以下の職員が担当した。

整理担当職員　　整理普及斑　主任　甲斐昭光

主任　藤田　淳（木製品保存処理担当）
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整理技術嘱託員　　　主任技術員　八木和子・山口卓也・中筋貴美子・古谷章子・宮田麻子

企画技術員　岡田依理子・多賀直子・矢島　馨・杉本淳子・前山三枝子・

本窪田英子・香川フジ子・西原美知代

図化技術員　石野照代・早川亜紀子・吉田優子・佐伯純子・蓬莱洋子・

伊藤ミネ子・川上啓子・衣笠雅美・長谷川洋子・石田裕子・

庄山郁子・井内ゆり・江口初美・家光和子・島村順子・

中西睦子・中山春子

図化補助技術員 西海奈津子

日々雇用職員　森田　泉・岡田美穂・久留宮由佳・田中　菓・松尾裕子・

西馬佐紀・小林俊子・渡辺二三代

第1表　発掘調査作業工程表

年　 度

調査区

昭 昭 昭 昭 昭 昭 昭 平 平

和 和 和 和 和 和 和 成 成

57 58 59 60
1

61 62 63 元 2

確認調査 ○ ○ －

竹添 1 区 ○ ○ －

竹添 2 ～4 区 ○

竹添 5～8 － ○ －

竹添9 区
－ － ○

竹添10～16 ○ －

竹添17区 ○

竹添19区 － ○

池ノ内6 ・7 区 － ○
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第2表　整理作業工程表

年　 度

整理内容

平 平 平 平 平

成 成 成 成 成

3 4 5 6 7

ネーミング ○ ○ ○ ○

接合 ・補強 ○ ○ ○ ○

土壌の水洗選別 ○ ○ ○ ○ ○

実測 ・拓本 ○ ○ ○ ○ ○

復元 － ○ ○

写真撮影 ○ ○

トレース ○ ○

レイアウト ○ ○

原稿執筆 ・編集 ○



第1図　玉津田中遺跡の位置
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第2章　調査の概要

第1節　位置
玉津田中遺跡は、東経134058′50〝、北緯34041′14〝、現在の行政区画の兵庫県神

戸市西区宮ノ下1～3丁目（調査当時は西区玉津町田中）に所在する。地理的には、明石

川中流左岸の沖積地から段丘にかけて広がっており、約25haの規模をもつ（第1図）。

本分冊の位置　第2図に、当遺跡全体の調査区のうち、本分冊所収地区を黒塗りで表し、図版1に調査

区名を示した。本分冊には、玉津田中遺跡のうち南端中央付近にあたる竹添地区の全体と

池ノ内地区の一部の調査結果を収める。

工事との関係　これら調査区と土地区画整理事業との関係を示せば、以下のようになる。竹添1・3・

4区は、幅12mの幹線道路である玉津北環状線建設予定地、竹添2区は調整池の造成予定

地、その他は幅6mの道路建設予定地にあたる。

埋没微地形　本分冊で報告する竹添地区は、南端の段丘崖以南を除くほぼ全域が、地形形成のほとん

ど進行しない完新世段丘面上に立地するため、広範囲に条里型地割りが残るような、ほぼ

平坦な地形であった。しかし、第2図に示した調査前の埋没微地形復元図等から、竹添地

区には、2つの微高地とそれに挟まれた河道が存在すると想定された。

調査の結果、2つの微高地（西微高地・東微高地）と河道（旧明石川）が検出された。

弥生時代前期以降に形成され始めた西微高地からは、弥生時代中期下層段階の遺構が南半

を中心に検出され、つづく中期上層段階には、東西微高地全体に遺構の広がりが認められ

るようになる。これは、明石川下流方向から順に形成された微高地の発達過程に対応する

ものである。

’▼　1
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第3表　徴高地における調査面積と割合

推定面積 居住域面積 居住域の調査面積 調査区

西微高地 27，000 m 2 23，000m 2 4 ，140 m 2 （18％） 竹添　ト 2 ・4 ～12 ・14～16区

．東微高地 1，940 m 2 竹添 3 ・10 ・13 ・15 ・16 ・17 ・19区

池 ノ内 6 ・7 区

第2節　概　要
1．地区区分

本分冊において、量的に中心となる遺構・遺物は弥生時代中期上層のものである。当該

期においては、2本の旧河道と2つの微高地が検出された。

この地形は、当然のことながらあらゆる時期にあてはまるものではない。そのため、以

下の事実報告の記述にあたり、調査区ごと、あるいは調査年度ごとに行う方法も考えたが、

本分冊においては、地形に基づく地区区分を行うのが最適と判断した。

20ヶ所の調査区で、計約8，400m2の調査を行った。西微高地全体に占める調査区の割合

を示せば第3表のとおり約18％となるが、東微高地については、北及び東端部分が確認さ

れていないため、全体の面積を算出することができなかった。

2．時期区分

本分冊に所収する遺構・遺物は、縄紋時代中期・縄紋時代後期・縄紋時代晩期・弥生時

弥生中期

代前期・弥生時代中期下層・弥生時代中期上層・弥生時代後期～古墳時代前期・古墳時代

後期・平安～鎌倉時代に属するものである。

特に、弥生時代中期については、第1分冊以降、下層・上層に分けて記述している。こ

れは、下・上層の境が、洪水などにみられる地形の大きな変化に伴って、水田造成や遺構

の分布などの大きく変わる時期と判断したからである。第1～第4分冊においては、中期

下層を、従来一般的に行われてきた時期区分で言う「畿内第Ⅱ様式およびⅢ様式古段階併

行」、中期上層をそれ以降の「畿内第Ⅲ様式新段階およびⅣ様式併行」と捉えている。し

かしながら、本分冊では、中期下層を西微高地の拡張時期と関わる「畿内第Ⅱ様式併行」

と限定することにしたので注意されたい。

中期の細分　　また、弥生時代中期の中を細かく分ける場合は、篠宮　正「播磨における弥生中期土器一

玉津田中遺跡を中心に－」（『第11回近畿地方埋蔵文化財研究会資料』1993年）で示された、

以下の大時期区分案を採用し、小区分もあわせて使用する。

第Ⅱ様式：櫛措文の採用を指標とする。

第Ⅲ様式：櫛措文の盛用の時期である。Ⅲ－1・2に細分できる。

第Ⅳ様式：凹線文の採用を指標とする。Ⅳ－1・2・3に細分できる。

ただし、中期上層を細分できず「Ⅲ・Ⅳ様式」と呼ぶ場合もある。

3．主要な遺構と遺物

遺構 図版2・3および第4表に、各地区で検出された主要遺構とその数を示したが、時期不

明の遺構も多い。また、微高地上の遺構の時期決定については、遺構の営まれた時期と使

用時期あるいは廃棄時期の厳密な峻別が困難な状況であったことを断っておく。
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第4表　検出された主要遺構

地　 形
時　 期

西旧河道

SR 46001

西微高地 東旧河道

SR 46002

東微高地

弥生時代前期 土坑 （4 基）・溝 （1条）

弥生時代中期下層 河　　 道 竪穴住居　　 （7 棟）
（Ⅱ様式併行） SR 4600 1－1

I
土坑 ・溝 ・柱穴 （多数）

弥生時代中期上層

i

SR 4600 1－2

S R 4 600 1－3

竪穴住居　 （43棟）

掘立柱建物　 （1 棟）

方形周溝墓　 （2 基）

河　 道
l

竪穴住居　 （7 棟）

木棺墓　　 （1 基）
（Ⅲ ・Ⅳ様式併行） SR 4 600 1－4 木棺墓　　 ・（4 基） 土器棺墓　 （1 基）

↓ 土器棺墓　 （8°基） 土坑 ・柱穴　 （多数）
埋没 土坑 ・柱穴　 （多数） 埋　 没 水田

弥生時代後期～ 土器棺墓　 （1基）
・古墳時代後期 溝　　　　 （多数）

平安～鎌倉時代 掘立柱建物　 （3 棟）

土坑 （数基） ・溝 （14条）

なお、本分冊対象地区で検出された遺構の総数は約850基であり、うち330基程度を何ら

かの形で掲載した。ただし、ともに柱穴・溝・旧河道を除く数字である。この選別基準は、

遺物量の多寡、埋土の状況、水洗選別作業の実施の有無などである。

西微高地　西微高地においては、、弥生時代前期から生活の痕跡が確認される。しかし、最もよく利

用されるのは、弥生時代中期下層から中期上層にかけての時期である。

主な遺構は、居住・貯蔵に関する遺構（竪穴住居53棟・掘立柱建物1棟・土坑）、埋葬

に関する遺構（方形周溝墓2基・木棺墓4基・土器棺墓8基）などである。竪穴住居のう

ち、中期下層は7棟、中期上層は43棟を数える。

東微高地　弥生時代中期下層には遺物は全く兄いだせず、東微高地は中期上層以降に居住地として

遺物

利用され始めたことが分かる。

中期上層における主な遺構は、生産に関する遺構（水田）、居住・貯蔵に関する遺構

（竪穴住居7棟・土坑）、埋葬に関する遺構（木棺墓1基・土器棺墓1基）などである。弥

生時代後期には溝・土器棺墓1基などが検出されたのみである。

地形の形成過程については、第3節で層序の検討を通して行うことにする。

本分冊所収の遺物のうち、土器は281のプラスチックコンテナに約2，300箱が出土した。

その大半が竹添1区の旧河道（SR46002）から出土したものである。木器は、約1，000点が

出土し、石器は製品だけで約3，000点が出土している。この他、碧玉製の管玉・ガラス玉・

ビスイ製の丸玉などの玉類、紡錘車・銅鐸形土製品や分銅形土製品などの土製品が出土し

た。土器には、鹿の絵画を措いたものも存在する。これらの遺物は、弥生時代中期上層に

属するものが圧倒的である。

第3節　基本層序
1．微高地の形成と埋没

昭和59年度にバックホーを使用して実施した、当遺跡全体における地形の復元作業を主

目的とした確認調査によって、竹添地区における微地形の形成には、旧明石川及びその支
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西微高地

形成

流による土砂の供給が大きく関与していることが分かっている。

西微高地は、北西から南東にのび、北西端に方形周溝墓群が占地していることは第1分

冊で報告済である。本分冊にいう西微高地は、方形周溝墓群を除く居住域全体を指す。

西微高地における最も古い遺物は弥生時代前期のものである。この時期の遺構の量は

ごくわずかであることから、微高地は小規模なものであったと思われる。

拡張　　　　　図版4で竹添1区東半の南壁断面および平面図の略図を示したとおり、西微高地はそ

埋没

東微高地

形成

埋没

の形成過程上、大きく2段階に分かれることが分かる。このことは竹添10区においても確

認された。拡張した微高地形成層に含まれていた土器は、図版80・90～95に示すようにI・

Ⅱ様式のものに限定され、上面にはⅢ－2様式の竪穴住居（SH46026～SH46028）などが

検出された。このことから、西微高地がⅡ様式以降、Ⅲ様式のある段階までに北東方向に

拡大したといえる。ただし、西微高地の西端は、中期上層段階に流れたSR46001－4によっ

て縁辺部が削り取られ、正確に復元できない。同様に南緑についても完新世段丘崖形成時

に削られてしまっているため、竹添2区以南にも微高地が伸びていたはずである。

なお、微高地の拡大とともに、調査区北半を中心として遺構面が複数存在するため、こ

の時期には、河川上流側における微高地上への土砂の堆積も多かったと推測される。

Ⅳ－1様式にはSR46002が大規模な氾濫を起こす。この氾濫によってSR46002自体も埋

没してしまい、西微高地全面が洪水砂で覆われる（図版4）。ごくわずかではあるが、続

くⅣ－2様式段階にも遺構は存在するが、居住域としての利用は活発とはいえない。ただ

し、竹添5・8区においては鎌倉時代に掘立柱建物などの遺構が営まれている。

東微高地の南西端は、SR46002、北東端は段丘崖を巡る河道（第2分冊で報告）に該当

するが、北西端については、調査を実施していないため不明とせざるをえない。
l

小規模な東微高地が中期下層には存在した（図版2）が、それ以外の部分は東に位置す

る段丘（第3分冊で報告済）と、西微高地との間にはさまれた広範な後背湿地である。

東微高地が本格的に形成されるのは中期下層以後である。SR46002による土砂の供給に

よる微高地化と高燥化をまって遺構が営まれる。最も古い遺物はⅢ－1様式の土器である。

西微高地と同様、調査区北半を中心として遺構面が複数認められた部分がある。

微高地の埋没は、西微高地と同様、Ⅳ－1様式におけるSR46002の大洪水が原因と考え

られる。Ⅳ－2様式段階には、水田や土坑などが営まれ、のち弥生時代後期には土器棺墓

1基や溝多数が認められる。しかしながら、居住域としての利用は不活発であり、この後

永く水田として調査直前まで利用されていた。

2．遺構の検出

弥生時代中期上層の遺構は、微高地全体を覆った弥生時代中期末の洪水砂を除去した段

階、すなわち黒褐色の土壌層上面で検出できたものもごくわずかながら存在する。竹添4

区のSK46039・SP46003、竹添2区のSK46125などがそれである。これらの遺構はサヌカ

イトの集積や土器棺墓であり、遺物の特異な出土状況によって遺構と判別しえたものにす

ぎず、掘り方等は検出しえなかった。このように土壌層上面では、遺構の掘り方を検出す

ることが極めて困難であったため、現地においては、この土壌層を除去した面で遺構検出

作業を実施したことを断っておく。

－12－
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第2部　遺　構

第1章　　西微高地の遺構

第1節　弥生時代前期

1．概要（図版5）

弥生時代前期の遺構は、西微高地でしか検出されな

かった。遺構の種類は土坑と溝に限られ、その数は極

めて少ない。溝については、第3章で記述する。

2．土坑

S K26001（第3図・図版445）

竹添10区の南端に位置し、西微高地の北緑に立地す

る。

平面は楕円形で、規模は長軸0．75m、短軸0．55m、深

さ17cmである。

埋土よりI様式の土器が出土している。

S K2　6　0　0　2

竹添4区で検出された不整形の土坑である。規模は、

長軸約0．7m、短軸1．0m以上を測る。横断面形は台形

であり、検出面からの深さは約28cmを測る。

埋土よりI様式の土器が出土している。

S K2　6　0　0　3

竹添8区で検出された土坑である。東半の状況が不

明であるが、平面形は円形を呈すると思われる。規模

．は、長軸約1．3m、短軸1．0m以上を測る。横断面形は

U字形であり、検出面からの深さは約62cmを測る。

埋土よりI様式の土器が出土している。

S K26004（第3図）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。規模は、

長軸約1．4m、短軸1．0mを測る。横断面形はU字形で

あり、検出面からの深さは約26cmを測る。

埋土よりI様式の土器が出土している。
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第2節　弥生時代中期下層

1．概要（図版5）

弥生時代中期下層の遺構は、前期と同様、西微高地以外では検出されていない。第1部

第3章第2節で既に述べたように、竹添1・10区において、中期下層における西微高地の

北東縁辺部が確認された。

遺構は、この微高地上から、竪穴住居7棟・土坑67基以上が検出された。ただし、SH3

6005～36007については中期上層に属する可能性が高い。集落の中心は西微高地南半にあっ

たようで、竹添2・5・8区以外では検出されなかった。竪穴住居の数については、Ⅲ様

式の可能性のあるSH36004～36006を除外したため、本文の記述と異なっている。

2．竪穴住居

SH36001（図版6・445）

竹添5区の北端に位置する長径約7．5mの楕円形の住居跡である。炭化材が多数検出さ

れ、図上に綱かけした部分には炭が面的に広がっており、その周囲には灰らしい白っぽい

部分もみられたため、焼失住居と推定した。炭化材は放射状というより、南北に7本、東

西に約4本など何本か同一方向に並ぶまとまりがある。倒壊時の状況によるものか、それ

とも住居本来の構造を示すものかは不明であるが、興味深い。炭化材には直径約15cmの

太いものと、5～7cmのやや細いものがある。また、炭化材の根元にあたる部分の上に

ゴザ状に繊維を編んだものがみとめられ、屋根もしくは壁の下地かと思われる。柱穴や中

央土坑は、炭化材や炭の検出面からさらに約7．5cm掘り下げた面で検出した。周壁溝はみ
l

とめられなかった。

中央土坑は2基の切り合い関係がみとめられ、柱穴も多数検出されており、少なくとも

1回の建て替えが考えられる。ただし、新しい方の中央土坑は住居跡の中央からはずれた

位置になる。中央土坑はいずれも底部付近にかなり厚く炭がたまっており、柱穴内にもか

なりの炭がみとめられた。しかし、柱穴を断ち割って調査してみたところ、しっかりと炭

がたまった柱穴でも検出面からの深さがかなり浅いものもあり、あまり柱を深く埋め込ん

でいない状況が観察された。

住居跡内の埋土202袋を水洗選別した結果、サヌカイト剥片が995点、珪化木4点、石

器11点、骨1点、炭化米56点、種子などがみとめられた。種子は15種類、67点以上である。

また、中央土坑Aの埋土29袋からはサヌカイト剥片158点、石器1点、炭化米60点、炭化

種子3種3点以上が、中央土坑Bの31袋からはサヌカイト剥片658点、石器6点、炭化米1

0点、炭化種子5種5点以上が検出された。土器は若干Ⅲ様式の土器の混入がみとめられ

るが、主体はⅡ様式の壷・嚢などである。

SH36002（図版7・446）

竹添5区と8区の交点に位置する住居跡である。北東一南西方向に長い楕円形で、長径

約4．3m、短径約3．7m。推定床面積11．4m2と極めて小型の住居である。壁の立ち上がりが

非常に検出しにくい住居跡であった。周壁溝はみとめられない。柱穴を断ち割ったがいず
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れも浅く、主柱穴が判然としない。床面の一部に薄く炭が分布しており、網かけで図示し

た。中央土坑は直径約53cmと小型で、最上層に黒色土がみとめられるものの、顕著な炭

層はない。

遺物はⅡ様式の土器が主体で、壷・棄・蓋・ミニチュア土器がある。

SH36003（図版7・446）

竹添5区と8区の交点にSH36002に切られる形で円形住居跡の一部と考えられる弧を措

く浅い段差が検出された。それに伴う中央土坑と考えられる土坑も存在したので、住居跡

と認識した。直径は推定7m。深さ約5cm。中央土坑は直径約1．3mのほぼ円形にちかい

土坑で、一部炭層がみとめられる。

遺物はⅡ様式の鉢・壷などが出土している。

SH36004（図版8・446）

竹添8区で検出された竪穴住居である。北側は調査区外に位置するため調査していない。

重複関係は著しく、SD36001を切り、SH36005・SH36006・SH46022に切られている。SH3

6004からSH36006までは連続性がある。平面形態は円形で、規模は推定直径9．0mを測る。

主柱穴は不明である。壁際には幅約10cm、深さ6cmの溝が巡る。床面の標高は15．8mで

ある。

弥生時代中期前半と後半の壷・嚢が出土しているが、中期前半の土器は本来、下層で重

複しているSD36001のものであろう。また床面埋土の水洗選別を行っており、少量のサヌ

カイト剥片が出土した。

SH36005（図版8・446）

竹添8区で検出された竪穴住居である。北側は調査区外に位置するため調査していない。

重複関係は著しく、SD36001とSH36005を切り、SH36006・SH46022に切られている。SH

36004からSH36006までは連続性がある。平面形態は円形で、規模は推定直径9．6mを測る。

主柱穴は不明である。壁際には幅約15cm、深さ5cmの溝が巡る。床面の標高は15．9mで

ある。

弥生時代中期前半と後半の壷・嚢が出土しているが、中期前半の土器は本来、下層で重

複しているSD36001のものであろう。また床面埋土の水洗選別を行っており、少量のサヌ

カイト剥片と炭化米が出土した。

SH36006（図版8・446）

竹添8区で検出された竪穴住居である。北側は調査区外に位置するため調査していない。

重複関係は著しく、SD36001とSH36005・SH36006を切り、SH46022に切られている。SH3

6004からSH36006までは連続性がある。平面形態は円形で、規模は推定直径10．2mを測る。

主柱穴は不明である。壁の高さは、検出面から約0．18mを測る。壁際には幅約9。m、深さ

5cmの溝が巡る。床面の標高は15．9mである。

弥生時代中期前半と後半の壷・嚢が出土しているが、中期前半の土器は本来、下層で重

複しているSD36001のものであろう。また床面埋土を土嚢に37袋採取し、水洗選別を行っ

た。その結果、サヌカイト剥片469点と炭化米19点以上、植物種子2種2点以上が出土し

た。
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SH36007（図版8・447）

竹添8区で検出された竪穴住居である。北側と南側の一部は調査区外に位置するため調

査していない。平面形態は円形で、規模は直径6．3mを測る。主柱穴は4本である。柱穴は

直径約30～50cm、深さ約15～25cmを測る。壁の高さは、検出面から約0．12mを測る。壁

際には幅約10cm、深さ6cmの溝が巡る。床面の標高は15．9mで、ほぼ中央部に土坑があ

る。土坑は円形で、1．11mX1．06m、深さ0．48mの規模をもつ。東側壁と中央土坑との間の

床面には、作業台と考えられる立方体の平石が置かれていた。竪穴住居どうしの重複関係

は認められない。

弥生時代中期前半の壷・婆が出土している。また床面埋土および中央土坑埋土の水洗選

別を行っており、多量の炭化米やサヌカイト剥片が出土した。また少量の植物種子や石器、

碧玉の管玉3点（6003～6005）が出土した。

SH36008（図版9・447）

竹添2区で検出された竪穴住居である。2回の建て替えを行っており、記述の必要から

内側から順に1次・2次・3次住居と呼ぶこととする。平面形態はいずれも円形であり、

それぞれ直径5．3m・6．0m・6．5mを測る。主柱穴は1次住居で4本、2・3次住居で6本

が確認された。床面中央には長軸約134cm、短軸約125cm、深さ約58cmの不整形の中央土

坑が検出された。この中央土坑は、建て替えに伴って位置を多少移していることが考えら

れるが、明確に区分することができなかった。最下層には厚さ10m2の炭層がみられた。中

央土坑周辺に限り、炭と焼土の互層がみられ、複数の床面を確認した。検出面から床面ま

での深さは約30cmで、その標高は15．3mである。周壁溝が3条検出されたが、切り合い関

係の観察から、住居は拡張する方向で建て替えていることが分かった。周壁溝の幅は10～
1

30cm、深さは約10cmである。床面積は、1次住居が20．8m2、2次住居が24．8m2、3次住

居が27．9m2であり、2度の建て替えで約4m2の拡張を行っていることが分かる。SH36009

を切っている。

埋土からⅢ様式の遺物が出土しているが、床面および中央土坑からの出土土器はⅡ様式

のものに限られる。床面より軽石、碧玉製の管玉（6002）が各1点出土している。

中央土坑近くの床面の土壌を採取し、水洗選別を実施した。採取した土壌の量が不明な

ため意味をもたないが、サヌカイトの剥片が587点、炭化米が42点、炭化した種子が20種

類以上、210点以上出土した。

SH36009（図版9）

竹添2区で検出された竪穴住居である。前述したSH36008に切られているが、周壁溝の

一部と中央土坑、主柱穴が確認された。平面形態は円形であり、規模は直径5．0mを測る。

主柱穴は4本が確認された。床面中央には、SH35008の中央土坑に切られる形で、直径約

70cm、深さ約28cmの円形の中央土坑が検出された。最下層には厚さ5cmの炭が堆積して

いた。検出面から床面までの深さは約25cmで、その標高は15．2mである。幅・深さとも10

cm程度の周壁溝が確認された。床面積は17．8m2である。

土器は出土していない。
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SH36010（図版10）

竹添2区で検出された、ほぼ全形のわかる竪穴住居である。主柱穴と中央土坑と周壁溝

の一部しか確認できなかった。これは、上層で周壁の一部が確認できたものの、それと気

づかずに全体を掘り下げてしまった結果である。平面形態は円形であり、規模は直径4．8m

を測る。主柱穴は4本が確認された○床面中央には、長軸約74cm、短軸約64cm、深さ約2

7cmの円形の中央土坑が検出された。中央土坑の最下層には厚さ5cmの炭が堆積していた。

床面の標高は15・3mである。床面の周囲には、幅・深さとも10cm程度の周壁溝が全周して

いる。床面積は16．8m2である。

中央土坑からⅡ様式の土器が出土している。また、中央土坑内の炭層について、土嚢11

袋分の土壌を採取し、水洗選別を実施したが、何一つ検出されなかった。

3．土坑

S K36001（図版11・448）

竹添10区の南端に位置し、西微高地の北緑に立地する。平面楕円形で、規模は長さ1．3m、

短軸0．85m、深さ0．13mである。

埋土からⅡ様式の土器が出土している。

S K3　6　0　0　2

竹添4区で検出された楕円形の土坑である。北端は調査区外に伸びる。規模は長軸1．4m、

短軸0・5m以上を測る。．横断面形は台形で、検出面からの深さは10。mである。

埋土からⅡ様式の土器が出土している。

S K3　60　0　3

竹添4区で検出された楕円形の土坑である。北端は調査区外に伸びる。規模は長軸1．9m

以上、短軸0・9mを測る。横断面形は台形で、検出面からの深さは40cmである。

埋土からⅡ様式の土器が出土している。

S K36005（図版11）

竹添4区で、南半のみが検出された土坑である。平面形態は楕円形と思われ、規模は長

軸の長さ2・80m、短軸の長さ0．90m以上を測る。検出面から坑底までの深さは56。mである。

埋土からⅡ様式の土器が出土している。

S K36006（図版11）

竹添4区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸1．6m、短軸0．8mを測る。横断

面形態は台形で、検出面からの深さは38cmである。埋土は細かく堆積しており、底近く

で厚さ3cm程度の炭層が認められる。

埋土からⅡ様式の土器が出土している○また、埋土のうち炭層上面の土壌を土嚢1袋採

り、水洗選別を行った。その結果、炭化米が70点以上出土した。

S K36007（図版11）

竹添4区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸1．7m、短軸0．8mを測る。横断

面形態は台形で、検出面からの深さは42cmである。

埋土からⅡ様式の土器が出土している。

S K3　6　0　08
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竹添4区で検出された不整形の土坑である。SK36007に切られる。規模は長軸1．4m、短

軸0．5m以上を測る。横断面形は台形で、検出面からの深さは30cmである。

埋土からⅡ様式の土器が出土している。

S K3　6　0　0　9

竹添4区で検出された細長い溝状の土坑である。南端は調査区外に伸びる。規模は長軸

3．8m以上、短軸0．6mを測る。横断面形態は台形で、検出面からの深さは43cmである。中

央付近には、直径40cm程度の炭層の広がりと焼土の二次的堆積が認められる。

埋土からⅡ様式の土器が出土している。埋土上層を土嚢に4袋採り、水洗選別を行った

結果、サヌカイト剥片19点、骨片、炭化米14点、炭化種子3種3点以上が出土した。

S K36010（図版12）

竹添1区で検出された溝状の土坑である。SK46049に切られるため、南西部端の状況は

不明である。規模は長軸4．5m以上、短軸1．1mを測る。横断面形態は皿形で、検出面から

の深さは12cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土下層を土嚢に2袋採り、水洗選別を行った。

その結果、サヌカイト剥片10点、炭化米1点が出土した。

S K36011（図版12・448）

竹添1区で検出された不整形の土坑である。規模は長軸1．5m、短軸1．0mを測る。横断

面形態は台形で、検出面からの深さは38cmである。埋土には、中層に炭層が2面認めら

れる。最下層上面より土器が出土している。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、炭層を土嚢に27袋採り、水洗選別を行った。その

結果、サヌカイト剥片42点、炭化米71点以上、炭化種子3種3点以上が出土した。

SK36012（図版12）　　　　　　　　　　　　　　　　　－

竹添1区で検出された長楕円形の土坑である。南半部は調査区外に続く。規模は長軸

2．2m以上、短軸1．4mを測る。横断面形態は台形で、検出面からの深さは29cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土中・下層を土嚢に6袋採り、水洗選別を行っ

た。その結果、サヌカイト剥片20点、炭化米13点以上が出土した。

S K36013（図版12）

竹添1区で検出された長楕円形の土坑である。規模は長軸1．5m、短軸1．4mを測る。横

断面形態は台形で、検出面からの深さは15cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36014（図版12）

竹添1区で検出された長楕円形の土坑である。側溝掘削の際に南半部を確認していない

ため、全容は不明である。規模は長軸3．0m以上、短軸1．1m以上を測る。縦断面形態は台

形で、土坑西半がさらに1段深くなっており、そこから土器が出土している。検出面から

の深さは12～35cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　6　015

竹添1区で検出された不整形の土坑である。南端部をSK46057に切られている。規模は
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長軸1・7m以上、短軸0・8mを測る○横断面形態は台形で、検出面からの深さは40cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に2袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片10点、炭化米129点以上、炭化種子8種9点以上が出土した。

S K36016（図版13）

竹添1区で検出された不整形の土坑である。規模は長軸2．8m、短軸1．4mを測る。横断

面形態は台形で、検出面からの深さは49cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に11袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片77点、炭化米159点以上、炭化種子18種25点以上が出土した。

S K3　6　017

竹添1区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸0．8m、短軸0．7mを測る。横断

面形態は台形で、検出面からの深さは38cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に5袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片16点、炭化米3点、炭化種子2種2点以上が出土した。

S K36018（図版13・448）

竹添1区で検出された不整形の土坑である○規模は長軸4．6m、短軸1．2mを測る。横断

面形態は、やや内湾する側壁をもつ台形で、検出面からの深さは29cmである。坑底に接

する形で土器が出土している。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に28袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片336点、炭化米151点以上、炭化種子12種20点以上が出土した。

S K36019（図版13）

竹添1区で検出された長楕円形の土坑である。規模は長軸1．6m、短軸0．8mを測る。横

断面形態は台形で、検出面からの深さは21cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に4袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片2点、炭化米91点以上、炭化種子2種2点以上が出土した。

S K36020（図版13・449）

竹添1区で検出された不整形の土坑である○規模は長軸2．0m、短軸1．4mを測る。横断

面形態は台形で、検出面からの深さは11cmである。南半の、坑底から若干浮いた位置で

土器が出土した。

Ⅱ様式の土器が出土している○また、埋土を土嚢に1袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片16点、炭化米16点、炭化種子3種3点以上が出土した。

SK36021（図版13・449）

竹添1区で検出された円形の土坑である。規模は長軸1．5m、短幸由L2mを測る。横断面

形態は台形で、検出面からの深さは44cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に4袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片4点、炭化米60点以上、炭化種子4種4点以上が出土した。

S K36022（図版14）

竹添5区の中程の西壁にかかる土坑で、検出長1．55m。深さ41cm。埋土9袋を水洗選別

したところ、サヌカイト剥片21点、石器3点、炭化米5点以上、および種子が出土した。
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S K36023（図版14・449）

竹添5区と7・8区との交点にある土坑で溝に切られている。2．4～2．15mの不整形な土

坑で、Ⅱ様式の壷・嚢・蓋といった土器がかなりまとまった形で出土している。深さ約60

cmを測る。埋土は上層は中砂から細砂、中層は中砂からシルト質極細砂、下層はシルト

質極細砂から細砂と下に行くほど粒子が細かい傾向にある。

S K3　6　0　2　4

竹添8区で検出された円形の土坑である。北半は調査区外に続く。規模は直径1．0m程度

である。横断面の形態は台形で、検出面からの深さは20cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36025（図版14）

竹添8区のSH46023下層で検出された楕円形の土坑である。南端は住居跡の周壁溝で切

られている。規模は長軸1．0m以上、短軸約0．9mを測る。横断面の形態は台形で、検出面

からの深さは33cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　6　0　2　6

竹添8区のSH46023下層で検出された楕円形の土坑である。西半は住居跡内の土坑に切

られている。規模は長軸約1．0m、短軸約0．7mを測る。横断面の形態はU字形で、検出面

からの深さは44cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36027（図版14）

竹添8区中央部で検出された土坑である。周囲には土坑が密集している。平面形態は楕

円形で、規模は長軸1．30m、短軸1．05m、深さ20cmを測る。断面形は浅いU字形であり、

埋土は2層でレンズ状堆積をしている。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　6　0　2　8

竹添8区で検出された土坑である。北半は調査区外に続く。規模は長軸1．1m以上、短軸

0．7m以上を測る。横断面の形態はU字形で、検出面からの深さは80cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36029（図版14）

竹添8区で検出された土坑である。南端は調査区外に続き、東半は土坑に切られる。平

面形は溝状を呈する。規模は長軸5．0m以上、短軸2．0m以上を測る。横断面の形態は台形

で、検出面からの深さは55cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。図化していないが、紀伊産の嚢が1点含まれている。

S K36030（図版15）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。北端は調査区外に続く。規模は長軸約2．4m、

短軸約1．5mを測る。横断面の形態はU字形で、検出面からの深さは62cmである。埋土の

一単位は非常に薄い。

Ⅱ様式の土器が出土している。
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S K36032（図版15）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である○北端は調査区外に続く。規模は長軸約1．5m、

短軸約1・4mを測る。横断面の形態はU字形で、検出面からの深さは80cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に1袋採り、水洗選別を行ったが、炭

化米3片が出土したのみである。

S K36033（図版15）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。北端は調査区外に続く。規模は長軸約1．5m、

短軸約1・Omを測る。横断面の形態は台形で、検出面からの深さは58cmである。埋土の中

層には炭片が多く含まれている。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に7袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片が1点、炭化米35点が出土した。

SK36034

竹添8区で検出された楕円形の土坑である○北端は調査区外に続く。規模は長軸約1．2m、

短軸約1・Omを測る。横断面の形態はU字形で、検出面からの深さは26cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に10袋採り、水洗選別を行った。その

結果、サヌカイト剥片が13点、炭化米3点以上、炭化種子は2種2点以上が出土した。

S K3　6036
1

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。北端は調査区外に続く。規模は長軸約1．3m、

短軸1・2m以上を測る。横断面の形態は台形で、検出面からの深さは55cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36037（図版15）

竹添8区で検出された土坑である。複雑に土坑が切り合っており、平面形および規模は

不明である。検出面からの深さは36cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に6袋採り、水洗選別を行った結果、

薪翠製の丸玉1点（6001）、炭化米4点以上、炭化種子は3種3点以上が出土した。

SK36039（図版15・450）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸約1．6m、短軸約1．0mを測る。

横断面の形態はU字形で、検出面からの深さは60cmである。埋土中層には炭片が多く含

まれている。

Ⅱ様式の土器が出土している。図化していないが、嚢には紀伊産のものが1点含まれる。

また、埋土を土嚢に11袋採り、水洗選別を行った結果、サヌカイト剥片13点、炭化米91点

以上、炭化種子は3種3点以上が出土した。

SK36040

竹添8区で検出された楕円形の土坑である○東端と南端が土坑に切られている。規模は

長軸約1・5m、短軸の長さは不明である○横断面の形態はU字形で、検出面からの深さは26

cmである。

Ⅱ様式の土器（紀伊産の嚢）が出土している。

SK36041（図版15・450）
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竹添8区で検出された楕円形の土坑である。東端が土坑に切られている。規模は長軸約

2．3m、短軸約1．3mを測る。横断面の形態は台形で、検出面からの深さは46cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　6　04　2

竹添2区で検出された円形の土坑である。規模は直径約0．5mを測る。横断面の形態は台

形で、検出面からの深さは26cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36043（図版16）

竹添2区で検出された土坑である。西端は調査区外に続くため、平面形は不明である。

規模は長軸2．6m以上、短軸2．0mを測る。横断面形態は台形で、検出面からの深さは55cm

である。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36044（図版16）

竹添2区で検出された長楕円形の土坑である。規模は長軸約1．7m、短軸約0．6mを測る。

横断面形態はU字形で、検出面からの深さは51cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　6　045

竹添2区で検出された円形の土坑である。東半は側溝に切られている。規模は直径約1．

0mを測る。横断面形態は台形で、検出面からの深さは24cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　604　6

1

竹添2区で検出された楕円形の土坑である。南半をSK46116に切られる。規模は長軸1．

3m、短軸約0．8mを測る。横断面形態は台形で、検出面からの深さは20cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　6　04　7

竹添2区で検出された楕円形の土坑である。南半をSK36048に切られる。規模は長軸0．

5m以上、短軸約0．4mを測る。横断面形態は皿形で、検出面からの深さは16cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36048（図版16）

竹添2区で検出された長楕円形の土坑である。規模は長軸約2．1m、短軸約0．5mを測る。

横断面形態はU字形で、検出面からの深さは41cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　6　049

竹添2区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約0．8m、短軸約0．5mを測る。

横断面形態は皿形で、検出面からの深さは12cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　6　0　51

竹添2区の、SH46036の下層で検出された不整形の土坑である。規模は、長軸0．9m以上、
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短軸約0・4mを測る。横断面形態は皿形で、検出面からの深さは5cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36052（図版16）

竹添2区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約1．0m、短軸約0．7mを測る。

横断面形態はU字形で、検出面からの深さは34cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K3　6　0　5　3

竹添2区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸約1．9m、短軸約0．8mを測る。

横断面形態は皿形で、検出面からの深さは13cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36054（図版16）

竹添2区で検出された土坑である○東端が側溝で切られている。規模は長軸約2．6m以上、

短軸約2・Om以上を測る○横断面形態はU字形で、検出面からの深さは55cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。

S K36055（図版16）

竹添2区で検出された長楕円形の土坑である○規模は長軸0．84m以上、短軸0．5mを測る。

横断面形態はU字形で、検出面からの深さは30cmである。
1

Ⅱ様式の土器が出≠している。

S K36056

竹添2区で検出された円形の土坑である。規模は直径約0．6mを測る。横断面形態は台形

で、検出面からの深さは38cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に2袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片4点、炭化米12点以上、炭化種子は5種5点以上が出土した。

S K3　6　0　5　7

竹添2区で検出された円形の土坑である。規模は直径約0．6mを測る。横断面形態は皿形

で、検出面からの深さは17cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している○また、埋土を土嚢に1袋採り、水洗選別を行った結果、

サヌカイト剥片1点、炭化米701点以上、炭化種子は3種3点以上が出土した。炭化米の

量が注目される。

S K36058（図版16）

竹添2区で検出された長楕円形の土坑である○規模は長軸約1．2m、短軸0．64mを測る。

横断面形態は皿形で、検出面からの深さは5cmである。

Ⅱ様式の土器が出土している。
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第3節　弥生時代中期上層

1．概要（図版17・18）

弥生時代中期上層段階には、竹添1区東端の河道に礫層が厚さ1．6m以上堆積し、そこに

竪穴住居（SH46026～46028）が営まれたり、竹添4区で竪穴住居が複雑に切り合うなど、

拡大した微高地全体に人々の居住の場が展開したことを裏付けている。

また、微高地北東緑を流れる旧河道からは、特に木器の未製品が集中する箇所（竹添1・

3・6区）があり、木器製作の過程で水漬けした状況が認められた（第3章）。

西微高地で検出された中期上層の遺構は、竪穴住居43棟、方形周溝墓2基、土器棺墓8

基、土坑115基以上、杭列2基、柱穴などである。特に方形周溝墓は、西微高地の北端に

位置する一群（第1分冊で報告済）とは離れ、居住域に近接していることが注目される。

土坑の中にはイイダコ壷やサヌカイトの大型剥片をおさめたものなどがある。また、埋土

の水洗により、微細な遺物を多数検出することができた。

時期の判明する遺構のうち、柱穴・溝を除くものの数量の内訳を示せば、Ⅲ様式67基、

Ⅳ様式36基となり、Ⅲ様式を中心とした時期に活発に利用されていることが分かる。

2．竪穴住居・掘立柱建物

SH46001（図版19・451）

竹添14区西端において、全体の約1／4が検出された竪穴住居である。2つの床面が認め

られ、周壁溝も2本検出されたことから、1度の建て替えを行ったことが分かる。古いも

のから順に1次住居、2次住居と呼ぶこととする。平面形態は円形であり、2次住居の規

模は直径7．2mに復元される。床面からは多数の柱穴が検出されたが、柱根の遺存するもの

もあった。うち1本は直径13cmを測るが、主柱穴となるかどうかは不明である。検出面

から1次住居の床面までの深さは約18cmで、その標高は16．4mである。床面の周囲には、

幅・深さとも8cm程度の周壁溝が巡る。また、これより約45cm内側にはこれと平行する

同程度の溝が検出された。床面積は36m2程度に復元できる。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。

SH46002（図版19・451）

竹添12区のほぼ中央に位置する。やや不整形な円形竪穴住居と考えられるが、調査区内

では、住居の南半が調査されたのみで、北半は調査できなかった。

主柱穴は6本となる可能性が高い。推定直径は10．4m、遺存深度は約30cmである。

住居内には、幅約20cm、深さ約10cm、推定直径6．7mの溝が、住居の外周とはやや偏っ

た位置に巡るため、本住居跡では1回の拡張がおこなわれている可能性が考慮される。

中央土坑は楕円形を呈するが、その北半はトレンチ外にまで延びるため、調査できなかっ

た。住居床面から土坑底までの深さは、約50cmを測る。土坑下層には、炭化物を多量に

含む土壌が堆積しており、水洗選別の結果、サヌカイトの砕片等が100点、炭化米9点の

ほか、6種類28点以上の炭化種子が検出された。種子のうちアブラナ科が17点を占める。

本住居跡は、古土壌により自然埋没しており、埋土中からⅢ様式の土器が出土している。
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SH46003（図版20・451）

竹添11区の中央に位置する。南半部は調査区外のため、全体の約1／3を調査したことに

なる。3条の周壁溝が検出され、建て替えが行われたことが分かる。

平面形態は円形で、直径が最小の段階で約6．6m、最大の段階で約8．0mに復元できる。

検出面からの深さは30cmで、床面で10数本の柱穴を検出したが、周壁溝との対応は不明

である。調査した範囲内では中央土坑は検出できなかった。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

SH46004（図版20・452）

竹添11区の中央に位置する。南半部は調査区外のため、全体の約1／2を調査したことに

なる。住居の西端はSH46003に切られている。

平面形態は円形で、周壁の直径が約9．0mに復元できる。検出面からの深さは30cmで、

床面で約20本の柱穴と、周壁溝状の細い溝、中央土坑4基を検出した。中央土坑Aは平面

不整円形で、径0・95×0．85m、深さ22cm、中央土坑Bは平面長円形で、径1．35×0．7m、深

さ9cm、中央土坑Cは平面不整円形で、径0．95×0．9m、深さ16cm、中央土坑Dは平面円

形で、径55cm、深さ15cmである。これらの土坑は埋土に顕著な炭層を含んでいるため中

央土坑と思われるが、それに対応する周壁溝は見つかっていない。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

SH46005（図版21）

竹添16区西端において検出された竪穴住居である。SH46006に隣接する。遺構東端のご

く一部しか確認できなかったのは、先行して調査を実施した竹添10区の調査時に、遺構の

大部分を掘り下げてしまったことによる。これは、西微高地の中期下層段階の微高地縁辺

を、中期上層段階のそれと誤認して掘削してしまったためである。

平面形態は円形であり、直径3．8mに復元される。検出面から床面までの深さは約34cm

で、その標高は15・8mである。床面の周囲には、周壁溝が認められなかった。床面積は10

m2程度に復元できる小型の竪穴住居である。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、床面近くの埋土を中心とする土嚢30

袋分の土壌を採取し、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイトの剥片が25点、炭化米

が25点以上、炭化した種子が4種類以上、4点以上出土した。

SH46006（図版21・452・453）

竹添16区西端において検出された竪穴住居である。SH46005に隣接する。床面が2面あ

ること、周壁溝が3条認められることから2回の建て替えを行っていることが分かる。い

ずれの平面形態も円形であり、直径は1次住居が5．3m、2次住居が5．7m、3次住居が6．4

mを測る。主柱穴は明確でないが、いずれも5本と思われ、建て替えに伴う位置の大きな

移動はない。床面中央には、長軸約113cm、短軸約105cm、深さ約46cmの円形の中央土坑

が検出された。中央土坑は明確な切り合いが認められなかった。この土坑の最下層には厚

さ12cmの炭が堆積していた。検出面から下層床面までの深さは約34cmで、その標高は15．

8mである。床面の周囲には、幅7～20cm、深さ10～15cm程度の周壁溝が3条全周してい

る。周壁溝には切り合いが認められ、内側から順に拡張していることが確かめられた。

ー25－



3次住居の床面積は31．1m2を測る。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。また、中央土坑内の炭層について、土嚢47

袋分の土壌を採取し、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイトの剥片が865点、骨片

が2点、昆虫羽が1点、貝殻が2点、炭化米が453点以上、炭化した種子が25種類以上、

101点以上出土した。

SH46007（図版22・23・453）

竹添10区の南端に位置する。東西の両端は調査区外のため、全体の約1／2を調査したこ

とになる。住居の西半部はSH46008に切られているが、床面はほぼ同一レベルである。4

基の中央土坑が検出され、建て替えが行われたことが分かる。

平面形態は円形で、直径が最小の段階で約7．4m、最大の段階で約8．8mに復元できる。

検出面からの深さは25cmで、多数の柱穴と中央土坑4基を検出した。SH46007とSH46008

の切り合っている部分では、柱穴の帰属先の判別は困難であるが、柱穴の並びが円周を措

くところから、区別を行った。ただし柱穴と中央土坑・周壁溝との対応は不明である。

中央土坑Aは平面不整円形で、径1．2m、深さ20cm、中央土坑Bは平面不整円形で、径

1．3m、深さ50cm、中央土坑Cは平面長円形で、径1．1×0．75m、深さ40cm、中央土坑Dは

平面長円形で、径1．15×0．7m、深さ45cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

SH46008（図版22・23・453）

竹添10区の南端に位置する。西半部は調査区外のため、全体の約1／2を調査したことに

なる。4基の中央土坑が検出され、建て替えが行われたことが分かる。

平面形態は円形を基本とするが、最も内側の周壁溝はやや角張った円形を呈する。直径
l

は最小の段階で約5．6m、最大の段階で約7．5mに復元できる。検出面からの深さは25cmで、

床面で多数の柱穴と中央土坑4基を検出したが、周壁溝との対応は不明である。

中央土坑Eは平面楕円形で、径1．05×0．8m、深さ40cm、中央土坑Fは平面楕円形で、

径0．85×0．7m、深さ37cm、中央土坑Gは平面不整形で、径約0．7m、深さ48cm、中央土坑

Hは平面楕円形で、短径0．5m、深さ20cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

SH46009（図版24・453・454・455）

竹添4区で検出された竪穴住居である。旧河道SR46001左岸際に位置するこの場所で

は、建て替えを含め、7棟の竪穴住居が激しく重なっている。周壁溝・中央土坑・主柱穴

の切り合いの把握から、新旧関係を古いものから順に記すと以下のとおりになる。

SH46012　　＞　SH46012　　　＞SH46011　　　　一

需㌫了SH46011‾「
SH46　010　　　＝　S H46　010

（1次住居） （2次住居）

（1次住居）

SH46009　　＞　SH46　009

（1次住居）　　　（2次住居）

SH46009は、1回の建て替えを行っており、記述の必要から古い順に1次・2次住居
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と呼ぶこととする。平面形態はいずれも円形である。規模は、2次住居が直径5．4mを測る

が、1次住居については不明である。主柱穴はいずれも4本が確認された。床面中央には

直径約1・6m、深さ約43cmの不整形の中央土坑が検出された。この中央土坑は、建て替え

に伴って位置を移していないと思われる。最下層には厚さ16cmの炭層がみられた。中央

土坑西側には、約60×100cmの範囲で焼土面が認められた。検出面から床面までの深さは

約15cmで、その標高は16．0mである。周壁溝が2本検出された。周壁溝の幅は18～30cm、

深さは約6cmである。床面積は2次住居が21．9m2であるが、1次住居については不明で

ある。SH46010に切られている。

埋土からⅡ様式の土器も出土しているが、混入と考え、中央土坑出土のⅢ－1様式の土

器がこの竪穴住居の使用時期を示していると判断する。また、中央土坑内の炭層から土嚢

11袋分の土壌を採取し、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイトの剥片が533点、炭

化米が40点以上、炭化した種子が17種類以上、101点以上出土した。

SH46010（図版24・453・454・455）

竹添4区で検出された、ほぼ全形の分かる竪穴住居である。旧河道SR46001左岸際に位

置する。前述したSH46009およびSH46011を切って作られている。床面が2面あること、

周壁溝が部分的に2条認められることから1回の建て替えを行っていることが分かる。建

て替え後の2次住居の平面形態は円形であり、規模は直径5．7mを測る。主柱穴は5本が確

認された。床面中央には、長軸約1．38m、短軸約1．23m、深さ約45cmの円形の中央土坑が

検出された。中央土坑の最下層には厚さ12cmの炭が堆積していた。検出面から床面まで

の深さは約30cmで、その標高は15．8mである。床面の周囲には、幅・深さとも10cm程度

の周壁溝が全周している。床面積は20．0m2である。

1次住居については、主柱穴が確認できなかったことを含めて詳細が不明である。

埋土からⅡ様式の土器も出土しているが、混入と考え、中央土坑や床面出土遺物である

Ⅲ－1様式の土器がこの竪穴住居の使用時期を示していると判断する。また、中央土坑内

の炭層について、土嚢17袋分の土壌を採取し、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイ

トの剥片が97点、炭化米が111点以上、炭化した種子が18種類以上、59点以上出土した。

SH46011（図版25・453・454）

竹添4区で検出された竪穴住居である。旧河道SR46001左岸際に位置する。前述したSH

46010に切られている。SH46012埋没後に、ほぼ同じ位置に営まれたものである。平面形

態は円形であり、規模は直径5．8mを測る。主柱穴は4本が確認された。床面中央には、長

軸約0・82m、短軸約1．04m、深さ約44cmの楕円形の中央土坑が検出された。中央土坑の最

下層には厚さ20cmの炭が堆積していた。また、中央土坑東側には直径45cm程度の焼土面

が認められた。検出面から床面までの深さは約45cmで、その標高は16．2mである。床面の

周囲には、幅15cm、深さ5cm程度の周壁溝が巡っている。床面積は24．6m2程度に復元で

きる。

埋土からⅡ様式の土器も出土しているが、混入と考え、中央土坑や床面出土遺物である

Ⅲ－1様式の土器がこの竪穴住居の使用時期を示していると判断する。

SH46012（図版25・453・454）
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竹添4区で検出された竪穴住居である。旧河道SR46001左岸際に位置する。前述したSH

46011に切られている。床面は1面しかないが、周壁溝が2条認められるため、1回の建

て替えを行っていることが分かる。建て替え後の2次住居の平面形態は円形であり、規模

は直径6．8mを測る。主柱穴は6本が確認された。床面中央には、SH46011に切られた楕円

形の中央土坑が検出された。規模は長軸約1．26m、短軸約0．85m、深さ16cm以上を測る。

最下層には厚さ12cm以上の炭が堆積していた。検出面から床面までの深さは約50cmで、

その標高は16．1mである。床面の周囲には、幅20cm、深さ10cm程度の周壁溝が巡ってい

る。床面積は32．2m2程度に復元できる。

1次住居については、主柱穴が確認できなかったことを含めて詳細が不明である。

埋土からⅡ様式の土器も出土しているが、混入と考え、中央土坑や床面出土遺物のⅢ様

式の土器がこの竪穴住居の使用時期を示していると判断する。また、床面土壌を土嚢1袋

分、中央土坑炭層を8袋分採取し、水洗選別を実施した。その結果、前者では炭化米が23

点以上、後者でサヌカイト剥片99点、炭化米12点以上、炭化種子2種類6点が出土した。

SH46013（図版26・455）

竹添4区で検出された竪穴住居である。当住居を含め、この地域では8棟の竪穴住居が

激しく重なっている。周壁溝・中央土坑・主柱穴の切り合いの把握から、新旧関係が判明

したものを古いものから順に記すと以下のとおりになる。

S H46　01

S H4　6　013・＞S H46　01 ：王；：；：：i題
16ヰ・S H46　018－－S H4　6　0　2　0

これをみれば、SH46013がSH46015と並んで、この住居群のなかでも最も古いことが分
l

かる。平面形態は円形であり、規模は直径5．0mを測る。主柱穴は3本が確認されたが、S

H46017中央土坑に切られたであろう1本を追加して、4本の主柱穴を持っていたと考え

る。床面中央には、直径約1．18m、深さ34cmの円形の中央土坑が検出された。最下層には

厚さ17cmの炭が堆積していた。床面の標高は16．1mである。周壁は遺存しておらず、幅15

cm、深さ5cm程度の周壁溝が確認された。床面積は18．1m2に復元される。

土器は出土していない。また、中央土坑の炭層を土嚢に13袋採取し、水洗選別を実施し

た結果、サヌカイト剥片137点、炭化米6点以上、炭化種子8種類167点が出土した。種子

のうち163点が同一種類で占められている。

SH46014（図版26・455）

竹添4区で検出された竪穴住居である。平面形態は円形であり、規模は直径6．3mを測る。

主柱穴は6本が確認された。床面中央には、SH46017に切られた楕円形の中央土坑が検出

された。規模は長軸約1．23m、短軸約0．99m、深さ43cmを測る。最下層には厚さ9cmの炭

が堆積していた。検出面から床面までの深さは約8cmで、その標高は16．0mである。床面

の周囲には、幅5～20cm、深さ10cm程度の周壁溝が巡っている。床面積は28．0m2程度に

復元できる。

周壁溝や中央土坑からⅢ－1様式の土器が出土している。中央土坑炭層から土嚢袋に23

袋分採取し、水洗選別を行った。その結果、サヌカイト剥片148点、炭化釆43点以上、炭
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化種子11種類305点以上が出土した。種子のうち、297点が同一種類で占められている。

SH46015（図版27・455）

竹添4区で検出された竪穴住居である。平面形態は円形であり、規模は直径8．2mを測る。

主柱穴は8本が確認された。床面中央には、SH46020に切られた楕円形の中央土坑が検出

された。規模は長軸約0．84m、短軸約0．68m、深さ25cm以上を測る。第2層には厚さ5cm

の炭が堆積する。検出面から床面までの深さは約6cmで、標高は16．1mである。床面の周

囲には、幅12～25cm、深さ6cm程度の周壁溝が巡る。床面積は47．6m2程度に復元できる。

周壁溝からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、中央土坑炭層を6袋分採取し、水

洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片29点、炭化米13点以上、炭化種子4種類24

点以上が出土した。

SH46016（図版27・455）

竹添4区で検出された竪穴住居である。平面形態は円形であり、規模は直径5．4mを測る。

主柱穴は4本が確認された。床面中央には、楕円形の中央土坑が検出された。規模は長軸

約1．16m、短軸約1．11m、深さ41cmを測る。最下層には厚さ5cmの炭が堆積していた。床

面の標高は16．0mである。周壁は遺存しておらず、幅10～25cm、深さ10cm程度の周壁溝

が確認された。床面積は20．7m2に復元される。
／

床面直上、周壁溝、戸央土坑からⅢ－1様式の土器が出土している。また、中央土坑炭

層を18袋分採取し、水溌選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片176点、炭化米62点

以上、炭化種子12種類58点以上が出土した。

SH46017（図版28・455）

竹添4区で検出された竪穴住居である。平面形態は円形であり、規模は直径5．2mを測る。
＿ノ

主柱穴は4本が確認された。床面中央には、楕円形の中央土坑が検出された。規模は長軸

約0．9m、短軸約1．0m、深さ36cmを測る。最下層には厚さ14cmの炭が堆積していた。また、

当住居跡中央土坑の地山は、周囲の他の中央土坑と違い、肩部が崩壊しやすい細砂となっ

ている。このため、礫混じりシルトを貼り付ける工夫をしている点が特筆される。

床面の標高は16．0mである。周壁は遺存しておらず、幅15cm、深さ8cm程度の周壁溝

が確認された。床面積は18．1m2に復元される。

図化していないが、周壁溝、中央土坑からⅢ様式の土器が出土している。また、中央土

坑炭層を12袋分採取し、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片51点、炭化米17

点以上、炭化種子8種類35点以上が出土した。

SH46018（図版28・455）

竹添4区で検出された、ほぼ全形の分かる竪穴住居である。平面形態は円形であり、規

模は直径3．8mを測る。主柱穴は4本が確認された。床面中央には、直径60cm、深さ31cm

の円形の中央土坑が検出された。最下層には厚さ13cmの炭が堆積していた。検出面から

床面までの深さは約6cmで、その標高は16．0mである。床面の周囲には、幅12cm、深さ

6cm程度の周壁溝が巡っている。床面積は10．6m2である。

図化していないが、周壁溝、中央土坑からⅢ様式の土器が出土している。また、中央土

坑炭層を2袋分採取し、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片10点、炭化米3
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点以上が出土した。

SH46019（巻首図版2・図版29・455・457）

竹添4区で検出された、ほぼ全形の分かる竪穴住居である。平面形態は長方形と特異で

あり、規模は短辺3．6m、長辺7．4mを測る。床面には柱穴が確認されたが、規則的に並ば

ないため、上屋の構造を復元する資料になりえない。床面中央には中央土坑がなく、直径

40cm程度の円形の焼土面が2ヶ所認められた。検出面から床面までの深さは約30cmで、

その標高は16．1mである。床面の周囲には、幅15cm、深さ8cm程度の周壁溝が巡ってい

る。周壁溝は、東側短辺中央部分において内側に半円状に張り出しているため、ここに入

口を含む特殊な施設の存在を想定できる。また、周壁に沿う形で、板材の痕跡と思われる

黒灰色のシルト質極細砂層が検出された。このことから、周壁に沿って板材が立て並べら

れていたことが確認された。この痕跡は、南壁中央付近において認められたもので、全周

していたかどうかについては判然とせず、また板材の横幅については確認できなかった。

厚さは5cm、高さは20cmを測る。床面積は21．5m2である。

周壁溝、床面直上、埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。また、焼土周辺の床面

の土壌を6袋分採取し、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片43点、骨片1点、

炭化米5点以上、炭化種子1種類1点が出土した。

SH46020（図版30・455）

竹添4区で検出された、ほぼ全形の分かる竪穴住居である。平面形態は楕円形であり、

規模は長軸5．5m、短軸5．0mを測る。主柱穴は6本が周壁に比較的近い場所で確認された。

床面中央には、長軸96cm、短軸63cm、深さ29cmの楕円形の中央土坑が検出された。最下

層には厚さ6cmの炭が堆積していた。床面の標高は1白．4mである。周壁は遺存しておらず、
l

幅10～15cm、深さ10cm程度の周壁溝が確認された。床面積は19．4m2である。

周壁溝、中央土坑からⅢ様式の土器が出土している。また、中央土坑炭層を12袋分採取

し、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片23点、炭化米21点以上、炭化種子6

種類、149点以上が出土した。種子のうち、144点が同一種類で占められている。

SB46001（図版30・455・456）

竹添4区の竪穴住居群の東側で検出された、ほぼ全形の分かる掘立柱建物である。N860

Wに棟軸の方向をとる梁行1間、桁行4間、近接棟持柱を両面にもつ建物であり、規模は

桁行方向が4．56mと4．71m、梁行方向が3．27mと3．42m、面積は15．3m2を測る。側柱は掘り

方の直径が約33～43cm、柱痕の直径が約12cm、深さ約36～68cmと比較的大きい。それに

対して棟持柱は貧弱であり、掘り方の直径が27cm、柱痕の直径が40cm、深さ16cmを測る。

梁間1間の掘立柱建物は、高床建築であった可能性が高いといわれている。当遺構と重

なる形で焼土面が2両確認されているが、うち1面は棟持柱を建てる以前のものであり、

残る1面も柱に近接するため、同時に存在していた可能性は低い。このことから、当遺構

が平地住居であることを積極的に証明する資料はない。

この焼土の性格について推測を加えてみたい。複数の焼土が大きな間隔をあけずに連な

るのは、SH46019床面の焼土のあり方と酷似すること、この焼土群と平行する形で、SB46

001と切り合う地山の段がみられることから、長方形竪穴住居がさらにもう1基存在した
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可能性が考えられる。

遺物は出土していないが、Ⅳ－1様式の土器を出土したSK46028を切ること、周辺に

Ⅳ－2様式以降の遺構が認められないため、本遺構の時期をⅣ－1様式としたい。

SH46021（図版31・458）

竹添8区の西から20m付近にある隅丸方形に近い円形の住居跡である。直径およそ5．3m。

深さ約29cm。周壁溝はわずかにくぼむ程度である。

中央土坑は直径1．1mのほぼ円形に近い土坑で検出面からの深さは30cm。両脇に直径50

から60cm程度の中土坑各1基を伴う。中央土坑だけ底付近に炭層が堆積している。中央

土坑の土11袋を水洗選別した結果、サヌカイト剥片38点、骨1点、炭化米3点、種子1点

が得られた。主柱穴は4本で、中央土坑とその両脇の土坑の並びとほぼ一致した方向にな

らぶ。ただし土坑に近すぎるきらいがある。

出土した遺物は一部Ⅱ様式の土器を含むが、主な遺物はⅢ－1様式の時期に所属してお

り、壷・嚢を図化している。

SH46022（図版31）

SH46021に切られる形で円形住居跡の一部と考えられる段差が検出されている。深さ7

cm。いくつか柱穴が検出されているが、この住居跡に伴うものか判断できない。Ⅱ・Ⅲ

様式の壷・嚢が出土している。

SH46023（図版32・458）

竹添8区中程にあるやや台形気味の隅丸方形の住居跡である。一辺はおよそ5m。深さ

17．5cmとかなり残りのよい住居跡であった。周壁溝も明瞭に確認できた。

中央土坑は78～62cmの楕円形で、深さは25cm。それに長さ1．2m、深さ10cmの細長い浅

い土坑がほぼ一辺を共有するように接している。いずれも炭がたまっており、その炭層の

上面で土器がまとまって出土している。主柱穴は4本で、そのうちの2本は側溝内で痕跡

を確認した。柱穴の方向は細長い土坑の方向とほぼ一致している。中央土坑の南で台石ら

しい石が検出された。

遺物はⅡ・Ⅲ様式の土器も多く含んでいるが、Ⅳ－1様式の鉢・高杯が出土しているの

で、その時期と考える。中央土坑の土を4袋水洗選別した結果、サヌカイト剥片70点、炭

化米3点以上が得られた。

SH46024・SH46025（図版33・458・459）

竹添8区の東よりにあるⅣ－2様式の竪穴住居である。最初は直径約10mの円形の住居

跡がおよそ半分くらい検出された。極めて多くの回数建て替えられたものらしく、周壁溝

が何重にも巡り、100を越えるおびただしい数の柱穴が検出された。調査時にはSH46024

が北に少し位置を変えて建て替えたものがSH46025と考えた。SH46024は直径約10m、深

さ12cm。柱穴は著しく切りあっており、周壁溝との関連は復元できなかった。

多くの柱穴を断ち割って調査したところ、掘り方内に炭まじりの土がブロック状に入っ

ている状況や、ごく近くに何度も柱穴を掘っている切り合い状況、根固めのためか、柱穴

の底に礫を並べている例などが観察できた。また、水位の加減か、木質の残存状況は良好

で、柱穴の中には柱根が残っていたり、二枚重ねの礎板が残っているものもあった。また、
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柱穴内から、木製の容器（6001）・木剣（6002）や磨製石剣（6496）も出土しており、後

二者については地鋲的な性格も考えられる。

住居跡内の土13袋を水洗選別した結果、碧玉管玉1点（6007）、サヌカイト剥片570点、

珪化木4点、石器3点、炭化米102点以上、炭化種子6種類6点以上が得られた。柱穴に

ついてもいくつか土を水洗選別したところ、碧玉管玉1点（6006）、サヌカイト剥片、炭

化米、種子などが得られた。中にはサヌカイト剥片が89点、159点、106点と大量に出土し

た柱穴や、サヌカイト剥片が129点、炭化米が127点出土した柱穴もある。中央土坑の土12

袋からはサヌカイト剥片1123点、珪化木4点、石器5点、炭化米240点以上、種子などが
′

検出された。中央土坑2の2袋の土からはサヌカイト剥片29、炭化米77点以上のほか、炭

化種子9種類82点以上が出土しており、このうち72点はアブラナ科に分類される。

SH46026（図版34・461）

竹添1区の東側に位置し、砂礫層による微高地の拡張部分に立地する。住居の大半は調

査区外のため、北端の一部を検出したのみである。周壁溝の検出状況から2回以上の建て

替え・拡張が認められる。

平面形態は円形で、直径が最小の段階で約5．0m、最大の段階で約6．8mに復元できる。

検出面からの深さは10cmで、床面では柱穴1本を検出したのみである。

SH46027（図版34・460）

竹添1区の東側に位置し、砂礫層による微高地の拡張部分に立地する。調査区内で、住

居の全体を検出した。周壁溝の検出状況から建て替え・拡張は認められない。床面上には

炭化材が放射状に倒れ込んでおり、火災に遭った状況を示している。家屋が焼失した後は

放置されたらしく、住居内は数回の洪水砂の流入によらて埋もれている。

平面形態は円形で、直径5．1m、検出面からの深さ20bmである。主柱穴は4本柱で、中

央に円形の中央土坑を有する。中央土坑は土坑SK46066に切られており、残存部での径0．7

m、深さ25cmである。

Ⅲ－2様式の土器が出土している。

SH46028（図版34）

竹添1区の東側に位置し、砂礫層による微高地の拡張部分に立地する。住居の大半は調

査区外のため、北端の一部を検出したのみで、詳細は不明である。

平面形態はやや角張った円形と考えられ、復元径は不明である。検出面からの深さは25

cmである。

SH46029（図版35）

竹添8区で検出された竪穴住居である。北側の大部分は調査区外に位置しており、床面

と周壁溝の一部しか判明していない。平面形態は円形で、規模は推定直径8．0mを測る。主

柱穴は不明である。周壁の高さは、検出面から約11cmである。周壁際には幅約13cm、深

さ5cmの周壁溝が巡る。床面の標高は15．7mである。

遺物は出土していない。

SH4戸030（図版35）

竹添6区で検出された竪穴住居である。西側の大部分は調査区外にあり、床面と周壁溝
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の一部しか判明していない。平面形態は円形で、規模は推定直径3．0mを測る。主柱穴は不

明である。周壁際には幅約12cm、深さ2cmの周壁溝が巡る。床面の標高は15．6mである。

遺物は出土していない。

SH46031（図版35・461）
J

竹添6区で検出された竪穴住居である。西側の大部分は調査区外に位置しており、さら

に南側の一部はSH46032を切って重複している。平面形態は円形で、規模は推定直径3．6m

を測る。主柱穴は不明である。周壁の高さは、検出面から約14cmである。周壁際には幅

約8cm、深さ5cmの周壁溝が巡る。床面の標高は15．6mである。

Ⅲ－2様式の壷・嚢が出土している。

SH46032（図版35・461）

竹添6区で検出された竪穴住居である。西側の大部分は調査区外に位置しており、さら

に北側の一部はSH46031に切られて重複している。平面形態は円形で、規模は推定直径4．

0mを測る。主柱穴は不明である。周壁の高さは、検出面から約10cmである。周壁際には

幅約8cm、深さ6cmの周壁溝が巡る。床面の標高は15．7mである。

Ⅲ－2様式の壷・嚢が出土している。

SH46033（図版35）

竹添6区で検出された遺構である。西側の大部分は調査区外に位置しているため全体の

様相はつかめない。平面形態は円形と考えられる。主柱穴も不明である。周壁の高さは、

検出面から約14cmである。周壁際には周壁溝が巡っていないため、竪穴住居かどうかも

不明である。床面の標高は15．4mである。

Ⅲ－1様式の壷が出土している。

SH46034（図版36・461）

竹添2区西端で検出された竪穴住居である○全体のごく一部が調査されたにすぎず、溝

をともなう周壁らしき段が弧状に検出されたこと、その内側で多数の柱穴が確認されたた

め、竪穴住居と判断したが、詳細は不明である。

弧状に検出された段を周壁とすれば、直径10m程度の規模に復元される。柱穴は100基

以上が切り合いながら検出された。床面の標高は15．6mである。

周壁際からⅢ様式の土器が出土している。

SH46035（図版36・462）

竹添2区中央南端で検出された竪穴住居である。周壁溝と主柱穴、中央土坑の半分を調

査した。平面形態は円形であり、規模は直径6．3mを測る。7本の主柱穴が周壁に比較的近

い場所で確認された。床面中央にあたる調査区南壁には、深さ53cm程度の中央土坑が確

認された。最下層には厚さ18cmの炭が堆積していた。床面の標高は15．5mである。中央土

坑の北側には、当住居に伴うとみられる直径28cmの焼土面が検出された。周壁は遺存し

ておらず、幅・深さとも10cm程度の周壁溝が確認された。床面積は28．3m2程度に復元さ

れる。　周壁溝、中央土坑からⅢ様式の土器が出土している。

SH46036（図版37・462）

竹添2区中央南端で検出された竪穴住居である。床面は1面しか残存しなかったが、周
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壁溝が3条検出されたことから、2度の建て替えが認められた。平面形態は円形であり、

規模は直径8．0mを測る。主柱穴は、周壁溝に比較的近い位置に推定8本のうち6本が、中

央土坑を取り囲む形で4本が認められた。これらは住居の建て替えに伴って別個に存在し

たものか否かは判然としないが、同時存在としておく。床面中央には、長軸1．36m、短軸

1．25m、深さ61cm程度の中央土坑が確認された。最下層には厚さ15cmの炭が堆積してい

た。床面の標高は15．5mである。また、床面の一部には黄褐色シルトの固く締まった土層

が認められた。地山自体が窪んでいたため、貼り床をしていると解釈できる。周壁は遺存し

ておらず、幅10～15cm、深さ10cm程度の周壁溝が3条確認された。周壁構内の一部には、

直径3cm、深さ5cm程度の杭の痕跡が認められた。床面積は38．5m2程度に復元される。

周壁溝、中央土坑からⅣ－1様式の土器が出土している。また、中央土坑炭層を1袋分

採取し、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片19点、炭化米3点以上、炭化種

子7種類、53点以上が出土した。種子のうち、47点が同一種類で占められている。

SH46037（図版38）

竹添2区中央で検出された竪穴住居である。主柱穴と中央土坑しか確認できなかった。

上層で周壁の一部が確認できたものの、気づかずに全体を掘り下げてしまったためである。

主柱穴は6本が認められた。主柱穴には礎板と思われる板材が認められるもの、柱根が残

存していたものがある。床面中央には、長軸1．03m、短軸0．84m、深さ46cm程度の中央土

坑が確認された。最下層には厚さ13cmの炭が堆積していた。床面の標高は15．5mである。

中央土坑からⅢ様式の土器が出土している。また、中央土坑炭層を1袋分採取し、水洗

選別を実施した結果、炭化米16点以上、炭化種子6種類、7点以上が出土した。

SH46038（図版38）

竹添2区中央で検出された竪穴住居である。SH46037同様、主柱穴と中央土坑しか確

認できなかった。上層で周壁の一部が確認できたものの、それと気づかずに全体を掘り下

げてしまった結果である。主柱穴は4本が認められた。床面中央には、長軸1．04m、短軸

0．88m、深さ40cm程度の中央土坑が確認された。最下層には厚さ8cmの炭が部分的に堆

積していた。床面の標高は15．6mである。

中央土坑からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、中央土坑炭層を1袋分採取し、

水洗選別を実施した結果、炭化米17点以上、炭化種子7種類、9点以上が出土した。

SH46039（図版39・462）

竹添2区で検出された、全形のわかる竪穴住居である。主柱穴と中央土坑と周壁溝の一

部を確認したが、これは上層での検出が困難であったことによる。平面形態は円形であり、

規模は直径7．3mを測る。主柱穴は8本が確認された。床面中央には、長軸約0．89m、短軸

約0．74m、深さ約35cmの円形の中央土坑が検出された。中央土坑の最下層には厚さ10cm

の炭が堆積していた。床面の標高は15．4mである。床面の周囲には、幅5～30cm、深さ10

cm程度の周壁溝が全周している。床面積は37．7m2である。

中央土坑からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、中央土坑近くの床面について、

土壌を採取し、水洗選別を実施した。採取した土の量が不明ではあるが、サヌカイト剥片

22点、骨片1点、炭化米6点以上、炭化種子7種類23点以上出土した。
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3．方形周溝墓

SX46001（巻首図版3・図版40～42・463～466）

竹添11区の西側に位置する方形周溝墓である。墳丘部の1／2弱と、西・南・東周溝の一

部を検出した。

墳丘と周溝　墳丘部の平面形態は方形で、規模は東西方向が約12mで、南北方向は6m以上である。

周溝は内側の肩のラインが直線的で、外側の肩のラインがやや弧状を呈し、四隅は途切れ

るか、または非常に浅くなる形態をとるものと考えられる。西周溝は幅3．5m、深さ0．9m、

南周溝は幅2．6m以上、深さ1．3m、東周溝は幅2．0m以上、深さ0．3m以上である。南周溝の

最下層からは、墳丘から転落した供献土器、および周溝の掘削に使用された着柄鋤が出土

した。木製鋤の1つは、刃先が周溝の底に食い込んで折れた状態で出土しており、使用状

況を示す資料として興味深い。

埋葬施設 埋葬施設は墳丘上で2基、周港外で1あるいは2基、周構内で1基検出した。墳丘上の

2基の木棺ST46001・46002は墳丘の南周溝沿いに平行して並んでいる。西周溝外の木棺S

T46003は小型木棺で、木棺材が良好に遺存していた。またST46003の約2m南側には、ほ

ぼ同形・同大の土坑SK40005（第1分冊で報告）があり、底に板材が遣存していたため、

これも木棺の可能性が高いが、判然としない。南周港内の木棺ST46004は人骨・木棺材が

よく遺存しており、小児が埋葬されていた。以下、各埋葬施設の詳細について説明する。

ST46001墳丘上の南周溝沿いのほぼ中央で、平行するST46002の内側に位置する。両者とも土壌

層の下面で検出した。平面形態は長方形で、主軸を東西方向にとる。規模は掘り方が長軸

1・90mX短軸0．85m、木棺が長軸1．57mX短軸0．56m、検出面からの深さ20cmである。東小

口側の掘り方が二段掘り状を呈する。棺材は遺存せず、小口穴も認められなかった。

ST46002　平行するST46001の外側に位置する。平面形態は長方形で、主軸を東西方向にとる。規

模は掘り方が長軸2．35mX短軸0．88m、木棺が長軸2．07mX短軸0．61m、検出面からの深さ

13cmである。棺材は遺存しておらず、小口穴も認められなかった。

ST46003　西周構外に位置する。主軸を東西方向にとり、東小口側の掘り方が西周溝と重なってい

る。また西小口側の掘り方は、側溝で削られている。平面形態は長方形で、掘り方の規模

は長軸0．9m以上×短軸0．55m、検出面からの深さ38cmである。

木棺材は良好に遺存しており、棺の構造が観察できる。まず掘り方の底面に底板を置き、

その上に小口板を内側に、側板を外側にして立てている。底板には小口穴はなく、小口板・

側板の木目は水平方向である。最後に蓋板を上に被せて埋め戻している。検出面から蓋板

までの深さは14cmである。棺は土庄のため、両側板が南側に傾斜し、両小口板が内側に

やや倒れ込んでいた。棺材同士の接触部分は磨耗によって厚みが薄くなっている。棺内に

はシルト層が堆積しており、上部の約1／4は空間で水が溜まっていた。棺内の埋土は水洗

選別したが、骨などは遺存しておらず、他に出土遺物もなかった。棺内の内法は長軸45

cmx短軸20cmX深さ19cmである。

木棺材の大きさは、底板が縦73cmX横32cmX厚さ2cm、同じく東小口板が16cmX18

cmXIcm、西小口板が20cmX16cmX1．5cm、北側板が53cmX18cmXIcm、南側板が56

cmX21cmX2．5cm、蓋板が54cmX31cmX3cmである。木棺材の樹種はいずれもコウヤマ
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キである。

ST46004　南周構内に位置する。溝底から40～50cm堆積した黒色シルト層を掘り込んで、主軸を

東西方向にして埋葬している。調査の際、黒色シルト層の中で数片の板材（実は蓋板）を

検出していたが、当初は木棺として認識していなかったため、掘り方や頭部側の一部を掘

り過ぎており、不明の点があることを断っておく。

平面形態は長方形で、掘り方の規模は不明である。木棺の内法の規模は、長軸87cm以

上×短軸36cmX深さ10cm以上である。木棺材の遺存状況は悪く、底板・両側板はほとん

ど膜状となっていた。西小口板は、木棺の切り取りの際に、小口穴に立てられていること

が判明した。小口穴の詳細は不明であるが、西小口板の残存する大きさは19cmX25cmX

1．5cmで、その下端は底板より22cm深くなっている。蓋板は大きく4片に分かれており、

もっとも大きいもので長さ90cm足らずである。西小口板の樹種はコウヤマキである。

人骨は非常に脆弱であるが、骨格の残りは良く、頭蓋骨の一部と左腕の一部を欠失した

以外は、ほぼ全身を検出した。この人骨は小児のもので、乳歯の相元に永久歯が既に準備

されている。性別は不明である。上半身の骨格が整然としているのに対し、下半身の骨格

はかなり乱れており、足を無理に折り曲げて棺に入れられたものとみられる。

周溝からの出土遺物にはⅢ－1様式の土器および、木製の鋤（6004・6005）などがある。

SX46002（巻首図版3・図版43～45・467～470）

竹添1区の中央やや西寄りに位置する。竹添11区のSX46001からは南東へ約100mの距離

にある。北・東周溝の一部を検出したのみで、大部分は調査区外のため、平面形態・規模

および埋葬施設は不明である。ただし周溝の形態はSX46001と同様、外側の肩のラインが

弧状を呈し、四隅が途切れるものになると考えられる。北周溝は幅3．3m以上、深さ1．05m、
l

東周溝は幅2．4m以上、深さ0．85mである。周溝の第1・2層はⅣ－1様式を中心とする土器

溜まりとなっており、その時期にはほぼ埋没していたことが判る。第3・4層からはコウヤ

マキの板材を含む多量の材が出土したが、周構内埋葬は認められなかった。最下層からは

着柄鋤が、西周溝からは7本（6006・6009～6011・6014～6016）、東周溝からは4本（6007・

6008・6012・6013）出土した。これらの鋤はいずれも先端を東方向に向けるという共通点

があるが、西周溝のそれは前面を上に、東周溝のそれは後面を上にして埋納していた。

4．土器棺墓

S P46001（図版46・471）

竹添14区中央付近で検出されたⅣ－1様式に属する土器棺墓である。旧河道SR46002の

右岸に位置し、SP46002に近接する。掘り方の規模は、長径71cm、短径53cmを測る。深

さは14cmしか確認できなかったが、棺上端から掘り方底面までの深さは36cmを測る。棺

身には、嚢（6321）を用い、口緑部をやや高く斜位に据えている。蓋には嚢（6320）と鉢

（6322）の破片を使用する。嚢底部の破片で棺身の底部付近を覆い、口緑部の破片を棺身

の側面や口緑部側に使用する。また、鉢の口緑部片も棺身の口緑部を覆うのに使用される。

なお、棺内埋土を土嚢に1袋採取し、微細な遺物の検出を目的として水洗選別を実施し

たが、骨片や装飾品などは検出されず、サヌカイト剥片6点、炭化米6点以上、炭化した

種子2種2点以上が出土した。
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S P46002（図版46・471）

竹添14区中央付近で検出されたⅢ－2様式に属する土器棺墓である。旧河道SR46002の

右岸に位置し、SP46001に近接する。掘り方の規模は、長径61cm、短径45cmを測る。深

さは15cmしか確認できなかったが、棺上端から掘り方底面までの深さは35cmを測る。棺

身には、嚢（6324）を用い、口緑部をやや高く斜位に据えている。蓋には棄（6323・6325）

の破片を使用し、棺身の口緑部を覆う。

なお、棺内埋土を土嚢に1袋採取し、水洗選別を実施したが、骨片や装飾品などは検出

されず、サヌカイト剥片10点、炭化米2点、炭化した種子4種4点以上が出土した。

S P46003（図版46）

竹添12区の東端に位置する碧と高杯を組み合わせた土器棺である。掘り方は、長軸44

cm、短軸30cm、深さ6・5cmであり、土坑上部は3／4程度が破壊されているものとみられる。

棺の遺存状況も著しく劣悪であるため、本来の埋設状況は明らかではないが、嚢をやや

斜位に置き、その口緑部に高杯の杯部をかぶせたものと思われる。また、嚢底部に近い土

坑肩に、礫1点が検出された。棺の埋設時に、嚢を支えるために置かれたものであろう。

S P46004（図版46・471）

竹添16区のSH46006の埋没後、その上に設けられた土器棺墓である。Ⅲ－2様式に属す

る。掘り方の規模は、長さ58cm、幅34cm、深さ13cmを測る。棺身には嚢を用い、横位に

据えている。蓋には、・別個体の壷1個体および棄2個体以上の破片を使用している。

S P46005（図版47・489）

竹添4区の竪穴住居群の埋没後、その上に設けられた土器棺墓である。掘り方の規模は、

長さ38cm、幅47cm、深さ18cmであり、埋土には黒褐色のシルト質細砂～租砂が堆積して

いる。棺身には広口壷を用い、横位に据えている。身の腹部を打ち欠いて開口部を設け、

蓋には、別個体の土器を用い、開口部と口緑部を塞いでいる。

S P46006（図版47）

竹添5区の北東端付近に位置する。掘り方の長軸54cm、短軸50cm、土器の検出面から

の深さ12cm。棺は、Ⅲ－1様式に属する2個体の嚢の胴部を利用する。土器の中心付近

で拳より小さめの石が1点あったが、意味は不明である。

S P46007（図版47・489）

竹添2区のⅢ－1様式に属する土器棺墓である○掘り方の規模は、長径46cm、短径42

cm、深さ35cmを測る。棺身には、広口壷を用い、やや南方に傾斜をもたせて立位に据え

ている。口緑部の一部が欠損するが、これが当初のままの状況を示すのか、後の削平を受

けているのかは明らかにしえなかった。同様の理由で、蓋の使用の有無も不明である。

S P46008（図版47・489）

竹添2区で検出されたⅢ－1様式の土器棺墓である。当遺構は、上面で検出することが

できなかったため、掘り方の正確な規模は不明であるが、直径35cm程度、深さ28cm以上

と推測される。棺身には、口綾部を打ち欠いた広口壷を用い、立位に据えている。蓋には

これと別個体の土器底部を用いている。掘り方と棺身の間には、土器の口緑部片を詰め込

む。この口綾部片は、棺身に使用した土器と蓋に使用した土器の2個体分が混在している。
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5．土坑

S K46001（図版48）

竹添14区西端に位置し、SH46001に隣接して検出された楕円形の土坑である。南端は調

査区外に続く。規模は長軸1．9m以上、短軸1．9mを測る。横断面形態は台形で、検出面か

らの深さは38cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46002

竹添12区の北壁際に位置する、不整長楕円形の土坑である。北半は調査区外へ延びる。

調査された部分での幅は0．95m、長さ1．75m、深さは41cmを測る。やや土壌化した砂によっ

て、自然埋没している。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

S K46003（図版48）

竹添12区で検出された。SH46002の南東に接する不整円形の土坑である。長軸約0．7m、

短軸約0．6m、深さ約30cmを測る。

土坑内からは水洗選別の結果、サヌカイト砕片59点、珪化木片1点、炭化米3点のほか、

炭化種子（アブラナ科）10点が検出されている。土坑は自然埋没している。

S K46004・46005（図版48）

竹添12区のSH46002の床面で検出された。ほぼ同形・同大の土坑である。ともに概ね円

形を呈し、直径約2．2mを測る。底面は皿状を呈し、SK46004は深さ約45cm、46005　は深

さ約32cmを測る。

この2基の土坑は切り合っており、SK46005が先行して掘削されている。
l

両者とも最終段階では自然埋没しているが、下層にはいずれも炭層の堆積が認められる。

SK46004からは碧玉管玉1点（6008）が出土している。

また、水洗選別の結果、SK46004からは、サヌカイト砕片等が188点、珪化木片2点の

ほか、炭化米10点、炭化種子4種35点以上（うちアブラナ科が31点）が検出された。また

SK46005からは、サヌカイト砕片等83点、珪化木片4点のほか、炭化米1点が検出された。

両者は形態・埋土の堆積状況、水洗選別資料の内容等に共通点が多い。土坑の機能は明

確ではないが、サヌカイト砕片の数量から、石器製作作業との密接な関連が予想される。

また、土坑下層における炭層の堆積、炭化種子中のアブラナ科の卓越からは、SH46002の

中央土坑との共通性を指摘できよう。

しかし、SK46004・46005がSH46002に伴うか否かについては、判断する根拠に乏しいこ

とから、留保しておきたい。

SK46006（図版48）

竹添12区に位置する。不整円形を呈し、直径は約2．5m、深さは約55cmを測る。土坑は、

自然堆積により埋没しているが、下層には薄い炭層の堆積が認められる。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

SK46007（図版49）

竹添12区に位置する。歪んだ小判形を呈する土坑で、その一部をSK46008によって切ら
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れている。長軸1．47m、短軸0．9m、深さ約32cmを測る。

土坑内からは、Ⅱ～Ⅲ様式の土器類が出土しているが、特殊なものとして手づくね土器

も兄いだされている。

本土坑が自然埋没か人為埋没かは、判断に苦しむところである。

S K46008（図版49）

竹添12区に位置し、SK46007と重複している。小判形を呈し、長軸約1．5m、短軸約0．75

m、深さ約48cmを測る。

S K46010（図版49）

竹添11区の東側に位置し、南半部をSK46011に切られている。平面円形で、規模は径

1・1m、深さ18cmである。埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。

S K46011（図版49）

竹添11区の東側に位置する○平面隅丸方形で、規模は長軸2．6m、短軸2．25m、深さ21cm

である。埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46012（図版49）

竹添11区の東側に位置する。平面円形で、規模は径1・1m、深さ15cmである。Ⅲ－2様

式の土器などが出土している。

S K46013（図版49）

竹添11区の東側に位置し、東半部を欠失している。平面楕円形で、規模は長軸1．85m、

深さ30cmである。

S K46014（図版50）

竹添16区西端に位置し、SH46006に隣接して検出された楕円形の土坑である。規模は長

軸約2・2m、短軸約0・8mを測る。横断面形態は台形で、検出面からの深さは34cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

SK46015（図版50）

竹添16区西端に位置し、SK46014に隣接して検出された楕円形の土坑である。規模は長

軸約2・9m、短軸約1・Omを測る。横断面形態は台形で、検出面からの深さは35cmである。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。

S K46016（図版50）

竹添16区西端に位置し、SK45015に隣接して検出された楕円形の土坑である。長軸の方

向はSK46015と同様である。規模は長軸2・Om以上、短軸約0．6mを測る。横断面形態は台形

で、検出面からの深さは28cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K4　6　017

竹添4区で検出された楕円形の土坑である○北端は調査区外に伸び、南端は他の遺構に

切られている。規模は長軸1・4m以上、短軸0・7mを測る。横断面形態は台形で、検出面か

らの深さは36cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

SK46019（図版50・472）
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竹添4区のSH46009内で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸1．4m以上、短軸0．8

mを測る。横断面形態は台形で、検出面からの深さは24cmである。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。

S K46021（図版51）

竹添4区のSH46009を切る円形の土坑である。規模は直径1．2m、深さ38cmを測る。横

断面形態は台形である。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢1袋分採取し、水洗選別を行っ

た結果、サヌカイト剥片45点、炭化米7点以上、炭化種子5種5点以上が出土した。

S K46022（図版51）

竹添4区のSH46010を切る楕円形の土坑である。規模は長軸1．1m、短軸0．8mを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは29cmである。坑底には、厚さ10cm程度の炭

層が堆積する。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢5袋分採取し、水洗選別

を行った結果、サヌカイト剥片69点、炭化米5点以上、炭化種子1種7点が出土した。

S K46024（図版51）

竹添4区の竪穴住居群に近接する楕円形の土坑である。規模は長軸0．5m、短軸0．3mを

測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは24cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

S K46026（図版51）

竹添4区のSH46019下層で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸1．6m、短軸1．4m

を測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは50cmである。埋土中層には、厚
l

さ5mmの炭層が認められる。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。また、炭層を土嚢1袋分採取し、水洗選別

を行った結果、サヌカイト剥片13点、炭化米15点、炭化種子8種76点が出土した。種子の

うち68点を1種類で占めている。

S K46028（図版51）

竹添4区のSB46001の柱穴に切られる楕円形の土坑である。規模は長軸1．1m、短軸0．8m

を測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは36cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

S K46029（図版52）

竹添4区のSK46028に切られる楕円形の土坑である。規模は長軸1．4m、短軸1．0mを測る。

横断面形態は台形であり、検出面からの深さは53cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。また、坑底近くの土壌を土嚢1袋分採取し

て、水洗選別を行ったが、何らの遺物も認められなかった。

S K4　60　30

竹添4区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸1．7m、短軸0．9mを測る。横断

面形態は台形であり、検出面からの深さは27cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。
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S K46031

竹添4区のSK46030に切られる楕円形の土坑である。規模は長軸2．8m、短軸1．4mを測る。

横断面形態は台形であり、検出面からの深さは34cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器とともに、磨製石剣片が出土している。

S K46032（図版52・472）

竹添4区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸2・4m、短軸1．0mを測る。横断

面形態は台形であり、検出面からの深さは22cmである。坑底には、約20ヶ所の、直径6

cm、深さ3cm程度のピットが認められた○このピットについては、断面形状の観察を行

えていないが、埋土が木質の腐朽によるものと思われるため、杭状のものが打ち込まれて

いたものと推測される。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。

S K46034

竹添4区の楕円形の土坑である○規模は長軸2．6m、短軸0．6mを測る。横断面形態はU

字形であり、検出面からの深さは37cmである。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。

S K46035（図版52）

竹添4区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸0．5m、短軸0．4mを測る。横断

面形態は台形であり、検出面からの深さは18cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46036

竹添4区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸0．4m、短軸0．3mを測る。横断

面形態は台形であり、検出面からの深さは23cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K4　6　03　7

竹添4区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸0．8m、短軸0．6mを測る。横断

面形態は台形であり、検出面からの深さは50cmである。埋土には、繊維の残る炭化物が

中層以下に含まれている。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K4　6038

竹添4区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸1．1m、短卓由0．9mを測る。横断

面形態は台形であり、検出面からの深さは20cmである。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。

SK46039（図版52・472）

竹添4区南側溝の掘削中に出土したサヌカイトの大型剥片の集積である。黒色の土壌層

中にこれらの剥片が含まれているため、土層の観察によっても明確な掘り込みは確認でき

なかった。しかし、安定性を意識しながら、水平に人為的に積まれたものと判断できる。

SK46040（図版52・473）

竹添4区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸1．2m、短軸0．8mを測る。横断
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面形態は台形であり、検出面からの深さは20cmである。埋土中層付近に、厚さ5mm程度

の炭層が認められる。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。また、炭層を中心に、埋土を土嚢1袋分採り、

水洗選別を実施し、サヌカイト剥片1点、炭化米4点を確認した。

S K46042（図版473）

竹添4区で検出された土坑である。平面形は溝状を呈し、SK45044に切られる。また、

南端は調査区外に続く。規模は長軸5．9m以上、最大幅1．8mを測る。横断面形態は台形で

あり、検出面からの深さは46cmである。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。

S K46044（図版52・474）

竹添4区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸2．4m、短軸1．2mを測る。横断

面形態は台形であり、検出面からの深さは49cmである。埋土は細粒の堆積物であり、部

分的に薄い炭層が認められる。

Ⅲ様式の土器が出土している。また、埋土最下層の土壌を土嚢3袋分採り、水洗選別を

実施した結果、サヌカイト剥片4点、炭化米73点以上、炭化種子1種1点が出土した。

S K46045

竹添4区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸2．0m、短軸1．9mを測る。横断

面形態は台形であり、検出面からの深さは32cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46046

竹添4区で検出された長楕円形の土坑である。規模は長軸3．4m、短軸1．4mを測る。横
l

断面形態は台形であり、検出面からの深さは46cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46047（図版53）

竹添1区で検出された不整形の土坑である。土坑の西端は調査区外に続く。規模は長軸

1．9m、短軸1．7mを測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは30cmである。

Ⅲ様式の土器が出土している。また、埋土最下層の土壌を土嚢17袋分採り、水洗選別を

実施した結果、サヌカイト剥片28点、炭化米24点以上、炭化種子1種2点が出土した。

S K46049（図版53）

竹添1区で検出された溝状の土坑である。土坑の西端は竹添4区を経て調査区外に続く。

規模は長軸14．4m以上、短軸1．2mを測る。横断面形態は台形で、深さは32cmである。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。また、埋土下層の土壌を土嚢7袋分採取し

て、水洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片111点、昆虫の羽1点、炭化米84点

以上、炭化種子4種4点以上が出土した。

S K46050（図版53）

竹添1区で検出された方形の土坑である。土坑西端は、SK46049に切られている。規模

は長軸2．2m以上、短軸1．3mを測る。横断面形態は皿形で、深さは17cmである。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢17袋分採り、水洗選別を
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実施した。その結果、碧玉管玉1点（6009）、サヌカイト剥片227点、昆虫の羽1点、炭化

米69点以上、炭化種子6種15点以上が出土した。

S K46051

竹添1区で検出された不整形の土坑である○規模は長軸1．0m以上、短軸0．7mを測る。

横断面形態は皿形であり、検出面からの深さは17cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している○また、埋土を土嚢5袋分採り、水洗選別を実施

した。その結果、サヌカイト剥片9点、炭化米1点が出土した。

S K46052（図版53・474）

竹添1区で検出された溝状の土坑である。SK46055と平行する形で検出された。南端は

調査区外に続く。規模は長軸7・3m以上、短軸1・2mを測る。横断面形態は台形であり、検

出面からの深さは62cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。また、埋土下層の土壌を土嚢86袋分採り、

水洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片465点、昆虫の羽1点、炭化米が198点以

上、炭化種子40種434点以上が出土した。

S K4　6　0　54

竹添1区で検出された不整形の土坑であるo SK46052に切られる。南端は調査区外に続

く。規模は長軸1・7m以上、短軸1・6mを測る○横断面形態は台形であり、検出面からの深

さは40cmである。

埋土からⅣ－2様式の土器が出土している○また、埋土下層の土壌を土嚢4袋分採り、

水洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片112点、炭化米が5点、炭化種子3種4

点以上が出土した。

SK46055（図版53・474）

竹添1区で検出された溝状の土坑である。SK46052と平行する形で検出された。南端は

調査区外に続く。規模は長軸5・2m以上、短軸1・5mを測る。横断面形態は台形であり、検

出面からの深さは35cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

SK46056（図版54・475）

竹添1区で検出された不整形の土坑である○北半の坑底はさらに1段窪んでいる。規模

は長軸2・Om、短軸1・8mを測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは40cm、最

も深い部分で60cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。また、埋土最下層の土壌を土嚢7袋分採り、水

洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片97点、昆虫の羽2点、炭化米が84点以上、

炭化種子21種175点以上が出土した。うち、種子146点が同一種類で占められている。

S K46057（図版54）

竹添1区で検出された長楕円形の土坑である。規模は長軸1．8m、短軸1．2mを測る。横

断面形態は皿形であり、検出面からの深さは36cmを測る。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。埋土を土嚢5袋分採り、水洗選別を実施し

た結果、サヌカイト剥片51点、炭化米が23点以上、炭化種子8種8点以上が出土した。
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S K46059（図版54）

竹添1区で検出された長楕円形の土坑である。規模は長軸1．6m、短軸0．7mを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは39cmを測る。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。また、埋土下層の土壌を土嚢14袋分採り、

水洗選別を実施した。その結果、サヌカイト剥片74点、炭化米が6点以上、炭化種子9種

14点以上が出土した。

S K46061（巻首図版4・図版54・475）

竹添1区の中央やや西寄りに位置し、旧河道に画した微高地の緑近くに立地している。

平面楕円形で、規模は長軸1．25m、短軸0．9m、深さ25cmである。土坑内には完形のイイダ

コ壷ばかり70数個体（6418～6482）が納められていた。イイダコ壷は2～3段に積み重なっ

ていたが、配列には特に規則性は認められなかった。イイダコ壷の特性からみて、この出

土状況は延縄につないだままのイイダコ壷を、土坑中で一括保管した状態を示しているも

のと考えられる。なお、土坑内から出土した広口壷の破片（6483）は、混入品と考えられ

る。

S K4　6　0　6　2

竹添1区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸0．7m以上、幅0．8mを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは11cmを測る。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。

S K46063（図版54）

竹添1区で検出された土坑である。土坑の西半は、調査区外に続く。規模は長軸0．8m以

上、短軸0．6mを測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは23cmを測る。
l

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46064（図版54・476）

竹添1区のほぼ中央に位置し、旧河道に画した微高地の緑近くに立地している。平面は

円形で、規模は径0．75m、深さ15cmである。土坑内にはイイダコ壷の破片ばかり5772g分

が納められていた。どれも実測不可能なまでの細片で、意識的に砕かれたものと考えられ

る。イイダコ壷の廃棄状況を示す特異な例である。

S K46065（巻首図版4・図版54・476）

竹添1区の東側に位置し、竪穴住居跡SH46027から西へ約7mの距離にある。土坑と

しての明確な掘り込みはないが、径0．8m、深さ10cmほどの円い窪みの中に、サヌカイト

製の打製石庖丁17点（6143～6159）と剥片2点（6160・6161）が納められていた。

S K46066（図版55）

竹添1区の東側に位置し、竪穴住居跡SH46027を切っている。平面は溝状で、規模は長

さ3．4m、幅0．8m、深さ28cmである。埋土中には黒色の植物遺体層が認められる。

Ⅳ－2様式の土器の他、木鉄1点（6003）が出土している。

S K46067（図版55・477）

竹添1区で検出された長楕円形の土坑である。規模は長軸0．8m、短軸97cmを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは52cmを測る。埋土には、植物遺体層が間層
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を挟みながら、3層にわた？て認められる。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。また、残念ながら採取した土壌の袋数が不

明となってしまったが、参考までに水洗選別で出土した遺物を挙げると以下のようになる。

サヌカイト剥片155点、貝殻2点、炭化米104点以上、炭化種子50種類632点以上が出土し

た。種子のうち、474点を二つの種類が占めている。

S K46068（図版55）

竹添1区で検出された長楕円形の土坑である。不整形の浅い土坑であるSK46070を切っ

て造られている。規模は長軸1．2m以上、短軸0．4mを測る。横断面形態は台形であり、検

出面からの深さは44cmを測る。埋土にはSK45067と同様、植物遺体層が間層を挟みながら、

2層にわたって認められる。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。埋土を土嚢に34袋採取し、水洗選別を行っ

た。その結果、サヌカイト剥片878点、昆虫の羽5点、炭化米589点以上、炭化種子は53種

940点以上が出土した。種子のうち、573点を三つの種類が占めている。

S K46069（図版55・477）

竹添1区で検出された不整形の土坑である。不整形の浅い土坑であるSK46070を切って

造られている。規模は長軸約2．0m、短軸約0．6mを測る。横断面形態は台形であり、検出

面からの深さは52cmを測る。埋土には、SK46067と同様、植物遺体層が間層を挟みながら、

2層にわたって認めら・れる。灰層の下に炭層の堆積が2単位みられる。

Ⅳ－1様式の土器の他、サメの椎骨で作られた玉6点（6010～6015）が出土した。

また、埋土を土嚢に12袋採取し、水洗選別を行った。その結果、サヌカイト剥片69点、昆

′虫の羽2点、炭化米386点以上、炭化種子40種219点以上が出土した。

S K46073（図版56）

竹添7区の西端付近にある1．05～0．95mの円形に近い楕円形の土坑で、深さ26cm。Ⅲ様

式の壷・嚢、Ⅱ様式の嚢が出土している。

S K4　6　0　7　5

竹添7区の中程南よりにある土坑で0．65～0．5m、深さ35cmの円形に近い楕円形の土坑

である。Ⅲ様式の壷・嚢が出土している。

S K46076（図版56）

竹添8区で検出された円形の土坑である。規模は直径約0．4mである。横断面形態は台形

であり、検出面からの深さは23cmを測る。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。

S K46077（図版56）

竹添8区で検出された円形の土坑である。南半は調査区外に続く。規模は直径約0．8mで

ある。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは22cmを測る。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

S K46078（図版56）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約1．5m、短軸約1．3mを測る。

横断面形態は台形であり、検出面からの深さは50cmを測る。
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遺物は出土していない。

S K46079（図版56）

竹添8区で検出された土坑である。西半をSK46078に切られる。規模は長軸約1．4m、短

軸約1．1mを測る。．横断面形態は台形であり、検出面からの深さは66cmを測る。埋土の最

下層には炭層が堆積している。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に4袋採取し、水洗選別

を行った。その結果、サヌカイト剥片10点、炭化米4点以上が出土した。

S K46080

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。南半は調査区外に続く。規模は長軸約1．2m、

短軸0．4m以上を測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは20cmを測る。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に14袋採取し、水洗選別

を行った。その結果、サヌカイト剥片82点、炭化米7点、炭化種子1点が出土した。

S K46081

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。北半は調査区外に続く。規模は長軸0．9m以

上、短軸0．7mを測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは20cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46082（図版56）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。北半は調査区外に続く。規模は長軸2．3m以

上、短軸2．4m以上を測る。横断面形態は台形であるが、西半にはさらに一段低くなる部分

がある。検出面からの深さは84cmを測る。埋土には、最下層に炭層が認められる。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に27袋採取し、水洗選別
l

を行った。その結果、サヌカイト剥片73点、骨片2点、炭化米2964点、炭化種子9種14点

が出土し、炭化米の量は特筆される。

S K4　6　0　8　3

竹添8区で検出された円形の土坑である。東半をSK46082に切られる。直径は約1．1mで、

検出面からの深さは30cmを測る。

Ⅲ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に4袋採取し、水洗選別を行った。そ

の結果、サヌカイト剥片8点、骨片3点、炭化米1点、炭化種子2種2点が出土した。

S K46084（図版57・478）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約0．7m以上、短軸約0．5mを測

る。横断面形態はU字形で、検出面からの深さは39cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46085（図版57）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約2．1m以上、短軸約1．3mを測

る。横断面形態はU字形で、検出面からの深さは72cmを測る。

埋土の最上層からⅢ－1様式の土器が出土している。

S K4　6　0　8　8

竹添8区で検出された円形の土坑である。規模は直径約1．5mを測る。横断面形態はU字
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形で、検出面からの深さは50cmを測る。埋土の下層には、薄い炭層が堆積している。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46089（図版57）

竹添8区で検出された不整形の土坑である。SH36007を切る。規模は長軸約1．8m以上、

短軸約0・8mを測る。横断面形態は台形で、検出面からの深さは34cmを測る。

Ⅲ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に11袋採取し、水洗選別を行った。そ

の結果、サヌカイト剥片103点、骨片8点、炭化米16点、炭化種子2種2点が出土した。

S K4　6　0　9　0

竹添8区で検出された不整形の土坑である。SH36007を切っている。規模は長軸約1．6m、

短軸約1・2mを測る。横断面形態は皿形で、検出面からの深さは12cmを測る。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。

S K46092（図版57）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約2．0m、短軸約1．8mを測る。

横断面形態はU字形で、検出面からの深さは36cmを測る。最下層に炭層が堆積している。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に4袋採取し、水洗選別を行っ

た。その結果、炭化米229点以上、炭化種子6種6点が出土した。

S K46093　　　　　　　　，

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約1．5m、短軸約1．0mを測る。

横断面形態は皿形で、検出面からの深さは36cmを測る。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

S K46094（図版57）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約1．4m、短軸約1．3mを測る。

横断面形態はU字形で、検出面からの深さは34cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に8袋採取し、水洗選別を行っ

た結果、サヌカイト剥片41点、炭化米11点以上、炭化種子3種3点以上が出土した。

S K46095（図版57）

竹添8区の、SH46024の下層で検出された円形の土坑である。規模は直径約0．8mを測る。

横断面形態は台形で、検出面からの深さは42cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に21袋採取し、水洗選別を行っ

た。その結果、サヌカイト剥片296点、炭化米196点以上、炭化種子8種29点以上が出土し

たd種子のうち20点が同一種類である。

S K4　6　0　9　7

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。北半は調査区外に続く。規模は長軸約1．5m、

短軸0・2m以上を測る。横断面の形態は台形で、検出面からの深さは55cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46098（図版58・478）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約1．2m、短軸0．8mを測る。横

断面の形態は皿形で、中央がさらに一段低くなる。検出面からの深さは23cmを測る。
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埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に21袋採取し、水洗選別

を行った。その結果、サヌカイト剥片36点、炭化米1991点以上、炭化種子3種3点以上が

出土した。炭化米の量が特筆される。

S‘′K46099（図版58）

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約1．5m、短軸約1．0mを測る。

横断面の形態はU字形で、検出面からの深さは46cmを測る。最下層には炭層が堆積する。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K4　610　0

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。南半は調査区外に続く。規模は長軸約2．2m、

短軸0．6m以上を測る。横断面の形態は台形で、検出面からの深さは39cm以上である。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。

S K4　6101

竹添8区で検出された楕円形の土坑である。北半は調査区外に続く。規模は長軸約1．5m、

短軸0．5m以上を測る。横断面の形態は台形であり、検出面からの深さは50cmである。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。

S K4　610　6

竹添6区で検出された楕円形の土坑である。南半は調査区外に続く。規模は長軸1．0m以

上、短軸約0．7mを測る。横断面の形態はU字形で、検出面からの深さは45cmである。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。

S K46107（図版58）

竹添6区で検出された長方形の土坑である。北端は調査区外に続く。規模は長軸約1．8m、
l

短軸約0．9mを測る。横断面の形態は台形であり、検出面からの深さは26cmである。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K4　610　8

竹添6区で検出された楕円形の土坑である。南半は調査区外に続く。規模は長軸0．8m以

上、短軸約0．5mを測る。横断面の形態は台形であり、検出面からの深さは20cmである。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。

S K4　610　9

竹添6区で検出された楕円形の土坑である。北端は調査区外に続く。規模は長軸1．5m以

上、短軸約1．3mを測る。横断面の形態は台形であり、検出面からの深さは20cmである。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。

S K46110（図版58）

竹添6区で検出された楕円形の土坑である。南半は調査区外に続く。SH46033を切る。

規模は長軸1．5m以上、短軸約0．6mを測る。横断面の形態はU字形であり、検出面からの

深さは66cmである。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。
′

S K46111（図版58・478）

竹添6区で検出された円形の土坑である。規模は直径1．0mを測る。横断面の形態はU字
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形であり、検出面からの深さは20cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

S K46112（図版58）

竹添6区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸約1．5m、短軸約1．3mを測る。

横断面の形態はU字形であり、検出面からの深さは34cmである。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。

S K46113（図版58）

竹添6区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸約1．1m、短軸約0．9mを測る。

横断面の形態はU字形であり、検出面からの深さは37cmである。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

S K46114（図版59）

竹添2区で検出された円形の土坑である○規模は長軸1．1m以上、短軸97cmを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは48cmを測る。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している○また、埋土を採取し、水洗選別を行った。

その結果、サヌカイト剥片5点、炭化米9点、炭化種子10種10点以上が出土した。

SK46115

竹添2区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約3．6m、短軸90。mを測る。横

断面形態は台形であり．、検出面からの深さは28cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

SK46116

竹添2区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸約1．4m、短軸1．1mを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは28cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46117（図版59）

竹添2区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸約1．2m、短軸90cmを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは24cmを測る。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している。

S K46118

竹添2区のSH46036を切る形で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約0．9m、短

軸約0・8mを測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは29cmを測る。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

S K46120（図版59）

竹添2区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸1．9m以上、短軸約1．4mを測る。

横断面形態は台形であり、検出面からの深さは55cmを測る。

埋土からⅢ－2様式の土器が出土している○水洗選別の結果、サヌカイト剥片12点、炭

化米6点以上、炭化種子30種243点以上が出土した。種子150点が同一種類で占められる。

S K46121

竹添2区の不整形の土坑である。SH46036の中央土坑に切られる。規模は長軸約1．3m、
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短軸0．7m以上を測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは35cmを測る。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。

S K46122（図版59）

竹添2区で検出された円形の土坑である。規模は長軸約1．4m、短軸約1．3mを測る。横

断面形態はU字形であり、検出面からの深さは69cmを測る。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

S K4　612　3

竹添2区で検出された円形の土坑である。SH46036の周壁溝に切られる。規模は長軸2．5

m以上、短軸約1．0mを測る。横断面形態はU字形で、検出面からの深さは19cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K4　6124

竹添2区で検出された円形の土坑である。規模は長軸約0．8m、短軸約0．7mを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは27cmを測る。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。

S K46125（図版59・479）

竹添2区で検出された剥片石器の集積遺構である。規模は長径約28cm、短径約17cm、

深さ4cmのわずかな窪みに、偏平な石器が寄せ集められたような状況であり、いずれも

腹・背面がほぼ水平で、大きく傾くものはない。サヌカイトは44点出土した。石錐1点、

楔形石器、使用痕のある剥片、使用痕のほとんど認められない剥片からなり、後二者が多

数を占める。

S K46126（図版60）

竹添2区で検出された不整形の土坑である。規模は長軸約1．9m、短軸1．5m以上を測る。

横断面形態は皿形であり、検出面からの深さは26cmを測る。

Ⅲ様式の土器が出土している。また、埋土を採取し、水洗選別を行った結果、炭化米51

点以上、炭化種子3種3点以上が出土した。ただし、採取した土壌の量は不明である。

S K46128（図版60）

竹添2区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約1．3m、短軸1．2mを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは55cmを測る。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。また、埋土を土嚢に4袋分採取し、水洗選

別を行った。その結果、サヌカイト剥片が20点以上、炭化米180点以上、炭化種子9種9

点以上が出土した。

S K4　612　9

J　竹添2区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約0．6m、短軸0．3mを測る。横

断面形態は皿形であり、検出面からの深さは17cmを測る。

埋土からⅢ－1様式の土器が出土している。

S K46130

竹添2区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約1．4m、短軸0．9mを測る。横

断面形態は皿形であり、検出面からの深さは17cmを測る。
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埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

SK46131（図版60）

竹添2区で検出された長楕円形の土坑であるoSH46039を切る。規模は長軸約1．5m、短

軸0・3mを測る。横断面形態は台形であり、検出面からの深さは11cmを測る。西半を中心

とする埋土最上層からは、Ⅲ－2様式の土器が多数出土した。

S K46132（図版60）

竹添2区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸0．94m、短軸0．79mを測る。横

断面形態は台形であり、検出面からの深さは20cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

S K46133（図版60）

竹添2区で検出された長楕円形の土坑である○規模は長軸約1．4m、短軸0．8mを測る。

横断面形態は浅いU字形であり、検出面からの深さは21cmを測る。

埋土からⅢ様式の土器が出土している。

SK46134（図版60）

竹添2区で検出された楕円形の土坑である○規模は長軸0．9m、短軸0．55mを測る。横断

面形態は台形であり、検出面からの深さは18cmを測る。図には表現されていないが、土

坑内全体から土器片が出土した。

埋土からⅣ－1様式の土器が出土している。

6．その他の遺構

SA46001（第4図・図版479）

竹添15区の東側に位置し、竪穴住居跡SH46044から南東へ4mの距離にある。南半部は

調査区外で、約1／2を調査した。幅1ト20cm、深さ10～20cmほどの溝が弧状にめぐり、

溝の底には径5～8cmの杭が10～20cmの間隔で並んでいた。円周の直径は外径で1．85m

に復元できる0おそらく溝を布掘りした後に、杭を連続的に打ち込んだものであろう。

SA46002（第4図）

竹添1区で検出された杭列である010個のピットが、直径50cm程度の円弧を措く状態

で確認された。ピットはいずれも、直径3cm、深さ3cm程度で、下端が尖る断面形をも

ち、木質の腐朽の結果と思われる粘性の強い埋土がみられる。性格は不明である。

第4図　SA46001・46002
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第4節　鎌倉時代
1．概要（図版3）

玉津田中遺跡における鎌倉時代の遺構は、遺跡の東西両端（徳政地区・辻ケ内地区）に

集中する。竹添地区のなかで、当該期の遺構が認められたのは、竹添5・8区の交点から

竹添8区にかけての地域および竹添11区西端のみである。

。　調査直前にみられた水田畦畔や水路の位置と、検出された遺構の方向性が合致すること

から、条里型地割りが少なくとも鎌倉時代までは遡ることが推測できる（図版3）。

竹添5・8区では、弥生土器を多量に含む整地層の上に、鎌倉時代の遺構が認められた。

掘立柱建物3棟、土坑、南北方向の溝10条、東西方向の溝1条、柱穴などである。

竹添11区西端での遺構は、条里型地割りに沿った3本の南北溝のみである。

2．掘立柱建物

SB86001（図版61・479）

竹添5区に位置する東西2間（4．67m）、南北2間（4．32m）の総柱建物である。西側中

央柱は検出できなかった。建物の西側と南側は一段低くなる。柱は直径約25cmの円形で、

深さは15～40cm。直径15cm前後の柱痕跡をとどめる。柱穴から須恵器椀が出土した。

SB86002（図版61）

竹添8区に位置する東西1間（2．38m）、南北1間以上（2．42m）の建物である。南側と

北側は調査区外にある。建物の東側に南北方向の溝がはしる。柱の掘り方は直径約30cm

の円形で、深さは検出面から20～45cmである。いずれも直径15cm前後の柱痕跡をとどめ

る。柱穴から土師器小皿・椀、須恵器椀などが出土した。

SB86003（図版61）　　　　　　　　　　　　　　　－

竹添8区に位置する東西2間（4．96m）、南北1間以上の建物である。北側は調査区外に

のびる。建物の東側には南北方向の溝がはしる。柱の掘り方は直径約18cmの円形で、探

さは10～25cmである。いずれも直径10cm前後の柱痕跡をとどめる。

3．土坑

S K86001（第5図）

竹添5区と8区の交点より少し北にある土坑で直径75cmのほ

ぼ円形で、深さは25cmである。埋土は灰色の細砂で鎌倉時代の

土師器の皿が出土している。

S K86002

竹添8区の中世の溝や柱穴群から少し西に離れた北側溝際の土

坑で、残存径は65cm、検出面からの深さは12cmである。

4．その他の遺構

P　8　6　0　01

竹添8区で検出された。SB86002の東側で南北溝の西側に位置

する。直径30cm、深さ19cmを測る。土師器小皿が出土している。
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第2章　東微高地の遺構

第1節　弥生時代中期上層
1．概要（図版18）

弥生時代中期上層には、東微高地の本格的な形成をみ、この時期から人々が当微高地を

利用し始める。ただし、微高地の高燥化が進んでいなかったためか、検出された遺構は、

竪穴住居7棟、土坑58基以上、木棺墓1基、土器棺墓1基、柱穴等と、西微高地の遺構の

数に比べて極端に少ない点が注目される。

さらに、柱穴や溝を除く遺構の数をみれば、Ⅲ様式の遺構が14基、Ⅳ様式の遺構が16基

とほぼ同数であり、西微高地におけるⅢ様式優位の傾向とは異なっていることが分かる。

また、竹添10区北端および竹添19区では、旧河道近くで大小の畦畔が検出された。この

ため、居住域として利用されたあと、Ⅳ－1様式における大洪水によって居住に不適当な

状況が生じ、Ⅳ－2様式には水田として利用されたことが分かる。

2．水　田

上層水田（図版62・485）　　、

竹添10区の北端から竹添19区にかけての範囲に位置する○水田面の下層から中期上層の

竪穴住居が検出され、居住域が水田となった後、洪水で埋没したものと考えられる。

旧河道に伴う大畦畔と、畦畔で区画された水田10数筆分を検出した。調査した範囲が狭

いため1筆全体を検出できたものはないが、不定型なものと定型に近いものが混在してい

るとみられる。水田面の高さは概ね北から南に向かって低くなり、また旧河道から離れる

に従って低くなる傾向にあるが、竹添19区の東端では逆に高くなっている。水田面の平均

の高さは最も高い所で16・40m、最も低い所で16・17m、両者間の距離は約34mである。

水田面直上からⅣ－2様式の土器が、大畦畔から磨製石剣（6510）が1点出土している。

3．竪穴住居

SH46040（図版63・486）

竹添10区の北端に位置する。上層水田の下層にあたる○東半部は調査区外のため、全体

の約1／2を調査した。2条の周壁溝が検出され、建て替えが行われたことが分かる。

平面形態は円形で、建て替え前の直径が約7・1m、建て替え後で約6．5mに復元できる。

深さは25cmである。床面で数本の柱穴を検出したが、住居との対応関係は不明である。

Ⅲ－2様式の土器が出土している。

SH46041（図版63・486）

竹添15区の西側に位置する。北半部は調査区外で、東端を撹乱で削られているため、全

体の約1／3を調査したことになる。

平面形態は円形で、直径は約7・Omに復元できる○検出面からの深さは25cmで、床面で

10数本の柱穴と中央土坑1基を検出した。中央土坑は北半部を側溝で削られているが、平

面円形で、直径55cm、深さ15cmである。中央土坑の肩部には焼土面が認めれた。周壁溝
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は検出できなかった。Ⅳ－1様式の土器が出土している。

SH46042（図版63・486）

竹添15区の西側に位置する。南半部は調査区外のため、全体の約1／4を調査したことに

なる。2条の周壁溝が検出され、建て替えが行われたことが分かる。

平面形態は円形で、直径が最小の段階で約4．5m、最大の段階で約6．2mに復元できる。

検出面からの深さは30cmで、床面で10本足らずの柱穴を検出したが、主柱穴は不明であ

る。Ⅲ－2様式の土器が出土している。

SH46043（図版64・486）

竹添15区の東側に位置する。北端は調査区外のため、全体の約3／4を調査した。検出面

ではすでに周壁は失われていた。建て替え、拡張は認められない。

平面形態は円形で、直径約5．7mである。床面で10数本の柱穴と中央土坑1基を検出した。

主柱穴は6本とみられ、範囲内で4本を検出した。最も南側の柱穴の掘り方内には、3個

体以上の土器（6729～6731）が納められ、さらにその上に礎板が置かれていた。住居建築

に伴う埋納行為と考えられる。柱穴の大きさは、径0．5m、深さ45cmである。

中央土坑は平面楕円形で、径0．8×0．65m、深さ45cmである。下層には炭層が厚く堆積

しており、土坑の周囲にも炭層の広がりが認められた。土坑の肩部には幅15cmほどの溝

が取り付いていた。Ⅳ－1様式の土器が出土している。

SH46044（図版65・487）

竹添15区の東側に位置する。北半部は調査区外で、全体の約1／2を調査した。検出面で

は周壁は失われていた。4基の中央土坑が検出され、建て替えが行われたことが分かる。

平面形態は円形で、直径が最小の段階で約5．0m、最大の段階で約7．2mに復元できる。
l

床面で10数本の柱穴と中央土坑3基を検出したが、両者の対応関係は不明である。そのう

ち東側の柱穴の掘り方内からは礎板が出土している。

中央土坑1は北半部を側溝に切られる。不整円形で、径1．1m、深さ45cmである。中央土

坑2は東端を中央土坑1に切られる。長円形で、長軸1．3m、短軸0．65m、深さ45cmである。

中央土坑3は東・南端を中央土坑1・2に切られ、長軸1．0m以上、短軸0．9m以上、深さ

30cmである。いずれの埋土も下半は炭まじりであり、特に中層は帯状の炭層である。

Ⅲ・Ⅳ様式の土器が出土している。

SH46045（図版66・487）

竹添17区の中央に位置する。南半部は調査区外で、北端は流路で切られており、全体の

約1／2を調査したことになる。周壁溝の検出状況からは、建て替え・拡張は認めらない。

平面形態は円形で、直径約6．5mである。床面で10本の柱穴を検出したが、どれが住居に伴

うかは不明である。中央土坑は壁面でのみ検出したため、形状・規模は不明である。断面

で測りうる大きさは、径1．35m、深さ30cmである。下面に炭層が堆積している。

Ⅲ・Ⅳ様式の土器が出土している。

SH46046（図版66・487）

竹添3区で検出された竪穴住居である。旧河道であるSR46002の左岸際に位置する。平

面形態は円形で、規模は直径3．8mを測る。主柱穴は4本が確認された。床面中央には、直
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径約60cm、深さ約54cmの円形の中央土坑が検出された。土坑の下層には、厚さ10。m程度

の炭層が堆積する。その直下で深さ約30cmの柱穴が1基検出されたが、これが住居築造

に伴うものか、それ以前の柱穴なのかは判断できない。床面の標高は15．6mである。周壁

は遺存しておらず、幅・深さ10cm程度の周壁溝のみが確認された。床面積は9．9m2である。

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢・鉢・イイダコ壷が出土している。床面の土壌を土嚢袋2袋に採り、
l

水洗選別の結果、サヌカイト剥片が3点出土した。また、同様に中央土坑下層の炭を土嚢

袋1袋に採り、水洗選別を行った結果、サヌカイト剥片9点と炭化米1点が出土した。

4．木棺墓

ST46005（図版67・488）

竹添19区の東端で検出した木棺墓である。調査区の北半分が流路により削り取られてお

り、それに伴って堀方の北側部分も削られている。平面形態は長方形で、主軸は南北方向

にとる。規模は堀方が長軸2・22m以上、短軸1．45m、木棺が長軸1．68m、短軸0．56m、検出

面からの深さは47cmである。この木棺墓の周囲には、溝状の遺構が見られないことから

周溝墓の埋葬主体ではなく、単独で存在する墓であると判断した。

木棺材は、蓋材が欠損するが、遺存状態は良好である。北小口板も小片だが遺存する。

掘方底部に小口穴がみられないことや、残存している南小口板と底板の状況から、小口板

を底板の上に立てるタイプの木棺であったと判断できる。底板には、側板を立てるための

溝が彫られる。小口板．・側板の木目は水平方向である。

木棺は、底板が縦162cmx横77cmX厚さ5．3cm、南小口板が縦30cmX横33．2cmX厚さ5．1

cm、東側板が縦169cmX横42cmx厚

さ6．3cm、西側板が縦149cmX横42cm

X厚さ7．2cmである。木棺の樹種はい

ずれもコウヤマキである。

木棺内の東側板に沿って、人骨が検

出されたが、脆弱なため部位等は不明

であり、頭位も判然としない。副葬品

などは認められなかったが、棺内埋土

29袋を水洗した結果、サヌカイト剥片

19点、昆虫羽1点、炭化米21点以上、

炭化種子29種類510点以上が出土して

おり、アブラナ科が362点と多数を占

めている。

5．土器棺墓

S P46009（第6図・図版489）

竹添19区西半で検出された土器棺墓

である。東微高地の縁辺部、旧河道SR

46002の左岸に該当する。掘り方の規

模は、長径52cm、短径40cm、深さ35
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cmを測る。棺身には嚢を用い、口緑部をやや高く斜位に据える。蓋には壷体部下半の破

片を使用しており、棺身の口緑部を覆う。なお、棺内埋土を土嚢に1袋採取し、水洗選別

を実施したが、骨片や装飾品などは検出されず、サヌカイト剥片1点が出土したのみであ

る。

6．土坑

S K4　613　5

竹添10区の北端に位置する。第1面（上層水田の面）で検出した。平面不整形で、西端

は調査区外である。長軸1．9m以上、短軸1．6m、深さ11cmである。Ⅳ－1様式の土器が出

土している。

S K46136（図版68）

竹添10区の北端に位置する。第2面（上層水田の下層）で検出した。平面不整円形で、

西端を側溝に切られている。′規模は径1．1～1．2m、深さ15cmである。Ⅳ－1様式の土器が

出土している。

S K4　613　7

竹添10区の北端に位置する。第2面（上層水田の下層）で検出した。平面溝状で、東端

は調査区外である。長軸2．9m以上、短軸1．1m以上、深さ29cmである。

S K46138（図版68・490）

竹添19区の西端で検出された長楕円形の土坑である。旧河道SR46002の左岸際に位置す

る。規模は長軸約4．0m、短軸約1．7mを測る。横断面形はU字形で、検出面からの深さは

約45cmである。土坑中央付近の埋土中層には、多量の炭片とともに土器片の集積が認め

られた。中層にはブロック状の堆積が認められたためし人為的に埋めたことが分かる。中

層出土の土器はⅣ－1様式に属するものである。コウーヤマキの板材が1点出土している

（6019）。また、土嚢65袋分の埋土を採取し、水洗選別を行った結果、サヌカイト剥片294

点、骨片数片、貝殻2点、炭化米883点以上、炭化種子12種類37点以上が出土した。

S K46139（図版68）

竹添19区中央で検出された長楕円形の土坑である。北端部は、現代の用水路の掘削によっ

て失われている。規模は長軸2．5m以上、短軸約1．5mを測る。横断面形はU字形で、検出

面からの深さは約45cmである。1・2層の聞及び坑底には薄い炭層が認められる。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。

S K46140（図版68・490）

竹添19区中央で検出された楕円形の土坑である。SK46139に東接する。規模は長軸約1．0

m、短軸約0．8mを測る。横断面形はU字形で、検出面からの深さは約47cmである。埋土

は4層に分かれ、最下層には多量の炭片が堆積している。

埋土よりⅢ－1様式の土器が出土している。

S K4　6141

竹添19区中央で検出された土坑である。SK46140に東接する。北半は、現代の用水路の

掘削によって失われている。平面形は円形と思われ、規模は直径約0．8mを測る。横断面形

はU字形で、検出面からの深さは約35cmである。埋土よりⅢ様式の土器が出土している。
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S K46142（図版68）

竹添19区中央で検出された土坑である。SK46141に東接する。北半は、現代の用水路に

より失われる。平面形は円形と思われ、規模は直径約1・3mを測る。横断面形はU字形で、

検出面からの深さは約50cmである○埋土下層には約20cmの厚さで炭層が堆積している。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している○また、土嚢4袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片63点、炭化米3点以上が出土した。

S‾K46143（図版69）

竹添19区東半で検出された楕円形の土坑である。南半は調査区外に続く・。規模は長軸

1・5m以上、短軸約1・2mを測る。横断面形は2段であり、上段は浅い皿形、下段は西方が

挟れる。検出面からの深さは約55cmである。下段の埋土は炭層である。

Ⅲ－2様式の土器が出土している○また、土嚢34袋分の埋土を採取し、水洗選別の結果、

サヌカイト剥片34点、骨片数点、炭化米168点以上、炭化種子11種14点以上が出土した。

S K46144（図版69）

竹添19区東半で検出された。北半は、現代の用水路によって削平される。規模は長軸1．1

m以上、短軸1．0mを測る。横断面形はU字形である。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢4袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイ1ト剥片1点、炭化米17点以上、炭化種子4種4点以上が出土した。

S K4　614　5

竹添19区東半で検出された楕円形の土坑である。ST46005に北接する。北半は、現代の

用水路の掘削によって失われている。規模は長軸3．0m以上、短軸約2．0m、深さ40。mを測

る。横断面形はU字形である。

埋土よりⅣ－1様式の土器が出土した○また、土嚢17袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片1点、炭化米4点以上、炭化種子2種2点以上が出土した。

S K4　614　6

竹添15区の西側に位置する。平面楕円形で、北端をSK46147に、南端を側溝に切られる。

規模は長軸0・9m以上、短軸0・71m、深さ33cmである。Ⅳ－1様式の土器が出土している。

S K46147（図版69）

竹添15区の西側に位置する。平面楕円形で、径1．2×0．95m、深さ47cmである。

S K46148

竹添15区の中央に位置する。多数の遺構に切られ、平面形は不明である。長軸2．7m以上、

短軸約0．7m以上、深さ14cmを測る。

S K46149（図版69）

竹添15区の東側に位置し、南半部は調査区外である。平面不整形で、径1．1m、深さ20

cmである。埋土よりⅢ－2様式の土器が出土している。

S K46150（図版69・490）

竹添15区の東側に位置し、南端をSK46149に切られている。平面楕円形で、径1．3×1．05

m、深さ39cmである。坑底から多数の土器が出土した。埋土よりⅣ－1様式の土器が出土

している。
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S K46151（図版69・491）

竹添15区の東側に位置し、SH46043に切られる。平面は溝状で、東端は調査区外である。

長さ4．8m以上、深さ46cmである。埋土下半は炭まじりの堆積であり、特に中層は炭層で

ある。土器の他、炭層の水洗選別によって採取したガラス玉1点（6016）が出土した。

S K46152（図版69）

竹添15区東側に位置する。平面楕円形で、径1．4×0．85m、深さ24cmである。

S K46153（図版70）

竹添15区の東側に位置する。平面不整形で、長軸1．6m、短軸0．85m、深さ40cmである。

埋土よりⅣ－1様式の土器が出土している。

S K4　6154

竹添15区の東側に位置する。平面楕円形で、長軸2．3m以上、短軸約1．0m以上、深さ34

cmを測る。埋土よりⅣ－2様式の土器が出土している。

S K4　615　5

竹添15区の東側に位置し、SH46044と切り合っている。平面楕円形で、径1．15×1．54m、

深さ29cmである。

S K46156（図版70）

竹添16区で検出された楕円形の土坑である。北半は調査区外に続く。規模は長軸2．6m以

上、短軸1．4m以上、深さ20cmを測る。横断面形は皿形である。

埋土よりⅢ様式の土器、木片が出土している。

S K46157（図版70）

竹添16区で検出された。北半は調査区外に続く。平面形は円形と思われ、規模は直径約
1

2．4m、深さ64cmを測る。横断面形は皿形であり、埋土最下層には多くの炭片が含まれる。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢7袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片11点、炭化米20点以上、炭化種子5種5点以上が出土した。

S K46158（図版70）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。南半は調査区外に続く。SK46157の南に

位置する。規模は長軸2．1m以上、短軸約1．2m、深さ58cmを測る。横断面形は皿形であり、

坑底がさらに1段下がる。

Ⅳ－2様式の土器が出土した。また、土嚢37袋分の埋土を採取し、水洗選別の結果、サ

ヌカイト剥片70点、珪化木1点、炭化米23点以上、炭化種子9種11点以上が出土した。

S K46159（図版70）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。SK46160・SK46161を切る。規模は長軸

約2．3m、短軸約0．9m、深さ59cmを測る。横断面形は台形で、坑底は比較的平坦である。

埋土よりⅣ－1様式の土器が出土している。また、土嚢54袋分の埋土を水洗した結果、

サヌカイト剥片252点、貝殻4点、炭化米55点以上、炭化種子7種10点以上が出土した。

S K46160（図版70）

竹添16区で検出された楕円形の土坑である。SK46159に切られる。規模は長軸1．1m以上、

短軸約1．2m、深さ40cmを測る。横断面形は台形である。
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埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢19袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片23点、炭化米9点以上、炭化種子1種1点以上が出土した。

S K46161（図版70）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。SK46159に切られる。規模は長軸1．9m以

上、短軸約1．1m、深さ64cmを測る。横断面形は台形である。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢36袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片68点、炭化米38点以上、炭化種子11種24点以上が出土した。

S K46162（図版71）

’竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。南端は調査区外に続く。規模は長軸2．3m

以上、短軸1．0m以上、深さ64cmを測る。横断面形はU字形である。

Ⅲ様式の土器が出土した。また、土嚢20袋分の埋土について水洗選別を行った結果、サ

ヌカイト剥片81点、骨片4点、炭化米131点以上、炭化種子9種11点以上が出土した。

S K46163（図版71）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。北端は調査区外に続く。規模は長軸2．0m

以上、短軸約0．8m、深さ35cmを測る。横断面形はU字形である。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢5袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカ右下剥片5点が出土した。

SK46164（図版71・491）

竹添16区で検出された円形の土坑である。規模は直径約2．0m、深さ64cmを測る。横断

面形はU字形である。

埋土よりⅢ様式の土器、木器が出土している。木器は竪杵の破片である（6020）。また、

土嚢96袋分の埋土を採取し、水洗選別を行った結果、サヌカイト剥片580点、珪化木1点、

昆虫羽1点、貝殻3点、炭化米162点以上、炭化種子24種824点以上が出土した。うち、56

4点が同一種類で占められている。

S K46165（図版71・491）

竹添16区で検出された楕円形の土坑である。南端は調査区外に続く。規模は長軸1．4m以

上、短軸約1．7m、深さ67cmを測る。横断面形は台形である。

埋土よりⅣ－1様式の土器が出土している。坑底には柱状部で折れた高杯の口縁部と脚

部が立位に置かれていた。

S K46166（図版71）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。南端は調査区外に続く。規模は長軸1．8m

以上、短軸約0．8m、深さ43cmを測る。横断面形は台形である。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢7袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片23点、炭化米12点以上、炭化種子3種4点以上が出土した。

SK46167（図版71）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。北端は調査区外に続く。規模は長軸1．4m

以上、短軸約0．5m、深さ23cmを測る。横断面形はU字形である。

埋土よりⅣ－1様式の土器が出土している。また、土嚢1袋分の埋土を採取し、水洗選
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別を行った結果、炭化米1点が出土したのみである。

S K46168（図版71）

竹添16区で検出された不整形の土坑である。規模は一辺1．3m程度、深さ約17cmを測る。

横断面形は台形である。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢1袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片5点、炭化米3点以上、炭化種子1点が出土した。

S K4　616　9

竹添16区で検出された円形の土坑である。規模は直径約0．3m、深さ約28cmを測る。横

断面形はU字形である。

埋土よりⅣ－1様式の土器が出土している。

S K46170（図版71）

竹添16区で検出された長方形の土坑である。規模は長軸約1．2m、短軸0．7m、深さ約45

cmを測る。横断面形は台形である。

埋土よりⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、土嚢3袋分の埋土を採取し、水洗選

別を行った結果、サヌカイト剥片16点、炭化米4点、炭化種子9種13点以上が出土した。

S K46171（図版72）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。SK46172を切る。規模は長軸約1．1m、短

軸1．0m、深さ約20cmを測る。横断面形は皿形である。坑底には炭片を多く含んだ黒色層

が堆積している。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢3袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片2点、炭化米12点、炭化種子4種4点以上が出土した。
I

S K46172（図版72）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。SK46171・SK46173に切られ、SK46174

を切る。規模は長軸3．0m以上、短軸約1．8m、深さ約18cmを測る。横断面は皿形である。

埋土よりⅣ－1様式の土器が出土している。また、土嚢7袋分の埋土を採取し、水洗選

別を行った結果、サヌカイト剥片3点、炭化米8点、炭化種子5種5点以上が出土した。

S K46173（図版72）

竹添16区で検出された土坑である。南端部は調査区外に続く。SK46172・SK46174を切

る。平面形は不明である。規模は長軸0．9m以上、短軸1．8m以上、深さ約20cmを測る。横

断面形は皿形である。

埋土よりⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、土嚢2袋分の埋土を採取し、水洗選

別を行った結果、骨片2点、炭化釆7点、炭化種子6種9点以上が出土した。

S K46174（図版72）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。SK46172・SK46173に切られる。規模は

長軸約4．1m、短軸約1．5m、深さ約32cmを測る。横断面形は皿形である。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢5袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片11点、炭化米3点、炭化種子6種6点以上が出土した。

S K4　617　5
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竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。南半は調査区外に続く。規模は長軸2．0m

以上、短軸0．7m以上、深さ約30cmを測る。横断面形は皿形である。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。また、土嚢14袋分の埋土を採取し、水洗選別を

行った結果、サヌカイト剥片12点、炭化米17点、炭化種子1種3点以上が出土した。

S K46176（図版72）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。北半は調査区外に続く。規模は長軸1．3m

以上、短軸0．6m以上、深さ約8cmを測る。横断面形は皿形である。

Ⅲ様式の土器が出土している。また、量は不明であるが、埋土を採取し、水洗選別を行っ

た結果、サヌカイト剥片12点、炭化米211点以上、炭化種子6種16点以上が出土した。

S K4　617　7

竹添16区で検出された楕円形の土坑である。西半は他の遺構に切られ、全形は不明であ

る。規模は長軸0．4m以上、短軸約0．4m、深さ約5cmを測る。横断面形は皿形である。

埋土よりⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。

S K46178（図版72）

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。東端は他の遺構に切られる。規模は長軸

約3．4m、短軸約0．6m、深さ約36cmを測る。横断面形は台形である。

埋土よりⅢ－2様式の土器が出土している。また、土嚢3袋分の埋土を採取し、水洗選

別を行った結果、サヌ・カイト剥片3点、炭化米3点、炭化種子6種17点以上が出土した。

S K4　617　9

竹添16区で検出された長楕円形の土坑である。南端は調査区外に続く。規模は長軸約3．2

mに復元でき、短軸約1．4m、深さ約15cmを測る。横断面形は皿形である。

埋土よりⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。

S K4　618　0

竹添16区で検出された円形の土坑である。規模は直径約1．3mであり、深さ約43cmを測

る。横断面形は台形である。

埋土よりⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。また、土嚢1袋分の埋土を採取し、水洗選

別を行った結果、炭化米2点、炭化種子7種11点以上が出土した。

S K46181（図版72）

竹添16区で検出された楕円形の土坑である。規模は長軸約1．4m、短軸約0．4m、深さ約

22cmを測る。横断面形は台形である。

埋土よりⅢ様式の土器が出土している。

S K4　618　2

竹添17区の西側に位置する。平面楕円形で、径1．75×2．30m、深さ19cmである。埋土よ

りⅢ様式の土器が出土している。

S K4　618　3

竹添17区の中央に位置する。平面隅丸方形で、径2．82m、深さ17cmである。埋土よりⅢ

様式の土器が出土している。

S K46184（図版73・492）
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竹添3区で検出された長楕円形の土坑である。旧河道SR46002の左岸際、竪穴住居SH46

046に北接する位置にある。規模は長軸3．6m、短軸1．7mを測る。横断面形はU字形で、検

出面からの深さは39cmである。埋土の6層には、厚さ数mmの炭層が幾重にも重なってい

る状況が認められた。下層には、青灰色シルトのブロックを含むシルトが堆積している。

6層を中心として、Ⅲ－2様式の土器が出土している。炭層について土嚢3袋分の土壌

を採取し、水洗選別を行った結果、昆虫の羽・貝殻各1点、炭化米21点以上、炭化種子26

種類524点以上が出土した。種子のうち442点を同一種類が占めている。

S K46185（図版73）

竹添3区で検出された土坑である。SH46046内に位置するが、住居に伴うものではない。

平面形態は円形であり、規模は長軸0．55m、短軸0．40mを測る。横断面形は皿形で、検出

面からの深さは12cmである。坑底に接する形でⅢ様式の土器が出土している。

S K46186（図版73・492）

竹添3区で検出された土坑である。SH46046を切って作られている。平面形は円形であ

り、規模は長軸1．3m、短軸1．2mを測る。横断面形はU字形で、検出面からの深さは23cm

である。最下層には、厚さ10cm程度の炭層の堆積が認められた。坑内の炭層上面では5

基の柱穴が確認されたが、切込み面は確認されていない。

図化していないが、Ⅲ様式の土器が出土している。

S K46187（図版73）

竹添3区で検出された土坑である。SK46188を切って作られている。平面形は楕円形で

あり、規模は長軸1．2m、短軸1．1mを測る。横断面形はU字形で、検出面からの深さは27

cmである。最下層には厚さ25cmの炭層が堆積している。
l

図化していないが、Ⅲ様式の土器が出土している。

S K46188（図版73）

竹添3区で検出された土坑である。SK46187に切られる。平面形は楕円形であり、規模

は長軸1．1m以上、短軸0．5m以上を測る。横断面形はU字形で、検出面からの深さは29cm

である。最下層には厚さ15cmの炭層が堆積している。

図化していないが、Ⅲ・Ⅳ様式の土器、Ⅴ様式の土器が出土している。また、下層の埋

土を土嚢21袋分取り、水洗選別を行った。その結果、サヌカイト剥片272点以上、昆虫の

羽2点、貝殻、炭化米91点以上、炭化種子10種類185点以上が出土した。種子のうち170点

が同一種類で占められている。

S K4　618　9

竹添3区で検出された土坑である。平面形は楕円形であり、規模は長軸0．9m、短軸0．5

mを測る。横断面形は台形で、検出面からの深さは20cmである。

埋土からⅢ・Ⅳ様式の土器が出土している。

S K4　61－9　0

竹添3区で検出された土坑である。南端は調査区外に伸びる。平面形は長楕円形であり、

規模は長軸2．8m以上、短軸1．0mを測る。横断面形は台形で、検出面からの深さは20cmで

ある。埋土は3層に分かれる細粒の堆積物である。
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埋土からⅢ様式の土器が出土している。

第2節　弥生時代後期～古墳時代前期
1．概要（図版3）

Ⅳ－1様式に起きた旧河道SR46002の大氾濫により、河道自身の埋没とともに東微高地

は洪水砂で覆われることになる。その後、弥生時代後期には溝や土器棺墓1基が営まれて

いるものの、竪穴住居が確認されていない。調査区外に居住施設が存在する可能性もある

が、活発に利用されたとはいいがたいようである。これを裏付ける材料として溝の分布状

況がある。溝については第3章で記述するが、説明の必要上ここでも溝の性格に触れるこ

とにする。

池ノ内地区には北方から延びてくる段丘が存在し、その南側は中期上層段階に盛んに利

用される西微高地が迫っている。この両者に挟まれた80mほどの地域は、中期下層段階に

辛うじて形成されていた居住に適した微高地の基盤層が広がっているにもかかわらず、弥

生時代後期から古墳時代後期にかけての時期に、溝が盛んに掘削されている。これは先述

した、Ⅳ－1様式における河

道の埋没によって失われた排

水機能を回復させるための手

段と考えるのが妥当である。

このことは、東微高地全体が

排水不良の土地になったこと

を如実に示すものであり、こ

の時代の遺構の少なさを裏付

けるものである。

2．土器棺墓

S P56001（第7図・図版492）

竹添17区の西端に位置する。

弥生時代後期の溝SD56001を

掘り込んでいる。掘り方は平

面が不整円形で、直径約0．6

m、深さ39cmである。坑底

には口緑部を打ち欠いた壷1

個体（6866）が置かれており、

土器棺であると考えられる。

第7回　SP56001
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第3章　旧河道・溝

第1節　弥生時代前期
1．概要（図版74）

弥生時代前期の溝は1条しか検出されなかった。SD26001は、西微高地の竹添8区の断

ち割り時に検出された直線的な溝であるが、他の調査区には続かなかった。この溝の方向

は、次段階以降とは異なり、北東から南西へと流れる点で特異である。

2．溝

SD26001（図版74）

竹添8区で検出された溝である。両端は調査区外に続く。北東から南西方向へ向かう直

線的な溝であり、長さは6．5m以上、幅は約0．7m、深さは約95cmを測る。検出面からほぼ

垂直に掘り込まれており、断面形は箱形を呈する。

埋土は細砂を主体とし、埋土中よりI様式の土器がわずかながら出土した。

第2節　弥生時代中期下層
1．概要（図版74）

弥生時代中期下層の溝は、西微高地で検出された平行する2条のみである。この2条の

溝は、ともに北北西から南南東方向へ流れるもので、西微高地の長軸方向と合致するため、

水の確保を目的とした施設と捉えられるかもしれない。

2．溝
I

SD36001（図版74・493）

竹添11・4・5・8区で検出された溝である。第1分冊のSD30010の延長部分である。

第1分冊該当箇所では、西微高地のほぼ中央の最高地を流れていたが、本分冊該当箇所に

あっては、中央やや西寄りを通る。溝は、北北西から南南東に向けて流れるが、竹添5区

の北側で流れを東南東に変え、竹添8区では再度、南南東に向かう。微高地中央を、ほぼ

直線的に流れることは、この溝が人為的に掘削されたことを裏付けるものである。

溝の幅は約3．3m、深さは約90cmを測る。横断面の形は台形であり、埋土には細粒の堆

積物が認められる。長さは第1分冊分を含めると約320mに及ぶ非常に長い溝である。

Ⅱ様式の土器が埋土上層より出土し、竹添4区付近の埋土からは、打製・磨製の石剣が

各1点出土している。

SD36002（図版74）

竹添11・10の各調査区で検出された溝である。前述したSD36001とほぼ平行し、北北西

から南南東に向けて流れる。Ⅱ様式段階の西微高地東緑に位置することになる。

溝の幅は約2．2m、深さは約100cmを測る。横断面の形は台形であり、埋土には細粒の堆

積物が認められる。約20mの長さにわたって検出された。

－64－



第3節　弥生時代中期上層
1．概要（図版74）

旧河道

溝　西微高地の東西両線を流れる2本の旧河道と、微高地上の溝数条が検出された。規模か

ら考えて、旧河道は現在の明石川本流と捉えることができる。

旧河道の調査では、この河道が当時の生活域の一部として密接に居住活動と関連してい

ることが確認された。具体的には、木器生産の場、あるいは廃棄物処理の場として積極的

に利用されていること、また、河道の堆積作用が、居住地である微高地面積の拡縮や、大

洪水による居住域の移動に大きく関わっていることの2点である。

この段階の溝については、水田経営に関わるものを主に第1分冊で報告済であるが、本

分冊にはそうした遺構は認められない。複数の調査区にまたがって検出された溝もなく、

その性格等が不明なものがほとんどである。ただし、溝の方向性に共通点がみられること

が注意され、北北西から南南西へと流れるものが大半を占める。これは、東西両微高地の

長軸方向に合致しており、かつ上流から下流方向へと向かうため、何らかの水の確保を目

的とした施設と推測される。また、円弧を措くSD46007は、円形周溝墓の可能性も考えら

れたが、それを積極的に裏付ける物的証拠に恵まれなかった。

2．旧河道

SR46001（図版77・495）

SR46001－1

SR46001－2

SR46001－3

SR4600ト4

竹添4区で検出された旧河道であり、第1分冊で報告活のSR40001の延長部分である。

この河道には1つの名称しか与えていないが、大きく4段階の変遷がある。

遺物の取上げは、大まかにそれぞれに対応して行っているが、厳密になされているとは

いいがたいため、遺物の記述の際には一括して扱う場合もある。

この段階は、Ⅱ様式の遺物を含む流れであり、上部をSR46001－2・4に切られている。北

端での幅が約12・Omであるのに対し、南端は約6・4mと狭くなっている。埋土は、暗褐色の

租粒シルトからシルト質極細砂であり、ラミナ状の堆積が認められる。図版210～212の遺

物の大半はこの段階のものである。また、縄紋時代後期から弥生時代前期の土器もごくわ

ずかに含まれている。

SR46001－1埋没後の段階であるが、平面的には確認できなかったため、規模等について

は不明である。最下層には青灰色の細礫混じりの細砂～租砂が堆積している。埋土には、

水漬けした木器用材（ミカン割り材）が数点出土し、またイイダコ壷がまとまった状態で

出土した。このことから、この段階では強い流れはなく、湿地状を呈していたことが分か

る。出土土器はⅢ様式を主体とする。

SR46001－4に切られる流路である。幅は北端で約10mである。埋土は細粒の堆積物で構

成され、ラミナ状を呈している。Ⅲ・Ⅳ様式を主体とする土器が出土している。

SR4600上1・3がほぼ南北方向の流れであるのに対し、この段階の河道は調査区内で大き

く蛇行する。Ⅲ様式の住居跡が、この段階の流れで切られていることは第1分冊で報告活

だが、蛇行する原因は、この住居跡の占地する微高地が調査区の南において東方に広がっ

ていることに求められるかもしれない。埋土は、柵礫混じりの中砂～極細砂と租く、土器
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はⅣ様式を主体とする。

S R46002（巻首図版5・図版78・79・496～503）

第1段階

第2段階

第1分冊でSR40002と呼んだ旧河道の延長部分である。本分冊では、北から順に竹添14・

10・16・1・13・3・6・9区の各調査区で検出された。ただし、竹添15区東側で検出さ

れた旧河道は、その方向性などの検討によれば、ある段階に竹添16区のSR46002に合流す

ると判断されたため、この部分をSR46002－2と呼ぶこととする。本流部分（SR46002－

1）は、西微高地と東微高地の間を北北西から南南東へ流れ、竹添1区北側で東方向に流

れを変え、また同区東端の微高地突出部を取り巻くように蛇行している。

本流部分の河幅は、上流から下流に向かってしだいに広くなり、竹添15区付近では約8

m、竹添6区付近では18m程度に復元できる。また、川底は竹添10・15・16区で確認され、

標高はそれぞれ、15．0m・14．9m・15．0mと大差ない。ただし、上記以外の地区においては、

最下層に堆積している砂礫層が厚くなるため、その底を確かめられておらず、竹添1区で

は標高13．8mよりも低くなるようである。

埋土の状況は上・下流とも基本的に共通しており、大まかに3つの段階に区分できる。

まず第1の段階は、最下層に堆積する砂礫を中心とする層である。この中にはわずかな

がら、縄紋時代晩期からⅡ様式までの土器が含まれており、Ⅲ様式以降のものはない。強

い流れが、Ⅱ様式以前に形成されていた西微高地の一部を削った結果堆積した土器と考え

られる。砂礫層は厚いところで約3mを測り、竹添1区東端部に突出部を形成した。

つづく第2は、河道内の水量がかなり減った段階である。有機物を多く含む細粒の堆積

物が認められることから、旧河道は湿地状になっていたことが分かる。図版79に弥生中期

上層段階の旧河道と、東西両微高地上の竪穴住居の配置を示した。また、旧河道内には、
l

水漬けされていた木器用材（ミカン割り材）の出土位置をドットで示している。

これによれば、木器用材の出土は竹添1・3・6区の旧河道内に多く、竹添10・15区に

おいてもごくわずかの量が出土している。前者では、さらに次の製作工程に進んだ木器の

未成品なども多く出土しており、竹添1区からは木器製作の際の削りかすも出土している。

以上のことから、住居の多く営まれていた西微高地南半の縁辺に相当する部分は、人々の

手によって木器の水漬けあるいは廃棄物処分の場等として大いに利用されたことが分かる。

さらに、木器未成品の出土状況を仔細にみれば、平鍬及び泥除の未成品が3ないし4個

を1単位としてまとまった状況で出土していることが分かる。この数は、1枚のミカン割

り材から取ることのできる量にあたり、切り離し直前の3ないし4個の連続した未成晶も

出土している。この数枚単位の出土状況は、連続した未成品を切り離した直後の段階にお

いても、これを一括して扱っていたことを示している。

また、農具とその他の器種がそれぞれ所を別にして出土するのではないことから、器種

ごとの製作場所の固定、あるいは分業体制が行われていないことが推測される。

なお、図版79に示すように、織具が4個体（6241～6244）まとまって出土している。こ

れらの中には、側面の凹凸を組み合わせた状況のものがあり、使用あるいは保管の状況を

考える資料とも捉えられる。他に出土状況の上で特記すべきことは、竹添1区の下流にあ

たる竹添15区で出土したコウヤマキの板材が挙げられる。
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第3段階
第3の段階には、この湿地を切り込む形で流路が形成される。流路の幅は約6．4mで、深

さは70cm程度である。細粒の堆積物がラミナ状にみられ、第2段階で形成された湿地中

の遺物を巻き上げながら流れている。微高地上一面に洪水砂が堆積したため、その後の生

活拠点は他へ移動するのだが、この多量の土砂と流路最上層との連続性が認められたため、

この第3段階（Ⅳ－1様式）の流れこそが弥生中期の集落を襲った大洪水といえる。

先述した竹添15区東側のSR46002－2ではⅣ－2様式の土器が多量に出土しており、他

の時期のものが極めて少ない。竹添1・3・6・9区のSR46002－1では、Ⅱ～Ⅳ様式の

土器が出土していることからみると、これらを同一の河川と呼ぶのは不適当であり、第3

段階以降に形成されたSR46002－2が、完全には埋没していないSR46002－1へ合流した

と考えるべきであろう。

S R46003（図版74）

池ノ内7区を南北に横断しており、検出した部分では幅9m、深さ2mである。河道の

上流側は、池ノ内地区の埋没段丘崖下を商流する河道SR42002（第2分冊）から分岐する

とみられる。しかし下流側は、竹添地区の旧河道SR46001に合流するのか、あるいは他の

方面へ流れ去るのか不明である。

河道は最終的に洪水性の砂層で埋まっており、その旧河道を利用して、弥生時代後期～

古墳時代の溝が開削されている。

出土遺物にはⅢ様式の壷（8139）や木製品（647ト6479）などがある。

3．溝

SD46001（図版75）

竹添14区で検出された溝であり、他の調査区へは続かない。北北東から南南西へ流れる。

長さ9・8m以上、幅2m程度、深さ約52cmを測る。埋土は細粒の堆積物である。

埋土よりⅣ－1・Ⅳ－2様式の土器が出土している。

SD46002（図版75）

竹添12区南部で検出され、北東～南西方向に延びている。幅約2．25m、深さ約40cmを測

る。溝底は、シルト～細砂によって自然埋没している。

SD46003（図版75）

竹添11区の中央に位置する南北方向の溝である○延長3．4mを検出し、規模は幅0．85m、

深さ43cmである。Ⅲ・Ⅳ様式の遺物が出土している。

S D46004

竹添11区の中央に位置する南北方向の溝である。延長4．6mを検出し、規模は幅0．3～0．4

m、深さ10cmである。Ⅲ・Ⅳ様式の遺物が出土している。

SD46005（図版75）

竹添5区と7区の交点の北側から流れ込み、途中で屈曲して5区とほぼ平行して商流す

る溝である。SK36023を切る。幅約1・4m、深さ25cmの浅く幅広い溝である。最上層では

小礫をふくむ極細砂、間に極細砂をはさみ、底部付近には黒褐色のシルト質極細砂がたまっ

ている。遺物の大多数はⅡ様式であるが、一部Ⅲ様式の遺物が出土している。

S D4　6　0　0　6
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竹添8区に位置し、SH46024・SH46025の西側にある。N120Wの方向にほぼ一直線には

しっている。断面形は逆台形で、幅は0．4m、深さ13cmを測る。埋土はシルト質極細砂で

あり、水が流れた痕跡は認められなかった。図化できる遺物は出土していない。

SD46007（図版75）

竹添8区に位置し、SD46006とSH46024・SH46025の間にある。N200Wの方向にほぼ一

直線にはしっている。断面形は逆台形で、幅は15cm、深さ11cmを測る。埋土はシルトで

あり、水が流れた痕跡は認められなかった。図化できる遺物は出土していない。

S D4　6　0　0　8

竹添2区で検出された溝である。SH46035を切って造られた、円弧を措く溝であり、調

査区外に伸びている。調査区内では、長さ10m以上、幅1～2m程度、深さ17～28cmを測

る。埋土は有機物を含む細粒の堆積物である。最上層には洪水砂の堆積が認められる。

溝の埋没過程に形成された浅い窪みより、多量のⅢ－2様式の土器、柱状片刃石斧を含

む石器が出土した。平面形より、円形周溝墓の一部とも考えたが、埋土より供献土器や鋤

等の出土もなく、彩しい廃棄土器の堆積があるなど、他の周溝墓の状況とは異なるため、

否定的にならざるをえない。

S D46009（図版75）

竹添15区の中央に位置する北西一南東方向の溝である。西側を弥生時代中期の溝に、東

側を近世の溝に削られて残った幅3～4mほど面において検出した。この遺構面では幅0．3

m前後の溝が10本近く、同じ方向に切り合いながら流れているのが見つかっている。Ⅲ様

式の壷が出土している。

S D4　6　010
し

竹添16区で検出された溝であり、他の調査区へは続かなかった。北北西から南南東方向

へ流れる。調査区内では、長さ10．5m以上、幅15cm程度、深さ約3cmを測る。

Ⅲ様式の鉢が出土している。

SD46011（図版75）

竹添16区で検出された溝であり、他の調査区へは続かなかった。SD46010に直交する形

で切られる。東北東から西南西方向へ流れる。調査区内では、長さ5．3m以上、幅0．64m程

度、深さ約24cmを測る。Ⅲ様式の壷が出土している。

S D4　6　012

池ノ内7区から池ノ内6区を斜めに横切る南北方向の溝である。弥生時代後期の溝SD

56004がほぼ同じ位置を絡まるように通っており、肩の一部を切られている。延長は延べ

10m余りを検出し、規模は幅2．7m、深さ75cmである。

第4節　弥生時代後期～古墳時代前期
1．概要（図版74）

弥生時代後期～古墳時代前期の溝は、調査区の東半部で検出された。この時期には東西

の両微高地間を流れるSR46002－1は自らの氾濫によって既に埋没している。このⅣ－1

様式における大洪水によって、東西微高地の地表面も覆われてしまうが、その後機能して
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いた弥生時代後期における溝も、中期と同様の方向性が認められる。

前章第2節で既に触れたが、この溝の性格を再び説明する。SR46002－1は、西微高地

北方の谷地形の排水機能も持ち、さらに東微高地を形成して居住適地とした。しかし、Ⅳ－

1様式以降は、この河道の埋没によって排水機能が失われたため、この谷地形は再び後背

湿地になった。調査区東半部で検出された多数の深い溝は、中期下層段階には不必要もし

くは不可能であったこの後背湿地の排水を目的に掘削されたものである。

2．溝

SD56001（図版76）

上流から順に、KMllE・竹添15・13・17・3区で検出された、商流する溝である。竹

添13・17区付近で東方向に屈曲し、再び商流する。SD56003を切る。

長さは約210m、幅は約2・7m、深さは約70cmを測る。横断面形は台形であり、埋土は細

粒の堆積物である。埋土からは古墳時代後期の土器が出土した。

SD56002（図版76・504）

竹添15・13・3・9区で検出された商流する溝である。SD56003を切る。

長さは約223m、深さは約1・6mを測る。幅は場所による変化が多く、竹添15区では15m、

竹添3区では8・6mを測る。これは複数の流れが複雑に切り合っているためである。横断面

形は台形であり、埋土には細粒の堆積物が認められる。

上層から古墳時代後期の土器が、下層からは弥生時代後期の土器および木器が出土した。

SD56003（図版74）

竹添3区で検出された、北西から南東に流れる溝である。

長さは約18m、幅は約1・4m、深さは約15cmを測る○横断面形は台形であり、埋土は細

粒の堆積物である。埋土からは古墳時代後期の土器が出土した。

SD56004（図版76）

池ノ内7区から6区にかけて、調査区を斜めに横切る南北方向の溝である。延長はのベ

12mほど検出し、規模は幅2・Om、深さ60cmである。Ⅴ様式の壷・棄・高杯が出土してい

る。

SD56005（図版76・504）

竹添17区の北辺沿いに、調査区を縦断する東西方向の溝で、延長29mにわたって検出し

た。北側の肩は調査区外のため幅は不明で、深さは最も深い所で90cmである。この溝は

東部微高地の北緑に沿って流れており、竹添13区のSD56002とつながる可能性がある。ま

た弥生時代中期の遺構面を削り込んでいるため、弥生時代中期～後期の遺物が混在してい

る。‘古墳後期の土器とともに、Ⅴ様式の壷・鉢が出土している。

SD56006

竹添17区中央の南辺沿を蛇行する東西方向の溝である。延長7mを検出し、規模は幅0．7

5m、深さ40cmである。Ⅴ様式の器台・製塩土器が出土している。
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第5節　古墳時代後期
1．概要（図版74）

古墳時代後期における溝は、弥生時代後期以降の溝と重なるように、調査区の東半部で

検出された。したがってその性格も前節で記したものと同様であると考えられ、後背湿地

の排水という問題が解決されていなかったことを裏付けるものである。

2．溝
SD66001（図版3）

竹添16・13区を商流する。北側にはSD66002・66003が並行して流れている。弥生時代

中期上層のSR46002を部分的に切っている。断面形は浅いU字形で、埋土の下層は水が流

れた様相を呈し、ラミナ状に堆積している。幅は2．80～4．50m、深さ60cmを測る。

埋土より須恵器の壷、韓式土器などが出土している。

SD66002（図版3）

竹添13区を商流する。南側にはSD66002・66003が並行して流れている。断面形は浅い

U字形で、埋土の下層は水が流れた様相を呈し、ラミナ状に堆積している。幅は2．0～2．5

m、深さ54cmを測る。埋土より須恵器の杯、高杯などが出土している。

SD66003（図版3）

竹添13区を商流する。南側にはSD66001が、北側にはSD66002が並行して流れている。

断面形は浅いU字形で、埋土の下層は水が流れた様相を呈し、ラミナ状に堆積している。

噂は2．3m、深さ90cmを測る。埋土より須恵器の杯、高杯の蓋などが出土している。

第6節　中世　　　　　　　　　　　　　　■

1．概要（甲版74）
中世の溝はこれ以前の溝と方向が異なり、その数も少なく、規模も格段に小さくなる。

溝の方向は、調査直前まで残されていた条里型地割りの方向性と一致する（図版74）。

また小規模な溝が多く、その機能は主に土地区画のためのものと考えられる。

弥生時代後期から古墳時代後期にかけて掘削された溝は、谷状地形の排水を目的とした

ものであると推測されるが、中世段階には土地の平坦化が一層進行し、それが不要となっ

たことを示唆するものである。さらに、中世までに施工された条里型地割りという新たな

土地区画によって景観の大きな変化があったことが分かる。

2．溝

SD86001（図版3）

竹添8区に位置する条里方向の南北溝である。断面形は浅いU字形で、幅38～54cm、

深さ5cmを測る。埋土は灰色の極細砂である。埋土より須恵器の小皿が出土している。
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第3部　遺　物

第1章　西微高地出土遺物

第1節　弥生時代前期
1．土器

S K26002出土土器（図版80・505）

6001は壷の胴部上半の破片で、段＋へラガキ沈線紋2条をもち、その下半に縦方向のヘ

ラガキ沈線紋2本で区画し、区画内に5本単位の有軸の木の葉紋が措かれている。

6002は壷の胴部上半で、段十へラガキ沈線紋7条が措かれている。ヘラガキ沈線紋の中

央に相対する形でへラガキ沈組による斜線紋がある。

西微高地縁辺堆積層出土土器（図版80・505）

6003は竹添10区から出土した小型の壷である。器高11cm、胴部最大径10．5cmで口緑部

には紋様はないが、胴部上半に段があり、胴部最大径付近に直径2．5cmの焼成後の穿孔が

みられる。なお底轡に稲のモミ痕があり、長さ5．8mm、幅2．4mmを計り、“のぎ〝の痕跡

も認められる。　，　　1

6004は竹添1・6区から出土した口径2声．3cmの中型の喪で、口緑端部に刻み目をもち、へラ

ガキ沈線紋1条を施すものである。

6005は竹添10区から出土した登である。口径32．8cm、口縁端部にヘラによる刻み目をも

ち、口縁下6cmに刻みをもつ貼付凸帯紋1条が巡る。内外面に粗いパケ目が僅かに残る。
J▼1

6006は竹漆10区から由土した軍やある。口廟の外尿が少なく、口緑部下には単位は不明

である把手を持ち、外面は早，コ方向のへラミガキか施されている。

包含層出土土器（図版80・舗5）

6007は竹添19区から出土した口径20cmの嚢で、口縁端部に刻み目を施し、胴部外面に

タテ方向のパケ目が残るものである。

6008は竹添19区出土の嚢で、口縁は外反し刻み目はなく、胴部上半には半裁竹管紋が巡

り、それ以下には細かいパケ目が残るものである。

－71－



第2節　弥生時代中期下層
1．土器

SH36001出土土器（図版81）

奮　　　　　　6009は如意形口緑をもつ嚢である。体部には、内外面ともパケが施され、口緑部は内外

面ともナデ仕上げである。

SH36002出土土器（図版81）

蓋およびミニチュア土器を各1個体図化している。

蜜蓋　　　　　6010はやや深い笠形を呈する棄蓋である。内面中央および外面にはパケが認められる。

内面はナデ仕上げである。

ミニチュア　　6011は口径約8cmの鉢を模したミニチュア土器である。外面にはユビオサ工の痕跡が

顕著である。内面は磨滅が激しく、調整の観察は不可能である。

SH36003出土土器（図版81・505）

壷および鉢を各1個体図化している。

壷　　　　　　6012は壷の体部下半の破片である。体部最大径付近には、5条1単位の櫛措直線紋が施

される。外面には、左上がりのパケののちへラミガキが施される。

鉢　　　　　　6013はすぼまった底部から斜め外方に大きく開く体部をもつ。口緑部直下には、上から

順に櫛措直線紋・櫛措波状紋・櫛措直線紋が各1帯施紋される。いずれも3本単位の櫛状

工具によるもので、同一施紋具と判断できる。

SH36007出土土器（図版81・505）

壷と嚢を各1個体図化している。
l

壷　　　　　　6014は広口壷の口頚部である。直立する頚部には、櫛措直線紋と櫛措波状紋が施放され、

そこから開く口緑の端部には、櫛措直線紋を施紋するための紋様帯が形成される。口緑部

内面には、扇形紋が施される。

蜜 6015は如意形口緑をもつ嚢である。体部上半には、5帯の櫛措直線紋が施される。内外

面の調整はパケ仕上げである。

SH36008出土土器（図版81）

壷

壷3個体、璽1個体、鉢を2個体図化している。

6016は強く内傾する肩部の破片である。上から順に竹管紋、櫛措直線紋2帯、櫛措波状紋

1帯、櫛措直線紋2帯、竹管紋、櫛措直線紋2帯以上が認められる。施紋前には外面をナ

デ仕上げしている。6021は肩部の小片である。外面には櫛指による流水紋がみられる。直

線部分と曲線部分の継ぎ目はスムースである。6022も肩部の小片である。外面は流水紋と

竹管紋で飾られる。流水紋は、櫛措直線紋の両端に、向かい合わせの弧紋を加え、その間

を擦り消したものである。竹管紋も直線紋を消したのちに施されている。

6017は逆L字形口緑をもつ嚢である。当遺跡に通有のものに比べて口緑部の張出しが弱

いのが特徴である。体部上半には櫛措直線紋と櫛措波状紋が交互に配される。ただし、残

存状況が悪いため、単位は把握できない。
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鉢

l＿　＿　こ　こ、

6018は有紋の鉢である。内湾しながら立ち上がる口緑部をもち、口緑端部は水平に切り

取られたような状況を示す。体部上半には6帯の櫛措波状紋が残存する。6019は小さな脚

台をもつ鉢の底部である。内外面をナデ仕上げしている。

SH36010出土土器（図版81）

奮　　　　6020は逆L字形口緑をもつ嚢である○体部の調整はパケ仕上げであり、外面に4帯の櫛

措直線紋を巡らせ、口緑端部には刻目紋を有する。

S K36001出土土器（図版82）

蜜　　　　如意形口緑をもつ嚢である○体部の調整は内外面ともパケが施され、内面はさらにナデ

で仕上げられている。口緑部内面もナデ仕上げである。肩部外面には3帯の櫛措直線紋と

1帯の櫛措波状紋が巡る。

S K36002出土土器（図版82）

壷2個体と棄1個体を図化している。

壷　　　　外傾する頸部と外反する口緑部をもつ広口壷である。頚部以下には単帯構成の櫛措直線

紋が巡り、6024の口緑端部には不規則な刺突放が全周する。

蜜　　　　如意形口緑をもつ窯である○調整は体部外面をパケ、内面はナデ仕上げである。肩部外

面には3帯の櫛措直線紋と1帯の櫛措波状紋が巡る。

SK36003出土土器（図版82），

壷2個体と嚢蓋1個体、棄2個体を図化している。

壷　　　　6027は細頸壷の口頸部である○外面には口緑部まで単帯構成の櫛措直線紋の施紋がみら

れる。6029も細頚壷の口緑部であろう。頚部外面には櫛措直線紋が巡る。口緑部には水平

に近い端面を形成し、両端に三角形の連続刺突紋を施す。また、端面と頚部の境には細か

い刻目紋が巡る。

6028は棄蓋の小片である。内面はナデ仕上げで、使用に伴う変色が認められる。

如意形口緑をもつ嚢（6030）と逆L字状口緑をもつ嚢（6031）が出土している。前者は

肩部外面に単帯構成の櫛措直線紋が3帯巡る。後者は小片のため、傾きが不正確な可能性

もある。体部外面はパケ仕上げであり、無紋である。

S K36004出土土器（図版82）

壷・棄・鉢をそれぞれ1個体ずつ図化している。

壷　　　　　6032は広口壷の口緑部である。端面には刻目紋と水平の線が巡る。

蜜　　　　6033は如意形口緑をもつ嚢である○体部が強く張り、口緑部径を凌ぐ。肩部外面には複

帯構成の櫛措直線紋が3帯巡る。体部内外面はパケののちナデで仕上げている。

鉢　　　　6034は外反口緑をもつ無紋の鉢である。口緑部と体部の境は明瞭ではない。体部外面に

はパケ調整がなされる。口緑部の内外面はナデ仕上げである。

S K36005出土土器（図版82）

棄2個体を図化している。他に壷が出土している。

蜜

】

6035・6036は、如意形口緑をもつ嚢である。体部外面はパケ仕上げで、内面はパケのの

ちのナデで仕上げている。ともに口緑端部に刻目を施し、肩部に施紋がみられる。6035は

櫛措直線紋を5帯巡らせ、最下端には半裁竹管による山形紋を施している。6036は4帯の
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▼

櫛描直線紋と1帯の櫛描波状紋が施される。通常、一施紋は上から痢こ行われているが、こ
ノ

の土器については、予め確保．した空間に波状敏を充填しているため、上下の直線紋を切る。
′

′

SK36006出土土器（図版83）　　　　　　　　　　，　d

壷1個体、棄3個体を図化している。・
l

壷　　　　　6037は底部と口縁部を欠失する壷の坪部である。休部上半には柵猪直線紋と櫛措波状紋
l

を交互に配する。内外面の調整はパケ仕上げで奉り、内面には一部ナデが認められる。

嚢　　　　　いずれも如意形口縁をもつ有紋の登である。．603白の外面はパケ仕上げであり、体部上半

に櫛措紋様を、口縁端部に刻目紋を有する。櫛措紋様はロ縁部直下にはなく、粗い波状紋

1帯・直線紋2帯が不連続に巡る点において稚拙な感を受ける。6039は体部上半に櫛措紋

様が、口緑端部に刻目紋を有する。櫛措紋様は、上から順に直線紋1帯・波状紋1帯・直

線紋3帯以上の構成である。6040は前二者に比べてやや体部の張りが強い。口緑部直下に

櫛措直線紋が4帯巡る。

S K36007出土土器（図版83）

壷・嚢各1個体を図化している。

壷　　　　　　6041はやや厚い底部をもつ壷の体部下半である。内外面は細かいパケ仕上げである。

奮　　　　　　6042は如意形口縁をもつ有紋の嚢である。体部上半には櫛描紋様がみられ、上から順に

直線紋3帯、波状紋1帯、直線紋5帯、波状紋1帯が巡る。

S K36008出土土器（図版83）

蓋・高杯を各1個体、嚢を2個体図化している。

壷蓋　　　　　6043は口緑部が屈曲する壷蓋である。通常みられる深い笠形の形態とは異なるためⅢ・

Ⅳ様式の混入の可能性がある。外面はヘラミガキで仕上げ、内面はヘラケズリを施す。2

高塀

個1対の円孔をもつ。

6044・6045は如意形口緑をもつ有紋の嚢である。ともに体部外面はパケ仕上げである。

6044は体部が張らず、口緑端部に刻日放を、体部上半に櫛措直線紋と櫛措波状紋を施す。

6045は体部の張りが強く、無紋の口緑部の直下に櫛措直線紋と櫛措波状紋を施す。

6046は緩やかに開く体部に直立気味に立ち上がる口緑部をもつ高杯である。屈曲部に櫛

措直線紋を、それより上に櫛措波状紋を巡らせて加飾している。

S K36009出土土器（図版83）

壷を2個体図化している。

壷　　　　　　6047は広口壷の口縁部である。頚部は直立すると思われ、櫛措直線紋が巡る。口縁部に

端面を形成し、そこに櫛措波状紋を施す。6048は柵頸壷の口頚部である。口緑部直下から

頚部にかけて2帯の櫛措直線紋と1帯の癖措披状紋が残存している。

S K36010出土土器（図版83）

壷・底部を各1個休園化している。．

壷　　　　　　6049は無頸壷の上半部の破片である云・口縁部直下に竹管紋を巡らせ、その下に半裁竹管

による直線紋と波状紋が巡る。内外面ぽナデ仕上げである。
ノ

底部　　　　6050は壷あるいは嚢の底部である。大型で厚手である。外面はパケ仕上げである。

S K36011出土土器（図版83・84）
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壷1個体、如意形口縁をもつ嚢3個体を図化している。

6053は広口壷の口頸部である。無紋であり、頚部に突帯の剥離痕跡が認められる。

6051は無紋の嚢である。体部と口緑部の境が明瞭ではない。6052・6054は有紋の嚢であ

る。ともに残存状況が不良であるが、6052は口緑部直下に2帯の櫛措直線紋と1帯の櫛措

波状紋が残存しており、6054は3帯の櫛措直線紋、1帯の櫛措波状紋、2帯以上の櫛措直

線紋が巡る。

S K36012出土土器（図版84）

壷　　　　6055は広口壷であり、体部下半を欠失する。短く外反する口縁部の断面が三角形を呈す

るもので、西摂に特有の型式とされている。ただ、当遺跡でもSD36001のなかのこの種の

土器のように、口緑端部や頚部以下に施紋するものが通用で、6055のような無紋のものは

希少例であろう。

S K36013出土土器（図版84）

奮　　　　6056は逆L字形の口緑部をもつ嚢の破片である。口緑部直下には複数の櫛措直線紋を施

す。

S K36014出土土器（図版84）

壷　　　　6057は広口壷であり、頚部以上および底部を欠失する。体部上半には櫛措波状紋が5帯

以上巡り、最下端には扇形紋を施す。体部の調整は、上半の施紋部分がナデ仕上げ、下半

はパケ仕上げである。内面はナデ仕上げである。

SK36015出土土器（図版84・85・509）

壷2個体、嚢5個体を図化している。

壷　　　　6058は直立する頸部からなだらかに広がる口縁部をもつ広口壷である。頚部外面には櫛

措直線紋と櫛措波状紋が巡る。6071は壷の体郡上半の小片である。外面には櫛措直線紋と

擬似流水紋がみられる。

図化したのは体部が張り、逆L字形の口縁部をもつものばかりである。少なくとも大小

二者の区別は認められる。6063は無紋であるが、それ以外は櫛措紋様による加飾が認めら

れる。6062の体部上半には、櫛による施紋の以前に刻日放をもつ貼り付け突帯が1条巡っ

ている。

S K36016出土土器（図版85）

蜜　　　　6064は刻目紋を施した逆L字形の口緑部をもつ嚢である。体部内外面はパケ仕上げであ

り、施紋は認められない。

S K36018出土土器（図版85）

壷

壷3個体と嚢1個体を図化している。

6065はⅡ様式に少ない型式ではあるが、胎土に砂粒を多く含むこと、当遺構にⅢ様式以

降の遺物が含まれないことからⅡ様式の所産であると考えておく。強く内偵する体郡上半

と短く斜め外方に開く口縁部をもつ。体部外面はパケ仕上げである。6066は小さく開く脚

台をもち、体部下半に最大径のある壷である。口縁部を欠失する小片である。休部上半に

は櫛措直線紋と櫛措波状紋が交互に配され、それを繋ぐように弧紋を施すことによって擬

似流水紋風な装飾とする。施紋方法としては特異である。6072は壷の体部上半の小片であ

－75－



蜜る。櫛措紋様がみられ、上から順に波状紋、直線紋、簾状紋、擬似流水紋である。6067は逆L字形の口緑部をもつ嚢である。磨滅のため器壁の調整は観察不可能である。

口緑端部および体部上半部には施紋は認められない。

S K36020出土土器（図版85）

蜜　　　　　　6068は如意形口緑をもつ嚢である。体部外面の下半にはパケがみられ、上半は施紋の前

にナデ仕上げを行っている。口緑端部には刻目紋をもち、体部上半には櫛措直線紋と櫛描

波状紋を交互に3単位配している。

S K36021出土土器（図版85）

壷2個体を図化している。

壷　　　　　　6070は無頸壷であろう。内外面はナデ仕上げである。6069は広口壷の口頸部の破片であ

る。やや開き気味に直立する頚部と大きく開く口緑部をもつ。頚部は内外面ともパケ仕上

げであり、口緑部はナデている。頚部外面には10数条の沈線と2個1対の棒状浮紋がみら

れる。小片のため、棒状浮紋の個数は確認できない。口緑端部には格子紋が巡り、内面に

は端部寄りに刻日放をもつ貼り付け突帯を付す。

S K36022出土土器（図版86）

蜜　　　　　　6073は如意形口緑をもつ嚢である。肩部外面には単帯構成の櫛措波状紋が2帯巡ってい

る。体部外面はパケ仕上げ、内面はナデ仕上げである。

S K36023出土土器（図版86・506）

壷2個体、嚢蓋1個体、棄5個体、鉢1個体を図化している。

壷　　　　　　6074はなだらかに外反する口頚部をもつ、無紋の広口壷である。外面はパケ仕上げであ

り、内面はナデ仕上げである。6075は畑頸壷の口頸部の破片である。口綾部直下には2個
し

1対の小円孔が穿たれている。外面には櫛措波状紋と櫛措直線紋が施放される。

6076は嚢蓋である。外面をパケ仕上げ、内面をパケののちナデ仕上げする。

6077は逆L字形の口緑部をもつ嚢である。口緑部には刻目紋を有し、体部上半には4帯

の櫛措直線紋を巡らせる。6078・6079・6080は如意形口緑をもつ嚢である。6078は口緑端

部を欠失する。肩部外面に櫛措直線紋と櫛措波状紋の施紋が認められる。6079は口緑端部・

体部とも無紋である。6080は肩部外面は無紋であるが、口縁端部に刻目を有する。いずれ

も外面の調整はパケで、内面はパケののちナデで仕上げている。6081は底部の破片である。

外面はパケ仕上げである。

鉢　　　　　　6082は外反口緑をもつ鉢である。磨滅のため調整は不明であるが無紋である。

S K36024出土土器（図版86）

壷1個体を図化している。他に嚢が出土している。

壷　　　　　　6083は頸部の短い細頸壷である。頚部から肩部にかけて櫛措直線紋と櫛措波状紋による

施紋が認められる。外面はパケでなく、ナデ仕上げである。

S K36025出土土器（図版86）

蜜

紡錘車

嚢と土製紡錘車を各1個体図化している。

6084は逆L字状口緑をもつ嚢である。肩部外面には櫛措直線紋の施紋がみられる。

6085は土製紡錘車である。嚢の破片を再利用している。
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S K36026出土土器（図版86・509）

壷1個体を図化している。他に嚢が出土している。

壷　　　　　6086は広口壷の破片である。口緑端部には竹管の連続刺突紋が巡る。

S K36027出土土器（図版86）

壷　　　　6087は頚部の細い広口壷の破片である○口緑端部を下方に拡張し、刻日放を施す。頚部

以下には櫛描直線紋の施紋がみられる。

S K36029出土土器（図版86）

壷2個体、嚢1個体を図化している。

壷　　　　6088は内傾する頸吾陀外反する口緑部をもつ広口壷である。頚部以下には櫛措直線紋が

巡る。6089は短く直立する頚部をもつ広口壷である。磨滅のため調整は観察できないが、

施紋は認められない。

6090は如意形口緑をもつ嚢である。口緑部の調整は内外面ともヨコナデであり、体部外

面の調整はパケである。口緑端部、肩部とも施紋は認められない。

S K36030出土土器（図版87）

奮　　　　6091は逆L字状口緑をもつ嚢である○磨滅のため調整は内外面とも不明であるが、口緑

端部に刻日放が、肩部外面には複帯構成の櫛措直線紋が認められる。

SK36031出土土器（図版87），

壷　　　　6092は広口壷の口綾部の破片である○口緑端部には1条のへラ措沈線紋を巡らせ、その

上下に綾杉状の刻目紋を施す。

S K36032出土土器（図版87）

壷　　　　6093は壷の体部の破片である○他に逆L字状口緑をもつ嚢が出土していること、胎土に

砂粒を多く含むためⅡ様式のものと判断した。内面にパケ調整の痕跡が残るものの、磨滅

が激しく、調整手法は不明である。

S K36033出土土器（図版87）

壷2個体と鉢1個体を図化している。他に嚢が出土している。

壷　　　　6094は外傾する口緑部をもつ広口壷である。頸吉田こは3帯の櫛措直線紋と1帯の櫛措波

状紋が施される。

鉢　　　　6096は内湾する体部をもつ鉢である○口緑部には水平な狭い端面を形成し、刻日放を有

する。体部外面にはパケが、内面にはナデが施される。

S K36034出土土器（図版87）

壷1個体を図化している。他に嚢が出土している。

壷　　　　6097は直立する頸吾旺水平に伸びる口緑部をもつ広口壷である。口緑部端面には、櫛措

直線紋を有する。

S K36035出土土器（図版87・506）

蜜　　　　6098は如意形口緑をもつ嚢である○体部内外面はパケ仕上げであり、口緑部外面も同様

にパケ仕上げである。肩部外面には2帯の櫛措直線紋と1帯の櫛措波状紋の施紋が認めら

れる。

S K36036出土土器（図版87）
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壷壷1個体を図化しており、他に嚢が出土している。6099は肩部からなだらかな曲線を措いて外反口縁にいたる広口壷である。磨滅が激しく、

肩部外面のパケを認めるのみであるが、無紋である。

S K36037出土土器（図版87）　　　　　一

壷2個体を図化しており、他に嚢が出土している。

壷　　　　　6100は肩部からなだらかな曲線を措いて外反口緑にいたる大型の広口壷である。口緑端

部には長い刻日放をもち、口緑部内面には1帯の簾状紋が巡る。6101は無頸壷である。外

面には単帯構成の櫛措直線紋のみが施紋される。

S K36038出土土器（図版87・506・509）

壷3個体、嚢1個体を図化している。

壷　　　　　6102は、外傾する口頚部をもつ広口壷である。口緑部を下方に拡張させて形成した端面

に櫛措波状紋と下端への刻目紋を施す。また、口緑部内面には櫛措直線紋と櫛措波状紋の

施紋がみられる。頚部以下にも櫛措波状紋1帯・櫛措直線紋2ないし3帯を1単位とする

紋様がみられる。6103は、直立する頚部と外反する口緑部をもつ広口壷である。口緑端部

には櫛措直線紋を巡らせ、その上下に刻目紋を施す。口緑部内面には櫛により、縦方向の

弧状紋が施される。頚部も櫛措直線紋で加飾する。6104は外傾する頸部と強く外反し、や

や垂下する口縁部をもつ広口壷である。口緑端部には下端に刻目紋を有し、頚部には櫛措

直線紋と櫛措波状紋がみられる。

奮　　　　　6105は逆L字状口緑をもつ嚢である。口緑端部が尖らず、面をもつ点が特異である。

S K36040出土土器（図版87）

奮　　　　　6106は上げ底状を呈する嚢の底部である。結晶片岩を含み紀伊産と考えられる。

S K36041出土土器（図版87）　　　　　　　　　　　　　　一

審　　　　　6107は如意形口緑をもつ賓である。体部の内外面はパケ仕上げであり、口緑部はナデ仕

上げである。肩部に3帯の櫛措直線紋と1帯の櫛措波状紋が巡る。

S K36042出土土器（図版88）

壷　　　　　6108は壷の体部の破片である。外面はナデ仕上げであり、内面はパケ仕上げである。体

部上半外面には櫛措直線紋がみられる。直線紋は格子状を呈する点が注意される。

S K36043出土土器（図版88・506）

壷・賓を各1個体図化している。

壷　　　　　6109は小型の広口壷である。直立する頚部と短く開く口緑部をもつ。無紋である。

奮　　　　　6110は如意形口緑をもつ賓である。体部の内外面はナデ仕上げである。口緑部直下には

3帯の櫛措波状紋が巡る。

S K36044出土土器（図版88）

壷　　　　　6111は壷の体部上半の破片である。内外面はナデ仕上げである。肩部には4帯の櫛措波

状紋が巡る。

SK36045出土土器（図版88）

壷 6112は広口壷の肩部以上の破片である。体部内面をナデ、外面をパケ仕上げしている。

無紋である。
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SK36047出土土器（図版88）

鉢　　　　6113は鉢の口緑部である。口緑部から体部内面にかけてはナデ仕上げ、体部外面は縦方

向のパケ仕上げである。

S K36048出土土器（図版89）

壷　　　　　6127は壷の肩部の破片である。内外面はナデ仕上げである。外面は上から順に、櫛措波

状紋、擬似流水紋、櫛措波状紋、擬似流水紋で飾られる。

SK36049出土土器（図版88・506）

壷　　　　　6114は広口壷である。体部下半を欠失する。外傾気味に直立する頚部とさらに大きく広

がる口綾部をもつ。外面の頸部下半から肩部にかけては施紋がみられ、頚部には櫛措直線

紋、肩部には櫛措直線紋と櫛措波状紋を交互に配している。

S K36050出土土器（図版88）

棄1個体と鉢2個体を図化している。

奮　　　　6115は逆L字形の口緑部をもつ嚢である。内外面ともナデ仕上げであり、肩部には施紋

がみられない。

鉢　　　　6116は内湾する口緑部をもつ鉢である。内外面の調整はナデであり、外面の口緑部直下

から施紋がみられる。上から順に櫛措直線紋2帯、櫛措波状紋と櫛措直線紋のセットが4

組みられる。6117は直耳する口緑部をもつ鉢である。外面にはパケを施し、紋様帯部分に

はナデ仕上げを加える。内面はナデ仕上げである。外面口綾部直下から施紋がみられる。

上から順に櫛措直線紋2帯、櫛措波状紋と櫛措直線紋のセットが3組みられる。

S K36051出土土器（図版88）

蜜　　　　6118は大型の嚢である。強く内偵する肩部と短く外傾する口緑部をもつ。体部外面の調

整は不明であるが、内面はパケ仕上げである。外面には櫛措波状紋が4帯残存する。

S K36052出土土器（図版88）

奮　　　　6119は小型の嚢の下半である。鉢の可能性もある。底部は上げ底状を呈する。

SK36053出土土器（図版88）

奮　　　　6120は紀伊産の嚢である。体部から緩やかに外反する口緑部に至る。体部外面には横方

向のヘラケズリが施され、口緑部から体部内面にかけてはナデ仕上げである。胎土中には

結晶片岩を含む。

S K36054出土土器（図版89）

壷　　　　6128は壷の口緑部の小片である。内外面はナデ仕上げであり、外面は櫛措直線紋、半円

形紋で加飾される。6129は壷の肩部の破片である。内外面はナデ仕上げであり、外面は擬

似流水紋で加飾される。

奮 6115は逆L字形の口緑部をもつ嚢である。内外面ともナデ仕上げであり、肩部には上か

ら順に直線紋、波状紋、直線紋の櫛措紋様が残存している。

SK36055出土土器（図版89・507）

蜜

嚢と高杯を各1個体図化している。

6122は逆L字形の口緑部をもつ嚢である。内外面ともナデ仕上げであり、肩部には櫛措

直線紋が3帯残存している。
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高坪 6123はやや深めの杯部をもつ高杯である。脚部下半を欠失する。口緑部は短く外方に伸

び、断面三角形の口線内突帯がつく。外面の調整はパケ仕上げであり、内面は板ナデのの

ちナデ仕上げである。

S K36056出土土器（図版89）

壷と嚢を各1個体図化している。

壷　　　　　　6125は大型の壷の底部片である。内外面ともパケ仕上げである。
′

蜜　　　　　6124は如意形口緑をもつ嚢である。体部外面はパケ仕上げであり、口緑部から体部内面

にかけてはナデ仕上げである。肩部には3帯以上の櫛措直線紋が巡る。

S K36057出土土器（図版89）

壷を1個体図化している。

壷　　　　　6126は比較的大型の壷である。外面はパケ仕上げ、内面は板ナデ仕上げである。体部外

面の上半には櫛措直線紋と櫛措波状紋が巡り、これらの上に向かい合わせの弧紋を加えて

いる。この弧紋の間は擦り消していない。

西微高地縁辺堆積層出土土器（図版90～95・507～509）

壷

広口壷

図版90～95に掲載した土器は、西微高地が拡張する直前に、微高地縁辺部へ堆積してい

たものである。竹添10トレンチおよび竹添1トレンチにおいて出土したものである。

壷には、広口壷と無頸壷があり、無紋のものはない。

6130～6134は壷の肩部の破片であり、細別器種は不明である。6130は内外面をナデ仕上

げし、外面を4条以上の擬似流水紋で加飾する。6131は内外面をナデ仕上げし、外面を6

帯以上の擬似流水紋で加飾する。擬似流水紋は、6条1単位の櫛措直線紋の両端に、向か

い合わせの弧紋を加え、その間を擦り消したのち半裁竹管によって縦方向の波状紋を加え

るものである。6132は2帯以上の櫛措直線紋の下に三角形列点紋と竹管紋を加える。内外

面の調整は不明である。6133は内外面をナデ仕上げし、外面を櫛措直線紋、簾状紋、2帯

の櫛措直線紋、櫛措波状紋、擬似流水紋、櫛措直線紋で加飾する。6134は内外面をナデ仕

上げし、外面を櫛措波状紋、櫛措直線紋、櫛措半円形紋で加飾する。

無紋の壷は無い。ナデ仕上げされた体部上半以上に単体構成の櫛指紋で加飾するものが

大半を占める。紋様帯間のヘラミガキはみられない。

6135～6140は体部からなだらかに口頚部にいたる広口壷であり、頸部下半以下に櫛措直

線紋や櫛措波状紋による加飾がみられる。口緑端部に刻日放を有する6135、櫛措直線紋を

施す6138、櫛措波状紋をもつ6137・6140などがある。また、6139は口緑部内面に櫛措波状

紋と列点紋をもつ例である。

6141・6142は短く直立する頚部をもつ広口壷である。6141は口緑端部に櫛措波状紋を、

頚部に櫛措直線紋を施す。口緑部内面はパケ仕上げである。6142の口緑端部は無紋である

が、頚部下端以下には櫛措直線紋と櫛措波状紋を巡らす。

6143～6150は長く直立する頚部をもつ広口壷である。口緑端部への施紋率は高く、刻日

放を有するもの（6144・6145・6146）、櫛措波状紋を施すもの（6148・6149・6150）があ

り、6147は櫛措波状紋の上にさらに竹管紋を加える例である。6147は口縁部内面へも櫛措

波状紋と半円形紋で加飾を行っている。口緑部内面の施紋については、、Ⅲ様式ほどに顕著
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無頸壷

その他

蜜蓋

蜜

ではないが、先述した6147の他、縦方向の櫛措直線紋を加える6143や半円形紋を施す6150

がある。頚部以下には単体構成の櫛措直線紋や櫛措波状紋を加えることを常とする。

6151・6152は口緑部の小片である。6151は口緑端部に櫛措波状紋を、口緑部内面に向か

い合う形で2列の半円形紋を施す06152は口縁端部を格子紋で、口緑部内面を櫛措直線紋

と扇形紋で加飾する。

6153は短く外反する口緑部の断面が三角形を呈するもので、体部から口緑部への移行は

なだらかである。口緑端部には櫛措波状紋と刻目紋をもち、頚部から体部上半は櫛措直線

紋と櫛措波状紋で加飾されている。肩部付近に波状紋が連続して用いられている。体部下

半には、内面に横方向のパケが、外面に縦方向のパケが認められる。

6154は口頚部を欠失する広口壷である。比較的強く張った体部とすぼまった頚部をもつ

ようである。外面の調整は、下半にパケののちへラミガキがみられ、上半の施紋部分には

ナデを施す。内面は剥落が激しいものの、ナデ仕上げのようである。体部上半の紋様は、

櫛措波状紋と擬似流水紋である。施紋は、直線紋についで波状紋を巡らせ、部分的に紋様

をナデ消している。そののちナデ消した直線紋の両端に円弧を措き擬似流水紋を形成して

いる。

2つのタイプのものを図化している。いずれも有紋である。6155は体部からなだらかに

すぼまった口緑部に至るもので、口緑部直下には刻日放をもつ1条の貼付け突帯が巡る。

肩部以下には櫛措直線紋を巡らせる。いまひとつは6156のように、内湾する体部から口緑

部へ移行するものである。体部上半には複帯構成の櫛措直線紋が巡る。

口緑部を欠失するものとして6157と6158・6159を図化している。いずれも広口壷の可能

性が高い。6157は比較的長い頸吾陀もつ○頚部には櫛措直線紋を、肩部には櫛措波状紋を

巡らせる。6158は球形に近い体部をもち、その上半に櫛描直線紋と櫛措波状紋を交互に配

する。6159は小型の壷であり上半に櫛措直線紋を巡らせる。

図化できた嚢蓋は1個体のみである。深い笠形を呈するもので、内外面ともパケ仕上げ

である。

616ト6170は如意形口緑をもつ有紋の嚢である。体部上半に施されるのは、櫛措直線紋

と櫛措波状紋に限定され、いくつかの組み合わせがある。また、1帯のみの施紋はみられ

ない。6161は直線紋のみで構成され、6164～6170は波状紋のみが巡る。6162と6163は両者

が使用される。口緑部の形状も画一的ではなく、直線的にのびた口緑部内面に櫛措波状紋

を巡らせる6163や、体部に比して口綾部の長さの短い6169や6170がある。体部外面の調整

はパケ仕上げを基本とし、紋様帯部分のみを予めナデ仕上げする。内面の調整はパケ仕上

げのもの（6164・6166）の他はナデ仕上げである。

617ト6180は如意形口緑をもつ無紋の嚢である。ただし、6178～6180は口緑端部に刻日

放をもつ。体部外面の調整はパケ仕上げを基本とするが、体部下半に縦方向のへラミガキ

を加えるもの（6172・6174・6175・6176・6180）も多い。内面の調整は、体部にパケ、口

綾部にナデを加えるもの（6171・6177）、体部にナデ、口緑部にパケを施すもの（6172・6

173・6175）、体部にナデ、口緑部にへラミガキを施すもの（6176）の各種がある。

6181は胎土に結晶片岩らしき鉱物を含み、体部外面に横方向のへラケズリを施す嚢であ
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鉢り、紀伊産と考えられる。

6182～6189は逆L字形の口緑部をもつ嚢である。口緑部直下に櫛措紋様をもつものが多

く、直線紋のみのもの（6182～6185）と、直線紋と波状紋を共用するもの（6186・6187）

の二者がある。口緑端部に刻目紋をもつものに6184・6186・6188がある。6188・6189は無

紋である。調整については、外面はパケ、内面はナデ仕上げのものが多い。6188の外面は

ナデ仕上げ、6184の内面はパケ仕上げである。

3個体を図化した。6190は円板状の厚い底部をもつ。6191は直線的に広がる体部上半か

ら口緑部にいたる破片であり、体部には擬似流水紋が認められる。6192は椀形の鉢で、口

緑部直下に櫛措直線紋を巡らす。

2．木器

西微高地縁辺堆積層出土木器（図版96）

図版96に示した木器は、Ⅱ様式ないしはⅢ様式初頭に西微高地が拡張する直前に、微高

地縁辺部へ堆積していたものである。竹添1区において出土したものである。図版90～95

に示したⅡ様式の土器が共伴した。なお、6480・6481は切取り保存をしている。

3点とも組み合わせの木製品である。6481と6482が近接して、6480はこれらより1．80m

東方から出土した。前二者が近接していたが、一体のものであったかどうかが不明である

ため、別個体として報告する。これらの木器の上下にはラミナ状の土層の堆積が認められ

たため、この微高地縁辺には流水があったことが分かる。このため、これらの木製品は、

微高地上に存在したものが倒壊あるいは廃棄されたものと捉えたい。

6480は柵あるいは吊り棚状の木製品と考えられる。62～64cmの間隔で平行に置いた2

本の南北の角材の上に、13本の角材を東西に並べて繊細質で互いに緊縛したものである。
l

南北の角材は、東方のものが長さ73．3cm、西方が75．5cm、太さはともに一辺1．5～2．0cm

程度である。

東西の角材の長さは、74．5～79．5cm、最も太いもので一辺約2．5cmを測る。互いの間隔

は最も狭い場所で2cm、最も広い場所で5cmを測り、平均は約4．0cmである。

これらの角材の交点には、部分的にたすき掛け状に繊維質が残ることから、互いに緊縛

されていたことが分かる。樹種同定は行っていない。

6481は6480と同様、柵あるいは吊り棚状の木製品と考えられる。43～45cmの間隔で平

行に置いた2本の東西の角材に直交して、10本の角材を南北に並べたものである。

東西の角材の長さは54cm、太さはともに一辺2．5～3．0cm程度である。

南北の角材は残存状況が悪く、詳細が不明である。長さは最大のものが59．0cmで、太さ

は一辺1～4cmを測る。互いの間隔は最も狭い場所で2cm、最も広い場所で4cmを測る。

これらの角材の組み合わせには不明な点が多いものの、北端が北材の上に、南端が商材

の下に位置する南北材もあることから、6480とは異なった組み合わせを行った可能性が高

い。また、これらを互いに縛る繊維質は残存していなかった。樹種同定は行っていない。

6482は「コ」字形に組合わさった木製品である。

東西方向の板材は、長さ85．0cm、幅18．0cm、厚さ3．0cmを測る。中央部に17．0×13．0cm

の穿孔があり、東西両端部にも10×5cm程度の孔を穿つ。この東西の孔それぞれには、
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各1本の材を直角に挿入している。東材は長さ85cm、幅9cm、厚さ3cmで、西材は長さ

88cm、幅11cm、厚さ4cmを測る。樹種は3点ともコウヤマキである。

唐古・鍵遺跡からは、この東西方向の板材に形態の類似した「建築材」と報告された木

製品が出土している。第I様式新段階の土器に共伴するらしく、全長が58．0cmと本品より

小振りである（田原本町教委1984）。

3．石器

西微高地中期下層に出土の石器は多いとは言えず、定形的な石器では石鉄と磨製石庖丁

未成晶がややまとまった量が見られる他は、数点が散見される程度である。石斧では大型

蛤刃石斧以外は出土しておらず、打製尖頭器や磨製石剣類なども見られない。砂岩製の磨

製石庖丁未成品がまとまって出土していることは、この段階で、その量産が始まりつつあっ

たことを示すものと言えよう。

狩猟具・武器（図版97・510）

石鋲　　　　凹基式・平基式・円基式・有茎式が見られる。平基式が最も多く半数以上を占め、凹基

式と円基式がこれに次ぐ。平基式・円基式の石鉄には側線に細かな鋸歯状の調整剥離を実

施したものが散見される。いずれの形式にも特に大型品は無く、長さ30mm以下、重量2

g以下が大部分を占める。

凹基式石鉄（600ト，6007）では、基部の決りは浅く、平基式と区別しにくいものがある。

側線は直線的なもの、内湾するもの、外湾するものの各種がある。長幅比は1．5前後にま

とまり、細身や正三角形状のものは顕著でない。大きさでは長さ20～30mmほどに収まる。

重量では1g弱～4gまでのばらつきがあるが、大半は2g以下である。

平基式石鉄（6008～6020）は、平面形態の上では最も変異に富む一群で、長幅比1以下

の正三角形に近いものから、長幅比2を少し越える細身のものまでが含まれる。正三角形

に近い形態は小型のものに限られ、長さが30mmを越えるものは特に細身となる。側線は

直線的なものが多いが、外湾するものもある。6011では側線をやや粗く鋸歯状に仕上げて

いる。大きさでは多くは長さ30mm以下で、40mmを越えるものはない。重量は、最軽量

の6008・6009（0・3g）と最も重い6020（3g）では10倍の開きがあるものの、大半は2

g以下で、3gを越えるものはほとんど無い。6008・6009はすべての形態をつうじて最小

の部類に属するものである。二次加工の程度は低く、素材面を残すものが多く認められる。

特に6008・6012のように正三角形に近いものではその傾向が顕著で表裏両面とも縁辺部の

みの成形としている。細身のものでは器体中央部まで剥離が及ぶものが多い。

凸基式石鉄（602ト6025）は、いずれも円基式である。長幅比は2．5前後の値を示し、

細身で鋭利な先端を有する。二次加工も全面に及ぶものが多い。ただし、長さは30mm前

後、重量は2g以下で他の形式の石鉄と大差は無い。

6026は小型の有茎式石鉄である。

6027・6028は基部形態が不明なものである。

農具（図版98・510・511）

打製石庖丁　決りをもたない打製石庖丁が1例見られる（6029）。横長剥片を素材とし、背面側には

主剥離面と同一方向の剥離面を2面もつ。打面倒のバルブの高まりを平坦な剥離で除去し
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た後、背潰しを行い背緑部となす。背緑部のエッジは軽く研磨され、丸みをもたせている。

素材末端側縁辺には粗い二次加工が施され、外湾した両刃の刃緑部を形成している。左平

面の刃緑部のほぼ全域と背縁部の一部に磨耗が認められる。

磨製石庖丁　　6030は表面が風化した緑色片岩製？の完成品である。直線刃半月形態を呈するが、両端

は打ち欠きによりカットされている。器体は薄く、厚さ5mmに満たない。

磨製石庖丁　未成品段階の資料（603ト6038）は6032を除き、すべて砂岩製である。穿孔を終えたも

未成晶　の（6031）、穿孔途中のもの（6034）、成形打撃後の粗い研磨段階のもの（6032）、成形打

撃によって全体の形が整えられたもの（6033、6035、6036）、素材の一部に打撃を加えた

状態のもの（6037・6038）と各工程の資料が認められる。成形打撃は器体周辺部のみにほ

ぼ限定され、この段階で仕上がりの形態を予想できるものが多い。6031では成形打撃と穿

孔は完了しているにも関わらず、研磨はほとんど実施されていない。6034は打製石庖丁の

ような挟りを作出している。6037は分割礫を素材とする希有な例であるが、分割後ほとん

ど手が加えられていない。

工具（図版99・100・510・512）

石匙　　　　　6039は横長剥片を素材に舌状の突出部を作出した削器様の石器である。下半部を欠き全

体の形状は不明であるが、突出部を摘みとみなし石匙とした。

石錐　　　　　3点を図化した（6040～6042）。いずれも、ほぼ幅の一定した棒状錐である。下端のみ

に使用痕が認められるが、磨滅の程度は少ない。

太型蛤刃石斧　2点を図化した（6043・6044）。6043は平行する側線をもち、基部の横断面は円形に近

い。刃面には刃緑に斜行する線状痕が認められる。また、基部に打撃痕が残るうえ、刃緑

が鈍く潰れていることから、楔として転用されたことか分かる。6044は基部の中位で折損

している。平行する側線をもち、基部の横顔面形は偏車な楕円形を呈する。刃縁が鈍く潰

れていることから、楔として転用された可能性がある。

調理具（図版100・101・512）

砥石　　　　　6045は、上面が研磨のため浅く窪んだ砥石である。図の上辺もよく研磨されており、2

面が研ぎ面として使用されていることが分かる。6049は表裏および図の左辺を研ぎ面とし

て使用している。いずれの個体も擦痕は顕著に残存しない。

高貴石 6046・6047はチャート製の蔽石である。前者は上下両端部と両側緑に敲打痕をもち、後

者の下半部は欠損するが、上端部に敲打痕がみられる。

磨石　　　　　6048は上下両端部に打撃痕を残す磨石である。

その他（図版102～104・513）

楔形石器　　　6050～6058は、相対する縁辺からの剥離（両極打撃）を特徴として分類した楔形石器で

ある。概ね四辺形を呈するが、紡錘形に近い例（6057）も認められる。一辺が20～40mm

前後のものが主体を占めている。

削器

いずれも剥片を素材としており、剥離は相対する2辺からおこなわれるものがほとんど

である。4辺から剥離が進められる例（6053）はごく少数である。栽断面が形成される例

（6052・6054・6055～6058）のほかに、折断面をみせる例（6050・6051）も認められる。

6059～6071は、剥片の縁辺に二次加工を施し、刃部を形成する削器であるが、加工の部
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1 4．玉類

位、形状、程度には、かなりの幅が認められる。

あえて分類するならば、加工度の高い定型的な刃部を形成する例（6063・6064・6067・

6068・6070・6071）と、細かな二次加工を施す例（6059・6061・6064～6066・6069）、厚

手の素材に挟入状の刃部を作出するものなどに分けられようか。ただし、これらの間に、

定義的な器種分類を通用することは困難を伴う。しいていえば、後者はより臨機的な石器

として製作された可能性が指摘できる。

両群の遺跡内における分布にも、特に有意と考えられる差は認められない。

本器種の素材としては、多様な形状の剥片が用いられているほか、折断された剥片を用

いた例（6061・6062など）も認められる。

定型的な刃部を形成する6067・6070等で、刃部と相対する縁辺が折断面となっている点

は、使用に際した利便性（着柄など）を考慮したものであろうか。本遺跡内で同様の例が

少なからず認められることから、注目しておきたい。

削器に一括した石器が示す形態・加工は多様であり、その機能も均一なものとは考えに

くい。今後の分析の中では、遺跡内における分布をより精微に捉えるとともに、刃部の形

態と使用痕についても検討をおこないたい。

（巻首図版6・第8図・図版562）

SK36037出土玉類　　　，

6001はビスイの玉である。透明感のある緑と不透明な白緑色の混じったマーブル状の石

材を用いている。研磨面の残るいびつな形である○穿孔は両面から行っており、孔の最大

径と最小径の差が大きく、稚拙な穿孔技術を示している。

SH36008出土玉類

6002の碧玉製管玉は直径約7mm、残存長1．3cmの太いタ

イプの管玉である。穿孔は二方向から行われている。暗緑色

で光沢のある縞目の石材を用いている。

SH36007出土玉類

6003～6005は直径がいずれも3～3．5mmと、6002に比べ

細いタイプの管玉である。6003は緑灰色、6004はオリーブ灰

色で、この2点は光沢のない石材であるが、6005は6002と同

様の深緑色の光沢のある石材を用いている。6003・6004は両

面穿孔で、レントゲン写真では6003は両方から穿たれた孔が

食い違っているのが観察できる。6005はほぼまっすぐに孔が

とおっており、片面からの穿孔の可能性がある。
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第3節　弥生時代中期上層

1．土器

SH46001出土土器（図版105）

Ⅲ様式の壷・嚢・高杯・ミニチュア土器を図化している。

壷　　　　　　6193は短く開く口緑部をもつ広口壷である。頸部外面には櫛状工具による簾状紋、波状

紋、直線紋がみられる。

蜜　　　　　6194は水平に近く伸びる口緑部をもつ嚢であり、口緑端部は上方につまみ上げられる。

6195とともに口縁部の内外面をヨコナデで仕上げ、体部内外面をパケ調整する。

高坪　　　　　6196は水平に伸びる口緑部をもつ高杯であり、口緑端部を上下わずかに拡張する。また、

口緑端面には列点紋を巡らせる。内面の突帯は断面三角形を呈する。

ミニチュア　　6197は嚢型のミニチュア土器である。体部内面の下半には縦方向のヘラケズリが認めら

れる。

SH46003出土土器（図版105）

奮　　　　　6198は倒鐘形の体部から「く」字状に外傾する口緑部をもつ嚢である。口緑端部は上方

につまみ上げている。休部内外面はパケ仕上げ、口縁部内外面はヨコナデ仕上げである。

内面下半には焦げつきが残存している。

SH46004出土土器（図版105）

Ⅲ様式の壷・嚢・鉢・蓋を図化している。

壷　　　　　　6199は直立する頚部から水平に近く開く口緑部をもつ広口壷である。肩部に櫛措直線紋
l

と櫛措波状紋を巡らせる。

奮　　　　　6200・6201を図化している。ともに体部外面はパケののち縦方向のヘラミガキで仕上げ

る。6201は磨滅しているものの、内面下半にはヘラケズリがみられる。

鉢　　　　　6202は内湾する体部と直立する口緑部をもつ鉢である。口緑部には3条の断面三角形の

貼り付け突帯を巡らせる。口緑部には水平な端面をもち、体部内外面はパケ仕上げである。

SH46006出土土器（図版105）

Ⅳ様式の壷・嚢・高杯・台付鉢を図化している。

壷　　　　　　6203は加飾性に富む無頸壷である。体部外面には斜格子紋、櫛措直線紋、3条の貼り付

け突帯がみられ、口緑端部には刻目紋が、口緑端面にはヘラ措きの山形紋と円形浮紋がみ

られる。円形浮紋は1個しか残存しない。

台付鉢

6204は体部内面はパケ仕上げであり、口緑部内外面はヨコナデ仕上げである。

6205・6206は杯部の破片である。口緑端部が強く短く内湾する特徴的な器形を呈する。

口緑部はヨコナデテ仕上げであり、杯部は内外面ともパケ仕上げである。讃岐地方にみら

れるⅣ様式の高杯に類似する。

6207は体部下半から脚部にかけての破片である。充填された体部底面は剥落している。

脚部には、縦長の楕円形を呈した透かし孔が3方向にみられる。

SH46007出土土器（図版106）
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高塀

紡錘車

Ⅲ様式の高杯・紡錘車を図化している○ともに中央土坑より出土したものである。

6221は水平に伸びる口緑部をもつ高杯であり、口緑端部を下方に拡張する。内面の突帯

は断面三角形を呈する。杯部内外面はヘラミガキを施し、その他をナデ仕上げする。

6222は嚢の破片を利用した紡錘車である。円孔の位置は中心をはずれる。

SH46008出土土器（図版106）

Ⅳ様式の壷・棄・鉢・高杯・台付鉢・イイダコ壷・紡錘車を図化している。中央土坑か

ら出土したものは、6210・6211・6213・6214・6217・6218である。

壷

蜜

鉢

高杯

台付鉢

6208は、外反する口緑部がさらに垂下して口緑端面を形成する広口壷である。端面へは

櫛措波状紋を巡らせ、その上に円形浮紋を施す。6209は口緑端部の上下を拡張することに

よって、口緑端面を形成する。端面には凹線の上に棒状浮紋が貼り付けられる。

6210は長頸壷である。外傾する口頸吾陀もち、口緑端部は内側に肥厚する。頚部内外面

をパケ調整したあと、口緑部をヨコナデ仕上げする。

嚢は3個体を図化した。6211・6213は口緑端面に凹線を巡らせるもので、6212は刻目紋

を施す。体部内面はナデ、外面はパケ仕上げ、口緑部内外面はヨコナデ仕上げである。

6214～6216は下半を欠失するため、高杯の可能性があるが、ここでは断定できないため

鉢として扱う。法量にかなりの差があるものの、内湾しながら広がる体部に直立あるいは

内湾する口緑部をもつ点で共通する。口緑部には水平あるいは内傾する端面をもち、いず

れも口緑部直下に数条の凹線を巡らせる。

6217は水平に伸びる口緑部をもつ高杯であり、口緑端部を下方に大きく拡張する。内面

の突帯は断面四角形を呈する。杯部内外面および口緑部端面はヘラミガキを施す。

6218は台付鉢の脚部の破片である○外面は縦方向のヘラミガキが、内面には横方向のヘ

ラケズリがみられる。また、充填した鉢部の底部は剥離し、そこにはパケメが認められる。

イイダコ壷　6219は底部を欠失するイイダコ壷である○内傾する口緑部をもち、その内面には絞り目

が残存する。

紡錘車　　　6220は土器の破片を利用した紡錘車である。

SH46009出土土器（図版106）

Ⅲ様式の壷・高杯を図化している。6225は中央土坑から出土した。

壷　　　　6223は、強く外反する口緑部をもつ広口壷である○口線内突帯が1条巡り、頸吾針には断

面三角形突帯を貼り付ける。6224は口緑部に挟りをもつ長頸壷の破片である。口緑部直下

には4条の断面三角形突帯を貼り付け、その間及び上下には櫛措波状紋で加飾する。頚部

には櫛措直線紋がみられる。波状紋と突帯は、口緑部の挟りの曲線に平行する。6225は壷

の肩部の破片である。櫛措直線紋と列点紋、擬似流水紋が巡る。

高塀 6226は内湾する体部と外反する口緑部をもつ高杯である。体部内面および脚部外面はパ

ケ仕上げ、他は磨滅のため調整の観察は不可能である。

SH46010出土土器（図版106）

壷

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢・脚部を図化している。6229は中央土坑から出土した。

強く外反する口緑部をもつ広口壷である○広い口緑端面をもち、6228は刺突による綾杉

紋を巡らせる。ともに刻目をもつ口線内突帯を2条巡らせ、6228については棒状浮紋がこ
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脚部

の突帯上に貼り付けられる。6231は長頸壷である。口緑部直下から頚部にかけて櫛措直線

紋が5単位巡る。

6229・6230の2個体を図化した。体部内外面はパケ仕上げ、口緑部内外面はヨコナデ仕

上げである。体部下半には外面にヘラミガキが密に施される。

6232は脚部の破片である。断面三角形突帯が2条巡り、脚端部を上下にわずかに拡張す

ることによって端面を形成する。内面はヘラケズリ、内面端部近くはパケ仕上げである。

SH46011出土土器（図版106）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢を図化している。ともに中央土坑から出土した。

壷　　　　　　6233は無頸壷である。口緑部には2個1対の紐孔がみられる。外面には櫛措波状紋と櫛

措直線紋が交互に配される。

蜜　　　　　　6234は口緑部内外面をヨコナデする他は、磨滅のため調整の観察が不可能である。

SH46012出土土器（図版107・514）

Ⅲ様式の壷・棄・鉢などを図化している。

壷　　　　　　6235は口緑部が強く外反する広口壷である。口緑端部には刻目紋が巡る。

蜜　　　　　　6236は口緑部内外面をヨコナデで仕上げ、体部外面をパケ仕上げする。体部内面は磨滅

のため調整の観察が不可能である。

鉢　　　　　　6237は内湾する体部から口緑部にいたる鉢である。口縁部直下には2条の突帯をもち、

突帯上および口緑端部には刻目紋が巡る。

その他　　　　6238は、明確な底部をもたない土器である。板状の粘土を継ぎ、手づくねによって整形

している。前面に焼成前に穿った円孔が1箇所みられる。調整は、前面の一部にヘラケズ
l

リがみられる他は不明である。

SH46014出土土器（図版107）　　　　　　　　　　　－

Ⅲ様式の嚢を図化している。

蜜　　　　　　6239は体部外面にはパケののちヘラミガキを施し、体部内面にナデ、口綾部内面をパケ

調整する。体部内面には焦げつきが多く付着している。

SH46016出土土器（図版107・514）

Ⅲ・Ⅳ様式の嚢を図化している。

蜜　　　　　　6240は体部の張りが弱く、口径が体部最大径を凌ぐものである。体部外面にはヘラケズ

リののちへラミガキが、体部内面にはナデ調整がみられる。6241は口緑部をヨコナデ、体

部外面をパケで仕上げるが、体部内面の調整は磨滅のため観察不可能である。

SH46019出土土器（図版107）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・棄・鉢・台付鉢を図化している。

壷 6242は長頸壷である。頚部から体部上半の間には施紋に先立つナデを施し、その上に櫛

措波状紋と櫛措直線紋を交互に配する。体部下半には縦および横方向のヘラミガキが施さ

れる。体部内面はパケ仕上げである。6243は無頸壷である。口緑部直下に3条以上の断面

三角形突帯を貼り付け、口緑端部および突帯上に刻目紋を施す。

無紋の嚢がほとんどであるが、外面に2段の列点紋を施すもの（6244）、口緑部直下に

指頭庄痕紋突帯を貼り付け、肩部に櫛措直線紋と櫛措波状紋を施紋するという加飾性の強
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い棄（6245）がある。前者は吉備地域など西方からの影響をうかがわせる。後者は壷に分

類すべきかもしれない。体部の調整はパケ調整を多用し、内面をナデ仕上げするのは62魂．

6245・6249である。

鉢　　　　6250は口緑部直下に1条の突帯を巡らせ、口緑端部および突帯上に刻目紋を施す。

脚部　　　6251は脚部の破片である。体部外面にへラミガキ、脚部内外面をパケ仕上げする。

SH46020出土土器（図版107）

Ⅲ・Ⅳ様式の嚢を図化している。

奮　　　　6252は体部下半の破片である○調整は外面にパケ、内面にナデを施す。

SH46021出土土器（図版108）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢を図化している。

壷　　　　6253は長頸壷の口頚部の破片である。外面の口緑部直下には3帯の櫛措直線紋が、中位

には3帯の櫛措波状紋が、最下端には複数の櫛措直線紋が巡る。外面はパケ仕上げ、内面

は部分的なナデ仕上げである。

蜜　　　　6254は肩部以上の破片である○体部内外面はパケ仕上げである。

SH46023出土土器（図版108）

Ⅳ様式の壷と高杯を図化している。

壷　　　　6255は本書で無頸壷に分類したものである○口緑部直下には4条の凹線紋が巡り、2個

1対の紐孔が穿たれるQ体部下半にはヘラミガキが施される。6256は無頸壷の脚部と考え

られ、6255と同一個体の可能性もある。

高塀 6257は水平に伸びる口緑をもつ高杯の杯部である。口緑端部は下方に垂下する。内面の

突帯は断面四角形を呈する○杯部内外面の調整はへラミガキである。

SH46024出土土器（図版108）

壷

蜜

鉢

高塀

Ⅳ様式の壷・嚢・鉢・高杯を図化している。

6258は広口壷である。口緑端部には端面をもち、4条の凹線紋と等間隔に巡る1本単位

の棒状浮紋を配する。

6259は内外面をパケ仕上げする嚢である。

6260は水平方向に短く伸びる口緑部をもつ鉢である。

6261は水平に伸びる口緑をもつ高杯の杯部である○口緑端部は斜め下方に垂下する。内

面の突帯は断面三角形を呈する。

SH46027出土土器（図版108・514）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢を図化している。

壷　　　　6262は大きく外反する頸吾陀もつ広口壷である○口緑端部は上下に拡張し、上端に刻目

奮紋を巡らせる。6263は小型の広口壷である○体部上半には櫛状工具による列点紋をもつ。

調整は体部内外面がパケ、口緑部はヨコナデである○体部下半には煤の付着が顕著である。

6264は大型の嚢である。口緑端部を上方につまみ上げる。体部内外面はパケ仕上げであ

る。

SH46031出土土器（図版108）

Ⅲ・Ⅳ様式の嚢を図化している。
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奮　　　　　　6265は大型の嚢である。体部外面はパケ仕上げ、体部内面はナデ仕上げである。

SH46032出土土器（図版108）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷を図化している。

壷　　　　　　6266は長頸壷の口頚部片である。口緑部はヨコナデ仕上げ、頚部はパケ仕上げである。

SH46033出土土器（図版108）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷を図化している。

壷　　　　　　6267は壷の底部の破片である。外面はパケ仕上げ、内面はパケのちナデで仕上げている。

SH46034出土土器（図版108）

Ⅲ・Ⅳ様式のミニチュア・イイダコ壷・土製紡錘車を図化している。

ミニチュア　　6268は口緑部を欠失するため器種は不明である。ユビオサエの痕跡が顕著である。

イイダコ壷　　6169は平底でコップ形のイイダコ壷である。口緑部直下に紐孔を穿つ。

紡錘車　　　　6270は壷の体部片を利用した土製紡錘車で、中央には両側から穿たれた円孔をもつ。周

囲は打ち欠きののち、荒く研磨されている。6271も土器片を利用したもので、周囲は打ち

欠きののち、荒く研磨されている。穿孔の途中で破棄されたものである。

SH46036出土土器（図版108）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷を図化している。

壷　　　　　　6272は複合口緑壷である。内傾する口緑部をもち、口緑端部は切り取られたような面を

形成している。頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡る。

SH46037出土土器（図版108）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷を図化している。

壷　　　　　　6273は長頸壷の口頚部である。頚部下端に2条の断面三角形突帯が巡る。頸部外面はパ
l

ケ仕上げ、口緑部から内面にかけてはナデ仕上げである。

SH46038出土土器（図版108）

Ⅲ・Ⅳ様式の嚢を図化している。

奮　　　　　　6274は体部上半の破片である。内面の調整はパケであるが、外面は磨滅が激しいため観
Il

察不可能である。6275は口縁端部に刻日放をもつ。体部内外面にはパケが施され、外面に

はさらに縦方向のヘラミガキが加えられる。内外面のパケ調整にあたっては異なる工具を

使用している。

SX46001出土土器（図版109～111・514）

壷

掲載した土器のうち、東周溝から出土した6286の1点以外は、南周溝に埋置あるいは転

落したものである。Ⅲ様式の壷・嚢・鉢・高杯・台付鉢・紡錘車を図化した。

中型で有紋の広口壷のうち、外傾する頸部から水平方向に伸びる口緑部をもつものとし

広口壷　て6276・6277・6278があり、外反した口緑部がさらに斜め下方向へ伸びるものとして6279

が挙げられる。頸吉田二は断面三角形突帯や指頭圧痕紋突帯をもち、口緑端部には面的な施

紋はなく、上あるいは下端への刻日放がみられる程度である。6277は2条の口線内突帯を

もつ。口縁部内面はナデ仕上げである。体部の紋様に円形浮紋を用いるものが2点あり

（6280・6281）、うち6281は斜格子紋と共存する。

大型の広口壷を3点図化している（6282・6283・6284）。無紋の6284を除けば、口緑端
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無頸壷

奮

鉢

面への面的な施紋、口緑部内面への施紋という点で共通する。また、両者とも口緑部内面

はパケ仕上げである。628頂部の指頭庄痕紋突帯は1条だが、上下2段構成になっている。

6286・6287は小型で無紋の広口壷である。

6288は台付無頸壷であるが、形態的には特異なものである。体部はほぼ球形を呈してお

り、脚台は短く外方にふんばる。体部の調整は通常みられる広口壷と変わりなく、．全面に

パケ調整を施したのち、下半を縦および横方向のへラミガキで仕上げる。

複合口緑壷　6289は複合口緑壷である○内傾する口緑部の上下端に刻目紋を施す。

長頸壷　　長頸壷を4点図化している。器形の上では、球形の体部に細い頸吾陀もつもの（6292）

と、倒卵形の体部に太く外傾する口頸吾陀もつもの（6291・6293・6294）に分かれる。調

整の面では、体部最大径付近での横方向のヘラミガキをもつものともたないものがあり、

器形と関係あるのかもしれない。頚部の紋様については、頚部下端の突帯の種類と関係が

あるようで、2条の断面三角形突帯をもつもの（6291・6292）は頚部以上に櫛状工具によ

る施紋がみられるのに対し、指頭庄痕紋突帯をもつもの（6293・6294）は頚部以上が無紋

である。体部上半の紋様は、紋様帯の上下端が櫛措直線紋に限られる点が挙げられる。

6295は体部への列点紋、口緑端面への列点紋と円形浮紋をもつ有放棄である。6296・62

97は無紋の嚢である。体部外面の調整はパケの上のへラミガキ仕上げであるが、内面はパ

ケ仕上げとナデ仕上げという違いがある。6297は底部に穿孔をもち、体部下半内面に焦げ

つきが著しい。

6298・6299は外傾する体部と直立する口縁部をもつ鉢である。前者は口緑部直下に3条

の突帯を巡らせ、口緑端部と突帯上に刻目紋を施す。また、突帯上には2本1対の棒状浮

紋が付加される。

高杯

台付鉢

紡錘車

6300・6301・6302は水平に近く伸びる口綾部をもつ高杯である。この型式の高杯には内

面に突帯をもつのが通例であるが、もたないもの（6300・6302）がある。6303は脚部上端

に断面三角形突帯が1条巡る。6303・6304とも内面調整はナデである。

6305は外面にヘラミガキが、体部内面にはパケが認められる。

6306は土器の破片を利用した紡錘車の未成品である。穿孔は行われていない。

SX46002出土土器（図版112・515）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・ミニチュア・マダコ壷・嚢・把手付鉢・高杯を図化している。これら

は東西の周構内から出土した土器であるが、出土層位の内訳は以下のとおりである。

上面出土：6308・6309・6313・6316

上層出土：6310・6317・6318・6319

壷

下層出土：6307・6312・6314（6311・6315は不明）

6307は直立する頸吾陀外反しながら水平方向に伸びる口緑部をもつ広口壷である。口緑

端部には刻目紋をもち、頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯を巡らせる。6308は広口壷の

体部である。体部上半は櫛措波状紋で加飾する。体部中位は横方向の、下半は縦方向のへ

ラミガキが施される。

6309は無紋の広口壷である。短く外反する口緑部には、2個1対の紐孔が穿たれる。外

面の調整はパケののちヘラミガキが、内面はパケが用いられる。体部下半には1箇所の焼
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成後の穿孔が認められる。

6310は直ロロ緑をもつ広口壷である。口緑部直下には2条の凹線が巡り、頚部下端には

指頭庄痕紋突帯が1条貼り付けられる。内外面はパケ仕上げである。

6311は長頸壷である。長めの体部に短い口頚部がつく。外面の下半にはヘラケズリが、

上半にはパケが施されたのちに部分的なヘラミガキが加えられる。内面下半にはヘラケズ

リが施され、それ以上はパケないしナデ仕上げである。

6312は底部の破片である。直線的に伸びる体部下半にはパケ及びへラミガキが加えられ

る。

ミニチュア　　6313は壷を模したミニチュア土器である。体部下半の外面にはヘラミガキが部分的に加

えられる。

マダコ壷　　　6314は体部下半の破片である。底部中央には焼成前に穿たれた円孔が認められる。内面

はパケ仕上げ、外面はナデ仕上げである。

蜜　　　　　　6315は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部外面にはパケののち下半にヘラミ

ガキを加える。6316も口緑端部を上方につまみ上げる嚢であり、口緑端部には断続的な刻

日放を巡らせる。体部外面はパケ仕上げである。

把手付鉢

台付鉢

高坪

6317は把手付鉢である。ジョッキ形を呈し、脚台と縦方向の把手を1箇所に有する。口

緑部直下に3条の凹線紋を巡らす。体部内外面の調整はパケののちヘラミガキである。脚

部内面はパケののちナデ仕上げである。

6318は台付きの鉢である。口緑端部は上方につまみ上げられている。体部は磨滅が激し

いため、施紋の有無は判然としない。脚部外面には6条以上の凹線が巡る。内面はヘラケ

ズリを施している。
1

6319は外傾する杯部と直立する口緑部をもつ高杯である。口緑部下端には1条の凹線紋

が巡る。長めの脚部は下方に向かって緩やかに広がる。脚端部は上方に拡張し、端面を形

成する。ヘラミガキの施される杯部内面以外は、内外面ともナデ仕上げを基本とする。

S P46001出土土器（図版113・515）

棄2個体と鉢1個体で構成されていた土器棺墓である。

蜜　　　　　　6320・6321は倒鐘形の体部に「く」字形に外反する口緑部をもつ嚢である。ともに口緑

鉢端部を上方につまみ上げる。6320は外面をパケののち下半にヘラミガキ、内面をパケ仕上

げする。6321は外面をパケののち下半にヘラケズリ、内面をナデ仕上げする。

6322は大型の鉢である。口緑部は内側へ肥厚する。口緑部はヨコナデ、体部は内外面と

もパケ仕上げである。

S P46002出土土器（図版114・516）

棄3個体で構成されていた土器棺墓である。

6323は小型の嚢である。体部外面はパケ、内面はナデ仕上げである。6324・6325は大型

の嚢である。6324は口緑端部を上方につまみ上げることによって端面を形成し、そこに刻

目紋を巡らす。体部外面はヘラミガキ、内面はパケ仕上げである。6325は短く立ち上がる

口緑端部に刻日放を施す。体部外面はパケ仕上げであり、下半のみへラミガキを加える。

内面はパケ仕上げである。
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S P46003出土土器（図版115）

高塀　　　　実測不可能な身の掲載を割愛し、蓋に使用された6326のみを図化した。口緑部直下に2

条の凹線を巡らせるⅣ様式の高杯あるいは鉢である。

S P46004出土土器（図版115・516）

身に使用されたⅢ様式の壷1個体、棄2個体を図化した。

壷　　　　　6328は口緑部を打ち欠かれた広口壷である。櫛措波状紋と櫛措直線紋を交互に配する。

最下端は円形浮紋で加飾される。紋様は浅く付けられているため、部分的に密着していな

い箇所がある。内外面ともパケ仕上げで、体部下半にはヘラミガキがみられる。

6327は磨滅のため調整の観察は不可能だが、体部外面にはヘラミガキが残存する。6329

は身として使用されていた嚢である。体部内外面にパケ調整が、体部外面下半にはその上

にヘラミガキが施される。口緑部はヨコナデ仕上げであり、口緑端部には部分的に刻日放

が付けられる。

S P46005出土土器（図版116・516）

身に使用されたⅢ様式の壷1個体、蓋に使用された壷1個体を図化した。

壷　　　　　6330は蓋として使用された壷の底部である。外面はヘラミガキで、内面はナデで仕上げ

ている。6331は身に使用された広口壷である。算盤玉形の体部に短く開く口緑部をもつ。

口緑端部はわずかに斜下外反し、端面を形成する。口縁端面には櫛措波状紋を巡らす。体

部上半には櫛措直線紋と櫛措波状紋を交互に配する。体部外面下半の調整はパケののちヘ

ラミガキ、内面はパケ仕上げである。

S P46006出土土器（図版116）

身に使用された壷1個体を図化した。

壷　　　　　6332は口緑部を欠失するため、細分型式は不明である。頚部下端には1条の指頭庄痕紋

突帯が巡る。体部の調整は、内外面ともパケ仕上げである。

S P46007出土土器（図版116・516）

SP46007は蓋をもたず広口壷1個体のみからなる。

壷　　　　　6333は短く外反する口頚部をもつ広口壷であり、口緑端部には面を形成する。体部上半

には櫛措直線紋と櫛措波状紋を交互に配する。体部外面の調整はパケ仕上げであるが、内

面の調整は観察不可能である。Ⅱ様式の可能性もある。

S P46008出土土器（図版116・516・517）

壷

身に使用された壷6335と、掘り方内に埋置されていた壷6334を図化した。6335は体部と

口頚部が分割され、口頚部は6334とともに掘り方内より出土した。

6334は外反する頚部と水平方向に伸びる口緑部をもつ広口壷である。頚部下端には2条

の指頭庄痕紋突帯をもち、体部上半には2列1単位の列点紋が2単位巡っている。外面の

調整はパケののち体部下半をヘラミガキする。6335はやや長めの外反する頚部と水平方向

に短く伸びる口緑部をもつ。口緑端部には刻日放をもつ。頚部から体部上半にかけては櫛

措紋様で加飾する。頚部には直線紋のみが、体部には直線紋と波状紋の両方が巡る。体部

外面の下半はヘラミガキで仕上げる。体部内面にはパケが施される。体部中央には焼成後

の穿孔が認められる。
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S K46001出土土器（図版117）

蜜　　　　　6336は「く」字形口緑をもつ嚢である。体部外面はパケ仕上げである。

S K46002出土土器（図版117・516）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷と高杯を図化している。

壷　　　　　6337はⅢ様式の長頸壷の口頸部である。頚部は無紋であるが、上下端に数条の断面三角

形突帯を巡らせる。体部には櫛措直線紋を施す。

高塀　　　　63御ま高杯の脚部である。外面にヘラミガキ、内面にヘラケズリを施す。

S K46006出土土器（図版117）

Ⅳ様式の嚢と鉢を図化している。

奮　　　　　6339～6341は法量の差があるが、いずれも口縁端部を上方につまみ上げる。体部外面は

パケ仕上げ、内面は6339・6340はナデ、6341はパケ仕上げである。

鉢　　　　　6342は大型の鉢である。体部から屈曲して直立する口緑部をもつ。口緑端部を両側に拡

張することによって端面を形成し、そこに3条の凹線紋を巡らす。口緑部下端の屈曲部に

も3条の凹線紋を加えている。

S K46007出土土器（図版117）

蜜　　　　　　6343は上げ底状を呈する嚢の底部である。

S K46008出土土器（図版117）

鉢　　　　　6344は外傾する体部をもつ鉢である。口緑端部はこれと直角に切られたような状況を示

す。体部内外面はパケ仕上げである。

S K46009出土土器（図版117）

Ⅲ・Ⅳ様式の嚢・鉢・壷蓋を図化している。

蜜　　　　　6345は「く」字形口緑をもつ嚢である。体部内外酎まパケ仕上げである。

鉢　　　　　6346は内湾する口緑部をもつ鉢である。口緑端部には刻目を有する。体部は内外面とも

パケ仕上げである。

壷蓋　　　　6347は小型の壷蓋である。2個1対の紐孔が2箇所に穿たれている。この紐孔から口緑

端部にかけて各1本の刻線が刻まれている。

S K46010出土土器（図版117）

壷　　　　　6348はⅢ・Ⅳ様式の広口壷である。強く外傾する頚部と斜下外反する口緑端部をもつ。

端面には櫛措波状紋と4個1単位の円形浮紋が、内面には半円形紋が施される。

S K46011出土土器（図版117）

壷　　　　　6349はⅢ様式の長頸壷である。頚部上端には2条の断面三角形突帯を巡らし、口緑部に

は挟りを設ける。

S K46012出土土器（図版117）

高坪　　　　6350は高杯の脚部である。裾部は上方に拡張し、端面を形成する。器壁の磨滅が激しい

が、内面にヘラケズリは認められない。

S K46014出土土器（図版117・517）

水差 6351は脚台をもつ水差である。脚台から口緑部にいたる曲線はなだらかである。口緑部

が完存していないため挟りの有無は確かめられない。口緑部直下には1条の断面三角形突
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帯が巡る。底部は下方からの円盤充填手法で形成されている。

SK46015出土土器（図版117・517）

Ⅲ様式の高杯と無頸壷の脚部を図化している。

高坪　　　　6352は脚部上端と裾部に各3条の断面三角形突帯を巡らす高杯脚部である。

無頸壷　　　6353は無頸壷の脚部である。脚部上端には2条の断面三角形突帯が巡り、その直下に2

個1対の紐孔が2箇所穿たれる。脚部には上段に上向きの鋸歯紋が、下段に非貫通の三角

形透かしが設けられる。

S K46016出土土器（図版117）

Ⅳ様式の壷と高杯を図化している。

壷　　　　　6354は複合口緑壷の口頚部である。頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡り、口綾部

と頚部の境は丸みを帯びる。

高坪　　　　6355は高杯の脚部である。裾部は上方に拡張することによって端面を形成する。外面は

パケののちヘラケズリ、内面はパケ仕上げである。

S K46017出土土器（図版117）

壷　　　　　6356は口緑端部がわずかに斜下外反する広口壷である。端面に櫛措波状紋と4個1対の

円形浮紋を、内面に2列の扇形紋を施す。

SK46019出土土器（図版118・，517）

Ⅲ様式の壷と鉢を図化している。

壷　　　　　6357は短く外傾する頸部と水平に近く伸びる口緑部をもつ広口壷である。体部の施紋は

鉢上から順に行われ、櫛措直線紋、3帯の櫛措波状紋、櫛措直線紋、櫛措波状紋、櫛措直線

紋の順で、最下段には2列の列点紋が巡る。6358は広口壷の口緑部である。口縁端部を上

方につまみ上げることによって形成された端面には竹管紋が施される。6359も広口壷の口

緑部である。端面には2つの斜線紋を重ね、内面には3条の櫛措波状紋を巡らせる。6360

は壷の体部である。上半には櫛措紋様が残り、その構成は6357と類似している。

6361は外傾する体部をもつ。体部上半には櫛措直線紋と櫛措波状紋を交互に配する。

S K46022出土土器一（図版119）

Ⅲ様式の壷と嚢を図化している。

壷　　　　　6362は長頸壷である。頚部以下には櫛措直線紋と櫛措波状紋が巡る。

蜜　　　　　6363は中形の嚢である。体部外面はパケ、内面はナデ仕上げである。

S K46024出土土器（図版119）

Ⅳ様式の壷を図化している。

壷　　　　　6364は大型の広口壷である。大きく外反する頚部と上下に拡張する口緑端部をもち、端

面には5条の凹線紋と単独で用いられる円形浮紋を配する。6365は壷の底部である。外面

はヘラケズリとパケ調整を行ったのちヘラミガキを加える。内面は板ナデ仕上げである。

S K46025出土土器（図版119）

蜜　　　　　6366はⅢ様式の紀伊産の嚢である。体部から口綾部にかけてなだらかに移行する。体部

外面はヘラケズリ、内面はナデ仕上げである。

S K46026出土土器（図版119）
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蜜Ⅲ様式の嚢2個体を図化している。ともに「く」字口緑をもつ嚢である。6367は口緑端部に刻目紋を有する。体部外面には

ヘラケズリを施す。6368は体部外面にヘラミガキ、内面にパケを施す。

S K46028出土土器（図版119）

Ⅳ様式の棄2個体と高杯1個体を図化している。

蜜　　　　　ともに口緑端部を上方につまみ上げる嚢であり、6369は体部内面をパケ仕上げ、6370は

体部外面をパケ仕上げする。

高坪　　　　6371は水平口緑をもつ高杯である。端部を斜め下方に垂下させる。内面の突帯は断面四

角形を呈する。杯部外面にはパケののちへラミガキが加えられる。

S K46029出土土器（図版120）

Ⅳ様式の壷と嚢を図化している。

壷　　　　　6372は大型の広口壷である。口緑端部は垂下して面を形成する。端面には3条の凹線紋

を巡らせ、上下端に刻目を施す。6373・6374は小型の広口壷であり、端部が斜下外反する

口緑部をもつ。6373は端面には櫛措波状紋を、頚部には櫛措直線紋を巡らせる。6374は端

面に3条の凹線紋と3個1対の円形浮紋を2列加える。また内面には扇形紋を施す。6375・

6376は水平に伸びる口緑部の上下をわずかに拡張させて端面を形成するもので、6375は端

面と口緑部内面に、それぞれ竹管紋を加え、6376は端面に刻日放を加える。

6377～6379は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。内外面をパケ調整し、6379はさ

らに外面下半にヘラミガキを加える。

S K46031出土土器（図版120）

Ⅳ様式の壷と嚢を図化している。

壷　　　　　6380～6382は長頸壷である。6380は頚部上端に3条b断面三角形突帯を加え、突帯上面

と口緑端部に刻目を加える。6381は口緑部直下に4条の凹線紋を巡らせる。6382は無紋で

ある。頚部外面の調整はパケ仕上げである。

蜜　　　　　6383は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部外面はナデ仕上げである。

S K46032出土土器（図版120）

Ⅲ様式の嚢蓋・器台・鉢を図化している。

蜜蓋　　　　　6384は深い笠形を呈する嚢蓋である。

器台　　　　6385は口緑部直下に3条の断面三角形突帯をもつ器台である。口緑端部に面を形成し、

円形浮紋を連続施紋する。

鉢　　　　　6386は大型の鉢である。口緑部は短く外反し、端部にパケ工具による刺突放を巡らす。

S K46034出土土器（図版120）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷と嚢を図化している。

壷　　　　　6387は外反する口縁部をもつ広口壷である。端面に綾杉状の刻目と円形浮紋を加える。

奮　　　　　6388・6389は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部内外面をパケ仕上げする。

S K46035出土土器（図版120）

鉢

Ⅲ様式の鉢と高杯を図化している。

6390は有紋で深めの鉢である。口綾部直下に2条の貼り付け突帯を巡らし、突帯上面お
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高塀

よび口緑端部に刻目を有する。また、突帯の下方には列点紋が巡る。

6391は高杯の脚部である。端部を上下に拡張し、端面を形成する。裾部には4条の断面

三角形突帯が巡る。

S K46036出土土器（図版120）

Ⅲ様式の壷を2個体図化している。

壷　　　　6392は短く外反する瀬戸内系の壷である。口緑端部は上下に拡張し、端面に綾杉状の刻

日放を施す。おそらく頚部下端には指頭庄痕紋突帯が巡る。

6393は長頸壷の小片である。口緑部直下に3条の断面三角形突帯を貼り付け、最下段に

は刻目を巡らせる。

S K46037出土土器（図版121）

壷　　　　　6394はⅢ様式の広口壷である。外反する頚部と水平に短く伸びる口綾部をもつ。全体に

磨滅が著しいが、体部は無紋である。頚部下端に3条の断面三角形突帯が巡る。

S K46038出土土器（図版121）

壷　　　　　6395はⅢ・Ⅳ様式の広口壷である。外傾する頸部と水平に伸びる口緑部をもつ。

S K46040出土土器（図版121）

壷　　　　　6396は壷の底部である○外面の調整はパケののちヘラミガキ、内面はパケである。

SK46043出土土器（図版121），

Ⅲ・Ⅳ様式の壷と嚢を図化している。

壷　　　　　6397は長頸壷である。頚部には施紋がみられない。

蜜　　　　6398は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部外面はパケ仕上げである。

S K46045出土土器（図版121）

Ⅲ様式の壷2個体を図化している。

壷　　　　6399は太頚の摂津型広口壷である。口緑端部は拡張を行い、面を形成する。端面には櫛

措波状紋が、頚部下端には櫛措直線紋が巡る。

6400は短頸壷である。口緑部直下には3条の低い貼り付け突帯が巡り、その上面には刻

目が加えられる。頚部下端には櫛措直線紋が施される。

S K46047出土土器（図版121）

高坪　　　　6401はⅢ様式の高杯である○水平に伸びる鍔状の口綾部を欠失する。口緑部内面の突帯

は断面四角形を呈する。杯部内外面はヘラミガキ仕上げである。

S K46049出土土器（図版121）

Ⅳ様式の壷と嚢を図化している。

壷　　　　　6402は外反する口緑部をもつ大型の広口壷である。口緑端部は上下に拡張し、端面に4

条の凹線紋を巡らせる。

蜜　　　　6403は口緑端部をつまみ上げる嚢である。体部外面はパケ、内面はナデ仕上げである。

SK46050出土土器（図版121）

蜜　　　　6404はⅢ・Ⅳ様式の嚢である。口緑端部を上方につまみ上げるもので、体部外面はパケ

仕上げ、内面は板ナデ仕上げである。

S K46052出土土器（図版121）
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鉢

蜜

高坪

Ⅳ様式の棄・鉢・高杯を図化している。

6405は直口の鉢である。体部外面には5条の断面三角形突帯が巡る。

6406は嚢の底部である。内面にはヘラケズリが施される。

6407は高杯あるいは無頸壷の脚部である。短く開く脚部であり、裾部を上方に拡張する

ことによって端面を形成している。外面にはヘラミガキ、内面にヘラケズリを施す。

S K46053出土土器（図版121）

高坪　　　　　6408はなだらかに広がる長めの高杯脚部である。裾部を上方に拡張することによって端

面を形成する。外面と杯部内面にはヘラミガキ、脚部内面下半にはへラケズリが施される。

S K46054出土土器（図版121）

Ⅳ様式の壷と高杯を図化している。

壷　　　　　　6409は外反する頚部と水平に伸びる口緑部をもつ広口壷である。口緑端部を上下に拡張

高坪

し、そこに4条の凹線紋と数個1単位の棒状浮紋を加える。頚部下端には2条以上の断面

三角形突帯が巡る。

6410は外傾する杯部から屈曲して立ち上がる口緑部をもつ高杯である。屈曲部には2条

の凹線紋を施す。口緑端部は両側への拡張によって水平な端面を形成する。

S K46055出土土器（図版121）

高坪　　　　　6411は高杯あるいは無頸壷の脚部である。短く開き、裾部を上方に拡張することによっ

て端面を形成している。外面にはへラミガキ、内面にヘラケズリを施す。

S K46056出土土器（図版122）

蜜　　　　　　6412は口緑部が短く外反する大型の嚢である。体部内外面をパケ仕上げする。

S K46057出土土器（図版122）

Ⅲ様式の嚢と高杯を図化している。　　　　　　し

蜜　　　　　6413は口緑部が短く外反する大型の嚢である。体部外面をパケ仕上げする。

高坪　　　　　6414は外傾するやや深めの杯部と水平に伸びる口緑部をもつ高杯である。杯部外面はパ

ケ仕上げであり、口緑部内面の突帯は存在しない。

S K46059出土土器（図版122）

Ⅲ様式の聾と高杯を図化している。

蜜　　　　　　6415は「く」字口緑をもつ嚢である。体部外面をパケ、内面をナデ仕上げする。

高塀　　　　　6416は加飾性に富む大型の高杯である。口緑部直下には4条の断面三角形突帯を巡らせ

ており、その上に2本1対の棒状浮紋を加える。この突帯および浮紋の上に刻目を施し、

突帯の下に2列の竹管紋を巡らす。口緑端部に面を形成し、2列の円形浮紋を加える。

S K46060出土土器（図版122）

蜜　　　　　　6417は「く」字口緑をもつ嚢である。調整は観察不可能である。

S K46061出土土器（図版122・123・518・519）

Ⅲ・Ⅳ様式の広口壷1個体とイイダコ壷65個体を図化している。

イイダコ壷　　　全形の復元できるものはすべて図化した（6418～6482）。いずれも丸底でコップ形を

呈するもので、口緑部直下に紐孔を有する。紐孔を図化していないものはその部分を欠失

するものである。内外面はナデ仕上げであり、6475の外面には、焼成前に偶然ついたと思
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われる縄の庄痕が付着している。口径は4．5～5．8cm、器高は8．3～11．9cmを測り、口径の

まとまりに比べて、器高のばらつきが多い点が注意される。それぞれの平均値は5．0cmお

よび9．8cmである。

6483は外傾する頚部と水平に伸びる口緑部をもつ広口壷である。口緑端部は下方にわず

かに拡張して端面を形成する。

S K46063出土土器（図版124・520）

壷　　　　　6484は小型の無頸壷である。内面をパケ、外面をナデ仕上げする。底部が厚い点などか

らⅡ様式の可能性も考えられる。

SK46066出土土器（図版124・520）

Ⅳ様式の嚢・鉢・高杯を図化している。

蜜　　　　6485は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部内外面をパケ仕上げする。

鉢　　　　6487は段状口緑をもつ大型の鉢である。体部下半外面と内面にはヘラミガキが加えられ

高坪

る。体部上半には外面に数帯の櫛措直線紋と櫛措波状紋を巡らせる。その後横方向のヘラ

ミガキと縦方向に3本1対のへラミガキを暗紋風に加えている。

6486は水平に伸びる口緑部をもつ高杯である。口綾部端を斜め下方に垂下させ、その屈

曲部に1条の凹線紋を巡らせる。口緑部内面の突帯は断面四角形を呈する。

6488は直ロロ緑をもつ高杯である。口緑端部は両側に拡張し、水平な端面を形成する。

ヨコナデ仕上げの口縁部以外はへラミガキ仕上げである。

S K46067出土土器（図版124）

Ⅳ様式の嚢と高杯を図化している。

蜜　　　　6489は口縁端部をわずかに上方につまみ上げ、口緑端部には刻日放を有する。体部には

2列のパケ状工具による刺突放が巡る。

高塀　　　6490はなだらかに広がる長めの高杯脚部である。裾部を上方に拡張することによって端

面を形成している。脚部は鋭利な工具による直線紋2帯で加飾される。外面にはヘラミガ

キ、脚部内面にはへラケズリが施される。

SK46068出土土器（図版124・520）

Ⅳ様式の壷を2個体図化してしいる。

壷　　　　6491は外傾する頸吾陀水平に伸びる口綾部をもつ広口壷である。口緑端部を上下に拡張

させ、端面に3条の凹線紋と2段の斜線紋を加える。頚部下端には指頭庄痕紋突帯が巡る。

6492は無頸壷の脚部である。端部を上方に拡張して端面を形成する。脚部上端には断面三

角形突帯が1条巡る。脚部には上下2段に三角形透かしを施す。

S K46069出土土器（図版124）

壷　　　　6493は無紋の長頸壷である○口緑部には、強いナデによる弱い段が形成される。

SK46070出土土器（図版124・520）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・棄・壷蓋・高杯を図化している。

壷

奮

6494は長頸壷の口頚部である。頚部上端には2条の突帯を貼り付け、突帯上面と口緑端

部には刻日放を施す。突帯貼り付け後、口綾部には挟りを設けている。

6495は口緑端部をつまみ上げる嚢である。体部内外面の下半にヘラミガキを加える。
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壷蓋

高塀

6496は小型無頸壷の蓋である。口緑部は下方に屈曲し、そこに2個1対の円孔を穿つ。

この円孔と口緑端部を結ぶ形で刻線が各1本加えられている。

3タイプの高杯を図化している。6497は外傾する体部と直立する口緑部をもつもので、

口緑部直下には2条の断面三角形突帯を巡らせる。ただし、貼り付け後の強いナデによっ

て凹線に近いものになっている。また、口緑端部は両側に拡張し、水平な端面をもつ。体

部内外面はパケののちヘラミガキで仕上げられている。

6498は段状口緑をもつ高杯である。段は低く、断面は方形を呈する。体部内外面はヘラ

ミガキで仕上げる。

6499は水平に伸びる口緑部をもつ高杯である。端部は斜め下方に垂下し、口緑部内面に

は断面四角形の突帯が巡る。杯部は内外ともヘラミガキ、脚部は外面をへラミガキ、内面

をパケで仕上げる。

S K46073出土土器（図版125）

壷　　　　　　6500は外反する頚部と斜下外反する口綾部をもつ広口壷である。頚部下端には2条以上

の断面三角形突帯が巡る。6501は無紋の広口壷である。

S K46075出土土器（図版125）

壷　　　　　　6502は短く外反する広口壷である。頚部下端には指頭庄痕紋突帯が巡る。

S K46076出土土器（図版125）

壷　　　　　　6503は壷の体部である。上半にはパケ工具による列点紋が巡る。

S K46077出土土器（図版125）

Ⅳ様式の壷・嚢・鉢を図化している。

壷　　　　　6504は外傾する頚部と水平に伸びる口縁部をもつ広白壷である。端部は上下に拡張し、

端面を形成する。端面上には2条の凹線紋と3本1組め棒状浮紋が加えられる。また、口

緑部内面には櫛措波状紋が巡る。6505は短く外傾する口緑部をもつ壷である。頸吾机二は上

下に強いユビオサエをもつ指頭庄痕紋突帯が1条巡る。

6506は口緑端部をつまみ上げる嚢である。体部下半の内面にはへラケズリが施される。

6507は直立する口緑部をもつ大型の鉢である。口緑端部には水平な端面をもち、口緑部

直下には1条の凹線紋が巡る。

S K46079出土土器（図版125・520）

奮　　　　　6508は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部の調整は不明である。6509は短く

外傾する口緑部をもつ嚢である。体部外面はパケののちヘラミガキが、内面にはパケが施

される。

S K46080出土土器（図版125）

イイダコ壷　　6510は丸底でコップ形のイイダコ壷である。内外面はナデ仕上げである。口緑部直下の

紐孔の有無は明らかではない。

S K46081出土土器（図版126）

Ⅲ様式の嚢・鉢・高杯を図化している。

6511は大型の嚢である。図化できていないが、体部外面はパケ仕上げである。

6512は強く内湾する口緑部をもつ鉢である。口緑端部は内方に拡張され、内傾した端面
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高坪

を形成する。口緑部外面は、二枚貝の腹緑の押圧による羽状紋で飾られる。

6513は外傾する杯部と口緑部をもつ高杯である○垂下した口緑端部には刻日放を施す。

口緑部内面の突帯は断面三角形を呈する。口緑部が水平に伸びない点、内面の突帯の形状

からやや古相を示す高杯である。

SK46082出土土器（図版126）

壷　　　　6514は壷の体部である○外面はパケののちヘラミガキを施す。

S K46083出土土器（図版126）

壷　　　　6515は外反する口緑部をもつ広口壷である。端面をもち櫛措直線紋を巡らせる。体部に

も櫛措直線紋が施される。

SK46084出土土器（図版126）

鉢　　　　6516は直線的に伸びる体部をもつ鉢である。外面はパケ、内面は板ナデ仕上げである。

S K46085出土土器（図版126）

Ⅲ様式の壷・嚢を図化している。

壷　　　　6517は外傾する頸吾陀水平口緑をもつ広口壷である○口緑端部は上下に拡張する。頚部

下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡る。6518は外傾する頸吾陀わずかに斜下外反する口緑

部をもつ広口壷である。頸部下半には6条の断面三角形突帯が巡る。体部には櫛措波状紋

と櫛措直線紋が交互に配される。6519は短く外反する口緑部をもつ。端部は下方に拡張し、

端面をもつ。端面には斜格子を巡らせる。頸吾臣下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡る。
蜜

t

コ

1

1

6520は体部に比して短い口緑部をもつ嚢である○体部外面はパケ仕上げである。

SK46088出土土器（図版126）

Ⅲ・Ⅳ様式のイイダコ壷・嚢・ミニチュア土器を図化している。嚢およびミニチュアは

古相を呈する。

イイダコ壷　6521は平底でコップ形のイイダコ壷である。内外面はナデ仕上げである。

奮　　　　6522は如意形口緑をもつ嚢である○体部外面はパケ仕上げである。

ミニチュア　6523は厚い底部をもつミニチュア土器である○体部外面はパケ仕上げである。

SK46090出土土器（図版126・520）

Ⅲ様式の壷・鉢・嚢を図化している。

壷　　　　6524は短く直立する頸吾旺外傾する口緑部をもつ広口壷である。頸吾軒端から体部上半

にかけては櫛措直線紋と櫛措波状紋で飾られる。

鉢　　　　6525は直線的に伸びる体部をもつ鉢である○外面は櫛措波状紋と櫛措直線紋で飾る。

蜜　　　　6526は「く」字口緑をもつ嚢である○体部内外面はパケ仕上げである。

SK46093出土土器（図版127）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢を図化している。

壷　　　　6527はなだらかに外反する口頸吾陀もつ壷である。端部は丸くおさめるノ。

蜜　　　　6528は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である○体部外面にはパケ仕上げの前に行われ

たタタキ調整が残る。内面はパケ仕上げである。

SK46098出土土器（図版127）

壷　　　　6529は壷の底部の破片である。破断面には、胎土中に含まれていた巻貝が空洞となって
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いる様子が観察できる。

S K46099出土土器（図版127）

壷　　　　　6530は長く外反する口頚部をもつ広口壷である。口緑端部は下方に拡張して端面を形成

する。頸部下半には4条以上の断面三角形突帯が貼り付けられる。

S K46100出土土器（図版127）

壷　　　　　　6531は複合口緑壷である。外傾する頚部と直立する口緑部をもつ。内外面ともパケ仕上

げである。

S K46101出土土器（図版127）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷を図化している。

壷　　　　　6532は大型の広口壷である。頚部は強く窄まっている。口緑端部には面を形成し、斜格

子紋を加える。6533は無紋の長頸壷である。体部下半はパケののちヘラミガキで仕上げら

れている。

S K46106出土土器（図版127）

蜜　　　　6534は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部外面はパケ仕上げである。

S K46108出土土器（図版127・521）

Ⅲ様式の壷と鉢を図化している。

壷　　　　　6535は有紋の長頸壷である。頚部には櫛措波状紋と櫛措直線紋を交互に配する。挟りを

鉢設けた口緑部には細かい刻目を加える。

6537～6539は瀬戸内系の壷である。頸部が短く開き、口緑端部を拡張する壷である。頚

部下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡り、口緑端面は羽状紋や斜格子紋で飾られる。

6536は椀形の体部をもつ鉢である。口緑部直下に2条の断面三角形突帯が巡り、突帯上
l

及び口緑端部、突帯直下に刻日放を施す。

S K46109出土土器（図版127・521）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢を図化している。

壷　　　　　6540は外傾する頸部と斜下外反する口緑部をもつ広口壷である。口緑端面には斜線紋、

口緑部内面には刻目をもつ突帯が巡る。

蜜　　　　　6541は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。底部には焼成後の穿孔が認められる。

体部内外面はパケ仕上げである。

SK46110出土土器（図版128）

蜜　　　　　6542は口緑端部を上方につまみ上げる大型の嚢である。体部外面はパケ仕上げである。

SK46111出土土器（図版128・521・524）

壷

Ⅳ様式の壷・鉢・器台・ミニチュア土器を図化している。

6543は外傾する頚部と水平口緑をもつ広口壷である。口緑端部は上下に拡張し、凹線紋

と縦に3個並ぶ円形浮紋が数単位加えられる。体部には櫛措紋様が施される。6544は頚部

が直立気味に外傾する広口壷である。口緑端部は上下に拡張し、斜線紋と3個1対の円形

浮紋が巡る。6545は外傾する頚部と直立する口緑部をもつ壷である。口緑部外面には2条

の凹線紋が巡る。6546は外傾する頸部と外反する口緑部をもつ大型の広口壷である。頚部

下端には2条の指頭庄痕紋突帯が巡る。体部外面は磨滅のため調整および施紋の状況は不
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鉢

器台

1

明である。6547は算盤玉形の体部から、なだらかに太い頸吾障移行する壷である。口緑部

を欠失する。頚部から体部上半にかけては単帯構成の櫛措直線紋が7帯以上巡る。

6548は内湾する口緑部をもつ鉢である○口緑部直下には、斜め上方を向く1個の注口が

設けられる。

6549は器台の下半の破片である。筒部と裾部には数条の突帯を貼り付ける。裾部には4

箇所に円形の透かし孔が穿たれる。

ミニチュア　6550は鉢形のミニチュア土器である。

SK46112出土土器（図版128）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・鉢を図化している。

壷　　　　6551は外反する口頚部をもつ広口壷である○口緑端部は上下に拡張し端面を形成する。

頚部下端には2条の指頭庄痕紋突帯が巡る06552は無紋の長頸壷である。頚部内外面およ

び体部外面にはパケ調整が施される。

鉢　　　　6553は短く外傾する鉢である。口緑端部に刻目をもつ。体部内外面はパケ仕上げである。

S K46113出土土器（図版128）

Ⅲ・Ⅳ様式の棄2個体を図化している。

蜜　　　　6554は水平に近く伸びる口緑部をもつ嚢である○口緑端部を上下に拡張して形成した端

面には刻目紋が巡る。卵55は体部に比して口緑部の短い大型の嚢である。口緑端部は上方

につまみ上げる。体部内外面はパケ仕上げである。

SK46114出土土器（図版129）

壷　　　　6556は外反する口綾部をもつ広口壷である○口緑端部を上下に拡張することによって端

面を形成する。端面には櫛措波状紋を巡らす。

S K46117出土土器（図版129）

壷　　　　6557は外傾する頸吾旺水平口緑をもつ広口壷である。口緑端部を拡張することによって

端面を形成し、斜線紋と円形浮紋を加える。頸吾臣下端には2条の断面三角形突帯が巡る。

SK46118出土土器（図版129）

壷　　　　6558は複合口緑壷である。外反する頸吾陀外傾する口緑部をもつ。口緑部外面には斜線

紋を加え、頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡る。

SK46120出土土器（図版129）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢を図化している。

壷　　　　6559は外反する頸吾旺水平口緑をもつ広口壷である。口緑端部を拡張することによって

端面を形成し、斜線紋を加える。頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡る。

蜜　　　　6560は小型の嚢である。小さく開く低い脚台をもつ○体部内外面にはへラケズリを施す。

SK46121出土土器（図版129・521）

Ⅲ様式の壷と高杯を図化している。

壷
6561・6563は外反する口頸吾陀もつ摂津型広口壷であり、口緑端部を上下に拡張する。

6561は端面に櫛措波状紋を巡らし、口緑部内面をパケ仕上げする。6562は頸吾臣下端に1条

の指頭庄痕紋突帯を巡らせ、体部上半には櫛措直線紋と櫛措波状紋を交互に配する。6563

の体部上半には上下両端に櫛措直線紋が、その内側には4帯の櫛措波状紋が施される。
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高塀 6564は脚部が直線的に開き、裾部を水平に折り返す高杯である。外面にはパケが、内面

にはナデが施される。

S K46122出土土器（図版130）

蜜　　　　　　6565はⅣ様式の嚢である。口緑端部は上方につまみ上げる。体部外面は、全面に及ぶパ

ケののち下半のみにヘラミガキを加える。内面は上半にパケ、下半にヘラケズリを施す。

S K46126出土土器（図版130）

嚢　　　　　　6566は口緑端部を上方につまみ上げる大型嚢である。体部内外面はパケ仕上げである。

S K46128出土土器（図版130・521・524）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢・ミニチュア土器を図化している。

壷　　　　　　6567は壷あるいは鉢の体部下半の破片である。底部をわずかに欠損するが、上げ底状を

呈し、そこに2個1対の円孔が2箇所に穿たれる。吊り下げるための紐孔の可能性がある。

蜜　　　　　　6568は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部外面にはパケ調整を施し、パケ状

工具による列点紋を巡らせる。

ミニチュア　　6569は壷を模したミニチュア土器である。

S K46129出土土器（図版130）

壷　　　　　　6570は頚部に3条の突帯を巡らす短頸壷である。体部は櫛措紋様で加飾される。

S K46130出土土器（図版130）

高坪　　　　　6571は直立する口緑部をもつ高杯である。口緑部直下に1条の凹線紋を巡らせる。杯部

内外面にはヘラミガキを施す。脚部以下を欠損する。

S K46131出土土器（図版130）

壷　　　　　6572はⅢ様式の壷である。口緑端部を拡張して端面を形成し、3個1対の円形浮紋を巡
l

らせる。体部は櫛措紋様で飾られる。

S K46132出土土器（図版130）

蜜　　　　　　6573は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。磨滅のため調整は不明である。

S K46133出土土器（図版130）

鉢　　　　　　6574は内湾する口緑部をもつ鉢である。口縁端部は内側に肥厚する。

S K46134出土土器（図版130）

Ⅳ様式の壷・鉢・高杯を図化している。

壷

鉢

高塀

6575は無頸壷の体郡上半である。内湾する体部から屈曲して内傾する口緑部にいたる。

屈曲部には2個1対の円孔が2箇所に穿たれる。体部上半には4条の凹線紋が巡る。

6576は直線的に伸びる体部をもつ鉢である。体部内外面はパケ仕上げ、底部内面にのみ

へラミガキが施される。

6577は口緑部を欠失する高杯である。短く開く脚部には大きめの円孔が4、箇所に穿たれ

る。体部外面はヘラミガキ仕上げである。
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P46001出土土器（図版131）

高塀　　　6578はⅣ様式の高杯である。口緑端部を両側に拡張することによって水平な端面を形成

する。杯部と口緑部の境に5条の凹線紋を巡らせる。杯部内外面はパケ仕上げである。

P46002出土土器（図版131）

壷　　　　6579はⅢ様式の広口壷の口緑部である○口緑端部を下方に拡張させることによって端面

を形成する。端面には櫛措波状紋を巡らせる。口緑部内面はパケ仕上げである。

P46003出土土器（図版131）

壷　　　　6580はⅢ様式の有紋の長頸壷である○頸吾旺端および下端には、刻目をもつ断面三角形

突帯が巡る。頚部外面は櫛措紋様で加飾される。口緑端部にも刻日放を施す。

P46004出土土器（図′版131）

壷　　　　6581はⅢ様式の短頸壷である。口緑部外面には5条の断面三角形突帯と、複数を1単位

とする棒状浮紋が加えられる。頚部には櫛措直線紋が巡る。

P46006出土土器（図版131）

イイダコ壷　6582・6583は丸底でコップ形のイイダコ壷である。内外面をナデ仕上げする。

P46008出土土器（図版131）

壷　　　　6584は外傾する頚部と水平口緑をもつ広口壷である。口緑端部を上下に拡張することに

よって端面を形成し、2列の刻日放を加える○頚部には3条の断面三角形突帯が残存する。

P46009出土土器（図版131）

高塀　　　6585は杯部上半を欠失する高杯である○脚部上端に2条の断面三角形突帯を巡らせる。

裾部には刻目紋を有する。杯部の調整は外面にパケ、内面にへラミガキを、脚部の調整は

外面にへラミガキを、内面にパケとヘラミガキを加える。

P46011出土土器（図版131）

イイダコ壷　P46011からは、6586～6590の5個体のイイダコ壷のみが出土した。器高に差があるもの

の、いずれも丸底でコップ形の器形を呈し、内外面をナデ仕上げする点は共通している。

P46012出土土器（図版131）

壷　　　　6591は太頚の摂津型広口壷である○口緑端部を上下に拡張することによって端面を形成

し、そこに櫛措波状紋と円形浮紋を加える。体部は櫛措紋様で加飾される。

P46013出土土器（図版131）

紡錘車　　　6592は土器片を利用した紡錘車の未成品である。周縁を打ち欠いたのち、研磨を施して

いるが、穿孔は行われていない。

P46014出土土器（図版131）

Ⅲ様式の壷2個体を図化している。

壷　　　　6593は大型の広口壷の口緑部である○外反する口緑端部を斜下外反させ、端面を形成す

る。端面中央に1条の低い突帯と浅い凹線状の窪みをもち、端面上下端に刻目紋を施す。

6594は体部から頸吾障かけて緩やかな曲線を措き、外傾する口緑部へといたる。口緑端部

は斜下外反し、端面を形成する。頚部以下には複帯構成の櫛措直線紋が巡る。

P46016出土土器（図版131）

蜜　　　　6595の口緑部は短く外傾し、口緑端部をつまみ上げる。体部外面はパケ仕上げである。
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P46018出土土器（図版131・522）

ミニチュア　　6596は筒状の器形をもつミニチュア土器である。

P46019出土土器（図版131）

イイダコ壷　　6597は丸底でコップ形のイイダコ壷である。内外面をナデ仕上げする。

P46020出土土器（図版132・524）

壷　　　　　　6598は外傾する頸部と、強く外反して垂下する口緑部をもつ広口壷である。口緑端部に

は面を形成し、羽状紋と2列の円形浮紋を巡らせる。

P46022出土土器（図版132・524）

壷　　　　　　6599は直立する長めの頚部と、外反して水平方向に伸びる口緑部をもつ広口壷である。

頸部上端には4方向に縦長の突起を付し、現在2個が残存する。突起には水平方向に焼成

前の円孔を各2個穿つ。胎土には1mm大の砂粒を比較的多く含む。東海地方に散見され

る「耳付土器」に類似するが、彼地の「耳」が2個1対で、それぞれが湾曲するのに対し

て当例は4個の直線的な突起をもつ点が異なっている。

P46024出土土器（図版132）

壷　　　　　　6600は長頸壷と思われる体部の破片である。本書所収のSR46002からも数個体出土して

いるが、いずれも頚部以上を欠失しているため、細別器種については不明とせざるをえな

い。体部上半と最大径付近には横方向の突帯が巡り、これらを結ぶ形で2本1単位の縦方

向の突帯が貼り付けられる。頚部および体部上半には櫛措紋様が施される。

P46026出土土器（図版132）

奮　　　　　　6601の体部外面の下半にはヘラミガキが、内面にはナデが施される。

P46027出土土器（図版132）
l

蜜　　　　　　6602は「く」字口緑の嚢である。体部外面はパケ仕上げ、内面はナデ仕上げである。

P46028出土土器（図版132）

壷　　　　　　6603は外反する頚部と斜下外反する口緑部をもつ広口壷である。端面には2条の凹線紋

を巡らせ、さらに3個1対の円形浮紋を加える。口緑部内面にも同様の単位で円形浮紋を

加える。頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯を巡らせ、体部は櫛措直線紋で加飾する。

P46029出土土器（図版132）

蜜　　　　　　6604は嚢の口緑部である。口緑部内面から石錐による穿孔が1箇所認められる。

P46034出土土器（図版132）

イイダコ壷　　6605は平底でコップ形のイイダコ壷である。内外面はナデ仕上げである。

P46038出土土器（図版132）

壷　　　　　　6606は口緑部を欠失する壷である。体部上半には焼成前の円孔の下半が残存する。

P46039出土土器（図版132）

紡錘車　　　　6607は土器片を利用した紡錘車の未成品である。周縁は研磨されているが、穿孔はない。

P46040出土土器（図版132）

高坪　　　　　6608は杯部下半を欠失する高杯である。口緑端部は両側に拡張し、外傾する端面を形成

する。杯部内外面にはヘラミガキを施す。

P46041出土土器（図版132）
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壷　　　　6609は無紋の長頸壷である。口緑端部は内傾する面をもつ。

P46042出土土器（図版132）

蜜　　　　6610は嚢の体部下半である。内外面ともパケを施し、下半の外面にヘラミガキを加える。

P46045出土土器（図版132）

奮　　　　6611は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部外面はパケ、内面はナデ仕上げで

ある。

包含層出土土器（図版133～139・522～524）

ここでいう包含層とは、遺構検出面直上のいわゆる土壌層を指す。

ただし、第1部第2章第3節でも述べたように、土壌層上面から切り込まれた遺構も存

在するのだが、すべての遺構をもれなく検出できた訳ではない。このため、ここで報告す

る土器の中には、本来は遺構内のものも含まれていた可能性はある。以下では、検出でき

た遺構から遊離して出土したもののうち、Ⅲ・Ⅳ様式のものを一括して記述することにな

る。

壷

壷・水差・イイダコ壷・蓋・嚢・鉢・高杯・器台・ミニチュア土器・紡錘車がある。

6612～6620は頚部下端に断面三角形突帯をもたない、もしくは不明な広口壷である。

広口壷　　体部に2列の列点紋が巡る小型の広口壷（6612）の他は、体部を櫛措紋様で加飾する。

後者は、短い頸吾陀水判こ伸びる口緑部をもつ広口壷（6613・661ト6617）と、長い頚部

と水平に伸びる口緑部を・もつ大型の広口壷（6619・6620）に分けられる。口緑部が斜下外

反するものは含まれていない。口緑端部に面をもつものがほとんどであるが、そこに凹線

紋を施すものは含まれておらず、刻日放や刺突放、円形浮紋に限られる。

662ト6626は頚部下端に断面三角形突帯をもち、口緑端部に凹線紋をもたないものであ

る。体部から口綾部にかけてなだらかに広がるもの（6621・6622）と、外傾する頚部をも

ち、水平口緑あるいは斜下外反する口緑部をもつもの（6623～6626）に分けられる。前者

のうち6622は、口頚部がなだらかに広がる点、体部の櫛措紋様の施紋順序も、上から順で

はなく、直線紋ののち波状紋を巡らすという点で特異な個体である。後者のうち、水平口

緑をもつ6623・6624は口緑端面に斜線紋ののち円形浮紋を巡らし、斜下外反する口緑部を

もつ6625・6626は円形浮紋のみの施紋に限られる。

6627～6630は頚部下端に1条の指頭庄痕紋突帯を巡らせる広口壷である。いずれも短く

外傾する頚部と水平口緑をもつ。口緑端面に施紋するものは少ない。

6631・6632は、口緑部を拡張あるいは斜下外反させることによって形成した口緑端面に

数条の凹線紋を巡らす広口壷である。

6633は頚部下端に断面三角形突帯と指頭庄痕紋突帯が共存する広口壷である。口緑部を

欠失する。

6634は体部の破片である。櫛措紋様と列点紋ののち、先端が二又に分かれた施紋具によっ

てU字形の紋様を＿2単位重ねる。

6635～6637は短く開く頸吾旺端部を断面三角形状に拡張する口緑部をもつ壷である。頚

部下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡る○口緑端面と体部が無紋のもの（6635）と、加飾

するものがある。
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複合口縁壷　6638～6641は複合口緑壷である。口緑部と頚部の境が明瞭なもの（6638・6639）と丸み

水差

蓋

蜜

鉢

をおびるもの（6640・6641）に分かれ、後者には口緑部に多条の凹線紋を巡らせるものが

あり、時期的な幅があることが分かる。頚部下端には1ないし2条の指頭庄痕紋突帯が巡っ

ている。

6642・6643は頚部に指頭庄痕紋突帯を巡らさない加飾壷である。前者にみられる口緑端

部の拡張の仕方と体部の列点紋は、吉備地域に特徴的にみられるものである。

6644は畿内型水差の半環状把手である。断面は円形である。

イイダコ壷　6645は平底でコップ形のイイダコ壷である。内外面はナデ仕上げである。

長頸壷　　　6646～6648は有紋の長頸壷である。6646は頚部に突帯をもたない。6647は頚部下端と、

おそらく体部中位に横方向の突帯が巡り、それを結ぶ形で縦方向の突帯が2条貼り付けら

れる。

6649は無紋の長頸壷である。体部外面の下半にはヘラミガキが施される。

無頸壷　　　6650は小型で無紋、6651は中型で有紋の無頸壷である。前者は直立する口緑部をもつ。

6652は壷蓋である。内外面をナデ仕上げする。6653は笠形を呈する嚢蓋である。内面の

周縁には煤が付着する。6654は直径4．6cmと小型の蓋である。2個1対の円孔が2箇所に

穿たれる。

6655は肩部に焼成後の穿孔をもつ聾である。小片のため、この2個1対の孔の個数につ

いては不明である。

6656・6657は肩部に横長の刻みを縦に数個並べる嚢である。法量は異なるが、口緑端部

を上方につまみ上げる点でも共通する。

6658は内面下半にヘラケズリを施し、6663は底部付近に石錐による非貫通の穿孔がみら
l

れる。

6664～6666は体部外面にパケののちヘラミガキを施す婆である。6664は底部付近に焼成

後の穿孔が認められ、6666は内面下半にヘラケズリが施される。6668は紀伊産の嚢であり

胎土に結晶片岩を含む。6669・6670は大型の嚢の体部上半である。体部内外面はパケ仕上

げである。

6671・6672は外傾する体部をもつ鉢である。ともに口緑端部に刻目紋を有する。前者は

体部中位に列点紋を、後者は口緑部直下に櫛措波状紋を巡らせる。

6673・6674は外反口緑をもつ鉢である。前者は口緑端面には凹線紋と円形浮紋を加える

6675～6680は体部から口緑部にかけて内湾する鉢である。無紋のもの（6675・6676・66

78）と口綾部に凹線紋を巡らせるものがある。

6681は外傾する体部と内傾する口緑部をもつ鉢である。外面はパケ仕上げである。

高坪 6682は口緑部を外方および下方に折り返し、6683の段状口緑の初現的な形態を示す。66

84は短く開く脚部であり、3方向に円孔を穿つ。6685は深い杯部と水平口緑をもつ高杯で

ある。6686・6687も水平口緑をもつが、端部が肥厚あるいは垂下し、口緑内面に断面三角

形の突帯を巡らす。

6688～6691は高杯の脚部である。外面をヘラミガキで仕上げるものが多く、6690は長方

形の透かしを3方向に穿つ。
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器台　　　　6692は器高の低い器台である。内傾する器形をもち、口緑部と裾部の区別は複数の突帯

で画される。筒部には6箇所の円孔を穿つ。

ミニチュア　6693～6696はミニチュア土器である。6695は口緑部直下に細い刻線による施紋がみられ

る。

紡錘車　　　669ト6701は土製の紡錘車である。多くは土器片の転用品であるが、6700は当初から紡

錘車として作られたものであり、表面はへラミガキで仕上げる。

2．木器

SH46025出土木器（図版140・525）

容器　　　　6001は柱穴から出土した方形容器の破片である。残存長19．2cm、残存幅8．4。m、高さ3．8

cmを測る。内法長は13．0cmである。コウヤマキ製である。

祭器　　　　6002は柱穴から出土した剣形である。直径3mm程度め円孔が2か所にみられ、その部

分より根元側を大きく欠失する。また切先も欠いている。明瞭な鏑・樋はみられない。残

存長は10・6cm、最大幅1．9cm、厚さ0．5cmである。コウヤマキの柾目板を使用している。

S K46066出土木器（図版140・525）

祭器　　　　6003は木鉄である。先端部を欠失する。身と茎の区別が明瞭であり、いわゆる栓状鉄で

ある。残存長は12．2cm、直径1．0cmを測る。カヤのあて材を使用している。

SX46001出土木器（図版140），

農具　　　　6004は鋤身の下半の破片である。残存長は26．6cmを測る。アカガシ亜属製である。6005

は組み合わせ鋤の身の破片である。身に短い着柄軸をつくり出し、柄孔と着柄溝を設けた

ものである。身の前面は反り、後面は凸面を成している。着柄軸を除く長さは25．8cmで、

肩部の幅は19．2cmに推定される。クヌギ節製である。

SX46002出土木器（図版141～146・525～529）

農具 6006～6016は組み合わせ鋤である。6006・6009・6010・6011・6014・6015・6016は西周

溝の、6007・6008・6012・6013は東周溝のそれぞれ最下層から出土した。鋤先を一定の方

向に揃える傾向がみられ、東西周溝ともに東方向に向けている状況が確認された。ただし

東周溝内の鋤は、鋤先の前面を上に向けており、西周港内の鋤は、鋤先の後面を上に向け

るものが圧倒的であり、6009のみが前面を上に納められていた。

ほとんどの鋤先に柄が着柄されている。なかには6006・6007のように、破損していて着

柄不可能な個体も含まれているが、鋤先だけではなく、柄も方向を違えて納められていた。

残存状況の良好なものが多く、なかには6012・6013・6015のように柄と身の結合部分に巻

いていた樺皮が残存するものもある。

これらの鋤先は、身に短い着柄軸をつくり出し、柄孔と着柄溝を設けたものばかりであ

る。身の前面は反り、後面は凸面を成している。着柄軸の断面形は半円形を呈する。着柄

軸を除く身の長さはさまざまで、最も長いもの（6009）で38．0cm、最も短いもの（6013）

で20・4cmを測る。これは使用による磨滅の程度差と捉えられ、短いものは刃部の磨滅が激

しく、より丸みをもつようである。肩部の形状はいずれも水平あるいはやや撫で肩になる

ものばかりで、その幅は14．7～19．6cmと偏差が小さい。刃部の平面形については、6012の

刃部が二股に分かれていることが特記される。樹種はすべてアカガシ亜属である。
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不明

柄は直線的な心持ち材で、完形のもの（6013）は148．8cmと非常に長い。鋤先までの長

さは163．2cmを測る。この他、柄から鋤先までの長さが判明するものがあり、6012は158．0

cm、6015は155．0cmを測る。柄の先端には把手をもつものはない。柄の樹種は、6010がイ

ボタノキ属、6011・6012・6013はサカキ、6016はヤマザクラである。

6017は西周溝の中層から出土した木製品である。上下の幅が異なる台形の板材であり、

残存長85cmを測る。幅は18cm程度に復元される。上端には3．2×6．2cm程度の2つの穿孔

一が、下端にも4．5×24．0cm程度の2孔がある。この孔は数個の方形孔が連続した様相を示

す。

6018は西周溝の中層から出土した木製品である。平面は45．0×29．4cm程度の長方形で、

厚さは6．5cmを測る。いずれもコウヤマキ製である。

3．石器

西微高地中期上層出土として扱う石器には、遺構出土と包含層出土が含まれる。包含層

出土石器は中期上層以外の時期のものを含む可能性があるが、厳密にそれを除外すること

はできないので、ここでは一括して記述する。出土遺構等は第12～23表を参照されたい。

石器の出土量は豊富で、器種としてもひととおりのものが揃っており、当地城の弥生時

代中期（上層）の石器構成をうかがいうる良好な資料である。特に砂岩製の磨製石庖丁で

は、原石から完成品までの各工程を連続的に追うことができる。また、3つの石器埋納土

壌から出土したサヌカイト製特大剥片、打製石庖丁、小型剥片の資料群は、石器琴作技術、

石材の流通、保管形態など多くの情報をもたらした。以下、各器種ごとに概述する。

狩猟具・武器（図版147～149・166・167・168・530・531・544・545）

石鋲 凹基式・平基式・凸基式（円基・尖基）・有茎式のすべてが見られる。平基式と凸基式
l

がほぼ同数あり、両者で全体の約8割を占める。凸基式の中では尖基式が多い。凹基式は

平基式の約1／3で、有茎式はさらに少ない。遺構出土の石鉄では土壌の水洗選別によって

長さ20mm、重量1g以下の小型品が多数回収された。これは特に平基式石鉄で顕著であ

る。それぞれの形式の石鉄には側線に細かな鋸歯状の調整剥離を実施したものが散見され

る。

凹基式石鉄（6072～6079・6265～6270）は、基部の挟りが浅く、側線は直線的かゆるや

かに外湾するが、内湾するものも少数ながら認められる。大きさでは長さ30mm、重量2

g以下が大半である。長幅比は2を越えず小型軽量でややずんぐりとした形態のものが多

い。側線を鋸歯状に調整加工したものは6078・6079・6270に見られる。

平基式石鉄（6080～6108、6271～6282）は、大きさと平面形態の上で最も変異に富み、

長幅比1前後の正三角形に近いものから長幅比2前後のやや細身のものまでが含まれる。

正三角形に近い形態は小型のものに限られ、長さが30mmを越えると、細身の傾向が強く

なる。大きさでは長さ13mm、重量0．1gの小型品から54mm、6．5gの大型品まであり、凹

基式にくらべ大型品が安定して出現する。しかし、長さ35mm、重さ3gを越えるものは

少ない。側線は直線的なものと外湾するもののほか、内湾するものも少数ある。側線の鋸

歯状仕上げは6097・6296にやや粗いものが認められる。6102及び6106～6108は二次加工が

粗雑で平面形態も左右の対称性に乏しいことから未成品であろう。
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円基式石鉄（6109～6120、6283～6288）は、長さ、重量ともほぼ、平基式の範境内に収

まるが、平基式ほど小型軽量あるいは特に大型のものは認められない。平面形態では最大

幅を器体下半部に持つものが大半を占め、長幅比は2．5前後が平均的である。6289では器

体中央付近に最大幅を持つ。側線の鋸歯状加工は6112・6116・6118に認められる。

尖基式石鉄（612ト6133、6289～6301）は、先端部（あるいは基部か？）を欠損するも

のが多いが、最大幅を器体中央付近にもつものと、基部付近にもつものがある。側線は外

湾するものと直線的なものがある○長幅比は2以上が半数を越え、円基式よりもさらに細

身のものが多出する。しかし、長さ・重量では平基式石鉄と大差なく、どちらかと言えば

薄身で軽量の傾向が強い。

有茎式石鉄（6134・6135・6302～6306）は、基部を逆台形にしたもの、逆三角形にした

もの、軸状の細い基部をもつものがある。側線は直線的かわずかに外湾する。長幅比2以

上、長さ30mmがほとんどであるが、重量はさほどなく、ほとんどが3g以下に収まる。

打製尖頭器　完形品1点のほか、基部側を欠損したものが2点ある。すべて大型品である。

6312は平行する側線を有する大型の打製尖頭器である。全面加工により断面凸レンズ状

に仕上げられ、素材剥離面を残さない○尖頭部周辺の側線は細かく鋸歯状に加工され、表

面の一部は研磨される。基部端には自然画を残し、基部側縁辺は鋭利なままである。6311

は側線から漸移的に尖頭部に到る。6310は二次加工が粗雑で整った形態にはなっていない。

農具（図版149～155・169・171・531～536・546～548）

打製石庖丁　西微高地中期上層からは比較的まとまった数の打製石庖丁が出土している。形態的には

両端に決りが有るものと無いものがある。刃緑部や背緑部に特有の磨耗や光沢が認められ

るものがあり、保持の仕方が推定できる。

両端に挟りをもつものは2例ある（6139・6322）。6139は珪化木製で撥状を呈し、片側

のみに決りをもつ。刃部と想定される縁辺には小剥離が施されるが、石質に影響されてか

鋭利なエッジにはならない。6322は刃部側にむかって広がる台形状を呈し、両端に挟りを

もつ。上端部は自然画、下端部は折れ面で構成されている。背部には腹背両面から入念に

背潰しの二次加工が施され、さらに若干の研磨によってエッジの鋭さを落としている。刃

部は素材剥片の鋭利なエッジをそのまま残し、あまり手が加えられていない。右平面の刃

緑部に沿って磨耗が認められる。

両端に挟りが無いもの（6140～6142・6323～6326）には平面形態が長方形、直線刃半月

形、紡錘形のものがある。

長方形を呈するもの（6141・6323）は、2例とも片側を欠く。6323が上端部に自然画を

残し、素材剥片の形態がそのまま製品の形態に反映されているのに対して、6141では小剥

離による成形がなされている。6141の右平面の刃緑部に沿って光沢が認められる。直線

刃半月形を呈するものは3例あり小型品を含む（6140・6325・6326）。6140は形態的類似

から打製石庖丁に含めたが、素材、二次加工、大きさなどやや他と異なる点が多い。6326

は横長剥片の打面側を背潰しの二次加工によって弧状に成形し、直線的で鋭利なエッジを

ほぼそのまま刃部とする。左平面の刃緑部から背緑上部にかけて磨耗が認められる。

紡錘形を呈するものは2例ある（6142・6324）。6142の右平面の刃綾部から背緑上部に
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かけての広い範囲には顕著な磨耗が、また左平面の中央付近の稜には光沢が認められる。

SK46065出土資料

6143～6161の19点の資料はSK46065に一括埋納されていたもので、打製石庖丁16点と剥

片3点よりなる。打製石庖丁は横長剥片素材で、打面側縁辺を背腹両面から背潰しの二次

加工によって直線的あるいは外湾する背緑部としている。刃緑部には素材剥片の鋭いエッ

ジをそのまま残す。刃緑部にわずかな刃こぼれ埠の小剥離が散在する以外、刃部加工、背

緑部のエッジのすり落とし、磨耗や光沢などの使用痕は認められない。このことは、これ

らが使用されていないか、使用されていたとしても極めて低頻度であったことを示してい

る。あるいは、実際に使用する段階で、刃部加工や挟り、成形加工などがさらに加えられ

るのかもしれない。平面形態では、長方形が主で、他に紡錘形と不整形なものがある。二

次加工が背綾部に限定されることから、素材剥片の形態を強く反映しており、上下両端は

背緑部と直交する自然画か折れ面で構成される場合が多い。

剥片は、打製石庖丁の素材剥片に近い形態・面構成のもの（6158）と厚手でややかけ離

れたもの（6160・6161）がある。

次に、資料の剥片剥離技術を検討する。19点もの資料が一括出土していながら接合はし

なかったため、剥離面構成から検討を加える。素材剥片の背面は、平坦な底面と主剥離面

に平行する先行剥離面より構成されるものが大半である。先行剥離面は主剥離面と同一方

向の大剥離面1枚より構成されるものがあり、あたかも「翼状剥片」を思わせるものが存

在する。複数の剥離面で構成される場合でも、剥離方向は主剥離面にほぼ一致する。剥片

（6158）の打面部は主剥離面の剥離に先立って山形に調整されている。自然画の観察によ

れば、主剥離面の傾きはサヌカイトの石理にほぼ一致する。底面の剥離方向は1例を除き、

主剥離面の剥離方向と一致せず、「瀬戸内技法」にみ右ような第1工程と第2工程の関連

性は低い。こうしたことから、これらの剥片の一部が「瀬戸内技法」に近い形である程度

の連続性をもって剥離・生産された事は十分想定される。2点の剥片（6160・6161）は

「瀬戸内技法」における盤状剥片を思わせるものであり、打製石庖丁に残る自然画の状況

からすれば、これよりやや大きめの剥片が石核となったのであろう。

接合資料が存在しないこと、対応する残核がみられないこと、当遺跡で一般にみられる

サヌカイト製打製石器の剥片剥離技術とは異なることから、これらの資料は石材原産地

（おそらく金山）周辺の遺跡で製作された後、当遺跡へもたらされたものであろう。

磨製石庖丁　　紡錘形、楕円形、直線刃半月形、長方形の各種形態が存在する。砂岩を主とする在地産

石材製のものと、粘板岩や緑色片岩などの遠隔地産石材製のものがあり、砂岩製にはすべ

ての形態が存在するが、粘板岩や緑色片岩製には直線刃半月形が多い。後者では身幅が3

mm前後の極く細身なものがあり、特異である。穿孔方法には錐による回転穿孔と敲打で

皿状の凹部を両面につくり出したのち回転穿孔で貫通させたと考えられるものがある。砂

岩製の石庖丁には両方が、それ以外には回転穿孔のみ認められる。紐孔数は2孔を基本と

するが、砂岩製石庖丁に限っては1孔のものが多数存在する。以上の傾向は玉津田中遺跡

出土の磨製石包丁全般にわたって共通する。

紡錘形の磨製石庖丁（6162・6164・6327～6329）は、全体の形がうかがえるものが少な
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磨製石庖丁

末成晶
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いが、2孔を基本とすると考えられる。刃部は片刃、両刃とも存在する。紐孔の穿孔は回

転穿孔によるもので、径6mm前後が通常であるが、中には2mmほどの極めて小径のも

のもある（6164）。石材では粘板岩や結晶片岩など砂岩以外の石材のものが多い。

楕円形の磨製石庖丁（6330・6331）は、砂岩製で紐孔が1孔のものと2孔のものがある。

刃部は片刃で、紐孔は回転穿孔によるものと敲打＋回転穿孔によるものがある。6330は小

型楕円形の典型的な形態を有するが、刃緑部の中央やや下寄りが約3mmにわたって研磨

されず、叩き潰されている。

直線刃半月形の磨製石庖丁（6163・6168・6332・6333）には完形のものが無く、全体の

形をうかがえないが、片刃・2孔を基本とするものが多い。石材では砂岩製以外に粘板岩

製がある。紐孔は回転穿孔によるものと敲打＋回転穿孔によるものがある。穿孔方法は砂

岩では、回転穿孔によるもの（6163）と敲打＋回転穿孔によるもの（6168）がある。6168

では左平面背緑部に強い光沢が認められ、右平面図の紐孔には紐擦れによる磨耗が観察さ

れる。紐擦れによる磨耗は6333にも顕著に認められる。

長方形の磨製石庖丁（6165～6167）にも完形品はない。すべて砂岩製で刃部は片刃・両

刃ともにあり、紐孔も1孔・2孔ともにある06165は敲打＋回転穿孔によって紐孔が穿た

れており、右平面刃緑部に沿って光沢が認められる。6167は紡錘形の6164と同様に小径の

紐孔が回転穿孔によって穿たれている例である。

なお、6169は凝灰岩製の破損品であるが、紐孔の回りを浅い溝が幾重かに巡り、外側の

もので径約20mmである。石材が比較的軟質であることから穿孔具の柄の跡がついたもの

と思われる。

磨製石庖丁未成品はほとんど砂岩製で占められ、それ以外のものは後述の旧河道出土の

ものを含めても極めて少数である。工程段階によって、成形打撃工程から研磨工程、穿孔

工程と各種工程の資料が存在し、全般にはこの順に製作が行われたと考えられるが、穿孔

は研磨途中の段階で開始されるものが多く、中には研磨開始以前に始められている資料も

ある。砂岩製磨製石庖丁の大部分は、完成品に近い形状や大きさ、厚みをもった板状の川

原石を素材としており、原石採取の段階で先述した完成品の形態がすでに規定されている

様な例がしばしば見受けられる。なお、奇妙なことに、成形打撃工程で生じるはずの剥片

が皆無である。石質ゆえ砕け散って剥片の形態をなしにくいことは十分考えられるが、多

量の未成品が出土しているのであるから、集落内で成形打撃工程が行われたとすれば何ら

かの痕跡を留めるはずである。おそらく成形打撃工程は原石採集地（すなわち河原）で行

われ、研磨・穿孔工程のみ集落内で行われたのであろう。

成形打撃工程の資料（6171・6173・6174・6176・634ト6343）は、素材礫の形状をとど

めたものが多くみられるが、直線刃半月形、長方形など完成品の形態が予測されるような

素材が選択されている。成形打撃による剥離は体部中央まで及ぶことはまれで、周辺部に

限定される。6171は成形打撃が全周におよび、直線刃半月形態に仕上げられている。

研磨工程の資料（6172・6175・6338～6340）は、ほぼ全面に研磨が及ぶものと部分研磨

に止まるものがある。前者であっても背緑部、刃緑部の研磨は残される場合がある（6340）。

この段階ですでに刃部は両刃と片刃の両方が認められる。6339は、右平面の刃緑部に沿っ
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て光沢が認められ、穿孔以前に使用された可能性を持つ。

穿孔工程の資料（6170・6335～6337）でも、ほぼ全面に研磨が及ぶものと部分研磨に止

まるものがある。穿孔時の破損の危険性を考えれば、先に穿孔を終えておいた方が研磨の

労力を無駄にしなくて良いように思えるが、製作者の意識は必ずしもそうではないらしい。

全面が研磨されている資料でも、完成品に比べ厚みがあったり、凹部の磨き残しが多いこ

とから、最終的な仕上げまでには、穿孔後さらに研磨を行うものがあったと考えられる。

6335・6337は成形打撃、研磨ともごく一部に実施されているだけであるにもかかわらず、

すでに穿孔工程に入っている。

工具（図版156～158・168～176・537～539・545～553）

石錐　　　　　いずれもサヌカイト製の打製石錐である。形態から3つに分類し、大きな頭部に細長い

錐部をつくりだしたものをI類、不定形な多角形あるいは涙滴形を呈し、その最尖部を錐

部とするものをⅡ類、ほぼ幅の一定した棒状錐をⅢ類とよぶ（尼崎市教委1982）。

図化した31点の内訳は、I類が10点（6177～6184・6186・6317）、Ⅱ類が4点（6185・6

187・6313・6318）で、Ⅲ類が17点（6188～6198・6314～6316・6319～6321）である。

I類の頭部の形態は多様であるが、幅は錐部の2～3倍程度のものが多い。錐部を破損

するものが5点ある（6177・6179・6181・6183・6184）。6317は、錐部の磨滅が先端から3．

5mmの範囲までに顕著にみられ、磨滅の上端部で直径3．6mmを測る。

Ⅱ類のうち、6185については錐部の磨滅が先端から4．4mmの範囲までに顕著で、磨滅の

上端部で直径5．1mmを測る。6186は縦長剥片を素材に使用した例であるが、横長剥片を用

いたものが圧倒的に多い。

Ⅲ類には上下両端部を錐部として使用したものがあ畠（6314・6321）。6321の錐部の磨

滅は顕著であり、磨滅の上端部で各々直径4．3mm、5．6mmを測る。石錐による穿孔の直径

は、これらのように5mm前後のものが圧倒的に多いが、6198と6320においてはより大き

な穿孔がなされたことが分かる。それぞれの磨滅上端部での直径は9．2mmと9．7mmを測る。

6188は錐部先端を欠失する。

6450は、石錐の基部であろう。剥片の表裏から二次加工を施し、錐部の基端は挟入状の

二次加工を背面側から施している。

太型蛤刃石斧　完形のものは極めて少なく、多くは基部ないし刃部を欠く。基部の縁辺が平行するもの

が大半であるが、刃部側が広くなる長台形を呈するものもわずかながら存在する（6346）。

刃面には、刃緑に斜行する線状痕を残すものが多い（6344・6347・6348・6350）。基部の

横断面形は、円形に近いもの（6345・6348）と、やや扁平な楕円形を呈するもの（6199・

6344・6346・6347・6349～6352）がある。6344・6348は、廃棄段階にあっては石斧として

の機能をもっておらず、欠損した基部にみられる打撃痕と刃緑の潰れ具合からみて、楔と

して再利用され、具体的にはミカン割り材などを得る際に使用されたものの可能性がある。

打撃痕は不明だが、6347・6349・6352も楔への転用が考えられる。

6199の基端、6347の基部には租割り段階の剥離面を多く残している。

柱状片刃石斧　9点を図化した。厚さが幅を上回るもの（6200・6201・6354・6360）、幅の方が広いも

の（6353・6356）、ほぼ等しいもの（6357～6359）がある。後主面に浅い挟りをもつもの
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小型方柱状

片刃石斧

に、6200・6353・6356～6360がある。刃面には、刃緑に直交する線状痕を残すものが多い

（6200・6354・6356・6358）。6357は、前主面下半に打撃痕が顕著であるため、刃部欠損後

に、敲石として転用されたことが分かる06358は基端に敲打痕が顕著であり、それによる

大きな剥離が認められるため、楔として転用された可能性がある。

6202は、基端方向からの2回以上の打撃により、基部が大きく剥離している。ただし、

顕著に残存する擦痕からは、この剥離のあとに整形がなされたことが分かり、大きな剥離

痕跡を残したまま、石斧として使用したようである○刃面に残る使用痕は不明瞭である。

6355の刃面には、刃緑に直交する線状痕を残すが、柄との装着痕は明瞭ではない。

扁平片刃石斧　非常に小型の6203を含む5点を図化した（6203・6204・636ト6363）。小型の6203の刃

先の角度は200であるが、他は40～700程度という差異が認められる。より大型であるため

強度のある後者は、長く使用に耐えるため、研ぎ直しを重ねることができた結果と考えら

れる。なお、後者には幅の狭いもの（6362）と広いものの二者が存在する。刃面に、刃緑

に直交する線状痕を顕著に残すものに、6362・6363がある。なお、6361は基端に打撃痕を

明瞭に残し、刃緑が潰れていることから、楔として転用されたものと考えられる。

その他の石斧　6364は上下両端を欠損するため詳細が不明な石斧である。明瞭な刃部をもたないため、

未成品の可能性もある。

砥石　　　7点を図化している，（621ト6214・6368～6370）。6211の表裏両面には、研磨に使用し

た断面U字形の帯状の窪みをもつ。両側面と下辺も研ぎ面として使用している小型の砥石

である。6212は表面と両側面を、6213は表裏・右側面・上辺を、6368は表裏両面と左辺を、

6214・6370は表裏両面を、6369は下辺以外の5両を、それぞれ研ぎ面として使用している。

6370は表面に幅1mm以下の鋭い擦痕が残るため、鉄器を研いだ可能性がある。

調理具（図版158～160・175～177・538～540・552・553）

高貴石　　　6206は球形に近い礫を素材にした敲石であり、上下両端部に敲打痕を残す。6215～6217・

6371・6372は長細い礫を素材とした蔽石である。6373は石英を素材としており、側線と上

下両端部に敲打痕を残す。

磨石 6205は表裏中央が直径4cm程度窪み、上下端には蔽打痕を残す。620ト6209・6365．6

367は球形に近い礫を素材としたものである06210は大型で扁平な円礫を素材とし、上下

端、表裏面、側面にも敲打痕が残る06366は円柱状の素材を用い、下面に蔽打痕をとどめ

る。

SK46039出土大型剥片（図版161・162・541・542）

大型剥片　　6218～6220はサヌカイトの大型剥片である03枚が重なった状況で検出された。厚い極

細砂混じりシルトに覆われていたため、Ⅳ－1様式におけるSR46002の氾濫に伴う洪水で

埋没したことが分かる。なお、この大型剥片から新たな剥片を採った形跡は認められない

ため、採石地から搬入された段階のまま、使用されずに埋没したものと判断できる。

6218は、相対する2方向から剥片を採取したのちに採られた剥片である。腹面の打点付

近には数回の剥離が認められる。6219・6220は、相対する2方向から2つの剥片を採取し

たのちに採られた剥片である。剥離の際には、自然面に打面調整を施している。各々の重

量は、6218が2281g、6219が3305g、6220が4375gを測る。
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SK46125出土石器（図版163～165・542・543）

SK46125は、サヌカイト剥片を素材にした石器の集積である（6221～6264）。加工のみ

られない剥片もわずかに存在する（6235）が、程度の差はあれ、使用に伴う刃こぼれ、あ

るいは刃潰しや折り取りなどの調整がほとんどの個体に認められる。6221は石錐である。

I類に分類される打製石錐であり、錐部を欠失する。また、楔形石器として使用されたと

思われるものに6223・6231・6241・6257・6258がある。

その他の石器（図版178～194・554～561）

楔形石器　　　6425～6478は、剥片を素材とした楔形石器である。相対する2辺から剥離を施す例が大

削器

分類不明

の石器

部分を占めるが、6425のように直交する2辺に裁断面が形成されている例も認められる。

6439・6446は本器種のスポールであろう。また6462は、削器に分類される可能性もある。

遺構から出土した例のうち多くは竪穴住居跡からの出土であり、その他の遺構からの出

土例は多くない。これは、当該器種の機能を考える上での手掛かりとなろうか。ただし、

遺構内出土のものと、包含層・旧河道等から出土したものとの間には、大きさ・形態上、

特に目立った差異は看取できない。

6374～6399は削器である。出土状況からは、遺構（竪穴住居跡・土坑・柱穴）からの出

土例と、それ以外（包含層・旧河道）とに分離される。

竪穴住居跡から出土した例（図版178　6374～6388）は、刃部長が50～70mmの一群と、

20～30mmの一群とに分離できそうである。両者の間で、二次加工に特に大きな差異は認

められない。微細で不規則な二次加工を施す例（6374・6376）と、表裏から二次加工を施

すもの（上記以外）とが認められる。

6389は、土坑（SK46111）から出土した。大型の剥片を素材としており、刃部は剥片の
l

末端部に、表裏から二次加工を施して形成されている。これと相対する打両側側線には、

2か所にわずかに挟るような二次加工が表裏から施されている。

包含層から出土した例のうち、6393～6395・6397は、いずれも横長剥片の末端部に表裏

から二次加工を施し、打面倒側線は折断されるという、共通した手法により製作されてい

る。こうした二次加工の例は、他にも認められることから、これらの例に見るような形態・

二次加工の削器は、特定の機能と結びついている可能性もあろう。

6400～6424・6488～6492として、分類しがたい例を一括した。これらのなかには、本来

楔形石器や削器などに分類すべき機能を有するものが含まれている可能性は高い。しか

し、その形態・二次加工から、他と共通項を兄いだしがたいため、本項に記述したもので

ある。　6401・6403・6405・6408は、剥片の一部にごく微細で不規則な二次加工を施した

ものである。二次加工のある剥片とでも呼称すべきものであろうか。

6402は、上端と下端に石鉄の柄状の突起を片寄って設けるという、特異な形態の石器で

ある。二次加工は表裏両面とも全面に及んでいる。突起が設けられた側の縁辺は相対する

縁辺よりも二次加工が精緻であり、この縁辺が刃部として機能していたものと思われる。

6406は、石核ないしは大型の素材剥片の転用であろうか。表裏からの二次加工によって

1側線に内湾する刃部を形成している。相対する縁辺は、あたかもスポールとして剥離さ

れたかのような、裁断面となっている。平面形からは、鎌の刃部のような印象を受けるが
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石核

機能は不明である。

6409は、剥片の相対する2側線に表裏から二次加工を施している。6410は、栽断面によっ

て半切されているため、全体の形状が明らかではない○栽断面と相対する縁辺には、表裏

から深く挟りこんだ二次加工が施されている。

6411は、珪化木を石材としている。扁平な礫を素材としていると思われ、その四辺には

敲打痕が認められる。機能を推定する根拠に欠ける。

6417は、極めて小型の石器である○破損の痕跡が認められないため、完形とせざるをえ

ないが、その形態・二次加工からは機能を推定できない○二次加工は、全面にわたって表

裏から施されており、断面形は菱形を呈する○全体の形態は僅かに弧状を呈する。錐の先

端部にも類似するが、弧状を呈し、先端が尖らないため、否定的とならざるをえない。

6418は卵形の平面形を呈する。表裏から二次加工が進み、断面形は扁平な菱形である。

6419は、剥片の相対する2側線に二次加工を施したものである。1側線は概ね直線的な

刃部を形成しているが、他の側線には、深く挟る二次加工が施されている。

6422は、石英の亜円礫を素材としている。礫の縁辺の一部を残し、表裏から粗い二次加

工を施すもので、旧石器時代ならばチョッビングトウールに分類される石器である。64

23は、剥片の全周に不規則な二次加工を施したものである。二次加工は、一部では鋸歯状

に、一部では直線状になっており、全体として機能部位が不明瞭である。

6424は、厚い剥片の打面部分に、表裏から粗い二次加工を施したものである。相対する

剥片の末端部には微細な刃こぼれ状の剥離痕が認められる。剥片の末端を使用する際に、

手で保持される部分に対する二次加工であろうか。

6488は、大型の剥片の打面部側側線に、表裏から二次加工を施したものである。剥片の

末端部は折損している。削器的な機能をもつものであろうか。素材となった剥片の背面に

は、本剥片を剥離した石核の素材面が付着している。このような例は、他の大形剥片にも

しばしば認められることから、さまざまな石器の素材として供給された剥片の剥離工程に

は、共通性があったものと考えられる。

6489は、やはり大型の剥片の一端に、表裏から剥離を施したものである。石器としての

加工より、むしろ剥片を剥離しようとした可能性も高く、剥離工程初期の石核と考えるべ

きかもしれない。

6488と6489は折れ面で接合し、一枚の大型剥片となる。この上で、剥離の状況を観察す

ると、剥片剥離の際に折損していることが理解できる。こうしたことから、本例は、大型

剥片の主として打面部付近の表裏から剥離を行った、剥離工程初期の石核と考えられる。

6490は、極めて大型の閃緑岩の角礫をもちいた石核と考えられる。やや扁平な礫の片面

から、剥片の剥離を進めている。剥離は、礫のほぼ全周からおこなわれている。

6491は、凝灰岩を石材としている。全面を研磨して、「く」の字状に仕上げている。機

能等は不明である。

6492は、花崗岩の扇平な亜円礫を素材としている。縁辺に表裏から二次加工を施してお

り、6422に類似している。

石核（6479～6487）の形態・剥離の工程は、必ずしも斉一的なものではない。しかし、
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磨製石剣

素材として供給された大形剥片を、さらに分割して石核の素材としている可能性はきわめ

て高い。小型の石核においては、さらに分割を経ているのであろう。剥片剥離は、石核の

相対する2側線からおこなわれる例が多いようである。打面の調整作業はまったくおこな

われておらず、表裏に打面を転移しつつ、剥離をすすめている。

6493～6496・6499・6500は、粘板岩を石材とした磨製石剣である。いずれも破片であ

るため、全体の形態は明らかではないが、概ね、断面形が菱形を呈し、中央に稜線をもつ

もの（6493・6494・6496）と、稜線をもたないもの（6495）とに分けられる。

6499は、鉄剣形石剣の基部と思われる。2孔をもち、断面形は扇平な楕円形を呈する。

先端が折損したあと、刃部を再生しようとしたと思われる研磨痕が認められる。

6500は石剣の基部である。裏面も大きく破損しており、全体の形状は不明である。

4．玉類・骨製品（第9図・巻首図版6・図版562）

SH46024出土玉類

6006は直径約3mm、残存長約6mmの細手の管玉である。緑灰色の光沢のない石材を

用いている。

SH46025出土玉類

6007は直径3．5mm、残存長約9mmの細手の管玉で緑灰色で光沢のある石材を用いてい

る。6006・6007の2点は破片であり、穿孔方向は判断できない。

S K46004出土玉類

6008は直径約5mmとやや太い。長さは約1．5mmである。両面からの穿孔で、レントゲ

ン写真では2孔の先端が僅かにくい違っているのが観察できる。緑灰色で光沢がなく縞目

のある石材を用いている。
I

S K46050出土玉類

6009は残欠というべき小片である。直径はおそらく5mm程度で、6008と同様やや太い

タイプに属する。残存長は約5mm。暗緑灰色で光沢のない石材を用いている。

S K46069出土骨製品

6010～6015の6点はサメの椎骨を加工して穿孔した玉で、火を受けて白灰化している。

直径は16～17mm、厚さ8～9mmである。

㊥　㊥

0　　　　　　　　　　　　　3cm

◎　◎　◎　◎　◎　◎
6010　　　6011　　6012　　　6013　　　6014　　　6015

匹9　　匹司　巨尋　　四　　匹召　詞

［芸1　閻　固　［刃　　威　　圧弓

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10cm

L＿＿＿1日＿＿　　　　　　・　　　　　　　　！

第9図　遺構出土玉類（2）・骨製品
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第4節　平安時代後半～鎌倉時代
1．土器

SB86001出土土器（図版195・524）

白磁皿　　　6702は湾曲した体部に、さらに内側に湾曲する口緑部をもつ。底部の形態は不明である。

粕の色はやや緑がかった白色である。

SB86002出土土器（図版195・524）

土師器小皿　6703～6705は、いずれも回転糸切りの平底の小皿である。

土師器坪　　6706は回転糸切りの平底の杯である○体部外面には強いナデによる凹凸が明瞭に残る。

体部下半から底部にかけてはゆるやかなカーブを措く。6707は、体部の下半分が内湾し、

口緑部は外反する。底部は欠損するが、丸みを帯びた手づくねのものである。

須恵器椀

土師器蜜

体部がゆるやかに内湾し、深みのある器形である。6708は体部の中位にヘラ措きの沈線

が一本巡らされる。6709は見込みの部分が一段落ち込んでいる。6708は底部が欠落してい

るが、同様の底部を持つであろう。

6710は大型の嚢の口緑部の破片である。口緑部は中位で外側に強く屈曲している。口緑

端部は上方へつまみ上げるように整形されている。

SK86001出土土器（図版195・、524）

土師器小皿　6711は回転糸切りの平底の小皿である。

SK86002出土土器（図版195・524）

須恵器椀　　体部がゆるやかに内湾する、深みのある器形をもつ。またいずれにも体部の中位にヘラ

措きの沈線が一本巡らされる。6712は見込みの部分が一段落ち込んでいる。6713は底部が

欠落しているが、同様の底部を持つであろう。

P86001出土土器（図版195）

土師器小皿　6714は回転糸切りの平底の小皿である。

包含層出土土器（図版195）

土師器小皿　6715は回転糸切りの平底の小皿である。

土師器坪　　6716は回転糸切りの平底の杯である。SB86002で出土した杯（6706）と比べて器高が高

い。体部は直線的でかつ外反する。

須恵器椀　　6718～6720は高台を持つタイプである○底部は回転糸切りである。丸いカーブを措く底

部と高台の境目に回転ナデを加える。体部は直線的に外反している。

6721・6722は高台を持たないが、見込みがやや落ち込む。いずれも体部は直線的ではな

く、ゆるくカーブを措く。6721は体部中位に1重の沈線が巡らされる。6722も同様の沈線

を巡らせようという工人の意図が見えるが、沈線がやや不明瞭である。

東海系山茶碗　6717は椀の底部の破片である○体部内面には粕がかかっているが、体部外面と底部内外

面は露胎である。底部は回転糸切りである。高台の成形後、周囲を回転ナデで仕上げ、底

部内面にも軽い回転ナデが施される○体部の調整は不明である。胎土は密であるが、非常

に細かい砂粒が微量に混入している。
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第2章　東微高地出土遺物

第1節　弥生時代中期上層
1．土器

上層水田面出土土器（第10図）

壷鉢　竹添19区の上層水田面に伴う土器

を2点図化している。

6724はⅣ様式の広口壷である。直

立する頚部と外反する口緑部をもつ。

口緑端部を上下に拡張して形成した

端面に、4条の凹線紋と6本1単位

の棒状浮紋を施す。頚部には1条の

指頭庄痕紋突帯が巡る。体部を櫛措

紋様で飾る。下半をヘラケズリする。

6725は外傾する体部をもつ鉢であ

る。体部上半には櫛措波状紋と櫛措

直線紋、櫛状工具による列点紋が巡

る。内面にはヘラミガキが施される。

SH46041出土土器（図版196）

Ⅲ・Ⅳ様式の嚢を図化している。
1

蜜　　　　　　6726は口緑端面に刻冒紋を巡らせ

る。6727は口緑端部を上方に拡張す

る。体部は内外面をパケ調整し、内

面下半をその後へラケズリする。

SH46043出土土器（図版196・563）

Ⅲ様式の壷・嚢を図化している。

壷　　　　　　6728は長頸壷である。口綾部直下

に3条の断面三角形突帯を巡らせる。頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯を付加する。67

29・6730は壷の体部である。両者とも無紋であることから、長頸壷の体部と推測される。

体部外面はパケ調整ののち下半をヘラミガキする。6730はへラミガキに先立ってヘラケズ

リを行っている。

6731は底部に穿孔がある。口緑端部は上下に拡張し、端面が凹線状に窪む。体部の調整

は内外面ともパケであるが、内面下半にはパケののちへラケズリを施す。

SH46044出土土器（図版196）

蜜蓋

Ⅱ・Ⅲ様式の蓋・鉢を図化している。

6732は嚢蓋である。外面には縦方向のへラケズリが施される。

6733は有紋の鉢である。体部および口緑端面には櫛状工具による施紋がみられる。口緑
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端面にはその後円形浮紋が付加

される。

SH46045出土土器

（図版196）

6734はⅢ・Ⅳ様式の壷または

嚢の体部片である。外面はパケ

調整ののちへラミガキ仕上げで、

内面はパケ仕上げする。

S P46009出土土器

（第11図・図版563）

6735は大型の鉢である。口緑

部を打ち欠き、棺蓋とする。体

部外面下半にはヘラミガキが、

体部内面にはパケが施される。
．

6736は壷の体部である。口頚

部を打ち欠き、棺身とする。肩

部には列点紋が巡る。体部外面

にはパケののち下半にヘラミガ

キを施し、体部内面はナデる。

S K46135出土土器

（図版197）

6737はⅢ・Ⅳ様式の鉢である。

口緑部は水平方向に伸び、端

部を上方に拡張する。体部は内

外面ともパケ調整であり、その

後外面下半をヘラミガキする。

体部上半に2条の列点紋が巡る。

SK46136出土土器（図版197・563）

蜜　Ⅳ様式の壷・嚢を図化した。6738は外反する口緑部の端部の上下を拡張し、端面を形成

する。この口緑端面は3条の凹線紋と円形浮紋で加飾される。さらに口綾部内面に櫛状工

具による2列の扇形紋を施す。頚部には断面三角形突帯が2条巡り、その間を簾状紋で飾

る。体部には櫛措直線紋と櫛措波状紋を交互に配する。体部内外面はパケ調整である。

6739と6740は「く」字状口緑をもつ嚢である。体部は内外面ともパケ仕上げである。

SK46138出土土器（図版197・198・563）

壷

Ⅳ様式の壷・嚢・鉢・高杯を図化している。

6741は、外反する口緑部を斜め下方に拡張して端面を形成する。この口緑端面は3条の

凹線紋、刻日放および円形浮紋で加飾される。頚部にも凹線紋が観察される。6742・6743
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マダコ壷

高塀

は直口壷である。短く外傾する頸部直下に指頭庄痕紋突帯が巡り、口緑端部には刻目紋を

施す。外面はパケ調整であり、体部下半にのみへラミガキが加えられる。6744は大型の壷

である。頸部下端の指頭庄痕紋突帯以上を欠失するが、複合口緑壷と推測される。

6745はナデ仕上げであり、器壁に凹凸が認められる。破片のため、口緑部直下の紐孔は

認められないが、マダコ壷と判断される。

6746は体部外面の磨滅が激しいが、内面にはパケ調整が認められる。

6747は有紋の鉢である。櫛状工具による施紋と口縁端面への円形浮紋がみられる。口緑

端面は横方向の扇形紋で飾られる。6748は直線的に外傾する体部から口緑部へいたる無紋

の鉢である。体部の調整はパケによっており、外面下半にのみへラケズリが認められる。

6749は外傾する杯部から内湾しながら立ち上がる口緑部をもつ。口緑部はナデ仕上げで、

杯部はパケの後、外面の一部にヘラミガキを加える。6750・6751はこれと異なる型式であ

る。口緑端部の形状に差はあるものの、内面突帯の断面形がともに四角形であること、調

整にヘラミガキを多用する点で共通する。6751は脚部外面にヘラケズリが認められる。

S K46139出土土器（図版198）

6752はⅢ・Ⅳ様式の鉢である。体部の調整はパケで、外面のみへラミガキを加える。

S K46140出土土器（図版198）

Ⅲ様式の壷・鉢を図化している。

壷　　　　　　6753は無頸壷である。体部外面には櫛措波状紋が繰り返し施紋される。

鉢　　　　　　6754は体部が直線的に外傾する鉢である。体部の調整はパケによる。

S K46141出土土器（図版198）

6755はⅢ・Ⅳ様式の棄蓋である。外面の調整はパケによる。
I

S K46143出土土器（図版198・199・563・564）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・蓋・嚢・マダコ壷・台付鉢を図化している。

壷マダコ壷

台付無頸壷

鉢　6756は偏平な体部下半である。櫛状工具による直線紋・波状紋を繰り返し、その上に円

形浮紋と列点紋を加える。外面はヘラミガキ、内面はパケ調整である。6757・6758・6759

は長頸壷である。前二者は外傾する口頚部をもつ。外面には、タタキののちパケを用い、

その後体部にヘラミガキを施す。6758はヘラミガキの下にへラケズリが残る。内面はパケ

調整である。6759は直立する口頚部をもち、頚部下端に列点紋で加飾する点で前二者と異

なる。6759は、内面にパケがみられない点が他と異なる。

6760は嚢蓋の破片である。内面外周にはススの付着が顕著である。

嚢はいずれも口緑端部を上方に拡張する。体部の調整はパケを用い、6761内面はナデ消

し、6764は下半内面にヘラケズリを加える。

6765の口緑直下の紐孔の有無は不明だが、形態の類似からマダコ壷と判断する。

6766は台付無頸壷の体部上半の破片である。口緑部直下に2個1対の円孔が認められる。

外面はヘラミガキで仕上げ、内面はパケ調整である。

6767は比較的大きな底部から直線的に外傾する体部を持つ鉢である。口緑端部は内側に

肥厚し、水平な端面を形成する。体部内外面はパケ調整ののちへラミガキを加える。

S K46145出土土器（図版199）
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Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢・紡錘車未成品を図化している。

6768は外反口緑をもつ広口壷である。頸部には指頭庄痕紋突帯を1条巡らせる。

6770は「く」字状の口緑部をもつ嚢である。体部は内外面ともパケ調整である。

6769は紡錘車未成品である。土器片を利用し、側面の整形を行っているが、穿孔はない。

S K46146出土土器（図版199）

Ⅳ様式の壷・嚢を図化している。

壷　　　　6771は外反して垂下する口緑をもつ広口壷である。口緑端面に3条の凹線紋を巡らせ、

さらに刻目紋と円形浮紋で加飾する。頸部以下は櫛措直線紋と櫛措波状紋で飾る。

奮　　　　6772は「く」字状の口緑部をもつ〇、体部外面にはタタキ、体部内面はパケ調整である。

S K46147ノ出土土器（図版199）

蜜　　　　6773はⅢ・Ⅳ様式の小型の嚢である○体部外面と口緑部内面はパケ仕上げであり、口緑

端面には刻日放を巡らせる。

S K46148出土土器（図版199）

壷　　　　6774はⅢ・Ⅳ様式の壷である○磨滅が激しいため断定できないが、瀬戸内系の広口壷の

可能性もある。頚部には1条の指頭圧痕紋突帯が巡る。

S K46149出土土器（図版199）

脚部　　　6775はⅢ・Ⅳ様式の台付鉢あるいはそれに類したものの脚部であろう。脚部は絞ったの

ちナデで仕上げている。．体部は内外面ともパケ調整である。

SK46150出土土器（図版199）

Ⅳ様式の嚢・台付鉢を図化している。

蜜　　　　6776は器壁の薄い大型嚢の体部下半である。外面の調整はパケにより、下半にヘラケズ

リを加える。内面も同様にパケ調整であるが、広い範囲に焦げつきが認められる。

台付鉢　　　6778・6779は台付鉢であろう○脚部外面はともにパケ仕上げである。装飾性に乏しい前

者に比べ、後者は脚部上端に指頭庄痕紋突帯を巡らせ、脚部に4方向の円孔を穿つなど対

照的である。体部外面はヘラミガキで仕上げ、内面はパケ仕上げである。

S K46151出土土器（図版199）

壷　　　　6780は、Ⅲ・Ⅳ様式の長頸壷の口頚部である。外反する口緑部をもち、端部の一部に刻

目紋を加える。口緑端面は内傾する○頚部下端には1条以上の断面三角形突帯が巡る。

SK46152出土土器（図版200）

Ⅲ様式の壷を図化している。

壷　　　　6781は、緩く外反する頚部から口緑部にいたる広口壷である。口緑部は無紋であり、頚

部下端には指頭庄痕紋突帯を巡らす06782は口緑部に決りをもつ長頸壷である。口緑部直

下に、刻目をもつ2条の突帯を巡らせるが、挟りの部分はそれと平行する。

SK46153出土土器（図版200）

高坪　　　6783はⅣ様式の高杯である。口緑部直下に2条の、水平な口緑端面には3条の凹線紋を

施す。内外面の調整はともにパケののちへラミガキを加える。

S K46154出土土器（図版200）

Ⅳ様式の壷を図化している。
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壷　6784・6785は斜めに垂下する口緑をもつ。口緑端面に数条の凹線と円形浮紋（6784）や

棒状浮紋（6785）をもつ。口緑部内面を円形浮紋や櫛措波状紋で飾る。頸部には2条以上

の凹線紋を巡らす6784や、3条の断面三角形突帯と指頭庄痕紋突帯が共存する6785がある。

S K46155出土土器（図版200）

Ⅳ様式の嚢を図化している。

奮　　　　　　6786は「く」字状口緑をもち、端部をつまみ上げる。体部は外面をパケ、内面はパケの

のちナデ仕上げする。6787は体部外面にパケののちヘラケズリ、内面にへラケズリを行う。

S K46158出土土器（図版200）

Ⅳ様式の壷・高杯・紡錘車未成品を図化している。

壷　　　　　　6788は外反する頚部に内湾する口緑部をもつ長頸壷である。口緑部直下には4条の凹線

高坪

紡錘車

紋を巡らせ、頚部には櫛状工具による波状紋と直線紋が加えられる。また、頚部下端には

指頭庄痕紋突帯が貼り付けられる。

椀形高杯の杯部である。口緑部直下には3条の凹線紋を巡らせる。ナデ仕上げである。

6790は嚢の体部の破片を利用した紡錘車の未成品である。穿孔は行われていない。

S K46159出土土器（図版200）

Ⅳ様式の壷・鉢を図化している。

壷　　　　　　6791は無頸壷の体部上半以上の破片である。口緑部直下には円形浮紋が全周し、その下

には凹線状の窪みが巡る。外面はヘラミガキで仕上げられ、内面はパケ仕上げである。

鉢　　　　　　6792は1箇所に注口をもつ鉢である。口緑部直下には2条の凹線紋が巡る。

S K46162出土土器（図版200）

m・Ⅳ様式の嚢・紡錘車の未成品を図化している。
l

蜜　　　　　　6793は「く」字状口緑の嚢である。体部外面をパケ、内面はパケのちナデで仕上げる。

紡錘車　　　　6794・6795は土器片を利用した紡錘車の未成品である。ともに穿孔は行われていない。

S K46165出土土器（図版201・564）

壷

蜜

台付鉢

高塀

Ⅳ様式の壷・嚢・台付鉢・高杯を図化している。

6796・6797は緩く内湾する口縁部をもつ長頸壷である。口緑部直下には数条の凹線紋を

巡らせる。外面の調整はパケであり、体部下半にはさらにヘラミガキが加えられる。内面

の調整は頚部以上をナデ、体部はパケ仕上げである。

6798は「く」字状口緑の嚢である。体部外面をパケ、内面はパケのちナデで仕上げる。

6799は外へ短く広がる脚部をもつ土器である。体部外面にはヘラケズリが施され、体部内

面はパケ調整がなされる。脚部内外面はナデ仕上げである。6800は鉢あるいは無頸壷の脚

部である。やや下方がすぼまる形態であり、大きな円孔をもつ。円孔の数は不明である。

外面にヘラミガキが、内面にはヘラケズリが加えられる。

6801は水平に伸びる口緑部をもつ高杯であり、口縁端部は斜め下方に大きく垂下する。

内面の突帯は断面四角形を呈する。脚部上端には6条のヘラ措き沈線が巡る。杯部内外面

および脚部外面はパケ調整ののちヘラミガキを加える。脚部内面は逆時計回りのヘラケズ

リが施される。6802はなだらかに広がる脚部である。脚端部は上方に拡張する。脚部外面

はパケ調整ののちヘラミガキ仕上げ、内面は時計回りのヘラケズリが施される。
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S K46166出土土器（図版201）

奮蓋　　　　6803は棄蓋である。外面をへラミガキ仕上げ、内面をヘラケズリ調整する。

S K46167出土土器（図版201）

Ⅳ様式の壷・高杯を図化している。

壷　　　　　6804は外反する頚部から水平に続く口緑部をもつ広口壷である。口緑端部は上下への拡

張が認められ、端面には4条の凹線紋が巡る。口緑部内面は扇形紋で加飾される。

高坪　　　　6805は、外方へ伸びる体部と直立気味に外傾する口綾部をもつ高杯である。口緑部直下

には凹線紋をもたない。杯部外面は横方向の、内面には縦方向のヘラミガキが施される。

S K46168出土土器（図版201）

奮　　　　　6806は「く」字状口緑をもつⅢ・Ⅳ様式の嚢である。口緑端部を上方につまみ上げてい

る。体部外面はパケ仕上げ、内面はパケののちナデ仕上げである。

S K46169出土土器（図版201）

高塀　　　　6807は高杯の脚部である。なだらかに広がる脚の端部は上下方向に拡張する。磨滅のた

め、外面の調整は観察不可能であるが、内面はパケののちナデ仕上げである。

S K46172出土土器（図版201）

Ⅲ・Ⅳ痍式の壷・嚢を図化している。

壷　　　　　6808は長頸壷である。外面はパケ仕上げ、内面はパケののちナデ仕上げである。

蜜　　　　　6809は「く」字状口緑の嚢である。口緑端部を上方につまみ上げる。

S K46174出土土器（図版201）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢・鉢・高杯を図化している。

壷　　　　　6810は外反する口頚部をもつ広口壷である。口緑端部を欠失する。肩部には列点紋が巡

る。体部外面はパケ調整、内面はパケののちナデ仕上げである。

蜜　　　　　6811～6815はいずれも「く」字状口緑をもつ嚢である。口緑端面に刻日放をもつもの

（6812）、肩部に不規則な列点紋をもつもの（6811）がある。この列点紋は部分的に施放さ

れたもので、非常に浅く印されている。体部は内外面ともパケ調整を基本とするが、さら

にへラケズリ（6811）やへラミガキ（6812・6813・6815）を加えるものも存在する。

6816は短く外方に伸びる口緑部をもつ。内外面は横方向のへラミガキで仕上げられる。

6817・6818は外傾する体部と直立する口緑部をもつ高杯である。6818の口緑端部は内側

へ肥厚し、水平な端面を形成する。6818の杯部はパケののち外面にヘラミガキを加える。

S K46175出土土器（図版202）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・高杯を図化している。

壷　　　　　6819は長頸壷である。口緑端部に水平面をもつ。外面はパケ、内面はナデ仕上げである。

高坪　　　　6820は高杯あるいは鉢の口綾部の破片である。口緑端部には内傾する端面をもつ。体部

外面はパケ仕上げ、内面はナデ仕上げである。

S K46177出土土器（図版202）

蜜　　　　　6821は「く」字状口緑のⅢ・Ⅳ様式の嚢である。口緑端部を上方につまみ上げる。体部

外面にパケ、内面にパケのちナデ仕上げ、口綾部内面にパケ調整を行う摂津系の嚢である。

S K46178出土土器（図版202・565）
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壷

窒

高塀

Ⅲ様式の壷・棄・高杯を図化している。

6822は外傾する頚部と水平に伸びる口緑部をもつ広口壷である。口緑部は無紋であり、

頚部下端に1条の断面三角形突帯が巡る。肩部以下には櫛措直線紋が施される。

6823～6826は「く」字形口緑をもつ嚢である。体部内外面はパケ仕上げであるが、6824

はさらにへラミガキを加える。口緑端部を上方へつまみ上げるものが多い。

6827はなだらかに広がる高杯の脚部である。外面にはヘラケズリののちヘラミガキを、

内面には横方向のパケを施す。

S K46179出土土器（図版202）

Ⅲ・Ⅳ様式の嚢を図化している。

奮　　　　　6828・6829は「く」字状口緑をもつ嚢である。ともに口緑端部を上方へつまみ上げるも

のである。6828は体部内外面をパケ調整する。6829は磨滅のため調整観察は不可能である

が、肩部に櫛措直線紋が認められる。

S K46180出土土器（図版202・565）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢・ミニチュア土器を図化している。

壷　　　　　6830・6831は外傾する口頚部をもつ長頸壷である。ともに口緑端部には外傾する端面を

もつ。両者とも外面はパケ調整、内面はナデ仕上げである。

奮　　　　　6832は小型の嚢である。口緑端部を上方につまみ上げて端面を形成する。端面は部分的

な刻目紋で加飾する。外面はパケ調整、内面はパケののちナデ仕上げである。6833は大型

の嚢である。口緑端部を上方につまみ上げる。体部内外面はパケ調整を行う。

ミニチュア　6834は鉢形のミニチュア土器である。外面はパケののちナデ、内面はナデ仕上げする。

S K46181出土土器（図版202）

蜜　　　　6835はⅢ・Ⅳ様式の嚢である。口緑端部をつまみ上iヂる。体部はパケ仕上げである。

S K46182出土土器（図版202）

壷　　　　　6836はⅢ・Ⅳ様式の瀬戸内系の広口壷である。口緑端部は上下への拡張がみられ、下端

には刻目が全周する。頚部下端には指頭庄痕紋突帯が1条巡る。

S K46183出土土器（図版202）

奮　　　　　6837はⅢ・Ⅳ様式の嚢である。口緑端部は下方へ拡張し、端面を形成する。体部外面は

パケ調整で、内面は磨滅のため調整の観察が不可能である。

S K46184出土土器（図版203・204・565）

Ⅲ様式の壷・嚢・鉢・台付鉢・高杯を図化している。

壷 6838は口緑端部を上下へ拡張して端面を形成し、そこに櫛措波状紋を巡らせる。口緑部

内面には扇形紋が2段にわたって配される。内外面はパケ調整である。6839は算盤玉形の

体部をもつ広口壷である。頚部以上を欠失するが、頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯が

巡る。体部上半には櫛措直線紋と櫛措波状紋が配される。体部外面は、上半はパケ調整の

まま、下半には縦あるいは横方向のへラミガキが加えられる。体部内面はパケ仕上げであ

る。6840は外傾する口頚部をもつ長頸壷である。口緑端部には水平な端面をもつ。外面は

パケ調整、内面はナデ仕上げである。6841は台付の壷であろう。肩部以上を欠失する。体

部外面にはヘラ状工具による山形紋が縦および横方向に措かれる。

－126－



蜜

鉢

高坪

6857は西播磨で多く出土する無頸壷である。口緑部は鋭く内方に屈曲し、．屈曲点には2

個1対の円孔を設ける。体部内外面ともヘラミガキ仕上げである。6858は台付鉢の脚部か

ら体部下半にかけての破片である。体部はヘラミガキ仕上げであり、脚部上端には2条の

断面三角形突帯が巡る。脚部は外面をパケ調整、内面をナデ仕上げする。

6842～6854は嚢である。「く」字状口緑をもつ嚢が多く、そのほとんどが口縁端部を上

方へつまみ上げるものである。6843は体部中央よりやや上位に板状工具先端による列点紋

が巡る。また、6849・6847は口緑端面を刻日放で加飾する。体部の整形・調整は内外面と

もパケの使用を基本とする。6848はタタキ技法の使用が確認され、6843・6845・6848・68

53・6854の外面にはパケののちにヘラミガキを加える。内面は少数であるが、6853のよう

にヘラケズリを施すものもある。

6855は高杯の可能性のある個体である。口緑部直下に突帯を付し、口緑端部および突帯

上面を刻目紋で飾る。また、口緑部直下には円形浮紋が付加される。体部外面はパケのの

ちヘラミガキ仕上げ、内面は板ナデ仕上げである。6856は口緑部直下に1条の断面三角形

突帯を巡らせる鉢である。口緑端部に刻目紋を加える。体部内外面はパケ調整であり、内

面にはさらにナデが加えられる。

6859は水平に伸びる口緑をもつ高杯である。口緑端部は下方にわずかに肥厚する。内面

の突帯は断面三角形を呈する。磨滅のため調整の観察は不可能である。

SK46185出土土器（図版204・．565）

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・台付鉢を図化している。

壷　　　　　6860は外傾する口頸部をもつ長頸壷である。口緑端部には水平な端面をもつ。外面はパ

ケ調整、内面はナデ仕上げである。

台付鉢　　　6861は外傾する体部下半と鋭く内傾する体部上半からなる。底部ないしは脚部を欠失す

る。口綾部直下には2個1対の円孔が設けられる。口緑部直下と体部最大径付近には櫛措

直線紋が巡り、この2条の直線紋を繋ぐ形で円孔付近から2条の縦方向の櫛措直線紋が措

かれている。体部下半はへラケズリが施され、内面はナデ仕上げである。

S K46188出土土器（図版204）

蜜　　　　　6862はⅢ・Ⅳ様式の嚢の体部下半の破片である。底部はやや上げ底になる。外面はパケ

ののちナデ仕上げ、内面はナデ仕上げである。

S K46189出土土器（図版204）

壷　　　　　6863はⅢ・Ⅳ様式の広口壷である。口緑端面には刻日放が巡る。外面はパケ調整、内面

はナデ仕上げである。

S K46190出土土器（図版204）

蜜　　　　　6864・6865はⅢ・Ⅳ様式の嚢である。磨滅のため調整の観察は困難だが、内外面ともパ

ケ仕上げと思われる。

2．木器

S K46138出土木器（図版205）

6019は残存長50・4cm、残存幅7．8cm、厚さ0．7cm程度のコウヤマキの板状製品である。

幅2・7cm、深さ2mm程度の横方向の溝をもつ。2片に割れており、1片には焼け焦げが
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認められる。他の1片には認められないため、割れたのち火を受けたことが分かる。

S K46164出土木器（図版205）

6020は、揖部と撞部との境が明瞭な竪杵である。鴇部の長さは46．0cm、鴇部の直径は

8．6cmを測る。鴇端部にみられる磨滅は顕著ではない。アカガシ亜属製である。

3．石器　　　　　　　　　　　　・

・東微高地中期上層の遺構および包含層から出土した石器は少量である。打製尖頭器と石

匙にややみるべきものがある以外、西微高地中期上層の石器と際立った差異は見られない。

狩猟具・武器（図版206・566）

石鋲　　　　凹基式（6508）、平基式（6501・6505・6509）、円基式（6502）、尖基式（6503・6504）

が見られる。凹基式石鉄の挟りがやや深いことが注意されるが、西微高地出土の石鉄と特

に異なる点は無い。6505は基部が小さく突出するのみで、尖基式とするよりは平基式の未

成品と考えておく。

打製尖頭器　6510は器体上部を研磨したサヌカイト製の打製尖頭器で、尖頭部を欠損する。器体中央

には表裏両面とも素材剥離面を帯状に残すものの、両面とも平坦な調整剥離が丁寧に施さ

れ、両側緑は直線的である。この種の尖頭器はしばしば下半部の側線が擦り落とされるこ

とが多いが、この場合は鋭利なままおかれている。器体上部の研磨は磨き残しがほとんど

なく、刃緑は鋭利かつ直線的である。左平面には中央にかなりはっきりとした鏑をもつが、

右平面では凌は不明瞭で丸みを持つ。

工具（図版206・566・567・573）

石錐　　　　1点を図化している（6511）。幅が一定の棒状錐である。錐部先端の磨滅は少ない。

石匙　　　　縦型と横型の両方が見られるが、素材のみならず、二次加工の面でも差異が大きい。縦
l

型の石匙（6513）は縦長剥片の末端側に小さな摘み部を作りだす。刃郡加工は縁辺部に限

定され、小剥離によって薄手の片刃としている。横型の石匙（6514）は横長剥片の打面部

に幅広い摘み部を作りだす。刃部加工は全周におよび厚手の両刃に仕上げられており、

端は鋭く尖る。

砥石　　　　　7点を図化した（6519～6523・6534・6535）。6520は平坦な表裏面が窪む。6519は表裏

を、6520・6521・6523は表裏両面と右辺を、6522は上下両辺以外の4面を、研ぎ面として

使用する。6534・6535はともに一面のみを研ぎ面として使用する小型の砥石である。

扁平片刃石斧　6533は扇平片刃石斧である。基部と刃部を欠損する。

調理具（図版206～208・567）

高貴石　　　　　6516は棒状の礫を素材とした蔽石である。

磨石　　　　6517・6518の2点を図化した。6517は上下両端に敲打痕をとどめる。

その他の石器（図版209）

大型剥片　　6524は、厚さが20mmを超え、重量が905gを量る大型のサヌカイト剥片である。二次加

工と認定しうる剥離痕は観察されず、石器製作に供するための素材として、遺跡内に搬入

されたものと判断してよかろう。

背面側は3面の剥離痕で構成されるが、うち、図中右下の剥離痕は、当該剥片を剥離し

た石核の素材面である可能性が考慮される。打面部は、2面の剥離痕から構成される。
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1

1

1 背面側の剥離痕は、主要剥離面と同一方向のものと、逆方向から剥離されたものとが見

られる。こうしたことから、当該剥片は、板状の素材の、相対する縁辺から剥離を進める

という工程のなかで、剥離されたものと考えられる。

4．玉類

SK46151出土玉類（第12図・巻首図版6・図版562）

6016はガラス製の管玉の破片を再利用したと思われる玉である。

一辺4～5mmの不整形な四角形で、破面と思われる二辺を研磨

2
国

qつ6016

『［

し、両面からの穿孔を行っている。緑味を帯びた青色をしている。　　第12図

遺構出土玉類（3）

第2節　弥生時代後期～古墳時代前期

第3節　奈良時代～平安時代
1．土器

包含層出土土器（第14図）

須恵器の皿（6867）が出土している。口径（20

cm）に対し、器高は低い（2．7cm）。底部はヘラ

切りの後、一定方向のナデが施される。

－129－

1．土器

S P56001出土土器

（第13図・図版565）

6866は土器棺墓に使用されていた広

口壷である。口緑部を欠き、焼成後に

体部上半に直径4．8cmの孔があけられ

ている。タタキ成形されているが、タ

タキ目は丁寧にナデ消されている。体

部外面下半に幅の広いヘラミガキを縦

方向に施す。上半部にもヘラミガキら

しい痕跡があるが、磨滅のため不明瞭

である。頚部内面は横方向のパケが施

され、体部内面は中位に横方向、下半

部に縦方向のパケを施す。

0

⊆＝＝⊂ここユ＝＝＝土二二二＝二二二二』0cm

第14図　包含層出土土器



第3章　旧河道・溝出土遺物

第1節　縄紋時代
1．土器

S R46001出土土器（第15図・図版568）

6868は口緑部を欠損する、探鉢形土器の破片である。胴部上半に突起を設け、そこに上

下左右方向に十字孔を穿っている。突起の上端に棒状の刺突が2箇所みられる。また突起

上方部に横及び縦方向に3本単位の棒状工具による沈線が施紋されている。紋様等の特徴

から後期前半の四ツ池式、広瀬土壌40段階に比定される。

6869は探鉢の胴部下半の破片である。紋様は縦方向に重なる弧状紋がみられる。型式と

しては中期末の北白川C式（d）期のものと考えられる。

S R46002出土土器（第15図・図版568）

6870は口緑が外反する凸帯紋土器である。凸帯は口緑から僅かに下がった位置にあるが、

二条凸帯になるか否かは不明である。凸帯の断面形はやや丸みを帯び、凸帯上は細く刻ま

れ、幅2cmにわたり単位的に押さえられている。口唇部は平坦で、凸帯押圧に対応する

▼、事■k

も料還
6869

∈≡画国璽フ

10cm

L＿＿111，i　　　　　　　　　」

第15図　SR46001・46002出土土器
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かたちで押さえられ、周辺は爪形状の刻みがある。頚部外面には7～8条の細線による山

形文が施文されている。播磨および西摂地方に稀にみられる晩期後半の土器である。

第2節　弥生時代前期
1．土器

S D26001出土土器

（第16図・図版568）

6871はやや狭い頚部から小さく

開く口緑部にいたる壷である。頚

部から胴部にかけては大きく開く。

紋様としては頸部にへラガキ沈線

1条、胴部上半にヘラガキ沈線1

条＋αがあり、胴部上半には6本

のヘラによる縦方向のヘラガキ沈

線が単位でみられるものである。

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20cm

』一日i・　；　　．＿＿」

第16図　SD26001・SR46001出土土器

SR46001出土土器（第16図・図版568）

6872は口緑部が小さP壷の蓋である。直径9．6cm、高さ約5cmで、相対する二箇所に穿

孔がある。蓋の頂部は三箇所の突起に分かれ、先端が欠損している。

第3節　弥生時代中期下層
1．土器

SR46001－1出土土器（図版210～212・568・569・571・572）

竹添4トレンチで検出されたSR46001のうち、Ⅱ様式の遺物を単純に含むSR4600ト1段

階の遺物について述べる。ただし、SR46001－2以降の流路に含まれていたⅡ様式の遺物は

以下の11個体である。6876・6877・6880・6882・6888・6890・6893・6896・6905・6907．

69080これらは、SR46001－3に切られるSD36001出土土器を含む可能性がある。

広口壷・細頸壷・無頸壷・壷蓋・嚢・鉢・高杯・ミニチュア土器などが出土した。水差・

イイダコ壷は出土していない。

壷　　　　　壷には広口壷と細頸壷・無頸壷がある。

広口壷　　無紋の壷はなく、すべて櫛措紋で加飾されている。紋様は複帯構成のものもわずかにみ

られるが、ほとんどは単帯構成である。紋様帯間のへラミガキはみられず、また、パケ調

整の上に施紋するものが大半を占める。

6873～6880は、直立する頚部に大きく開く口綾部をもつ壷である。口緑端部にへラ措沈

線紋を施すものが1点（6875）、櫛措直線紋を施すものが2点（6873・6874）、刻目紋を施

すものが2点（6875・6877）、無紋のものが2点ある（6876・6878）。このうち、櫛措直線

紋を施すものは、口緑部内面に扇形紋を巡らせている。全体の残るものはないが、外面に

みられる頚部以下の紋様は、頚部と肩部を分けるもの（6879）が存在する。また、単帯の

櫛措直線紋を基調とするが、複帯構成のもの（6879）もわずかに認められる。口緑部内面
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はヨコナデ仕上げを常とし、外面が縦パケ調整のもの（6874）もみられる。

688ト6882は、短い頚部からなだらかに口緑部へ接続する壷である。6881は頚部と体部

の境に櫛措波状紋を施し、その上下に櫛措直線紋を巡らせる。体部下半外面の調整は、パ

ケののちのへラミガキである。6882の口緑部内面は横方向のパケで仕上げられる。

6883は短く外反する口緑部をもつ太頚の壷である。頚部には単帯構成の簾状紋が2帯、

口緑端部には上段に横長の、下段に縦長の刻日放を2段にわたって巡らせている。

6884は口緑部の破片である。端部には1条のヘラ措沈線紋ののち刻目を施す。さらに、

口緑部内面に深い刻みをもった突帯を1条巡らせ、その内側に非貫通の小円孔を多数、さ

らにその内側に三角形の連続列点紋を4段巡らせるなど大いに加飾する土器である。

6885は細頸壷である。外面には頚部以下に施紋がみられ、紋様帯の最上端に扇形紋を施

し、その下方を流水紋で加飾する。

6887の1点を図化した。口綾部直下には2個1対の小円孔が穿たれる。外面調整は、パ

ケ仕上げであり、体部下半にはさらにヘラミガキがみられる。紋様は櫛措直線紋と櫛措波

状紋を交互に配し、体部中位には直線紋が竹管紋に取って代わっている部分がある。

6886は壷蓋である。全体をナデ仕上げし、頂部には偏平な把手を作り出している。相対

する位置に2個1対の小円孔をもつ。

いわゆる如意形口緑をもつ嚢と逆L字状口緑をもつ嚢とに分かれる。ともに、体部外面

を縦方向のパケ、口緑内面をヨコナデ仕上げするものが多い。

如意形口緑の嚢は、体部の張りが弱く、口緑部径が体部径を凌ぐもの（6888）と、体部

が強く張り、口緑部径が体部径に及ばないもの（6889～6892）に分かれる。肩部は櫛措直

線紋と櫛措波状紋で飾られる。6892は底部が広がり、体部下半は横及び縦方向の板状工具

によるケズリが認められる。内面に使用による変色部をもつものがある（6890・6892）。

逆L字状口緑をもつ嚢には、体部が有紋のもの（6893～6897）しか出土していない。

紀伊産の嚢を1点図化している（6898）。

外反口緑をもたない鉢は、有紋のもの（6899～6901）と、無紋のもの（6903・6904）に

分けられる。

有紋のものは櫛措直線紋を基調とするが、6901は水平方向に短く伸びる口緑部の端部に

櫛措波状紋を、口緑部内面に竹管の連続刺突紋を施し、体部を擬流水紋で加飾する。　無

紋のものは外傾する口緑部をもつ浅い器種（6903）と直立する口緑部をもつ深い器種（69

04）がある。

外反口緑をもち、癌状把手をつけた鉢（6906）が出土している。口緑部には端面を形成

する。6905は嚢に分類できるかもしれない。

全形の分かる資料はない。6907は杯部上半を欠失する。脚は中実であり、装飾性に富ん

でいる。柱状部に7帯の櫛措直線紋を施した後、上下端に竹管の連続刺突放を巡らせる。

その後、両者を結ぶように輝方向に竹管連続刺突放を2列4単位施し、その間をヘラミガ

キで仕上げている。さらに裾部にはヘラ先による三角形の連続刺突放を全周させている。

脚部内面には弱いへラケズリが、杯部外面にはヘラミガキが施されている。

6908は脚部の破片である。
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ミニチュア　6909は、ミニチュアの高杯である。均部内外面にはへラケズリが認められる。

SD36001出土土器（図版213～216・569・570・572）

SD36001は、竹添11・4・5・8トレンチにまたがる長い溝であり、埋土に多量の土器

を包含する。本分冊のうちで、最もまとまった形でⅡ様式の土器を出土した遺構であり、

他の時期の土器の混入がほとんどみられないため、編年上の基準資料になりうる。胎土に

は租い砂粒を多く含み、色調は灰白色を呈するものがほとんどである。また紋様は、櫛指

紋が最も多く使用され、紋様は稚拙で太く、また器壁が沈みこむほどに深いものが多い。

広口壷・無頚壷・嚢蓋・棄・鉢・高杯・ミニチュア土器などが出土した。細頸壷・水差・

壷蓋・イイダコ壷は出土していない。

壷　　　　壷には広口壷と無頸壷があり、前者は有紋のものと無紋のものとに分けられる。

広口壷　有紋の壷の比率が無紋のものに比べて高く、単帯構成のものが大半を占める。紋様帯間

のへラミガキはみられず、また、パケ調整の上に施紋するものが大半を占める。

6910～6915は、直立する頚部に大きく開く口緑部をもつ壷である。口緑端部には、へラ

措沈線紋（6911）の他、櫛措直線紋を施すもの（6912）がある。また、端面の上下端に刻

目紋を施すもの（6913）と、下端のみに施すもの（6912）の二者がみられる。また、口緑

部内面に、縦方向の櫛措直線紋を施すもの（6913・6915）が2点みられる。頸吾隅面の紋

様は、単帯の櫛措直線紋を基調とするが、複帯構成のもの（6913）も認められる。6915は

2条の断面三角形の貼り付け突帯をもち、その上に櫛措直線紋、その下に流水紋を施す。

口緑部内面は、横方向のパケ調整（6912・6913）よりも、ヨコナデ仕上げのものが圧倒

的に多い。外面には、縦方向のパケ調整が多くみられる。

6916・6917は、短い頸吾陣らなだらかに口綾部へ到る壷である。口緑端部は無紋であり、

頸吾陣ら体部にかけての外面には、パケ仕上げののち、櫛措の直線紋・波状紋がみられる。

6918は外傾する頸吾陸水平方向にのびる口緑部をもつ○また、この屈曲点には、内傾す

る短い突帯が巡る。口緑端部には刻日放をもつ。

6919・6920は、長頚の壷である。頸書冊無紋であり、その下端より下に櫛措直線紋がみ

られる。口緑端部は下方に拡張し、その上下端には刻日放をもつ。

692ト6924は、口綾部の破片である。口緑端部には、大小の刻日放を施し、さらに、口

緑部内面の櫛措波状紋（6921）、口線内突帯（6922）、口緑端部の列点紋（6923）などで加

飾するものがある。

6925・6926は、太頚の壷である。頚部から体部にかけての外面には、櫛による単帯構成

の施紋がみられる。

692ト6930は、短く外反する口緑部の断面が三角形を呈するもので、西摂に特有の型式

とされている。口緑端部に櫛措波状紋を施すものが多く、頚部以下には単帯構成の櫛措直

線紋を基調とした施紋がみられる。6929は、頸吾桝面・口緑部内面・口緑端部に櫛措波状

紋を使用する。また6930は、頸吾臣から体部上半にかけて簾状紋を多用する希少な例である。

693ト6935は、無紋・長胴の広口壷である。内外面には縦方向のパケ調整がみられる。

6934は肩部に縦および横方向の櫛指のU字形の施紋がみられ、流水紋を意識したものかも

しれない。
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無頸壷　　　6936・6937は、無頸壷である。

奮蓋　　　　　6938～6940は、嚢蓋である。外面をパケ仕上げするもの（6939）と、ナデ仕上げのもの

（6940）の二者がある。また、6940は口緑端部に刻目紋を施す。

蜜　　　　　　いわゆる如意形口緑をもつ嚢と逆L字状口緑をもつ嚢とに分かれる。ともに、体部外面

を縦方向のパケ、口緑内面をヨコナデ仕上げするものが多い。

鉢高坪

その他

如意形口緑をもつ嚢は、体部の張りが弱く、口緑部径が体部径を凌ぐもの（6941～6943・

6961）と、体部が強く張り、ロ緑部径が体部径に及ばないもの（6944～6951・6960）に分

類できる。また6961の内面中位には、使用に伴うと思われる帯状の変色部が認められる。

逆L字状口緑をもつ嚢には、体部が有紋のもの（6952～6956）と無紋のもの（6957～69

59）の二者がある。

また、紀伊産の嚢を1点図化している（6962）。

外反口緑をもたない鉢は、有紋のもの（6963～6966）と、無紋のもの（6967・6968）に

分けられる。6964は、上下2段に施された初現的な波状紋の間に櫛措直線紋を配するもの

である。6966は擬流水紋を施紋する。

また、外反口緑をもち、癌状把手を付けた鉢（6969）が出土している。

全形の分かる資料はないが、脚部の破片が1点（6970）出土している。

6971は、上げ底になった底部に、等間隔に4箇所の焼成前の穿孔をもつ土器である。鉢

に分類すべきかもしれない。6972は、嚢を模したミニチュア土器であろう。6973は、砲弾

形の土器で上下端を欠く。外面を櫛措直線紋と半円形紋で加飾する。また、6974は、平面

が楕円形を呈する土器である。

SD36002出土土器（図版216）
l

壷・棄・鉢が出土している。

壷　　　　　　6975は短く外反する壷の口緑部の小片である。口緑端面には三角形の刺突紋が施される。

蜜　　　　　　6976は、如意形口緑をもつ嚢である。体部には単帯構成の櫛措波状紋が巡る。

鉢　　　　　　6977は、単帯構成の櫛措直線紋をもつ鉢である。

S R46002出土土器（図版217～220・568・570～572）

SR46002は、Ⅲ様式からⅣ様式にかけて機能していた河道であるが、中期下層に形成さ

れた包含層や遺構を削りながら流れていたため、中期下層の遺物をその埋土に多く含む。

壷

壷・嚢・鉢・ミニチュア・高杯を図化している。

6978は広口壷の口緑部である。内面には櫛措波状紋あるいはU字形の施紋が、外面には

広口壷　複帯構成の櫛措波状紋が施される。6979は壷の肩部であり、外面に櫛措直線紋と内部を刺

突紋で充填した三角形紋が2単位認められる。6980は外面を流水紋で飾る壷である。1帯

の櫛措直線紋の途中をナデ消し、端部に縦に並ぶ扇形紋を加えるものである。

6981は無紋の広口壷である。肩部内外面および口緑部内面にはヘラミガキを加える。

6982～6984は、太い頚部から短く上方に外反する口緑部をもつ広口壷である。頸部以下

には櫛措紋様をもつものが多く、わずかに拡張する口緑部をもつ6983・6984の端面には刻

日放がみられる。

6985～6987は細い頚部と外反する口綾部をもつ広口壷である。頸部以下には櫛措紋様が
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無頸壷

細頸壷

l

鉢ミニチュア

高塀

みられる。6987の口緑部には大きな挟りをもつ。

6988～6991は大きく外反する口緑部をもつ広口壷である。口緑端面に沈線を巡らせるも

の（6988）、刻目紋を有するもの（6989）などがある。頚部から体部上半にかけては櫛措

紋様で飾られ、6989は流水紋をもつ。

6992・6993は口縁部を欠失する壷である○ともに体部上半に櫛措紋様をもち、6993は直

線紋と波状紋上に扇形紋を数箇所加える。

6994は球形の体部と細くしまった頚部、大きく水平方向に伸びる口緑部をもつ広口壷で

ある。口緑端部を上下に拡張させることによって形成した口緑端面には櫛措波状紋を巡ら

せる。頚部から体部上半にかけては櫛措紋様で飾られる。

699ト6997は有紋の無頸壷である。体部上半には櫛による直線紋、波状紋、流水紋、扇

形紋などがみられる。6997は施紋後に粗いヘラミガキが加えられる。7000は口緑部の狭まっ

た長胴の無頸壷である。吉備地域に多くみられる型式である。

6998・6999は櫛措紋様で飾った細頸壷である06999は口緑部に大きな挟りをもつ。

7001は小型の壷の体部片である。櫛による直線紋と弧状紋がみられる。

7002は深い笠形を呈する棄蓋である○口緑端面を形成し、上下端に刻日放を施す。

7003～7015は如意形口緑をもつ嚢である。体部上半に施紋を行うもの（7003～7010）と

無紋のもの（701ト7014）がある。前者の施紋は、櫛措紋様が大半で、刻目をもつ貼り付

け突帯を有するもの（7．004）もある。口緑部内面に櫛措波状紋をもつ個体（7006）もある。

7016～7020は逆L字形口緑をもつ聾である07016・7017は無紋、それ以外は体部に櫛措

紋様を施す。

702ト7027はなだらかに広がる口緑をもつ嚢であり、胎土に結晶片岩を含むことから紀

伊産と考えられる。肩部の張りが強いものと弱いものがある。磨滅のため調整が図化でき

ていないものもあるが、頚部外面にパケを施すもの（7021・7025・7026）、ナデ仕上げの

もの（7023・7024・7027）、ヘラケズリが及ぶもの（7022）がある。頚部内面もほとんど

がナデ仕上げであるが、7026はパケ仕上げである。

口緑が外反する鉢（7028～7030）と口綾部が内湾する鉢（703ト7035）の二者がある。

前者には無紋のものと櫛措紋様を施すものがあり、後者には無紋のものはみられない。70

31は櫛措直線紋と列点紋を、7035は三角形列点紋とヘラによる施紋の一部が認められる。

7036はミニチュア土器であり、逆L字形口線をもつ嚢を模したものと思われる。

7037は有紋の高杯脚部である。脚部に櫛措紋様を、裾部には面を形成し、刻日放を施す。

2．石器

中期下層に属する溝・旧河道から出土した石器は少量である。打製尖頭器と偏平片刃石

斧にややみるべきものがある以外、特に際立った差異は見られない。

狩猟具・武器（図版221・573）

石鋲　　　6525は平基式石鉄である。一部未加工の縁辺が残り断面形のバランスも悪いことから未

成品であろう。

打製尖頭器　6526は基部側が丸みをもって膨らむ薄手細身の尖頭器である。表裏両面とも素材剥片の

剥離面を器体中央に帯状に残す。長さのわりには器体が薄い。
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農具（図版221・573）

磨製石庖丁　　6527は研磨工程の資料で、表裏と刃緑部の研磨が行われ、両刃の刃部が研ぎだされてい

未製品　るが、背緑部などに末研磨部分を残す。6528は成形打撃工程の資料で、不定形な素材礫の

ごく一部に成形剥離が行われている。2点とも砂岩製。

工具（図版221・573）

太型蛤刃石斧　6529は側線が平行し、基部の横断面形が円形に近い大型蛤刃石斧である。刃緑の潰れ具

合からみて、楔として再利用されたもののようである。

扁平片刃石斧　6530は小型の扇平片刃石斧である。全面に整形の際の擦痕が認められ、刃面には刃緑に

直交する線状痕が認められる。

砥石　　　　　6533は泥岩を石材としている。全体の形状は概ね直方体を呈し、うち3面（表裏面と1

端面）は研磨されている。他の3面は、折損した面である。

6534は閃緑岩の礫を素材とし、その1面が研ぎ面となっている。

6535は砂岩を石材としている。厚さ3cm前後の、板状に分割された素材を用い、その

1面を研ぎ面としている。

その他（図版221～223・573）

磨製石剣　　　6531・6532は、ともに粘板岩製の磨製石剣である。

6531は、先端部を欠損する。残存する刃部は60mm弱であるが、すでに先端に向か？て

緩やかに収束を見せており、かなり短いものであったと思われる。これに対して、柄部は

長さ約80mmを測り、ややアンバランスな感さえある。

柄部の基端部は、弧状を呈するように仕上げられている。柄の断面形は、やや歪んだ楕

円形を、刃部の断面形は菱形を呈している。

一般の磨製石剣が、金属器の模倣によるものである－のに対し、本例は、その形状からは

模倣の意図は看取できず、むしろ、刺突具としての実用性を想起させる。

6532は断片的な資料であるが、鉄剣形石剣の身部であろう。

楔形石器

削器

3点を図示する（6538・6542・6543）。いずれも、戟断面が形成された楔形石器である。

6538・6542では、相対する2辺から、6543では4辺から剥離がおこなわれている。

図示した全て（6536・6537・6539～6541）を、削器として分類することには、いささか

の躊躇を感ずる。特に、6536などは、別の器種の破片である可能性も捨象Lがたい。

6536は、概ね短冊状を呈する剥片の2側線に、表裏から二次加工を施しており、側面観

はジグザグ状を呈している。図中、下端部は折れ面となっている。

6537は、歪んだ三角形状を呈し、その2辺に二次加工を施す。1辺が直線的な刃部を形

成するのに対し、他の1辺は、不規則な鋸歯緑となっている。

6539も三角形状を呈する。2辺に二次加工が施され、他の1辺は折断面となっている。

6540は、図中の上下両端が折れ面となっている。ほぼ方形を呈し、その相対する2辺に

表裏から二次加工を施している。

6541は、小型の横長剥片の1側線に、背面側から細かな二次加工を施したものである。
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第4節　弥生時代中期上層
1．土器

SR46001出土土器（図版224～230・574～576・607・608）

竹添4トレンチで検出されたSR46001のうち、SR46001－2～4に含まれていた中期上層

の土器について記すこととする。

壷

広口壷

Ⅲ・Ⅳ様式の広口壷・短頸壷・長頸壷・台付壷・蓋・嚢・鉢・台付鉢・高杯・器台・マ

ダコ壷・イイダコ壷・ミニチュア土器・紡錘車などが出土した。

壷には、各種の広口壷、瀬戸内沿岸部に分布の中心をもつ短頸壷、長頸壷、複合口緑壷が

ある。

広口壷は外反する口緑部をもち、頸吾障断面三角形突帯や凹線、指頭庄痕紋突帯などを

巡らせる加飾性に富んだ播磨型の壷と、太頚の壷に代表される摂津型の壷の2種に大きく

分類される。

外反口緑をもつ壷は、播磨地方で主流となる壷であり、これらの土器の示す時期には幅

が認められる。外反口緑壷のうち、頚部に断面三角形突帯をもつものは、7049のように二

重口緑を呈するものを除けば、口緑部が斜め下あるいは下方にまで伸びるものがほとんど

である。この壷は、口緑端面に凹線紋をもつⅢ様式のもの（7039～7043）ともたないⅣ様

式のもの（7044～7048）・に分かれる。前者は口緑端面にへラ措き斜線紋や円形浮紋、櫛措

波状紋や刻目紋で加飾し、後者は口緑端面の凹線紋の上にヘラ措き斜線紋、竹管紋、円形

浮紋などを施すものである。この区分にかかわらず、口緑内面への施紋は頻繁にみられ、

その種類は波状紋、扇形紋、簾状紋、斜格子紋などの櫛状工具を用いたものが主流のよう

である。7038は口線内突帯をもつ。円形浮紋は、口緑内面に施される場合は等間隔に全周

するが、口緑端面に用いられる場合はそのような使われ方はせず、数個を1単位とするま

とまりが認められる（7041）。口緑部の形態が例外的な7049は、無紋で体部には簾状紋を

巡らせる。

外反口緑壷のうち、頸吾障断面三角形突帯と指頭庄痕紋突帯の両者をもつ壷は1点しか

知られていない。7050は口緑端面には凹線紋が巡る。口緑内面にはへラ措きの斜格子紋が

施され、その内側に刻目紋をもつ突帯が2条巡る。

外反口縁壷のうち、指頭庄痕紋突帯あるいは凹線紋を頚部にもつ壷は、口緑端面に凹線

紋と棒状浮紋を施すことを常とし、ヘラ措き斜線紋や円形浮紋の使用は衰退する。また、

口緑端部の上下を拡張することによって、口緑端面を形成する点が特徴的である。また、

口緑内面への加飾はいっさい行われない。

外反口緑壷のうち、頸吾障簾状紋をもつ壷（7056）は、垂直に下がる口緑端面に凹線紋

を、口緑内面には扇形紋を施している。

摂津地方で主流となる太頚の広口壷が2個体出土している（7057・7058）。口緑部の上

下を拡張して形成した口緑端面には櫛措波状紋がみられ、口緑内面にも同様の施紋を行う

ものもある。体部上半には、櫛措波状紋と櫛措直線紋を交互に配する。

7059・7060は、突帯をもたず、口緑端面にわずかに列点紋をもつ他は無紋の広口壷であ
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鉢

る。

7061は、頚部下端に指頭庄痕紋突帯を巡らせる広口壷である。頚部が直線的に外傾し、

口緑端部を外方にわずかに拡張し、そこに刻目紋を施すなど、特異な壷である。姫路市・

八幡遺跡土坑10出土土器（兵庫県教委1974）に類例があるが、希少な型式である。

7063は小型の広口壷であろう。内面に炭化物が多く付着している。7064も小型で無紋の

広口壷である。

7065～7067は、瀬戸内沿岸部に分布の中心をもつ短頸壷である。いずれも強く外反する

口頚部をもち、数条の断面三角形突帯や指頭庄痕紋突帯を巡らせる。口緑端部には水平に

近い端面をもつが、その上面に円形浮紋を全周させるもの、端部に刻目を入れるものなど

がある。体部の紋様は櫛措直線紋と櫛描波状紋である。7067は器台である可能性もある。

複合口緑壷　複合口緑をもつ壷（7068～7072）は、例外なく頚部下端に指頭庄痕紋突帯ないしはへラ

庄痕紋突帯（7072）をもつ。口緑端面の上下端に刻目紋をもつもの、口緑部に凹線紋を巡

らせるものなどがあるが、装飾性に乏しい大型の器種である。7072は体部の破片であり、

外面にはパケ調整ののち、丁寧なヘラミガキが施される。

長頸壷　　　頚部から口緑部にかけては直線的に伸びるものが多いが、頚部が緩く外反し、口緑部が

内湾するもの（7073・7074・7077）、口緑部が外反するもの（7075）、口緑部が内側に屈曲

するもの（7078）などがある。突帯を、口縁部直下に数条貼り付けるもの（7073・7074）、

頸・体部境に巡らせるもの（7077・7078）、両方にもつもの（7076）がある。

台付壷　　　7082は台付壷である。脚台を欠失するが、直線的にのびる口緑部と算盤玉状の体部をも

つ。口緑部直下に凹線紋、その下に櫛措波状紋・櫛措直線紋・円形浮紋で加飾する。山城

地方においてⅣ様式にみられる台付鉢とは紋様構成が若干異なるが、器形が酷似している
l

点が注意される。

7083は蓋である。内面をへラケズリし、外面はナデ仕上げである。

嚢には、口緑部以外に紋様をもつもの（7084～7086）ともたないものの2者がある。

有紋蜜　　　いずれも体部最大径が口径を上回るもので、壷とすべきかもしれない。7084は器高の低

い嚢である。口緑端面に簾状紋を、体部上半に櫛措直線紋と櫛措波状紋を巡らせる。7085・

7086は頸・体部境に指頭庄痕紋突帯をもつ大型の土器である。いずれも煤の付着は認めら

れない。

無紋蜜　　7087を除けば、いずれも体部最大径が口径を凌ぐ。体部最大径は中位以上にある。口緑部

は、上方につまみ上げるものが多いようである。なかには、端部を上下に拡張し、強く内

傾する広い端面を形成し、そこに凹線を巡らせるもの（7098）もある。これは、吉備地方

に多くみられるものである。体部は、外面全体を縦方向のパケ調整したあと、下半をヘラ

ミガキあるいはへラケズリするものが多い。内面はパケあるいはナデ仕上げのものが多い

が、その後、下半をヘラケズリするものも少なくはない。稀に下半をヘラミガキするもの

もある。

鉢には、内湾する口緑部をもつもの（7100・7101・7103・7104・7105・7107）、「く」の

字状に外反する口緑部をもつもの（7102・7108・7109・7110）、直線的に外傾する体部が

口緑部へと連続するもの（7106）、コップ状のもの（7111）などがある。それぞれ大型の
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高坪

器台

マダコ壷

ものに施紋される傾向がある慕うである。

7103は、体部下半に焼成後の穿孔が認められる。

7112～7114は台付鉢の脚部であろう。通常脚部は加飾されるが、施紋に規則性が認めら

れない。7112は木葉形の透かし孔が4箇所に穿たれ、1箇所にのみ綾杉紋が措かれる。

杯部の破片を2点図化している○いずれも口緑部が水平に伸びるものだが、7116はさら

に端部が垂下し、口緑内面の突帯は断面三角形を呈するものである。711ト7119は高杯の

脚部であるが、台付鉢の脚部同様、加飾のバリエーションが大きい。内面の調整はいずれ

もヘラケズリである。

7120は器台下半の破片である。断面三角形突帯を多く配し、櫛措波状紋等で加飾する。

7121はマダコ壷である。内湾した口緑部近くと、底面に焼成前の円孔を穿つ。口緑部近

くの孔は紐孔、底面のそれは水抜きの孔と考えられる。内面の調整は下半が縦方向の板ナ

デであり、上半はさらにパケメをナデ消している。

イイダコ壷　7122～7143は、口緑部がやや内湾するコップ型のイイダコ壷である。口径が約5cm程

度にまとまりをもつのに比して、器高は8・3cm～10．9cmとばらつきが大きい。いずれも口

緑部近くに焼成前の円孔を穿つ。外面の整形にはユビナデが用いられ、稀にタタキ技法を

使用したものもある。内面の調整は縦方向のユビナデあるいは板ナデである。

ミニチュア　7146～7151はミニチュア土器である。壷・鉢を意識したものが多く、脚台をもつもの

（7151）もある。調整はユビナデあるいはユビオサエだけではなく、パケやヘラケズリも

認められる。

紡錘車

用途不明

r

紡錘車は土器の破片を利用したものである07152は半分を欠く紡錘車の製品であり、他

はすべて未成品である。7153は穿孔及び側線の整形が不完全である。7154～7156は側線の

租割りを行った段階のものである。

7157は、紡錘車に似るが、中央の穿孔が認められない。側線の仕上げは行われており、

歯車状の刻目が全周しており、片面にのみ中心を通る形で刻線が認められる。

SR46002出土土器（巻首図版6・7・図版23ト310・図版57ト606・608～610）

竹添1・3・6・9・10・14・15・16の各トレンチで検出されたSR46002より出土した

遺物のうち、その大半を占める中期上層の土器について記す。遺構の項で触れたように、

SR46002の形成と埋没にいたる過程は、大きく3つの段階に分けることができる。しかし

ながら、各段階と土器の示す時期とが必ずしも整合しないため、記述にあたっては、各段

階の土器を一括して扱うこととする。

ただし、SR46002－2とした竹添15区東方で確認された一群の土器は、Ⅳ－2様式のもの

に限定されるようである。一括して掲載してしまったため、報告番号を以下に記す。7201・

7305・7466・7513・7671・7657・7941・7986・8000の9点を図化した。

図版231には分銅形土製品・銅鐸形土製品・絵画土器を掲載した。

分銅形土製晶　7158は竹添16区より出土した分銅形土製品である。横8．5cm、縦5．0cm、厚さ1．0～1．2cm

の、下半部と推定される破片である○表面はほぼ平坦で、裏面は周縁部がやや厚い凹状を

呈する。周縁部の断面形態は方形である○くびれ部には、焼成前に穿たれた直径約2mm

の貫通孔が2ヶ所認められる。表面・裏面はナデ仕上げ、側面には柵かなへラミガキ調整
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がなされる。

表面には、くりこみ部および下線部に沿って、三岐した施紋具による組み合わせ紋様が

みられる。周縁には上半部まで連続すると思われる刺突紋が施される。その内側の紋様は

上半部には続かず、下半部のみで完結するもので、まず櫛指紋が、そしてその内側には刺

突紋が施される。その内側には、さらに下緑部側にのみ櫛指紋による加飾がみられる。

銅鐸形土製晶　7159は竹添15区から出土した銅鐸形土製品である。身の上半部と下半部の2片が出土し

ており、別個体の可能性もある。鉦は残存していないが、剥離痕跡が認められる。上半部

絵画土器

の破片には、鰭の上端部が残存していることから、鉦・身・鰭・型持たせの孔がすべて揃っ

た土製品である。

身は杏仁形の平面をもつ中空の筒形を呈する。紋様は、身下半にヘラによって施された

横方向の綾杉紋のみである。外面の調整は、身上面がパケののちのナデ、身上半部はナデ

仕上げ、下半部外面はパケ仕上げである。内面はナデ仕上げである。

偏平な鰭は身の両側に付き、その延長上に鉦が付加されていたことが分かる。

型持たせの孔は身上面に1個残存するのみで、本来の個数は不明である。

身上面の短径は3．1cm、長径は3．6cmを測る。残存高は身上半部が3．5cm、下半部が5．5

cmで、復元される身の高さは9．3cm程度である。身下半部の厚さは6mmである。

胎土は土器と同様、白っぽい色調を呈し、砂粒を多く含まない。特に下半部の残存状況

は悪く、表面の剥離が進んでいる。

7160～7164は土器の外面に絵画が措かれているものである。器種はすべて壷と推測され

る。措かれているのはいずれも鹿であり、頭部があるものは、すべて立派な大角をもつこ

とから、熟年の牡鹿を表現したものと思われる。小片のため、詳細が不明なものが多いが、
l

爪先の表現などによって、すべて体の向きを特定することができる。それによれば、左向

きが3個体、右向きが2個体である。また、7161には複数の鹿が措かれていることが分か

る。7163・7164は脚を前後に大きく開いて措くことにより、跳躍している様子を表現して

いる。また、7162・7164の頭部の表現からは、口を開けて暗く鹿を措いた可能性が考えら

れる。

7160は竹添9区で出土した。壷の体部と思われ、鹿を措く部分にはヘラミガキを加えず

に、ナデ仕上げのままにしている。脚3本が措かれ、爪先は左方向に表現される。また、

胴の内部は斜線などによって充填されていない。

7161は竹添1区より出土した。外面の磨滅が激しく、器壁の調整は不明である。刻線も

不明瞭であるが、右端には鹿の尻部が、左半部には別の鹿の頭部から頚部にかけてと1本

の前脚が表されている。頚部を2本の刻線で表現する点と角の短さが、他の2点の鹿（71

62・7164）と異なるものである。

7162は竹添6区より出土した口緑部が内傾する無頸壷であろう。屈曲部には刻目紋を有

する。この屈曲部直下に措かれた、鹿の頭部から頚部にかけての部分が残存している。71

60と同様、鹿を措く部分にはヘラミガキを加えずに、ナデ仕上げのままにしている。鹿の

頭部は外開きの2本の刻線、頚部は1本の刻線で表現され、さらに細かい刻線を加えて枝

角を表わしている。
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7163は竹添16区より出土した。ヘラミガキした外面に、刻線によって鹿の体部下半以下

を措いている。爪先は左方向に向く。また胴部は斜格子によって充填されている。

7164は竹添6区から出土した。唯一全形の分かる鹿が措かれた土器片である。外面をパ

ケ仕上げする大型の土器と思われる。頭部は外開きの2本の刻線で表現され、角を3本の

刻線で示す。頚部は1本の刻線で表現され、紡錘形の胴部の内部を右上がりの斜線で充填

する。脚は各1本の刻線で表している。

壷には、各種の広口壷、瀬戸内沿岸部に分布の中心をもつ短頸壷、長頸壷、複合口緑壷

がある。

広口壷は多くの型式に細別される。まず、口緑部に凹線紋をもたないものと、もつもの

に大別し、さらに頚部の特徴を基に以下のとおり9つに分類する。このなかにもさらに細

別型式が存在する。

口緑部に凹線紋有り

頚部に突帯をもたない

頚部に断面三角形突帯をもつ

頚部に指頭庄痕紋突帯をもつ

」

頚部に突帯をもたない

頚部に断面三角形突帯をもつ

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

頚部に断面三角形突帯と指頭庄痕紋突帯をもつ－（7）

頚部に指頭庄痕紋突帯をもつ

頚部に凹線紋をもつ

（1）凹線紋をもたず、無紋の広口壷（7165～7186）

口緑端面および体部に若干の施紋を行うが、櫛措の紋様をもたない広口壷を一括して扱

う。小型のものが多いようであり、いずれも口緑端面を形成する。大きく4つの型式に分

類される。

7165～7172は外反口緑をもつ。体部と口緑部の境が明瞭なものと、なだらかに連続する

ものに分けられる。体郡上半に列点紋をもつもの（7165・7167）、口緑端面に斜線紋（716

9）や円形浮紋（7170）をもつものがある。

7173～7177はなだらかに窄まりながら直立する頚部にいたる広口壷で、短い口緑部をも

つ。口緑部のあり方には差異があり、水平方向に短く伸びるもの（7173・7174）、斜下外

反するもの（7175）、さらに巻き込んで玉線状を呈するもの（7176・7177）に分けられる。

施紋は全く認められない。調整は丁寧であり、外面および内面上半にヘラミガキを多用す

る。頸吉田こは2個1対の円孔を穿つ。

7178・7179は無紋の広口壷の中にあって比較的大型のものである。ほぼ直立する長めの

頚部と外反ないし水平方向に伸びる口緑部をもつ。7179は外面および内面上半にへラミガ

キを施す。

7180～7185は比較的短く外傾する頚部と、水平方向に伸びる口緑部をもつ。体部中央付

近がやや強く膨らむ。調整は体部外面の下半をヘラミガキする以外はパケ仕上げである。

体部上半に列点紋をもつもの（7183・7184・7185）、口緑端面に刻日放（7181・7182・718
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4）や円形浮紋（7185）をもつものがある。

7186は体部から口緑部にかけてなだらかに移行する長頚で無紋の広口壷である。

（2）凹線紋をもたず、頚部に突帯をもたない広口壷（7187～7203）

短く外反する頚部をもつもの（7187～7194）と、比較的長く外反度も弱い頚部をもつも

の（7195～7203）に分けられる。前者は播磨的色彩が強く、後者はいわゆる摂津型広口壷

とされるものである。ともにいくつかの型式に細分される。

・前者のうち、7188は口緑部が水平方向に伸びるもので、その他は斜下外反する口緑部を

もつ。ともに体部への施紋には櫛措直線紋と櫛措波状紋を交互に用いるものが多く、7191

のように斜格子紋を施すものもある。7194は施紋ののちパケとヘラミガキによってこれを

消す特異な例である。ともに口緑端面には円形浮紋を施すものが多いようである。

後者には斜下外反する口緑部をもつものはないが、口緑部下端を下方に拡張するものは

数点認められる（7200・7201・7202）。体部の紋様は櫛措直線紋を基調とし、櫛措波状紋

を交える。7201・7202は、体部の紋様帯の最上段に簾状紋を施し、口緑部内面に扇形紋を

巡らせる点で共通する。7203は下半に最大径をもつ体部と長い頚部をもち、口緑部は強く

外反する。口緑端面の下端に刻目紋を、体部上半から頚部には櫛措直線紋をもつ。体部上

半の施紋前の調整には、パケが圧倒的に多く用いられるが、7200は丁寧なナデである。

（3）凹線紋をもたず、頚部に断面三角形突帯をもつ広口壷（7204～7245）

7210は体部高に対する口緑部高の比率の高い大型広口壷である。体部は倒卵形を呈し、

口緑部は大きく開く。口緑部を上下に肥厚させ、口緑端面を形成する。口緑端面下端に刻

目紋を巡らせる以外は無紋である。外面と口頚部内面の調整はパケ仕上げ、他はナデ仕上

げである。7204～7209は突帯の状況の不明なものが殆どであるが、形態・施紋・調整の点
l

で7210と類似するものである。

7211はこれらと同様の形態であるが、口緑端面下端への刻目紋に加えて、幅0．1mmの非

常に細い刻線によって鋸歯紋を措いている。

7212～7225は外傾する長い頚部と水平方向に伸びる口緑部をもつ。口緑端面への施紋に

は、櫛措波状紋や刻目紋、斜線紋あるいは無紋のものなどがみられ、画一的ではない。口

線内突帯をもつものも多く、開口部をもつ個体も少なくない。口緑部内面への施紋を行う

ものは少ないが、大型の7233は口緑部内面に二重の扇形紋と斜格子紋をもつ。一般に、体

部への斜格子紋施紋率は低く、櫛措直線紋と櫛措波状紋を巡らせる程度のものが多い。

頚部の突帯は複数本のものを基本とし、2個1対の棒状浮紋を付加するものが多い。

7226～7250は加飾性の高い壷であり、外傾する長い頚部と大きく斜下外反する口縁部を

もつ。口緑端面と口緑部内面に施紋を行うものが多い。口緑端面への施紋は画一的でない

が、連続紋様は少なく、刻日放や円形浮紋などの単位紋様が多い。口線内突帯は約半数の

ものにみられ、いずれも刻目紋を伴う。口線内突帯には開口部をもつもの（7234）と、も

たないもの（7235）の二者がある。口緑部内面は、口縁部の強い折り返しによって、真横

からも見ることができ、多くの場合単位紋様による加飾がみられる。7235には円錐形浮紋

とよぶべき立体的な装飾が施される。頚部下端の断面三角形突帯の上には、2個1対の棒

状浮紋がみられるものが多い。体部への施紋を知りうる資料に乏しいが、斜格子紋をもつ
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もの（7235）と、櫛措直線紋と櫛措波状紋を巡らせるもの（7240）の二者がある。外面の

調整は、体部下半にへラミガキ、それ以外はパケ仕上げである。口緑部内面の調整にはパ

ケ、へラミガキ、ナデの三者がある。

724ト7250は、口緑部の外反がさらに強まり、垂直ないし斜め下方に粘土を付加して紋

様帯を形成するものである。もはや口緑端面は存在しない。紋様帯には櫛措波状紋や櫛措

直線紋などの連続紋と円形浮紋を組み合わせるものが多い。口緑部内面にも、この紋様帯

と同種の施紋がみられる。口線内突帯は全くみられない。また、体部についての子細は不

明である。

7252～7259は、頚部の突帯の有無等の不明な広口壷である。7252・7253は、チョコレー

ト色を呈した胎土に角閃石を含む河内産の広口壷である。7254・7255は直立する頚部と外

反する口緑部を大きく肥厚させる広口壷である。7256・7257は直立する頚部と外反する口

緑部の端部を上下に拡張する。7256は口緑部内面に、7257は口緑端面に斜格子紋が施され

る。7258は複合口線状をなす広口壷である○Ⅲ様式における河内地方でみられる器種であ

るが、胎土の肉眼観察からは搬入品とは断定できない。7259は外傾する口緑部をもつ広口

壷であり、口緑端部には外面に粘土帯を付加することによって紋様帯を形成し、櫛日放を

斜格子状に施している。

（4）凹線紋をもたず、頚部に指頭庄痕紋突帯をもつ広口壷（7260～7268）

7260～7268は外傾する頸部と水平ないし外傾する口緑部をもつ。口緑端部を上下方向に

拡張するものが殆どであり、端面は無紋のものが多い。口線内突帯は存在しない。指頭庄

痕紋突帯の位置する部分の内面に、貼り付けの際のユビオサエの痕跡が残るものが多い。

体部の紋様が不明なものが多いが、櫛措紋様をもつものと、無紋のもの（7268）の二者が

ある。7268は突帯を除けば、形態は7210に酷似する。

（5）口緑部に凹線紋をもち、頚部に突帯をもたない広口壷（7269～7280）

7269～7276は、摂津に多くみられる型式である。全形の分かるものは少ないが、体部は

中位で強く張るものが多い。頚部は強く締まらず、太頚のものが多い。口緑端部は上下に

拡張し、口緑端面には、数条の凹線上に数個1単位の棒状浮紋や縦方向に並ぶ円形浮紋あ

るいはへラ措き斜線紋を施すものが多い。稀に7271のように口緑端面に波状紋が巡るもの

もある。口緑部内面への施紋率も低く、口線内突帯も全く存在しない。体部には櫛措直線

紋を基調とする施紋がみられるが、7274のように斜格子紋を含むものもある。体部内面下

半にヘラケズリを施すものもある（7273）。

727ト7280は、口緑端部へ斜め下方に粘土を付加して紋様帯を形成するものである。播

磨に一般的にみられるような、頚部の締まりが強い型式である。

（6）口緑部に凹線紋を、頸吉田こ断面三角形突帯をもつ広口壷（728ト7290）

728ト7290は、頚部に断面三角形突帯をもつ広口壷である。口緑部に下方ないし斜め下

方に粘土を付加して紋様帯を形成する○口緑端面には、数条の凹線上に数個1単位の棒状

浮紋や縦方向に並ぶ円形浮紋あるいはへラ措き斜線紋を施すものがある。口緑部内面には

扇形紋を主体とする施紋がみられるが、口線内突帯をもつものは少ない。頚部下端の断面

三角形突帯は1～3条を数える。また、この突帯上に棒状浮紋が貼り付けられることは少
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短頸壷

ない。体部への施紋は、斜格子紋をもつもの（7283）、櫛措直線紋と櫛措波状紋を交互に

配するもの（7290）、体部最大径付近のみにヘラ先による列点紋をもつもの（7287）など

がある。体部上半外面の調整は、多くはパケであるが、7290のようにナデ仕上げのものも

存在する。

（7）口緑部に凹線紋を、頸部に断面三角形突帯と指頭庄痕紋突帯をもつ広口壷（7291・7292）

7291・7292は頚部下端に指頭庄痕紋突帯を巡らせ、その上に断面三角形突帯を巡らせる

広口壷である。また、口緑部には、垂直方向に粘土を付加して紋様帯を形成している。と

もに口緑部内面に施紋が見られる。

（8）口緑部に凹線紋を、頚部に指頭庄痕紋突帯をもつ広口壷（7293～7307）

口径に比して口頚部の短いもの（7293～7298）と、長いもの（7299～7301）の二者があ

る。7298は突帯が剥離しているが、剥離箇所周辺に横方向のナデ調整がみられなかったこ

とから、指頭庄痕紋突帯と判断した。口緑端面には、数条の凹線上に数個1単位の棒状浮

紋や円形浮紋あるいはへラ措き斜線紋を施すものがある。口緑部内面の施紋率も低く、口

線内突帯をもつものはない。体部の紋様は櫛措直線紋と櫛措波状紋を交互に配するもの

（7296）やヘラ先による列点紋を二重に巡らせるもの（7297）等があるが、無紋のものが

多い。

（9）口縁部と頚部に凹線紋をもつ広口壷（7302～7307）

7302～7307は口緑部と頸部に凹線紋をもつ広口壷である。口緑端部は上下に拡張する。

口縁端面には、数条の凹線上に数個1単位の棒状浮紋や円形浮紋を施すものがあるが、ヘ

ラ措き斜線紋はみられない。口緑部内面の施紋率も低く、口線内突帯をもつものはない。

7308～7319は広口壷の体部の破片である。
1

7308～7310は体部上半に櫛措直線紋を巡らせるものである。7309には直線紋の他に、3

帯の簾状紋と2列の扇形紋が加えられる。7310は頚部下端に断面三角形突帯が巡っていた

と思われ、突帯上に付けられた刻目の一部が残存している。

7311～7316は体部上半に櫛措直線紋と櫛措波状紋をもつ広口壷である。中位が強く張る

算盤球形の体部をもつものに7311～7313がある。7316は波状の浮紋が加えられる。浮紋の

上面には刻目が加えられる。

7317・7318は多様な櫛措紋様をもつ広口壷であり、直線紋・波状紋・斜格子紋・円形浮

紋・竹管紋・列点紋などがみられる。

7319は大型の広口壷の体部であり、3帯の櫛措直線紋の上に円形浮紋を付加し、その間

を斜格子紋で充填するものである。最下端には半円形紋が巡る。

7320～7327は吉備地域を中心に分布する短頸壷である。口綾部は直線的に外傾するもの

がほとんどであり、3～4条の断面三角形突帯あるいは指頭庄痕紋突帯を巡らせる。体部

には櫛措紋様を用いるのを常とし、列点紋のみの個体は存在しない。7325・7326は口縁部

の外傾度が弱く、低い突帯の上面には刻目紋を加える。この2点については、古相を呈す

るものと捉えられる。7324は頚部下端に突帯が巡るもので、吉備地域のものとは別個に捉

えるべき個体である。なお、瀬戸内海岸部に多くみられる肉厚で外膨らみ気味に立ち上が

る口緑部をもつものは存在しない。
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広口短頸壷7328～7338はいわゆる瀬戸内系の広口短頸壷である。口緑端部を上下に拡張するものが

多く、上方に大きく拡張するもの（7332）、下方に大きく拡張するもの（7333・733ト733

8）も存在する。空相下端に指頭庄痕紋突帯をもつものばかりで、2条の突帯をもつもの

（7332）もみられる。口緑端面は、刻日放・斜格子紋・刻日放と櫛措波状紋・斜線紋など

で加飾される。体部外面はパケののちへラミガキが加えられるものが多く、内面はパケ仕

上げのものが多い。

複合口線壷7339～7357は複合口緑壷である。外傾ないし外反する頸吾陀、直立気味に立ち上がる口

緑部をもつ。口綾部の立ち上がり方は多様であり、内傾するもの、直立するもの、あるい

は外傾するものがある。また、頸吾旺口綾部の境に明瞭な稜をもつものと、丸みをもつも

のがある。頸吾臣下端には1ないし2条の指頭庄痕紋突帯が巡るのを常とする。

7339～7343は口緑部外面に施紋を行うもので、口綾部上下端ないしは上端に刻日放を、

そしてその間に櫛措きあるいはへラ措きの斜格子紋を施すのを基本とする。ただし、7339

のように斜格子紋を用いず、櫛の一端を中心として円を措くような単位紋を巡らすものも

ある。7339・7341は頚部上端付近の内面をへラミガキする。

7344～7354は口緑部外面が無紋のものである。このなかには、7348・7351のように口綾

部と頚部の境を明確にLがたいような個体を含む07348は全形を知りうる唯一の資料であ

り、口綾部を除く内面をパケ仕上げ、体部外面をへラミガキ仕上げするものである。底部

外面にはへラケズリを施す。

7355～7357は口綾部外面に凹線紋を巡らせるものである○複数の凹線紋をもつものと、

1本のみのものがある。

短頸壷　　7358～7379は体部に施紋をもつ短頸壷である。嚢に分類されることの多い器種だが、本

分冊では短頸壷とした。頚部に指頭庄痕紋突帯をもつものともたないものがある。

7358～7368は頸吾障指頭庄痕紋突帯をもつ短頸壷である○口線端部を上下に拡張させ、

端面を形成する。体部上半の紋様は櫛措紋様が大半を占めるが、列点紋のみのもの（73糾・

7368）、無紋の可能性が高いもの（7365）がある○口緑端面には、刻日放と円形浮紋を施

すものが多く、櫛措波状紋を巡らせるもの（7362・7366）も含まれる。また、体部上半の

施紋後に指頭庄痕紋突帯を貼り付けたことが明らかなものが2点ある（7361・7362）。

7369～7379は頚部に突帯をもたない短頸壷である。

7369～7371は体部の張りが弱い壷であり、体部上半に櫛措波状紋をもつ。7369は壷と器

台が結合した、いわゆる結合土器である。口緑端面には凹線紋と円形浮紋を加え、器台部

分の口縁端面にも同様の施紋を行う○器台の筒部には凹線紋を巡らせる。

7372・7373は大型の短頸壷であり、口緑端部を上下に拡張する。

7374・7375は肩部に丸みをもつ短頸壷であり、口線端部は拡張しない。肩部外面には櫛

状工具による列点紋がみられる。

7376～7379は肩が強く張らない短頸壷であり、吉備地域に分布の中心をもつ壷である。

口緑端部は上下に大きく拡張し、凹線紋を巡らせるものが多い。肩部にはパケ状工具によ

る列点紋が1列巡っている。

長頸壷　　長頸壷もいくつかの型式に細別される。施紋の有無と、突帯の種類や位置によって分類
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する。このなかにもさらに細別型式が存在する。口緑部に挟りをもつものが多く、それに

ついては水差とよぶべきかもしれない。

定
無紋‾‾‾「：

頚部に断面三角形突帯をもたない

頚部下端のみに断面三角形突帯をもつ

体部に断面三角形突帯をもつ

頚部上下端に突帯をもつ

頚部上端のみに断面三角形突帯あるいは凹線紋をもつ

頚部下端のみに指頭庄痕紋突帯をもつ

頚部に突帯をもたない

頚部下端のみに指頭庄痕紋突帯をもつ

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（7）

（6）

（7）

（1）有紋で、頚部に断面三角形突帯をもたない長頸壷（7380～7389）

わずかに外反する口頚部をもつ。無紋のものに比べ、頚部が細い。体部上半以上に櫛措

紋様をもち、直線紋のみのもの（7385～7388）と、直線紋と波状紋をもつもの（7380～73

84・7389）の二者がある。紋様帯の最下端に扇形紋（7385）や列点紋（7386・7387・7389）

を施すものがある。7386には体部下半に焼成後の穿孔がみられる。

（2）有紋で、頸部下端のみに断面三角形突帯をもつ長頸壷（7390～7395）

口頚部の形状においても様々に分けられ、細く、わずかに外反するもの（7390）や、外

傾するもの（7392）、外反するもの（7391・7395）、内湾するもの（7393）などがある。断

面三角形突帯は複数が巡るのを常とし、突帯間に波状紋を巡らすもの（7393）や口緑部直

下以下に突帯を巡らせるもの（7395）などがある。頚部以下の施紋についても同様であり、

櫛措直線紋と櫛措波状紋をもつものの他、列点紋や斜格子紋をもつもの（7394）が存在す

る。

なお7393には、体部上半に焼成後の穿孔が認められる。

（3）有紋で、体部に断面三角形突帯をもつ長頸壷（7396～7405）

7396は頚部下端の突帯と体部中位の突帯を繋ぐ形で縦方向の突帯を貼り付けるものであ

り、体部は無紋である。わずかに残存する頚部の形状から、長頸壷と判断できる。

これに対し、7397～7403は肩部の突帯と体部中位の突帯を繋ぐ形で縦方向の突帯を貼り

付けるものであり、体部には施紋がみられる。突帯の多くには刻日放が加えられており、

体部の施紋は櫛措紋様によるものの他、竹管紋を加えるもの（7398）、円形浮紋を付加す

るもの（7401・7403）がある。縦方向の貼り付け突帯と、体部の施紋の順序については、

多くが貼り付けを先行させるが、紋様をナデ消したのちに突帯を付加するもの（7402）も

存在する。ただし、頸部を欠失するため、厳密には長頸壷とは断定できない。

また、7404・7405は体部中位の断面三角形突帯のみが残存しているもので、縦方向の突

帯の有無などについては不明である。しかしながら、これらは、定型化している縦方向の

突帯をもつ型式のものとは体部の諸点で異なっていることから、縦突帯をもたない可能性

が高いといえる。

7406は頚部を欠失するが、脚台付きの長頸壷であろう。

（4）有紋で、頚部上下端に突帯をもつ長頸壷（7407～7409）
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7407・7408は頚部上下端に断面三角形突帯をもつ。前者は頸吾机こ櫛措紋様をもつが、後

者は無紋である。7407は口緑部に挟りを設け、その部分には突帯を巡らしていない。7409

は頚部上端に断面三角形突帯、下端に指頭庄痕紋突帯をもつ。頸吉相無紋である。

頚部上端に貼り付けられる突帯のほとんどには刻目紋が加えられている。

（5）有紋で、頚部上端のみに断面三角形突帯をもつ長頸壷（7410～7420）

このなかには、頚部下端の突帯の有無の不明なものも含まれているが、（4）と同様、頚部

上端の突帯のほとんどには刻目紋が加えられている。口緑部に挟りをもつものが多いが、

その部分で突帯が切られるもの（7410・7419・7420）、突帯が挟りに平行するもの佃17・

7418）、刻目が途切れるもの（7410・7415・7417・7419・7420）と多様である。

頚部以下の施紋は櫛措紋様が主流であるが、竹管紋を施すもの（7410）もある。

7419と7420は器形・施紋・調整などの点で酷似するものである。

7421は細い頚部と内湾する口緑部をもつ長頸壷である。

7422・7423は口緑部直下に数条の凹線紋を巡らせる長頸壷である。後者の頸苦闘二は櫛措

紋様が巡る。

（6）無紋で、頸部に突帯をもたない長頸壷（7424～7455）

口頸部が短く、短頸壷と呼ぶべきもの（7424～7427）も含んではいるが、形態・調整上

の類似からここに一喝して説明する。体部内外面はパケ仕上げのものが多い。7427は内面

の下半をヘラケズリする。32個体中、外面に煤の付着がみられるのは10個体である的29・

7432・7435・7439・7441・7444・7448～7450・7453）。

7428～7455は櫛措紋様をもたない長頸壷である○口緑部が内傾する7448以外は、いずれ

も外傾する口頸吾陀もつ点で形態に大差はないが、体部から口頚部への移行の仕方や体部

の形状には差が認められる。法量についても、7455が小型であることを除けば、大差は認

められない。外面の調整は、パケののち下半をヘラミガキするものが圧倒的に多い。ただ

し、パケの後にへラケズリを加えるもの（7436・7439）もある。また、整形の段階でタタ

キ技法を用いる個体に7428・7431・7449がある。内面はパケあるいはナデ仕上げのものが

大半であり、体部下半にへラケズリを加えるもの（7432・7433）も存在する。口頸部への

施紋については、口緑端部に刻日放をもつもの（7446～7452・7454）、頸部にへラによる

列点紋を加えるもの（7453）、頚部下端に列点紋（7443～7445）を巡らせるもの、ヘラ先

による円形の列点紋をもつもの（7448）などがある。体部上半への施紋については、二枚

貝の腹緑の押圧による列点紋を巡らせる7434や、ヘラによる列点紋をもつ7441・7455があ

る。7439には体部中央に焼成後の穿孔が認められる。

（7）頚部下端のみに指頭庄痕紋突帯をもつ長頸壷（7456～7464・7466）

（6）と同様、口頚部が短く、短頸壷と呼ぶべきもの（7456～7461）も一括して記述する。

また、体部に櫛措紋様をもつもの（7456・7464）や、列点紋を巡らせるもの（7461）など

も含めている。体部の完存する資料が少ないが、外面の調整はパケを基本とし、体部下半

にヘラミガキを加えるものがある。7466はパケののち体部下半にへラケズリを施す。内面

の調整もパケ仕上げのものが多い。

7465・7467は口緑部直下に凹線紋を巡らせる長頸壷である。後者の口緑部には挟りが付
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無頸壷

き、凹線紋もこれに平行している。

畿内型水差4点（7468～7471）、摂津型水差1点（7472）などを図化している。先述し

たように、長頸壷に分類した中にも水差とよぶべき決りのある個体が多数ある。

7468は脚台をもち、口頚部は直立する。体部上半以上は完存しないため、把手と口緑部

の挟りについては不明である。外面の調整は、脚部にパケを施す以外は丁寧なヘラミガキ

である。7469は体部下半を欠失する。口頚部は外傾し、肩部に半環状把手をもつ。把手の

断面形は方形を呈する。口緑部の挟りは大きい。内外面をパケ仕上げし、体部中位の外面

には列点紋を加える。7470も肩部以上に欠損部分がある。肩部に把手の一部が残存してい

る。外面の調整は、脚部がヘラケズリ、体部下半がヘラミガキ、体郡上半がパケである。

体部内面はパケ仕上げ、脚部内面はヘラケズリである。7471は平底で球形に近い体部をも

つ。肩部に把手の一部が残存するが、口頚部は欠損している。体部中位に1条の突帯を巡

らせ、体部上端からこの突帯に向けて2本1対の縦方向の突帯が貼り付けられている。74

74は畿内型水差の半環状把手である。把手の断面形は方形を呈する。

7472は摂津型水差である。小さな脚台をもち、下膨れの体部からなだらかに窄まる口緑

部にいたる。口緑部には決りをもつ。外面をパケ、内面をナデで仕上げる。7473は注口の

破片である。

7475～7481は外反口緑をもたない無頸壷である。無紋で小型のもの（7475～7477）、無

紋で中型のもの（7478）、口緑部に凹線紋を巡らせる中・大型のもの（7479～7481）に分

けられる。いずれも口緑部直下に2個1対の円孔を2箇所に穿つ。

7482～7486は短く外傾する口緑部をもつ無頸壷である。小型のもの（7482）、大型のも

の（7483）中型のものがある。7482は口緑端部に刻目を施し、7485は体部上半を櫛措紋様
l

で加飾する。いずれも口緑部直下に2個1対の円孔を2箇所に穿つ。7484は脚台をもつ。

7487～7489は大きく外傾する口緑部をもち、腰の張った体部をもつため、鉢に分類すべ

きかもしれない。しかし本分冊では、2箇所に穿った2個1対の紐孔の存在から、これら

を無頸壷と呼ぶことにした。

7490～7492は内傾する体部をもつ無頸壷である。口緑部直下に1条の断面三角形突帯を

巡らせる。7492は口緑部が屈曲して内傾する形態をもつ。7490の内外面には丁寧なヘラミ

ガキを、それ以外はナデを施す。

7493・7494は河内地域で盛行する台付無頸壷であり、7494は角閃石を含む。口緑端部に

は刻目を有し、口緑部直下に直線紋と断面三角形突帯を巡らせる。縦方向の突帯を貼り付

けた後に、その間を櫛措直線紋や円形浮紋で充填する。

7495～7497は台付無頸壷の脚部である。脚部には、円形の透かし孔を4ないし5箇所に

穿つ。体部外面にはへラミガキが、脚部外面にはパケが、脚部内面にはヘラケズリが施さ

れるものが多い。

7498～7506は西播磨に多く分布する台付無頸壷である。従来は台付鉢に分類されること

が多かったが、本分冊では内傾する口緑部と蓋用の紐孔の存在から、台付無頸壷とした。

体部と口緑の屈曲部に刻日放をもつもの（7498）、刻目付きの突帯を巡らすもの（7499・7

500）、複数の凹線紋をもつもの（7501～7504）がある。7504には凹線紋の上に斜線紋を加
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える。短く広がる脚部をもち、その多くは施紋をもつOへラ措き直線紋と斜線紋および非

貫通の三角形透かしをもつもの（7502）、ヘラ措き直線紋を巡らせるもの（7504）、脚部上

端に断面三角形突帯を巡らすだけのもの（7505）、断面三角形突帯をもち、その下に非貫

通の三角形透かしとヘラ措き鋸歯紋をもつもの（7506）などがある。

750ト7511は加飾性に富む無頸壷である。出土量は多くない。口緑部直下の突帯間には

2個1対の円孔を2箇所に穿ち、これを蓋用の紐孔とする○体部上半の施紋は以下のよう

である。口緑部直下に4～5条の刻目をもつ断面三角形突帯を巡らせ、その上に2本1対

の棒状浮紋を付加する。突帯以下には直線紋、波状紋、斜格子紋、斜線紋などの櫛措紋様

と、円形浮紋や列点紋などで加飾する。750ト7510は体部に斜格子紋をもち、円形浮紋を

付加するのに対し、櫛措直線紋と櫛措波状紋のみで飾られる7511には円形浮紋がみられな

い。体部内外面はパケ仕上げである。

その他の壷　7512～7534は口線部を欠損するもの、あるいは小片であるために、細別器種の判別がで

きなかったものである。

7512～7519は脚台をもつ壷である。底部成形に円盤充填手法を採るものが多いが、なか

には下方から充填を行うもの（7514・7517）、上下両方から行うもの（7515・7516）があ

る。7517は脚部上端に指頭庄痕紋突帯を巡らせる07518・7519は輪高台状の脚台をもつ。

7520は偏球形の体部をもつ広口壷の体部と思われる0752ト7523は長めの体部をもち、

長頸壷であると思われる07521の体部には円形浮紋が巡る。

7524～7526は大型の壷の体部下半である。外面はヘラミガキ、内面はパケで仕上げる。

7527は底面にへラ措きの刻線が措かれるものである。

7528は底部外面に焼成前の円孔が1箇所認められる○マダコ壷の可能性も考えられる。

7529は焼成後に、底部と底面に石錐による穿孔のみられる個体である。底部の穿孔は貫

通しているが、底面のものは非貫通である。

7530～7534は体部の小片である。7530は櫛措直線紋の間に横長の列点紋が4列巡る。75

31は二枚貝の腹緑の押圧による列点紋が2列巡っている07532は簾状紋と直線紋を連ね、

最下段に列点紋を加える。7533には三岐した櫛状工具の刺突による列点紋がみられる。75

34は3列のヘラ先列点紋が施されるが、全周してはいない。

図化していないが、写真を掲載した遺物が若干ある（図版610）。8301は広口壷の体部で

ある。体部外面には櫛措紋様が施される。上から順に直線紋・波状紋・左上がり斜線紋・

波状紋・右上がり斜線紋・直線紋・波状紋である○斜格子紋が分解され、間に波状紋を挟

む点で特異な紋様構成となっている。

8302は壷の底部と思われる。底面に直径5mm以下の砂粒が面的に付着している。胎土

には大きな砂粒が含まれないことから、成形時に付着したものと判断できる。

8303は体部外面に櫛措紋様が認められる。縦方向のパケののち、3帯以上の櫛措直線紋

が巡り、その間を横方向のヘラミガキで仕上げている。畿内的な調整方法である。

8305は小型の壷である。体部内面下半に黒漆が付着している。

マダコ壷　753ト7547はマダコ壷と呼ばれる、無紋で口緑の狭まった無頸壷である。口緑部直下お

よび、平底の底面に焼成前の穿孔をもつ。前者は紐孔、後者は水抜き孔とされる。外面は
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ナデ仕上げ、内面はパケ仕上げのものが多い。外面に、整形の際のタタキ痕跡を残すもの

は半数を越える（7535～7538・7540・7546・7547）。器高は18．4～23．2cmの間に収まり、

8個体の平均値は20．2cmを測る。口径は8．9～14．0cmで、これら11個体の平均値は10．7cm

を測る。また、底径は4．5～6．3cmで、10個体の平均値は5．3cmである。

イイダコ壷　7548～7626はイイダコ壷と呼ばれる、無紋でコップ形の小型壷である。79個体を図化し

たが、これらはごく一部である。ほとんどは丸底であるが、平底のものもわずかに含まれ

る。口緑部の直下には紐孔が1箇所穿たれるのが大半であるが、ごく稀に、紐孔をもたな

いもの（7555・7600）や2箇所の紐孔をもつもの（7606）がみられる。内外面ともナデ仕

上げのものが大半を占めるが、20個体については外面にパケが認められる。また、内面を

パケ仕上げするものもわずかに認められる。また、外面に整形の際のタタキ痕跡を残すも

のに、75707582・7584～7586・7594・7600がある。器高は7．7～11．2cmの間に収まり、77

個体の平均値は9．4cmを測る。口径は3．8～6．0cmで、これら79個体の平均値は5．3cmを測る。

また、7626はここに分類したが、体部内面に絞り目が残る点、口緑部外面の穿孔の周囲に

5mm幅の剥離痕跡が認められる点において、通常のイイダコ壷とは異質である。

図化していないが、写真のみを掲載した遺物に8304がある（図版610）。鉢の可能性もあ

る。体部外面には編物の庄痕が認められる。庄痕は、幅7mm程度の繊維質を平編みにし

たものである。

7627は円盤状の天井部と垂下する口緑部をもつ壷蓋である。口緑部には3条の凹線紋が

巡り、天井部には2個1対の円孔を2箇所に穿っている。

7628～7644は、円錐形の体部と小さな摘みをもつ壷蓋である。大半が2個1対の円孔を

2箇所に穿っている。煤が付着するものが存在する（7640・7642）。

7645～7653は笠形の体部をもち、大きな摘みをもつ‘棄蓋である。大半のものに煤が付着

している。7651は紐孔が存在するが、煤が付着するため嚢蓋に転用された可能性が高いと

考えられる。7653は結晶片岩を含む紀伊産の蓋である。

嚢は施紋の有無と体部内外面の調整によって以下のとおり分類する。このなかにもさら

に細別型式が存在する。

体部上端に指頭庄痕紋突帯をもつ

口緑端面に凹線紋をもつ

口緑端面に刻日放をもつ

外面にパケ、内面にパケを施すもの

外面にパケ、内面にパケとナデを施すもの

外面にパケ、内面にナデを施すもの

内面にヘラミガキを施すもの

外面にヘラケズリを施すもの

内外面にヘラケズリを施すもの

内面にヘラケズリを施すもの
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（1）体部上端に指頭庄痕紋突帯をもつ嚢（7654～7656）

大型の嚢であり、短く外傾する口緑部をもつ○体部上端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡

る。口緑端部を上下に拡張することによって端面を形成する。7654は端面に複数の凹線紋

を巡らせ、それ以外は無紋である07654は体部外面にタタキの痕跡を残し、ヘラミガキと

ヘラケズリを施す。内面はパケ仕上げである07655・7656は口緑端面は無紋で、体部外面

にパケを施す。内面は前者にへラミガキが、後者にパケが施される。

（2）口緑端面に凹線紋をもつ嚢（7657～7666）

口緑端部を拡張して形成した端面に凹線紋を巡らせる嚢である。拡張の方向は上方がほ

とんどであるが、7662・7664・7665のように上下両方のものもある。7665は凹線紋の上に

円形浮紋を付加し、体部にも2列の列点紋を巡らせるものである。休部の調整は、外面が

パケで、下半にへラミガキを加えるものが多い。内面はパケ仕上げのものがほとんどであ

る。内面をナデ仕上げするのは7658・7661程度である。また、7664は体部外面にタタキの

痕跡が残っている。

（3）口緑端面に刻日紋をもつ棄（7667～7684）

上方につまみ上げて形成した口緑端面に刻目紋をもつ嚢である。刻目は全周しないもの

もある（7668・7669・7670・7671・7672・7676）。広い端面をもち、上下端に2段にわた

る刻目を施すもの（7679）もある07667は体部上半に2列のへラ先列点紋が、最下段に11

列の櫛先列点紋が巡る。体部内外面をパケ仕上げするものが多く、口緑部内面にパケを施

すものも存在する（7675～7678）。

（4）無紋で、体部内外面にパケを施す嚢（7685～7739）

55個体を図化している。体部外面はパケ仕上げであるが、下半にへラミガキを加えるも

のは30個体中21個体と7割を占める。また、口綾部内面をパケ仕上げするものは5個体あ

る（7690・7698・7700・7702・7723）。体部外面に、タタキの痕跡を残すものは3個体を

数える（7708・7722・7730）○口緑端部は、丸くおさめるものが10個体、上方につまみ上

げるものが29個体、上下に拡張するものが16個体ある。また、7694の体部上端には2個1

対の円孔を2箇所に穿ち、紐孔としている○特記すべきこととして、7689の体部内面には

赤色顔料が付着しており、顔料を納めていた可能性がある。

（5）無紋で、外面にパケ、内面にパケとナデを施す棄＿（7740～7756）

体部内面のパケの一部にナデを加えるものであり、17個体を図化した。体部外面はパケ

仕上げであるが、下半にへラミガキを加えるものは11個体中8個体である。また、口緑部

内面をパケ仕上げするものは2個体ある（7744・7749）。体部外面に、タタキの痕跡を残

すものはない。口緑端部は、丸くおさめるものが3個体、上方につまみ上げるものが12個

体、上下に拡張するものが2個体ある○なかでも、7755は上下の拡張が顕著な、吉備地域

に多い型式である。

（6）無紋で、外面にパケ、内面にナデを施す葉（775ト7779）

23個体を図化した。休部外面はパケ仕上げであるが、下半にへラミガキを加えるものは

19個体中13個体である。口緑部内面をパケ仕上げするもの、体部外面にタタキの痕跡を残

すものはない。口緑端部は、丸くおさめるものが4個体、上方につまみ上げるものが12個
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体、上下に拡張するものが3個体ある。

（7）無紋で、内面にヘラミガキを施す棄（7780～7787）

8個体を図化したが、すべての個体に体部外面のヘラミガキを認めることができた。口

緑部内面をパケ仕上げするものは3個体ある（7783～7785）。体部外面にタタキの痕跡を

残すものはない。口緑端部は、丸くおさめるものが5個体、上方につまみ上げるものが3

個体、上下に拡張するものはない。7780は2個1対の円孔を2箇所に穿ち、紐孔とする。

（8）無紋で、外面にヘラケズリを施す棄（7788～7797）

10個体を図化した。体部外面はパケ仕上げであるが、下半にへラミガキを加えるものは

9個体中3個体である。体部内面の調整は、パケが6個体、ナデが2個体である。口緑部

内面をパケ仕上げするもの、体部外面にタタキの痕跡を残すものはない。口緑端部は、丸

くおさめるものが2個体、上方につまみ上げるものが4個体、上下に拡張するものが2個

体ある。7796は、体部内面の下半に厚い焦げつきが付着している。

（9）無紋で、内外面にヘラケズリを施す棄（7798～7804）

7個体を図化した。体部外面はパケ仕上げだが、下半にヘラミガキを加えるものは、観

察可能な6個体すべてにおいて認められた。口緑部内面をパケ仕上げするものはなく、体

部外面にタタキの痕跡を残すものは1点のみである（7799）。口緑端部は、丸くおさめる

ものが2個体、上方につまみ上げるものが4個体、上下に拡張するものはない。

働　無紋で、内面にヘラケズリを施す嚢（7805～7823）

19個体を図化した。体部外面はパケ仕上げだが、下半にヘラミガキを加えるものは、19

個体中14個体を数える。口緑部内面をパケ仕上げするもの、体部外面にタタキの痕跡を残

すものはきわめて少ない。口緑端部は、丸くおさめ去ものが5個体、上方につまみ上げる

ものが7個体、上下に拡張するものは1個体である。一

価　紀伊型の嚢（7824～7826）

体部から口緑部にかけてなだらかに広がる紀伊型の嚢である。7824の胎土中には結晶片

岩が認められないが、他の2者は結晶片岩を含む紀伊産の土器である。7824は口緑部外面

以外はパケ仕上げである。7825は外面の肩部以下を横方向にヘラケズリし、内面にはナデ

を施す。7826は外面にナデ、内面にパケを施す。

7827～7832は内湾しながら開く体部をもつ鉢である。ロ緑端部は器壁に直角に切られ、

内外に肥厚するものを含む。7828には体部中位に列点紋を巡らせ、下半にヘラケズリを施

す。7830・7832は口緑端部に刻目をもつ。

7833・7834は大きな底部と外傾ないし外反する体部をもつ鉢である。7834の体部中位に

は列点紋が巡る。

7835～7838は大型の直口鉢である。口緑端部は大きく肥厚する。肥厚の度合いは、倒立

させる際の土器自体の重量に関係するものと思われる。

7839～7842は内湾する口緑部をもつコップ形の鉢である。7839は体部中位に刻目をもつ

断面三角形突帯を巡らせ、それより上を櫛措紋様で加飾している。口緑端部には刻日放を

有する。7841は口緑部直下に凹線紋を巡らせ、7842は列点紋をもつ。

7843～7849は小型で外傾する体部をもつ鉢である。体部は強く内湾しない。7845は水平
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方向の把手をもつ。7849は体部中位に斜線紋、口緑端部に刻目紋をもつ。

7850は方形の鉢である。2つの短辺の口緑部直下には、垂直方向に穿った2孔をもつ短

い突起がある。この突起の2孔と、口緑部直下の2孔および底部に斜めに貫通させた2孔

はほぼ一直線上に並ぶため、紐をこの全ての孔に通して吊り下げる用途をもつものとも考

えられる。体部外面および底面にはヘラミガキを施し、内面はナデ仕上げである。

7851は外方に強く踏ん張る脚台をもつ鉢であり、脚台には斜め方向の3個の穿孔が残存

するが、うち1孔は非貫通である○本来8個の穿孔があったと推定できるが、その用途は

不明である。

7852～7856は大きく外傾する大型の鉢である。口径に比べて器高はかなり低い。

7857～7876は外傾する口緑部をもつ鉢である。外傾する口緑部の端部を短く垂下させる

もの（7864・7874・7875）や、短く水平方向に伸ばすもの（7868・7876）などがある。口

緑端面に刻目紋をもつ7861・7863・7864・7869や、頚部に1条の指頭庄痕紋突帯を巡らせ

る7873などがある。体部最大径の位置も多様であり、細分が可能である。7876には脚台が

付く。

7877は直口する口綾部の小片である○外面には口緑端部に刻日放を、口緑部直下に直線

紋と斜格子紋、円形浮紋を加える。

7878～7891は内湾する体部をもつ鉢である07878は器高が低く、出土量も少ない型式で

ある。7879・7880は口緑端部を丸くおさめる。788ト7891は口緑端部が直角に切られた状

態あるいはそれが肥厚したものである07888の体部外面には浅い1条の沈線が巡る。

7892・7893は大型の鉢で内側に大きく肥厚する端部をもつ。7893の口緑部外面には6条

の凹線紋と斜線紋および棒状浮紋を付加する。

7894～7901は口緑部直下に断面三角形突帯を持つ鉢である。ただし、7894は突帯をもた

ないが、これらの初源的なものと考えられるためここに含めた。無紋のもの（789ト7897）

と口緑端部および突帯上に刻日放をもつもの（7898～7901）がある。7898の突帯間には2

個1対の円孔を2箇所に穿つ。

7902～7909は内湾する口緑部の直下に凹線紋を巡らせる鉢である。7907は口緑端部が両

側に拡張して形成した端面に円形浮紋を巡らせる○凹線紋の上には、さらに棒状浮紋を加

える。体部内外面にはヘラミガキを加えるものが多い。7909の体部内面の下半にはヘラケ

ズリが認められる。

7910～7919は段状口緑をもつ鉢である。このうち、腰の張りの強いものと弱いものの二

者がある。前者のなかには無紋のもの（7910）と、櫛描紋様（791ト7914）や凹線紋（79

15・7916）をもつ有紋のものがある。後者には、7919のように口緑端部および上面に円形

浮紋を加えるものはあるが、無紋のものがほとんどである。7913・7914の口綾部直下には

簾状紋を巡らせる。

7920～7924は台付鉢である。脚台の形状には下方に窄まるもの（7920・7921）、直立す

るもの（7922）、広がるもの（7923・7924）がある。また、外面の加飾には、ヘラ措きの

直線紋や三角形紋（7921・7923）、凹線紋（7920・7922・7924）などが用いられる。

高杯は、椀形の杯部をもつもの（792ト7950）と、水平口緑をもつもの（795ト7984）
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に大別される。

7925～7930は椀形の杯部をもつもののうち、体部から口緑部にかけて緩やかな曲線を措

く高杯である。口緑端部は両側に肥厚するものが多い。ナデ仕上げの脚部内面以外はヘラ

ミガキが最終調整である。

7931～7935は椀形の杯部をもつもののうち、体部と口緑部が比較的明瞭に区別できる無

紋の高杯である。7932の脚部内面にはヘラケズリを施す。7935は深い杯部と短く開く脚部

をもつもので、口緑端面に3個1対の円形浮紋を加える。杯部内面はパケ仕上げである。

7936～7940は椀形の杯部をもつもののうち、体部と口緑部が比較的明瞭に区別できる有

紋の高杯である。7936・7937の口緑部直下には櫛措波状紋と櫛措直線紋が巡る。体部内外

面はパケののち、ヘラミガキを加える。7938～7940は口緑部外面に凹線紋を巡らせるもの

で、7940の脚部内面には横方向のヘラケズリが施される。

7941～7943は椀形の杯部をもつもののうち、体部から口緑部にかけて緩やかな曲線を措

く高杯であり、口緑部および体部に凹線紋を巡らせるものである。7942の脚部にはへラ措

きの直線紋が施される。7941・7942は、ヘラケズリする脚部内面以外はヘラミガキで仕上

げる。

7944～7947は段状口縁をもつ高杯である。施紋は認められない。脚部内面以外をヘラミ

ガキするものが多い。

7948は直立する口緑部をもち、その先端を外方にわずかに摘み出すものである。全形は

不明である。口緑端部に刻日放が、口緑部に2列の斜線紋が施される。

7949・7950は当地方では類例をみない特異な形態の高杯である。7949は浅い杯部の上半

が内傾して口緑部を形成する。脚部は長い中実の柱状部と短く開く裾部とに明瞭に分かれ
l

る。柱状部の上下端にはヘラ措き沈線が加えられる。上端の沈線は螺旋状に巡り、下端の

それは螺旋状に施したのちに全周する1本の沈線を最下段に加える。体部内外面はへラミ

ガキで仕上げられる。7950も同様の高杯であろう。柱状部の上下端にはヘラ措き沈線が加

えられ、その間には長楕円形の透かし孔が4方向に穿たれる。透かし孔のうち1個は貫通

していない。

7951・7952は水平口緑をもつ高杯のうち、口緑部内面に突帯をもたないものである。口

緑端部には拡張や垂下は認められない。杯部は他に比べてやや深いようである。

7953～7965は水平口緑をもつ高杯のうち、口緑部内面に断面三角形突帯をもつものであ

る。口緑端部が拡張するもの（7959）、垂下するもの（7963～7965）があるが、量的には

少ない。杯部の形状は一様ではなく、円錐状に深いもの（7953）、外傾する体部下半と直

立する体郡上半からなるもの（7965）などがある。口緑端部に斜線紋や円形浮紋を加える

もの（7954・7958）があるが、脚部への施紋はみられない。

7966～7984は水平口緑をもつ高杯のうち、口緑部内面に断面四角形突帯をもつものであ

る。すべての個体について口緑端部の拡張（7966・7970）や垂下（7967～7969・7971～79

84）がみられる。杯部は相対的に浅くなる。口緑端部に刻冒紋を有するもの（7966）、円

形浮紋を加えるもの（7972・7974）、凹線紋を巡らせるもの（7981）、凹線紋と棒状浮紋を

加えるもの（7982）、凹線紋と斜線紋、さらに円形浮紋をもつもの（7983）がある。脚部

－154－



脚部

器台

上端へ断面三角形突帯を複数加えるもの（7968・7971・7972）があり、これらについては、

おそらく脚部下端にも突帯が巡るものと思われる。7984は脚部にヘラ措きの直線紋、鋸歯

紋、綾杉紋が施される。脚部内面にヘラケズリを加えるものに7972・7980・7984がある。

798ト8030に脚部を示した。これらは鉢・高杯・無頸壷などに分類されるべきものであ

るが、判断に迷うような個体もあるため、ここでは形態別に記述する。

798ト7991は短く開く脚部である。7989・7991は内面にへラケズリが施される。7990は

鉢形の土器をうつ伏せに置き、それに粘土を継ぎ足して脚部を成形するものである。外面

にはヘラケズリが認められる。

7992・7993は裾部が大きく外反する脚部である。7993は柱状部に2個1対の円孔が穿た

れる。

7994はなだらかに開く脚部である。中位には長方形の透かし孔が3方向に穿たれる。

7995～8001は長めの脚部で、裾部は上方に拡張して端面を形成する。7995は脚部上端と

下半に複数の断面三角形突帯を巡らせる。7996・7997は無紋の脚部である。ともに内面を

へラケズリする。7998～8001はヘラ措きの直線紋を巡らせるもので、すべて内面をヘラケ

ズリする。透かし孔は多様で、7998は木の葉形が5箇所、7999・8000は上段へ方形を、下

段へ木の葉形を4箇所穿っている。

8002～8005は脚部上端に突帯をもたない短い脚部である。裾部は上方に拡張して端面を

形成する。8002には涙滴形の透かし孔が6方向に穿たれる。

8006～8010は脚部上端に突帯をもつ短い脚部である。裾部の拡張はみられない。脚部へ

の装飾には櫛措あるいはへラ措紋様は用いられず、円孔がみられるのみである。8007は2

個1対の円孔が2箇所に穿たれ、8009・8010には多数の小円孔が認められる。8009には非

貫通のものも多い。内面をヘラケズリするものは認められない。

801ト8013は脚部上端に突帯ないしは凹線紋をもつ無紋の脚部である。裾部は上方に拡

張して端面を形成する。8012・8013の内面にはヘラケズリが施される。8012には2個1対

の円孔が2箇所に穿たれる。

8014～8026は脚部上端に突帯ないしは凹線紋をもつ有紋の脚部である。口緑部を内傾さ

せる無頸壷の脚部になるものが大半であろう○裾部は上方に拡張して端面を形成する。紋

様は、へラによる直線紋・綾杉紋・鋸歯紋・斜線紋および三角形の透かし孔（非貫通のも

のを含む）がみられ、透かし孔を除けば単独で用いられることはない。鋸歯紋と三角形透

かし孔を併用する場合は後者が下位に用いられる。約半数のものに内面のへラケズリが施

される。

802ト8030は底部の形成にあたって下方からの円盤充填法を用いるものである。器種は

不明である。

803ト8037は器台である。全形の分かる資料はない。上半部の破片では、口緑部直下に

断面三角形突帯を巡らせるもの（8032・8033）と、凹線紋を巡らせるもの（8034・8035）

がある。また、口緑部直下ではなく、筒部に凹線紋を加えるもの（8037）もある。いずれ

も口緑端部に施紋を行い、斜線紋と円形浮紋（8032）、斜格子紋（8033）、円形浮紋（8035・

8037）がみられる。8032の筒部には円孔が2箇所残存している。本来は8箇所に穿孔され
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たものと思われる。下半部の破片を2個体図化している（8031・8036）。8031は裾部に凹

線紋を、それ以上には沈線と斜線紋を施す。8036は櫛措直線紋が認められる。

8038～8041はいわゆる回転台形土器である。全形の分かる資料はない。台部が大きく張

り出すものは8038のみである。台部上面の調整には、ナデ（8038・8040）、ヘラミガキ（8

039）、ヘラケズリ（8041）の各種がみられる。

ミニチュア　　8042～8065はミニチュア土器である。このうち、8042～8051は壷、8052は壷蓋、8053～

8059は嚢、8060～8063は鉢、8064・8065は高杯をそれぞれ模したものであろう。すべてエ

ビナデ仕上げではなく、パケやヘラケズリ、ヘラミガキを用いるものも少なくない。

紡錘車 8066～8138は土製紡錘車である。土器片を利用したものもあるが、非転用品も存在する

（8082・8123）。破面を磨き、中央に穿孔を行った完成品は17点とさほど多くなく、その他

は未成品である。ちなみに穿孔途中のものを8点、未穿孔のものを48点図化しており、お

おまかな量的傾向を示すと考えてよい。穿孔は両面から行っている。

SD46002出土土器（図版311・611）

壷

S R46003出土土器（第17図）

図化できたのは壷1個体のみである。

8139は外傾する頸部と水平口緑をもつ広

口壷である。口縁端部は上下に拡張する

ことによって形成した端面に櫛措波状紋

を施す。体部上半には櫛措直線紋のみが

巡る。

SD46001出土土器（図版311）

Ⅳ式の壷・嚢を図化している。

8140・8141は短頸壷である。ともに口

緑部直下に1条の凹線を巡らせ、口緑端

部はやや内傾する端面を形成する。頚部

下端には1条の指頭庄痕紋突帯をもつ。

8142は無頸壷である。口緑部直下に3

条の凹線紋を巡らせ、凹線内の山の部分

に刻目紋を加える。また、凹線紋の下方

にも刻日放が認められる。

8143は「く」字状口緑をもつ嚢である。

体部内外面はパケ仕上げである。

Ⅳ様式の壷・鉢・高杯・回転台・ミニチュアを図化している。

8145は口綾部が斜め下方に垂下する広口壷である。口緑端面には4条の凹線紋をもち、

さらに棒状浮紋を付加する。また、口緑部内面を3個1単位の円形浮紋で加飾する。頸部
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下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡る。8146は大型の広口壷の口頚部の破片である。口緑

端部は上方につまみ上げられ、端面には一部で2段になる刻目紋が全周する。8147は口縁

部が内湾する長頸壷である。口緑部直下には6条の凹線紋が巡る。

8148は内湾する体部と直立する口緑部をもつ鉢である。口緑部直下には2条の突帯が巡

り、口緑端部と突帯上に刻日放を施す。体部外面にはパケ調整ののちヘラミガキが、体部

内面にもヘラミガキが施される。8149は内傾する口緑部をもつ有紋の鉢である。口縁部直

下に櫛措波状紋を巡らせ、体部最大径付近と体部上半に断面三角形突帯を貼り付け、その

間を櫛状工具による直線紋と波状紋、そして数個の円形浮紋で飾る。

8150は直立する口緑部をもつ高杯である。口緑部は端部を肥厚させ、やや内傾する口緑

端面を形成する。口緑部直下には4条の凹線紋を巡らせる。杯部は、外面をパケ調整のの

ち横方向のヘラミガキ、内面を縦方向のヘラミガキで仕上げる。8151は内湾する杯部をも

つ高杯である。口緑端部は粘土の付加によって肥厚する。外面はヘラミガキで仕上げる。

8152は8151と相似形をなす大型の土器である。鉢である可能性もある。内外面の調整はパ

ケによる。8153は水平に伸びる口緑部をもつ高杯で、端部がわずかに肥厚する。内面の突

帯は断面三角形を呈する。杯部はパケ調整ののちヘラミガキで仕上げる。8154はなだらか

に広がる高杯の脚部である。外面はヘラミガキで仕上げられ、内面は時計回りのヘラケズ

リ調整である。8155は脚部の破片である。脚部上端には3条の突帯が巡り、脚部には不規

則な円孔が多数認められるが、貫通したものはごくわずかである。台付鉢の脚部の可能性

もある。8156は裾部の上部が拡張する高杯の脚部である。外面はパケ調整ののちヘラミガ

キ仕上げである。内面はヘラケズリ調整である。

8157はいわゆる回転台形土器である。ナデ仕上げした上面は平坦である。脚部内外面は

パケ仕上げである。

8158～8160はミニチュア土器である。壷、嚢を模したものがある。

SD46003出土土器（図版312）

Ⅳ様式の嚢・マダコ壷・高杯を図化している。

嚢　　　　　8161は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部外面はパケ仕上げである。

マダコ壷　　8162はマダコ壷の小片である。外面にはタタキ整形の痕跡が残る。内面はパケ仕上げで

ある。

高塀　　　　8163は杯部から内湾しながら直立する口緑部をもつ高杯である。口緑部外面には3条の

凹線紋が巡る。杯部内外面にはパケののちヘラミガキが施される。

SD46004出土土器（図版312）

Ⅳ様式の壷・嚢・高杯を図化している。

壷　　　　　8164は瀬戸内系の広口壷である。短く開く口緑部をもち、口緑端部は断面三角形状に拡

張する。頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡っている。

蜜　　　　　8165は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。体部内外面はパケ仕上げである。

高塀　　　　8166は杯部から内湾しながら直立する口緑部をもつ高杯である。口綾部外面には4条の

凹線紋が巡る。杯部内外面にはパケののちヘラミガキが施される。

SD46005出土土器（図版312）
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蜜　　　　　8167は「く」字口緑をもつ嚢である。体部外面はパケ、内面はナデ仕上げである。

SD46007出土土器（図版312）

壷　　　　　8168はⅢ様式の広口壷の口緑部である。外傾する頚部と水平口緑をもつ。頚部には櫛措

直線紋が巡る。

SD46008出土土器（図版312～316・611～613）

壷

蜜

鉢

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・棄・鉢・高杯・ミニチュア土器を図化している。

8169は無紋の広口壷である。外面下半ら三はパケののちへラミガキが施される。

8170～8174は外傾する頚部と斜下外反する口緑部をもつ広口壷である。頚部下端には、

断面三角形突帯をもつもの、指頭庄痕紋突帯を巡らすもの、突帯をもたないものなどがあ

る。体部上半には櫛措紋様をもつものが多く、口緑端面には斜線紋と円形浮紋が多用され

る。円形浮紋には、数個が1単位となるものと、個々の浮紋が全周するものがある。

8175は長い頚部と外反する口緑部をもつ広口壷である。頚部下端には断面三角形突帯と

棒状浮紋が、口緑端面には数個1単位の円形浮紋が加えられる。頚部内外面はパケ仕上げ

である。

8176は瀬戸内系の広口壷であり、短く開く口頚部をもつ。口緑端部は断面三角形状に拡

張させ、へラ措きの斜格子紋で加飾する。頚部下端には1条の指頭庄痕紋突帯が巡る。

8177～8179は複合口緑壷である。頚部と口緑部の境が明瞭なもの（8177・8179）と不明

瞭なものがある。施紋については、口緑端部に刻日放をもつもの（8177）、頚部上端に刻

日放をもつもの（8179）、無紋のもの（8178）がある。また、頚部下端には1ないし2条

の指頭圧痕紋突帯が巡る。磨滅のため調整の観察が不可能な8177の他は、頚部以下の内外

面をパケ仕上げする。

8180は短く外傾する口緑部をもつ広口壷である。体如上半は櫛措紋様で飾られる。体部

内面はパケ仕上げである。

長頸壷　　818ト8185は長頸壷であり、うち8181のみが頚部以下に櫛措紋様をもつものである。81

82・8183・8185は頚部下端に1条の断面三角形突帯を、8184は1条の指頭庄痕紋突帯を巡

らせる。8184は口綾部が短く内傾し、屈曲部と口緑端部に刻日放を施す。8185の体部には

2段のヘラによる列点紋を巡らせる。

イイダコ壷　8186は丸底でコップ形のイイダコ壷である。内外面はナデ仕上げである。

無頸壷　　8188・8189は無頸壷である。いずれも短く広がる脚部をもち、その上端には1条の断面

三角形突帯が巡る。脚部の透かしは8188が2段の三角形、8189が1段の長方形である。81

88は口緑部が内傾し、屈曲部に刻日放と2個1対の円孔が2箇所に加えられる。

8187はやや器高の低い嚢である。体部内外面はパケ仕上げであるが、外面下半にはヘラ

ケズリが加えられる。8190・8191は口緑端部を上方につまみ上げる嚢である。ともに体部

外面はパケののちヘラミガキで仕上げる。内面は下半にヘラケズリを施すもの（8190）、

パケののち下半にヘラミガキを加えるもの（8191）がある。

8192は内湾しながら口緑部にいたる体部をもつ鉢である。口緑端部は上下に拡張する。

体部内外面はパケ仕上げである。8193は器高の低い鉢である。体部内外面はヘラミガキで

仕上げる。
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高塀

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾J　　‾J

8194は水平口緑をもつ高杯である。口緑端部は外反しながら垂下し、口緑部内面には断

面三角形の突帯が巡る。

ミニチュア　　　8195は壷を模したミニチュア土器である。

SD46009出土土器（図版316）

壷　　　　　8196は外傾する頚部をもつ広口壷である。口緑端部を垂下させることによって形成した

端面には1条の櫛措波状紋が巡る。また、口緑部内面も櫛措波状紋と櫛措直線紋で加飾し

ている。

SD46010出土土器（図版316）

鉢　　　　　8197は内湾口緑をもつ鉢である。口緑端部は内側に肥厚し、外側には刻日放を施す。

SD46011出土土器（図版316・613）

奮　　　　　8198は「く」字口緑をもつ嚢である。体部外面はパケ仕上げである。底面中央には焼成

後の穿孔が認められる。

SD56002出土土器（図版316・613）

高塀　　　　8199は、弥生時代後期の土器とともに出土したⅢ様式の高杯の脚部である。柱状部には

縦長の木の葉形の透かしが、裾部には木の葉形の透かしがそれぞれ4方向に穿たれる。柱

状部と裾部の境には3条の突帯が巡り、その上下および突帯間に竹管紋を施す。また、裾

部の端面には刻目紋が加えられる。

2．木器

SR46001出土木器（図版317～319・614・615）

鍬　　　（1）直柄広鍬（6021・6026）

鋤　いずれも未成品である。柄穴も、刃も見られない。6021は、用材から1個体ずつに切り

離されたものであるが、6026は、まだ2個体が互いの刃と刃をあわせて繋がっている。

（2）直柄又鍬（6022・6023）

いずれも現代の「備中鍬」に似た形態のものであるが、身から刃まですべてアカガシ亜

属で作られている。さらに身は柄と別個につくられ、身に柄穴をあけて柄を装着するもの

である。

6022は半円形の身に5本の刃が付いている。柄穴はやや横長の長方形で、身に対して直

角より若干傾けてあけられている。つまり柄は身に対して鋭角に傾けて装着されることに

なる。

6023は台形の身に4本の刃が付いている。その他の特徴は6022とよく似ている。すなわ
1

ち柄穴は横長の長方形で、身に対して直角よりも斜めに傾けてあけられている。

6024は未成品である。身は縦長の長方形で、その上側中央部に、柄を紐で固定するため

の着柄軸が設けられている。刃はまだ付けられておらず、柄穴もあけられていないものの、

柄穴があけられる部分が、周辺と比べて、厚く仕上げられている。また着柄軸から柄穴ま

で、着柄溝が彫られている。

木製穂摘具　6025は横長の四角形の穂摘具である。背に近いところに紐穴が2箇所あけられている。

柾目材を用いているが、木目が刃や背に対して斜め方向に走っている。これは他の地区で

出土した穂摘具にもよく見られることである。刃先は木目の部分がよく残り、その間の部
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掘り棒

用材

不明

分が擦り減っているため、鋸歯状を呈している。

6027は全長およそ36cmの完形品である。土をすくう部分は楕円形で、先端は尖らず、

丸い。幅は4cm、厚さは1cmである。大型の「匙」のような形を呈している。

6028・6029はいずれもミカン割り材である。樹種はアカガシ亜属で、鍬・鋤等の掘削具

の材料となる。全幅は両者とも約10cmであるが、厚さは、6028が約4cm、6029が約2cm

である。さらに6028は表面は未調整で樹皮が残っているが6029には樹皮は見られないうえ、

板材の各面に、手斧による削り痕が残っている。以上の点から6029は6028に比べて、木器

の製作過程が一段階すすんだものと捉えられる。

6030は一端を尖らせ、他端に頭部を作って紐などを掛けるようにしている木針である。

6031はモミ製の籍である。一端を尖らせており、長さ18．3cm、最大径は1cmを測る。603

2は両端を尖らせており、長さ12．3cm、最大径は0．8cmを測る。樹種同定を行っていない

ため、籍だと断言できず、紡錘車の軸の可能性もある。

6033は先端の尖ったコウヤマキの板状製品である。下端部には焼け焦げが認められる。

残存長22．8cm、幅3．4cm、厚さ0．6cmを測る。

6034は把手状の木製品である。断面形は半円形に近い。下端から1．5cmを残し、幅4．8c

mの挟りを設ける。残存長20．0cm、最大幅3．6cm、厚さ1．4cmを測る。アカガシ亜属製で

ある。

6035はコウヤマキの板状製品である。楕円形の穿孔が数カ所に認められる。残存長31．8

cm、幅4．7cm、厚さ1．0cmを測る。

6036は鈍角に屈曲する棒状製品である。屈曲部を境に太さが異なり、各々直径3．2cm、

2．0cmである。ヤマグワ製である。
1

6037は短辺に2か所の切り込みをもつ板状製品である。残存長18．4cm、幅17．6cm、厚

さ1．0cmを測る。クスノキ科製である。

6038は両端部に切り込みと方形孔をそれぞれもつ棒状製品である。全長53．0cm、幅3．2

cm、厚さ2．4cmを測る。ヤマグワ製である。

6039はシイ属製の棒状製品である。全長103．0cm、直径4．0cmの心持ち材である。両端

部には浅い挟りをもつ。

6040は斧柄状の木製品である。身の部分の長さ30．0cm、幅10．5cm、厚さ2．0cmを測る。

身の先端近くには直径4cm程度の円孔を穿つ。身から柄への移行する部分には、屈曲を

もち、身もしだいに厚さを増す。柄の直径は3．5cm程度である。コナラ節製である。
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SR46002出土木器（図版320～398・616～661）

1．農具

鍬 鍬は大きく分けて「直柄鍬」「曲柄鍬」とに分類される。

「直柄鍬」とは、鍬の本体（身）に柄穴をあけ、まっすぐな柄をさして使用するもので、

刃先が分かれない「直柄平鍬」と、備中鍬のように刃先が枝分かれする「直柄又鍬」に分

類される。直柄平鍬には、刃先の幅がおよそ15cm～20cmの「直柄広鍬」と、10。mに満た

ない「直柄狭鍬」とが存在する○都出比呂志氏は直柄広鍬を引き鍬、後者の直柄狭鍬を打

ち鍬であるとした（都出1989a）。
J

竹添地区から出土した直柄鍬は、製品・未成品を含めて大半が広鍬であるが、唯一6052

だけが刃先幅約7cmの狭鍬である。

「曲柄鍬」とは、いわゆる「ナスビ形農具」と呼ばれるものであるが、ここでは上原真
l

人氏の論考に従い、曲柄の付く鍬であると考える（上原1993）。曲柄鍬は曲柄をとりつ
！

ける「着柄軸」と、「刃」から成る。

曲柄鍬にもやはり「平鍬」と「又鍬」に分類される。「曲柄平鍬」は刃先が分かれない

鍬である。遺存状況は悪く、着柄軸付近の破片のみが残っている。「曲柄又鍬」には刃が

2～3本に分かれるものがある。

（1）直柄平鍬
1

（a）直柄広鍬（604ト甲51・6053～6068）

＜製　品＞

直柄広鍬の柄穴の周辺には、隆起が設けられている。この隆起は、柄を強固に固定する

ためのものである。また裏面の上端部には、泥除を装着し、固定するための段が設けられ

ている。

6041は刃幅約19cmの広鍬である。刃の先端部ならびに体部の両側辺の厚みが約8mmあ

る。この刃先の厚みは、実際掘削するには不向きであろう点と、刃先部分に手斧による調

整痕が残されていることから、この遺物は、既に穿孔が終わり、あとは刃などを整形しさ

えすれば完成品に至るという、未成品最終段階であるといえる。

製品は、柄穴周囲の隆起の形により、二種類に分類できる。ひとつは「隆起が刃の近く

まで長くのびるタイプ」、もうひとつは「隆起が短いタイプ」である。

前者の「隆起が長くのびるタイプ」は1点のみ図示できた（6042）。この鍬の刃幅は大

きく見積もって15cmである。残りはすべて、「隆起が短いタイプ」である。6045は刃幅が

14cm、その他はほぼ20cm前後である。いずれも身の厚さは、柄穴周辺の隆起を除けばほ

ぼ均一で、約5mmと薄く仕上げられている。

6053～6055は柄穴周囲の隆起部分の破片である。いずれも「隆起の下半部が短いタイ列

である。これらのうち、6053と6055は、鍬の身（本体）に対して柄が鋭角に装着されるよ

うに柄穴があけられているが、6054は身に対して柄が鈍角に付くように穿孔されている。

＜未成品＞

6056から6068までは直柄広鍬の未成品である。6060・6068・6067を除いて、1個体分ず

つに切り離されている。いずれも柄穴周囲の隆起を削り出して整形しただけで、柄穴はあ
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けられていない。これらの中でも、6061と6063は、背面上部に泥除を固定するための段差

を設けており、他のものと較べて、一工程進んだものである。

6060・6067・6068は、複数個体分の鍬が、1個体分に切り離される前の段階の用材であ

る。6060は2個体分、6067は3個体分、6068は4個体分の鍬が、それぞれ連なっている。

6067の縦断面図は、直線ではなく、鍬1個体分が曲がったように表現されているが、これ

は、地中に埋没している間に何らかの原因で反ってしまったものであろう。

＜直柄広鍬の製作工程について＞

上記のとおり、竹添地区から出土した直柄広鍬の身（本体部分）は、製品のみならず、

製作各段階の未成品がある。各種の未成品から、鍬の製作工程は次のようにまとめること

ができる。

①．用材の段階（6177～6185など）

切り出された丸太材を、木の中心部から樹皮に向かって放射状に分割する。これ

により断面が三角形のいわゆる「ミカン割り材」と呼ばれる用材ができる。竹添地

区で出土した用材は、全長160～180cm、全幅20～30cm、最大厚さ5～8cmである。

②．1枚の用材から、3個～4個の鍬の雛形を削り出す段階（6060・6067・6068）

1枚の用材から、2～4個の鍬を作る。6060は2個、6067は3個、6068は4個の

鍬を作る。これらの複数個体の鍬を削り出すプランは異なった方式がある。すなわ

ち、6060は2個体が互いの刃と刃が向かい合うような形である。これに対して6067・

6068は、それぞれの鍬の背と刃が接するように配置している。

③．連結状態の鍬を、1個ずつに切り出した段階（6056～6059・6062・6064～6066）

④．切り出した鍬の背面に、泥除を固定するための段を設ける段階（6061・6063）

⑤．柄穴をあける段階（6041）　　　　　　　　し

⑥．柄穴周囲の隆起や、刃先などを整形して、鍬を完成させる段階（6042ほか）

（b）直柄狭鍬（6052）

6052は刃先の幅がおよそ7cmの狭鍬である。直柄広鍬と同じく、柄穴をあけてまっす

ぐな柄を装着する鍬である。刃先には使用痕があり、図の向かって左側部分が片減りして

いる。柄穴から背側にかけては欠損している。

（2）他の直柄平鍬（6069～6075）

先に述べた定型化した鍬ではなく、単純な長方形の板に柄穴をあけただけのものが多い。

6071～6073は柄穴があけられておらず、単純な長方形の板にしか見えないが、樹種がアカ

ガシ亜属であること、中央部付近がやや厚く仕上げられ柄を取り付けるのに適しているこ

となどから、鍬の未成品と判断した。

（3）直柄横鍬（6076～6079）

横長の長方形または隅円長方形に柄穴を取り付けたものである。いずれも長方形の一辺

にのみ刃が作られるようである。いずれも平鍬である。6077のみ柄穴が中央からずれてあ

けられている。

（4）直柄又鍬（6094～6101）

直柄又鍬は、背側が丸い半円形の体部に、3本以上の細い刃がつくものである。刃が細
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泥除

くもろいため、打ち鍬として使用することは無理である。引き鍬として、または水田耕土

の撹枠用として使用されたであろう。柄穴は四角いため、この鍬に用いる柄は、先端が四

角い断面になるよう、削り出しているものであろう。直柄又鍬は、刃の削りだし方などに

よって、4型式に分類できる。

①．刃と刃の谷間がすべて直線的なタイプ（6094～6096）

②・刃と刃の間の3つの谷間のうち、中央の谷間は直線的であるが、左右両側は緩いカー

ブを措くタイプ（6097・6098）

③・刃と刃の間の3つの谷間が、すべてアーチ形に成形されるタイプ（6100・6101）

④．以上の鍬と較べて、刃が長く、かつ太いタイプ（6099）

他と較べて丈夫に作られているようである。特に刃の太さは（1）～（3）の鍬が直径

1cmほどであるのに対して、（4）の鍬は最大幅2cm強の楕円形である。現代では鉄で

作られる備中鍬の材質を、木に置き換えたような形である。

（5）曲柄又鍬（6080～6093）

曲柄又鍬は、刃先が3本または2本に分かれるものがある。刃先が3本に分かれるもの

は6081の1点のみである。ただし6092・6093は薄く、かつ先端が丸いアカガシ亜属の木の

破片であるが、その形状から、3本に分かれる曲柄又鍬の、中央の刃の先端部の破片と考

えられる。
1

他の遺物（6080・6叩2～6086・6089）はすべて刃先が2本に分かれるものである。この

なかで、6080は、柄を装着する部分（着柄軸）と刃の間に、ナスどのへたに似た「笠」が

残っている。他の遺物にはこのような「笠」は痕跡すら認めることができない。6087・

6088は曲柄鍬の着柄軸の部分の破片である。6088は刃の部分の残りも良い。刃は根もとの

部分しか残っていないが、二股に分かれる様子もないことから、又鍬ではなく、平鍬であ

ろう。

また着柄軸と刃部の境目については、刃部の上端が明瞭な角をなしているもの（①）と、

「着柄軸」から「刃部」にかけて緩やかなS字カーブを措き、その境目が明瞭ではないも

の（②）とがある。①にあたるのは608ト6083・6085～6088である。②にあたるのは608

4・6089・6091である。

6102～6135のうち、製品は2点のみ（6133・6134）で、大半は未成品である。

泥除には、断面形から判断して、刃の周囲が薄く柄穴の周囲が肥厚するタイプ（1）と、

一様に薄いタイプ（2）とがある。（1）のタイプは、平面形が丸形のものと角形のものがある。

（1）中央部が周辺部に較べて肥厚するタイプ

6102～6104の3点は、外形は丸形の泥除であるが、丸形の一側片に四角い突起を削り残

している。しかも樹種はアカガシ亜属ではない06102はヤマグワ、6103はヤマザクラ、61

04はエノキである。他の泥除はすべてアカガシ亜属から作られている。

610ト6119も丸形の泥除である○これらのタイプは、両側片はやや「Lもぶくれ」形の

カーブを措くが、刃および背の輪郭は直線である。背付近の中央部に最も分厚い箇所があ

り、ここに柄穴をあけることになる。

6120～6126は両側辺がカーブを措く「丸形」タイプではなく、両側辺が直線、または直
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鋤

掘り棒

線が途中で一度屈曲するものである。前に述べた丸形の泥除とおなじく、中央部背側が分

厚く仕上げられている。6135は、この型式の泥除未成品の3個体分が連結した状態の用材

である。

（2）一様に薄いタイプ

6127～6132は周縁部でも中央部でも厚さに大きな差がない。厚さは5mmから8mm程

度である。

泥除の製品は6133・6134の2点である。これらは互いに接合はしない。しかし、旧河道

の中のごく近接した地点から出土したことと、樹種がいずれも、他にあまり用いられるこ

との少ないニレ属であることから、同一個体であると考えられる。6133は、柄穴付近が

周縁部より厚い型式であるが、裏の平らな面を加工して突起を作り出している（この突起

は、直柄鍬にある突起とよく似ている）。

玉津田中遺跡から出土した鋤はすべて柄と本体を組み合わせるものである。柄と本体を

一木から削り出すものは、現在のところ存在しない。ここで「鋤」と称して報告するもの

は、柄と把手を除いた、鋤先のことである。

出土した鋤には未成品と製品とがある（6136～6159）。

未成品は6136・6138の2点である。縦長の長方形の上に、柄を固定するための着柄軸の

部分が飛び出している。柄穴があけられる部分が厚く削り残されている。刃は未だ付けら

れていない。他の遺物はすべて製品である。

製品の種類はあまり多彩ではない。身の上端中央部に着柄軸が付き、着柄軸から身にか

けて着柄溝および柄穴が掘られる、というようなものばかりである。

全幅は20～16cmと大きな差はないが、全長は36～8‘cmと大きな差がでてくる。これは

鋤先が減るたびに、刃先を削り直し、再利用を重ねた結果であろう。特に6155は柄穴の直

下まで擦り減っているが、それでも刃を作って使用している痕跡が認められる。

6139は柄穴の両側に、剣形の透かし穴が1箇所ずつあけられている。また身の一部が縦

に割れてしまっている。

6160～6165を図化した。細長い「身」の部分と「柄」の部分から成る。身は土をすくっ

たり突いたりする部分で、柄は手で握る部分である。身の形態や、身と柄の長さのバラン

スにより、3型式に分類することができる。身の部分の長さは、度重なる使用を経て、小

さくなっていくであろうから、ここでは型式分類の基準にはしない。

（1）身が小さい円形で、柄が長いタイプ

6160・6161は身が丸く小さいため、大型の匙に近い形態になっている。柄の長さは30

～40cmである。

（2）身が長く、柄が短いタイプ

6062・6063は身の長さが約35cm、柄の長さが約20cmで、柄と比較して身の長さが長い。

身・柄とも作りがやや粗雑である。先端はやや尖り気味である。

（3）身も柄も長いタイプ

6064は身の長さが40cm弱であるが、柄の長さが30cm以上と、（2）のタイプと比較して

長いものになる。（1）・（2）が片手だけで土を掘るのに用い、（3）は両手で掘るのに用いるの
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小型鋤

木錘

不明農具

用材

穂摘具

であろう。

6166・6167は縦長で、平面形が六角形の鋤先である○実測した2点はいずれも柄の取付

き部分がないため、柄と一体型なのか組合せ型なのかが不明である。いずれも刃は明瞭に

は作り出されていない。

6168は鋤というより、現代の木杓子に近いものである。

6169～6172は、現代の移植鎧に近いもので、身と柄は一体型である。幅が9～10cm、

柄の長さは約18cmである。（6170）は身のなかでも背側の両角が尖っており、カエリのあ

る鉄のような外形を呈している。

木錘は、藁や葦などを編むときに用いるおもりである○直方体の材木の中央部付近を斜

めに決り、鼓形を呈する。

6173は鼓形の木錘が、中央の細い部分で折れたものである○樹種はコウヤマキである。

心持材ではなく、板目取りの材を用いている。

6174～6176はいずれも用途不明の板材である。樹種はいずれもアカガシ亜属で、木取り

も柾目取りであることから、これらは何らかの農具の一部破片であろうと判断した。

木器を製作する材料になる板材である（617ト6185）○樹種は特にアカガシ亜属が多く

出土している（図化した用材はすべてアカガシ亜属のものである）。アカガシ亜属から作

られる木器は鍬、鋤などの農具（掘削具）が多い○この用材の製作上の特徴は、＜直柄広

鍬の製作工程について＞のところでも述べたとおり、原料である丸太を放射状に分割した

もの（ミカン割り材）である。このため、板材の平面形は長い長方形であるが、断面形は

三角形に近い。

板材の大きさは、幅が10cmあまりのものから40cmに達するものまで様々であるのに対

し、全長は1・6m～2mとまとまっているようである。直柄広鍬や泥除の未成品の大きさが、

どの遺物も非常によく似ており、その大きさに規格性があることが容易に推測されるが、

こういった規格性は、用材の段階からすでに存在しているものであろう。

石庖丁または鉄器を組み合わせて使用する「組み合わせ式」穂摘具と、外観が石庖丁に

似た「木庖丁」と呼ばれる穂摘具とがある。

（1）組み合わせ式穂摘具（6186～6188）

形態は石庖丁、とくに「直線刃半月形」のものに似ている○輪郭は、刃側が直線的で背

側は円弧状である。大きさは全長10～12cm、全幅2～3cm、厚さ1．5。益である。刃側の

端面には、石庖丁または鉄器などを装着するための溝が彫られている。この溝は、半月形

の磨製石庖丁などが丁度収まるように、中央部が両端に較べて探く彫られており、その溝

の側面形もやはり「半月形」である。溝の幅は、間口で8～10mm、奥で5mmほど、溝

の全長は9～10cm、奥行きはおよそ1．5cmである。

背側に2箇所、穴があけられている。これらの穴にはいずれも紐ずれの痕跡がみられる。

この種の穂摘具の民俗例は東南アジア、とくにジャワ・ボルネオ・セレベスといった島

峡部に見られる。なかでも石毛直道氏が紹介しているインドネシアの穂摘具というのが特

に似ているようである（石毛1968）。玉津田中例と、この民俗例との大きな相違点は、

インドネシア例には二箇所の紐穴がないこと、および刃に鉄を用いていることである。
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（2）穂摘具（木庖丁）（6189～6195）

6192以外は輪郭が「平行四辺形に近いもの」と「長方形に近いもの」とがある。平行

四辺形は6189・6190・6191・6193・6194、長方形は6195である。これらは穂摘具の木取り

の影響をうけている。すなわち、平行四辺形の穂摘具は、いずれも刃のラインに対して、

木目が斜めになるように木が取られている。平行四辺形という外形は木取りに影響されて

いる。これに対し長方形の穂摘具は、刃のラインに対して、木目が直交するように木が取

られている。

また、背付近の中央部に紐穴があけられるものが多い。紐孔は2箇所のものと1箇所の

ものとがある。穿孔2箇所のものは6189・6190である。これらは片面は溝を彫り込み、そ

の中に2箇所、紐孔している。いずれも紐ずれの痕跡が認められる。

紐孔1箇所のものは6192・6193・6194である。6193の紐穴は円形、6194・6195の紐穴は

横長の楕円形である。これらも紐ずれの痕跡がある。

樹種不明の細い植物を編んで作った箕である（6196）。底部（土を載せる部分）・奥壁・

外枠の3つの部分からなる。

底部と奥壁は同じように細い植物を直交するように編んで作っているが、底部と奥壁で

は、編まれた植物の方向が異なっている。特に奥壁の両端部で顕著に異なっている。した

がって、底部と奥壁は別個に編まれ、それぞれの部分が出来上がった後で、互いに組み合

わされたのであろう。

周縁部の枠は、薄い板を幾重にも束ねて作られている。

中央部を握りやすいように細く削り「握り部」が作られる。握り部の中央には1箇所の

節帯がある。両端部は穀類などを鴇（つ）く「揖き部」である。いずれの杵も、鴇き部の
l

片側の先端は平らであるが、反対側は尖っている。また鴇き部の長さは均等ではなく、鴇

き部端の平らな方が、結き部端の尖った方とに較べて長い傾向にある。このことから、こ

の種の竪杵は、両端の揖き部を同じように用いたのではないことが伺われる。

6197は鴇き部と握り部の境目に4本の沈線が巡らされているのが特徴である。鴇き部の

両端部が最も太く、握り部に近づくにつれて細くなる。6483も同様の杵であるが、沈線の

数が3本になる点と、沈線の位置が結き部側に移っている点で6197と異なっている。6198・

6199は結き部と握り部の境目に沈線は巡らされず、かわりに幅5～8cmの隆起帯が設け

られている。

6200は底径がおよそ22cmの小型の臼である。底部～体部下半部の破片である。平底の

上に外反する体部が付く。底部の内側も平らである。体部に較べて底部は器壁がかなり厚

い。体部の厚さは約1cm、底部の厚さは約6cmである。

6201は口径がおよそ20cm、器高およそ12cmの、やはり小型の臼である。二葉マツの心

持材をくり抜き、底部から体部まで一様に厚く作られている。底部の内側は丸底である。
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2．工具

斧の曲柄

l

1

工具には斧の柄（曲柄・直柄）、木針、木槌がある。文中の用語等については、（奈良国

立文化財研究所1994）・（佐原1994）を参照した。

斧の曲柄は反柄のものはなく、全て膝柄である。膝柄は木の枝分かれした部分を用いて

作りだしており、細い枝側を撞部に太い幹側を台部としている。組み合わせ式の「袖」を

持つものは見られない。未成品の状況から製作過程が復元できる。まず、木の枝が出てい

る部分で上部を長めに切り採る（但し、大型品などでは直接幹部を割り採り台部をつくる

場合もあったろう）。枝の先端部を目的に応じた長さに適宜切り取って撞部とする。台部

の先端部・基部の両端を成形する。台部上面を平坦に荒割りする。この時点ではまだ樹皮

が残されている。樹皮を除いた後に撞部の面取り、台部の面取り・成形を行い、装着部の

成形・調整を行う。使われている木材の樹種はクヌギ節がもっとも多く、続いてコナラ節、

そしてアカガシ亜属、サカキなどである。

装着する斧身の種類や大きさ、使用方法等と関係して膝柄の大きさには差が見られる。

特に斧頭の大きさに比例する膝柄の部位は台部の装着基部の幅であり、破損しやすいこの

部位に続く部位は台部の最大幅である。この両幅の値が共に5cm以下のものを小型品、

それ以上のものを大型品とする。

台部の後面から見た形状は、基部から装着部ちかくまでほぼ同じ幅のものと、先細りの

ものがある。またその横断面形状は後面を平滑にした台形のもの、或いは前面を両側から

面取りした五角形（野球のホームベース形）のものがほとんどである。基部が台部より後

方に延びるものもあるが、その長さは短い○装着部は先端を舌状に薄く作りだすものがほ

とんどで、その長さも台部全長の過半に至らない○柱状石斧を装着したと考えられる装着

溝（ソケット）を有するものは全く見られない。

撞部が末端まで残存しているものは少ないが、20～35cmの長さのものが多い。大型品

は40cm以上の長さを持つ。6214は小型品の中では比較的大きなものであるが、その撞部

の長さは約11cmと短く、またその断面も偏平に成形されている。細かい作業に通した作

りと言えよう。民俗例の木目造りの丁斧（チョウオノ）には振部長12．5cmのものがあり、

仕上げに使われている（兵庫県教委編1988）。その他の撞部の成形は面取り程度であま

り手を加えていないが、6207は樹心に及ぶまで削っており、撞部をまっすぐにするために

成形した可能性が高い。他の振部もまっすぐなものが多いが、6211や6212のように枝本来

の曲がりを利用したものもある。

6202はまっすぐな撞部と先細り形状の台部をもつ小型品である。台部の先端は非常に細

く、0・8cmの幅で後面に装着面を作っている○非常に小型の扇平片刃石斧か堂状の小型方

柱状片刃石斧に伴うものか、或いは先細り形状から小型の袋状鉄斧を装着したものであろ

うか。撞部の長さ約33cm、着柄角度は550前後を測る。材の樹種はアカガシ亜属を用いて

いる。

6203もまっすぐな撞部と先細り形状の台部をもつ小型品である。台部の先端に舌状の装

着部をもつ。装着部は全周から段を作って削られているが、特に後面倒を大きく削ってい

る。装着部の幅約1・5cm、厚さ約1cm、長さ約3・5cmを測る。撞部は台部近くのみを面取
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りし、他の部分は樹皮を剥ぐ程度の加工である。着柄角度は600前後を測る。材の樹種は

クヌギ節を用いている。

6204は撞部の過半を失っている小型品である。握部は粗くではあるが面取りを行ってい

る。台部先端を後面・側面から削って細く尖らそうとしている。袋状鉄斧に伴うものであ

ろうか。樹種はクヌギ節を用いている。

6205は撞部のほとんどと台部先端の過半を失っているが、先細り形状の台部をもつ小型

品である。樹種はアカガシ亜属を用いている。

6206も撞部過半を失っている。台部は幅を減じることがない小型品である。装着部がな

く未成品の可能性もあるが、台部端近くの側面に一部当たりが見られ、斧頭を緊縛した痕

跡とも考えられる。クヌギ節を用いている。

6207は長さ約31cmのまっすぐな撞部をもつ。握部は部分によっては樹心近くまで削っ

ており、意図的にまっすぐにしたものであろう。台部の形状は他のものと異なり、横断面

が長方形を呈し、幅より厚みが上まわる。後面は平滑ながら湾曲している。装着部は比較

的撞部に近い位置から設けられており、後面から段をもって舌状に作っている。着柄角度

は約700になるものと思われる。振部の一部に焼け焦げた跡が残る。樹種にはサカキを用

いている。

6208は非常に小型のもので、残存する握部の直径が約1．2cmしかない。台部は先細りの

形状である。コナラ節を用いている。

6209は長さ約34cmのほぼまっすぐな握部をもつ。台部は基部から装着部までほとんど

同じ幅の小型品である。撞部との接合部は段をもって丁寧に作られており、わずかに後方

に突出する。残存する装着部は非常に小さく薄い。握部は節のある部分と端部周辺のみに

面取りを施すが、残りの部分は樹皮を剥いだ程度であーる。着柄角度は約650になるものと

思われる。樹種はクヌギ節を用いている。

6210も小型品でわずかに装着部が残存する。樹種はクヌギ節を用いている。

6211は長さ約23cmのやや湾曲する撞部をもち、おそらく先細り形状の小型の台部をも

つものであろう。樹種はクヌギ節を用いている。

6212は湾曲した撞部に細長い台部をもつもので、台部は基部から装着部までほとんど同

じ幅の小型品である。台部の先端に長さがわずか1cm強の装着部をもち、先端部前面側

も帯状に窪ませて緊縛に備えている。斧台の装着面の段には幅約3cmの切り込みが見ら

れることから板状鉄斧を装着した可能性があり、内部はささくれだつ。同様のものは大阪

府鬼虎川遺跡からも出土している（奈良国立文化財研究所1993）。撞部は樹皮を剥ぐ程

度で面取りはなされていない。クヌギ節を用いている。

6213はクヌギ節を用いたもので、撞部・台部先端とも欠損しているが、大型品の部類に

含まれる。斧台基部が後方にやや突出しており、おそらく握部は湾曲するものであろう。

基部の成形が歪であるため未成品の可能性もあるが、装着部が不明であるため判断できな

い。

6214は斧台基部の一部を欠いている他は残存している。前述のように撞部の長さが約11

cmと短く、仕上げや細かい作業に使われたものであろう。その断面形態は偏平でしかも
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ややねじれた状態に作られている。斧台基部から装着部までほとんど同じ幅の小型品であ

り、後面はわずかに湾曲している○このことも細かい部分の作業に適している。台部の先

端に約3・4cm長さの装着部をもつ○後面を大きくカットし、前面・側面もわずかに段をも

つ。装着部後面の平坦面の中程や、斧身基部端の当たる部分が凹んでいる。着柄角度は700

前後になる。樹種はクヌギ節を用いている。

6215は斧台基部から装着部までほとんど同じ幅の大型品である。撞部も長径約3cmと

太く丁寧に面取りしている。斧台基部は後方にやや突出しており、後面から段を作って装

着部を設けている。着柄角度は700前後になる。樹種はクヌギ節を用いている。

6216は小型のもので撞部の長径が約1．5cmと細い。斧台基部がやや後方に突出し、横断

面は歪な円形で後面・前面とも面を作らない○先細りの形状で、先端部は全周囲を一段落

として約4cmの長さで装着部を作る○装着部の横断面は縦長の隅丸方形を呈しており、

先端部は小さな段をもって厚みを増している○袋部内径約2．0×1．5cm、袋部長約3．8cm程

度の小型の袋状鉄斧を装着する縦斧であ．ろう。着柄角度は700前後になる。樹種はサカキ

を用いている。

6217は丁寧なつくりで、斧台基部と撞部間に幅約2mmの沈線を前部を除いて巡らして

いる。斧台基部と装着部はまっすぐではなく、装着部の角度がより鋭角になり650を測る。

装着部は全周に段を設けて作りだされており、長さ約10．5cm、横断面形は長方形で基部で

約4・3×2・2cmを測る。装着部の基部上面や先端部側面は当たりによるものか木肌が荒れて

いたり、腐食が見られる。比較的大型の鋳造袋状鉄斧を装着する横斧であろう。サカキを

用いている。

6218は台部が先細りの形状を示すが、後面は平坦ではない。未成品であろう。材の樹種

にタイミンタチバナを用いており、類例は乏しい。

6219は撞部のほとんどが失われているが、台部は完存し、長さ約23cmを測る。台部後

面は荒割りの状態で平面を作るが、細かい調整はほとんどなされていない。斧台先端部端・

基部端は粗く斜めに切り落としている〇台部側面から前面、撞部にかけては樹皮が残存し

ている。大型品の未成品であろう。

6220はクヌギ節を用いた大型品の未成品であろう。台部後面は丁寧に面取りを行ってお

り、先端部側はさらに削って装着部を作ろうとしている。台部長約24cmを測る。撞部は

完存しており、長さ約43cmを測る。着柄角度は600前後になる。

6221はクヌギ節を用いており大型品の未成品であろう。長さ約33cmの台部は粗い面取

りを行っているが、装着部はまだなく、横断面形は方形を呈している。横杵の可能性も考

えられたが、台部と撞部の角度が600と他の膝柄と同様鋭角であることや、台部横断面形

が方形であるため、大型の斧膝柄未成品とした。撞部の長さは約42。mを測る。

6222は6224と同様、斧台先端部は両側面から大きくはつって尖らせている。基部にも加

工痕が見られる。台部には部分的に成形が行われており、後面には面を作りだすが、撞部

やその上部の台部側面には樹皮が残る○小型品の未成品と考えているが、台部と撞部がつ

くる角度が400と鋭角すぎるため別の用途をもつものかもしれない。また、幹と枝の部分

ではなく、コナラ節の二股になった部分を利用している。
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斧の直柄

6223は大型品の未成品であろう。長さ約33cmを測る台部の後面は荒割りの状態で平面

を作り、わずかに調整をおこなっている。斧台先端部・基部は粗く面取りを施している。

台部側面から前面、撞部にかけては樹皮が残存している。着柄角度は650前後になる。ク

ヌギ節を用いている。

6224は斧台先端部は両側面から大きくはつって尖らせている。基部にも加工痕が見られ

る。台部前面・後面には成形が加わらない。撞部には樹皮が残存している。小型品の未成

品であろう。コナラ節を用いている。

6225は大型品の未成品であろう。長さ約33cmの台部後面は荒割りの状態で平面を作り、

装着部は作られていない。握部長は59cm以上と長く、着柄角度は600前後になる。6220・

6221と同様、台部の厚さが他のものより著しい。頭部の重量を必要としたものか。クヌギ

節を用いている。

7点出土している。楕円形の装着孔をもつものが2点あり他は未穿孔であるが、大型蛤

刃石斧に伴うものである。膝柄に用いられた材の樹種が用途に応じて多種にわたっている

のに対して、すべて強度のあるアカガシ亜属の割材を使用している。力のかかる伐採など

に適した材であろう。

6226は全長約62．5cm、握りの部分は面取りを施して、直径約3cmのほぼ円形の横断面

形を呈している。末端はやや太くなっており滑り止めとなる。頭部は全体的にふくらみ、

先端はやや尖った形状を呈している。頭部横断面は台形状を呈している。頭部上面を欠損

しており、また一部が焼け焦げていることから廃棄されたものであろう。頭部下面側で直

径が約6×4cmの楕円形の装着孔をもつ縦斧である。

6227は全長約78cmの完形品であり、側面からみるとわずかに反りをもつ。撞部は面取
l

りを施しているがその横断面形は一辺約4cmの方形を呈す。末端はやや太くなっており

滑り止めとなる。両側面と後面がふくらんだ頭部の先端は両側面から加工して尖らせてお

り、その横断面形は三角形を呈している。前面は平滑に仕上げている。頭部前面の中央に

横約3．2cm、縦約4．6cmの装着孔をもち、孔内には工具痕が残されており、装着部は完成

されていない。装着孔は径を細めて後面に貫通し、その部分は握部から一段下げて平坦部

を作る。

6228は全長約67．8cm、撞部の直径は5．2～5．9cmと太い。両側面と上面がふくらんだ頭部

の横断面は三角形状を呈し、上面には大きく段を作りだしている。装着孔はまだ穿たれて

おらず、未成品とわかる。

6229も未成品であり、上面の段は設けられているが装着孔を作りだしていない。撞部横

断面は円形に成形されている。

6230は撞部末端の欠損した未成品であり、上面の段は設けられているが装着孔を作りだ

していない。握部横断面は楕円形に成形されている。

6231も撞部末端の欠損した未成品であり、粗くはつった痕跡を残し、装着孔や上面の段

も作りだしていない。撞部横断面はほぼ円形に成形されている。

6232はミカン割り材を加工したもので、一部に樹皮の残る未成品であり、装着孔や上面

の段も作りだしていない。また、頭部先端も加工しておらず、撞部も大きく面取りは施さ
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木針

木槌

れているがその横断面は六角形を呈している。ここでは斧の直柄の未成品として捉えるが、

横断面形の一方が尖って刃状を成すところから例えば木材を割る際の楔などに用いられた

可能性もある。

針葉樹の先端を尖らせたものには籍などがあるが、一方に頭部を作りだしたものを木針

とした。6233・6234は縦木取りの針葉樹（モミ）の一端を尖らせ、他端に切り込みを入れ

て頭部を作り紐などを掛けられるようにしている○基部の切り込みは全周には及ばず、裏

面は平坦である。比較的簡単に成形できる枝部を用いず、あえて硬質のモミのあて材を利

用しているのは、強度を必要とする作業を想定できる○縦木取りであるが、木目はまっす

ぐに通らず斜めに走る。6233の頭部端は切れ目を入れて折ったままで残されている。

6235はヒサカキの心持材を利用した木槌の頭部である。最大径約2．6cm、長さ約8．6cm

の円筒形で両端部がふくらむ。ほぼ中央に約2×1cmの長方形の孔を穿っており、開口

部の周囲はわずかにすれた跡が見られる。両端面は成形痕が残されており、使用痕は不明

である。両端部から6mmと8mmの位置を僅かに窪ませ約3mm幅の棒状のものを三重に

巻き付けている。長軸方向にひびが入っており、樺紐の末端処理はこのひびを利用して下

側に巻き込んでいることから、補修の可能性もある。丁寧な細工を施していることや、そ

の大きさから見て、実用品であるなら特殊な細かい作業に用いられたものであろう。

3．紡織具　　　　　　　　，

出土した紡織具には、・織機の緯打具・経（布）巻具やかせ・糸巻・紡錘がある。文中の

用語等については、（竹内1985・1989）・（藤村1985）・（奈良国立文化財研究所1993）

を参考にした。

緯打具

I

1

6236～6240は両端を細くした板の一長辺を薄くして刃を作りだしたもので、6236では長

さ約70cm、6238では長さ約76cmである○但し両端部分は数cmにわたって刃が付いていな

いため、これにより織ることができる布は、最大でも幅50cm程度であったことがわかる。

6236では刃のついた長辺が直線でないことから、40cm程度の幅の布が織られたものであ

ろう。横断面の形態は、6236が二等辺三角形である他は、背側が一段厚く凸帯状に作りだ

している。6237・6239・6240では凸帯状の部分が丸く仕上げてあるが、6238では方形を呈

す。幅は6236が約6・5cm、6237が約5cm、6238が約7cmであるが、6239・6240では約3cm

と細い。いずれも糸擦れなどの顕著な使用痕は認められない。6238では器表面に斜め方向

の成形・調整の痕跡が認められる。サカキやアカガシ亜属などの硬質な材を用いている。

経（布）巻具　624ト6244は共にサカキの板材の一方の長側辺に刃をつけ、両短辺を把手状に細く作り

だしたものである。

6241は全長約68cm、把手を除いた長さが約55cm、最大幅約5．6cmで、両端の把手の先

端はやや尖らす。一方の長側辺は薄く尖らせて刃を作りだし、もう一方の長側辺には深さ

約1・5cmの鋭い切れ込み状の溝が彫られている○把手部の横断面形は偏平である。

6242は全長約70cm、把手を除いた長さが約55cm、最大幅約6．4cmで、両端の把手の先

端はやや尖らす。一方の長側辺は薄く削って刃を作りだし、もう一方の長側辺では約1．2

cmの幅で両面から一段落として非常に薄い刃状の突起を作りだしている。把手部の横断

面形は丸い。
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かせ

6243は全長約68cm、把手を除いた長さが約52cm、最大幅が約6．4cmである。一方の長

側辺は尖らせて刃を作りだし、もう一方の長側辺がそのままのため横断面形は三角形を呈

している。把手部の横断面形は長方形である。

6244は全長約70cm、把手を除いた長さが約53cm、最大幅約6．8cmである。一方の長側

辺は尖らせて刃を作りだし、もう一方の長側辺には浅い溝を彫っている。把手部の横断面

形は長方形である。

このように板状の一方の長側辺に刃をつけ、両短辺を把手状に細く作りだしたものの類

品は静岡県登呂遺跡や奈良県唐古・鍵遺跡、玉津田中遺跡の近隣では新方遺跡等からも出

土しており、福岡県雀居遺跡では縄文時代晩期の類品が出土している。これらはアイヌの

アツシッベラと呼ばれる緯打具兼開口具との共通点から機具として妥当と考えられるが

（布目1995）、中筒兼緯打具であるのか、経巻具もしくは布巻具かは限定できない。

6241～6244は4点がまとまった状態で出土しており、6241と6242、6243と6244はその法

量からもセットを成すものと考えられる。特に6241の背側の溝に6242の背側の突起を組み

合わせた状態で出土しており、これが使用方法を示唆するのであるならば、これまで考え

られていた6241の背側の溝に別の綿棒に経糸を固定して布巻具に固定する使用方法とは異

なることになる。雀居遺跡などでも2点がセットで出土していることから、2点一組でそ

の構造部位を復元する必要があろう。

6245・6246は棒状に丁寧に削った両端を同一方向に有頭状或いは釣状に突出させ、棒状

の中央部は一面を一段平らに低めたもので、その面は両端が突出する側と一致する。やは

り経（布）巻具と考えられる。

6245は全長約45cmで一段低くしている側を外にやや湾曲している。中央部の平坦な部
l

分の長さは約13cmで、横断面形は台形を呈している。その両側の部分の横断面形は丸い。

両端は薄く釣状を呈している。心持ち材を用いており、枝を落とした痕跡が多く残る。樹

種は同定不能である。

6246はネジキの心持ち材を加工しており、全長約67cmで中央部の平坦な部分の長さは

約22cmを測る。一段低い部分の両側のみがやや高く残され、両端に向かう部分は平らに

面を落としている。中央部の横断面形は方形を呈している。両端は丸く、一方に偏った有

頭状を呈している。

この他に両端を有頭状に作りだした棒状の製品も出土しており，やはり経（布）巻具と

考えられるが、他の用途も考えられるためここには含めていない。

6245と6246は共に同様の形態・構造をもつが、大きさが著しく異なる。また緯打具にも

長さの異なるものがあることから、少なくとも二種類の織機があり、各々布の幅が異なっ

ていた可能性がある。

6247・6248は棒状の両端を尖らせ、中央に穿孔を施したもので、かせの一部と考える。

6247は長さ約70cmを測り、約3．5cmの最大幅を測る中央部には楕円形の穿孔が施されてい

る。全体は穿孔方向にやや湾曲しており、その内側の穿孔が抜ける部分は一段低く平らに

削られている。軸の装着に備えたものであろう。両端は横断面形が円形を呈し、末端部分

は何かがあたったように凹んでいる。6248は両端を失うが、一方は木目に直交方向に人為
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糸巻

紡錘

4．漁拝具

たもあみわく

提網枠

的に切り落とされており、木理が浮き出るほど風化している。中央の穿孔は隅丸方形を呈

している。コウヤマキやアカガシ亜属を用いている。

長さ11cm弱の板状を呈したもので、中央部に穿孔を施している。両長辺の中程を削っ

て幅を狭くしている。両端の中央を挟って二股の突起を作りだしている。中央部に穿孔を

もたないが、やや厚みがあり同様の形態をもつものに唐古遺跡出土例があり、これは緯越

具とされている。また中世のものではあるが、草戸千軒町遺跡のものは両端が三叉に分か

れ中央に双孔がある（草戸千軒町遺跡調査研究所1994）。

土器の破片を打ち欠いてつくった紡錘車（紡輪）が出土しているが、木製の紡錘車も存

在している。6250は広葉樹を丁寧に加工して作ったもので、直径約5cm、厚さ約1cmの

大きさを持ち、中央に直径約0・6cmの穿孔を行っている。6251は直径4cm弱、厚さ1cm

弱でやや小振りのもので、樹皮の部分を使っている。中央に樹皮裏側からの回転穿孔を施

しているが非常に小さい。

6252は紡茎と考えられるもので、類似する籍と比べると、両端を尖らすところは同様で

あるが作りが丁寧で、横断面はほぼ正円で全周囲を磨いている。最大径が中央にない。最

大径のくる部分の一方に斜めに切り込みが見られ、糸端を留めるために設けられたものか

もしれない。長さ約16cm、最大径約1cmを測る。カヤのあて材を利用している。

1

玉津田中遺跡では多くのイイダコ壷やマダコ壷が出土しており、瀬戸内海で漁を行って

いたことがわかっている。木製漁拝具では、横綱枠・籍が出土しており、沿岸や河川・水

田水路での漁に使われたものであろう。

6253～6255は横綱枠である。6253はモミの枝分かれした部分を利用して、太い幹部を柄

にその幹部から対称的に枝分かれした枝部の先端を結合して枠部にしたものである。柄部

の長さは50cm強あるが、枠部はほとんど欠損している。6254・6255は枠木と柄が別木か

らなるものである。共に枠部で、弾力性のあるカヤやヒノキの心持ち材を加工している。

湾曲した材の内側を偏平に削りだし、その部分に約4cm間隔で穿孔して綱を留める装置

としている。穿孔している部分は強度が必要となるため、樹心部に近い硬質の部分まで削っ

ている。6255では網を留める装置の加工は先端から約18cmまで施されている。先端部は

斜めに落としており、外側には両端を結合するための段を作っている。類品は福岡県板付

遺跡（弥生時代中期後半）や辻田遺跡（弥生時代後期）、大阪府池上遺跡（弥生時代）や
し

西岩田遺跡（古墳時代）などで見られ（奈良国立文化財研究所1993）、綱の直径が30～

50cmのものが復元できる。本遺跡出土のものも同様の大きさをもつものであろう。

6256・6257はその上端部の構造が四つ手網の枠木を結合する「クモデ」に類似するため

楳綱枠の柄と考えている。ヤマグワ・ケヤキといった広葉樹の心持ち材を縦に半裁し、

方の端の内面を長さ約8cmにわたって挟り込んでおり、対称面は平坦に面取りを行って

いる。挟りの中央やや下方には小孔が穿たれており、目釘を打つものと思われる。同部分

の先端は段を削りだしており、緊縛の備えとしている。下端は丁寧に角を落としている。

6257では下端内面にも狙い挟りが見られる○これらは樹種・長さなどが異なるため別物と

思われるが、各々が同じ形態のものを二つ内面側を合わせ、上端部の決りに綱枠の端部を
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5．食事具

へら

匙

差し込んで目釘及び紐などで固定し、使用したものと考えられる。しかしながら使用する

際に力のかかる部位が貧弱であること、用いられた材もあまり強度をもたないものである

ことから他の用途を考える必要もある。

アカガシ亜属のように硬質の広葉樹や二葉マツヤモミ・カヤ・コウヤマキのように水に

強い針葉樹を利用しており、特に硬質なあて材部を使っているものもある。細い枝をその

まま利用したものではなく、年輪の詰まった部分を縦木取りして削りだしている。上部・

下部端とも尖らすが最大径は下半にある。最大径約1cm、長さ15cm内外のものと、やや

太く、長さも10cm内外のものの二種類があるが、後者はアカガシ亜属などの広葉樹を使っ

たものである。上端部のみは比較的丁寧に削って尖らすが、全体的にはやや粗雑な作りの

感がある。かえりのついたものはない。

全て柄の先に取り付けて使用されたものであるが、6260・6273のように湾曲したものは

数本を束ねて柄の先に取り付けた複式のものであろう。

出土した木製食事具には、へら・匙・杓子があるが、食事にのみ使用されたものとは限

らない。但し、漆の付着した漆箆などは確認できない。へら・匙に使われている樹種はバ

ラエティに富んでいるが、杓子はその製作技法がある程度普遍的であったためかヤマザク

ラやコナラが多く使われている。

へらは柄と身を削り出して作られており、匙と異なり身部表面のくりこみをもたない。

また、装飾や柄の基部の突起も見られない。柄部から身にかけてまっすぐに作られ、柄部

と身の境界が不分明である。細身のものと身の幅の広い大型のものがある。

6275は細身のもので最大幅約2．7cmと非常に細く作られており、柄と身の幅がほとんど
l

変わりない。クリの木の枝の部分を利用し、身部の裏面の湾曲は年輪に沿うように、また

表側は丁寧に削られており偏平に作りだしている。柄の横断面は楕円形を呈している。

6276は細身のものの完形品である。短い柄に偏平な身部が続くが、一方は柄からまっす

ぐに作り片側のみ幅を広げている。横断面は幅を広げた部分のみ尖らせている。中世から

近世に見られる「せっかい」に類似する。硬いアカガシ亜属を用いている。

6277は大型のもので身部のみ残存している。先端は丸い。偏平な身の両側と先端を薄く

加工している。ケヤキを用いている。

6278も大型のもので、柄の部分も偏平であるが、幅の広い身の片側の表面を更に削って

薄くし、先端は反対側から削って刃を作る。一方の側面を木目に沿って欠損しているが、

そのまま使用したためか角が取れている。先端部は本来丸く作られたと思われるが使用の

ためか部分的にまっすぐになっている。また、一部には黒く変色した使用痕様の部分が見

られる。ヒノキの柾目材を使用している。

匙には側面から見るとへらと同様に柄と身が一直線をなすものや、わずかに鈍角をなす

もの、大きく屈曲するものがある。

6279は偏平でまっすぐな柄に幅のみを増した身がつく。身表面のくりこみには加工痕が

残り、外面には焼け焦げた跡が残る。アカガシ亜属を用いている。

6280もまっすぐな柄に身部が付くが、柄と身の長さがほぼ等しい。柄の基部端は一段幅
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杓子

が広く裏側に「く」の字形に突起を作りだしている○全面に黒漆を塗布しているが、身部

くりこみ内面には加工痕が観察できるため厚く塗り重ねたものではない。

6281は柄の部分のみが残されており、身部は焼け焦げて失われている。6280同様柄の短

いものであろう。偏平な柄の基部は段をつけて削り残している。

6282は身部のみが残されている○先端はやや角張っており、横断面は三角形を呈してお

り、表面のくりこみは非常に浅くへらに近い。

6283は側面から見ると柄と身がわずかに鈍角をなすもので、広葉樹・散孔材を使用した

未成品である。身部の内面に当たる表側には3列にわたって幅約1cmの工具痕が見られ

る。湾曲した柄部の末端は厚く残されており、突起を作りだせるようになっている。

6284も側面から見ると柄と身がわずかに鈍角をなすもので、シキミを使用した未成品で

ある。裏面に突起を作りだした基部から、一端徐々に幅を減じた後また幅を広げる柄を持

ち、その横断面は方形を呈している。柄部から側面と表面に段をつけて落とした身部の表

面は平らでくりこみを作っていない。柄が身に取りつく部分の側面に突起をもつ特徴から

6285や6286が完成品となろう。

6286は細い横断面が円形の柄が徐々に幅を広げ表面に凸帯を削り残し、側面も一段落と

して身部に続く。身のくりこみは凸帯直下からやや距離をおいて彫られている点で6285

（散孔材）より精巧な作りである。全面黒色を呈している。ミズキ属を用いている。

6287・6288・6289は未成品の身の先端部であろう。各々ヤマザクラ・クスノキ科・アカ

ガシ亜属を使っている。

6290は柄と身が大きく屈曲するものでその角度は約1200を測る。やや内湾する柄の末端

からほぼ直角に円盤状の突起を作り出している○柄の前面には縦方向に二ヶ所突起を削り

だしている。柄の横断面は多角形を呈している○柄から幅・厚みを増して続く身部は横断

面半円形を呈している。身内面はわずかに中窪みの平らなままで、幅約1cmの手斧様の

痕跡が見られ、くりこみを行っていない未成品である。裏面にも縦方向に削った跡が見ら

れる。また両面とも引っかき傷のような細かく削った跡が一部に残されている。広葉樹・

散孔材の心持材を利用して縦木取りしている○樹心は柄端の円盤の先端近くから身部の裏

面のほぼ中心を通る。

6291は広葉樹・散孔材を用いたもので、柄と身が大きく約1200と屈曲する。内外面黒漆

塗りで仕上げているが、柄の裏側や身の先端裏側は使用のためか薄くなっている。柄は基

部を失うが直線的で、その横断面は偏平な紡錘形を呈している。身部の外面は磨き上げた

ように平滑であるが、内面は縦方向の細かい引っかき傷様の痕跡が見られる。

6292は広葉樹・散孔材を用いた柄と身が屈曲するものでその角度は約1400を測る。柄の

横断面は円形である。身はくりこみがあるが、厚手であるため未成品と思われる。

6293はヒサカキを用いた柄と身が屈曲するものでその角度は約1400を測る。身の中程に

樹心がくる縦木取りである。柄の横断面は楕円形○身の内面には細かく削った痕跡が残る。

柄から身に続く表面には湾曲に沿った罫書き線が一方に見られる。全面が黒色を呈してお

り、底の当たる部分は色が剥げている○漆のような皮膜は明確には見られない。

杓子は様々な形態のものが出土しているが、所謂縦杓子はない。匙を大型化した6294を
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除くと把手付きの容器とみることもできる。製作技法で特徴的なものは6296・6297・6298

で見られるヤマザクラを使った連続製作技法の一群と、6295や6301のように光沢があり柾

目面には美しい虎斑のあらわれるコナラ節の樹根部を利用したものが挙げられる。

6294は匙を大型にした形態の横杓子である。まっすぐに伸びる柄は基部近くで徐々に厚

みをもち、大きくカギ形に屈曲するように削りだされている。柄の横断面は方形で、基部

近くは縦方向に長い長方形を呈している。約3cmの深さをもった身のくりこみ部は、内

面が黒色を呈しており、渋などを塗布したものと思われる。トネリコ属を用いている。

6295はコナラ節の樹根部を利用した横杓子で、縦横の外径が約13cmXlOcmの楕円形の
′

平面形をもつ身の上部側面に横向きにまっすぐな柄のつくもので、高さ約13cmの身部の

底が丸く作られているため安定しない。表面には複雑な杢が見える。身部の内面は深さ約

11cmまで数段にわたって手斧様のものではつられている。もともと空洞であった部位を

利用した可能性もある。柄の基部は両側面に突起が作られ、下方にも「く」の字形に突出

させている。柄の横断面は長方形を呈している。

6296はヤマザクラから縦木取りした横杓子で、外径が約14×13cmと横方向にやや長い

がはぼ円形の身部と、身の上面から上方に伸び半環状を呈する柄部からなる。高さ約4．5

cmの身部の内面には手斧様の痕跡が残り、深さは約2．5cmまでくりこまれている。身部の

裏面には柄部付け根から次第に幅を狭める凸帯が先端にまで伸びる。同様の凸帯は6297に

も見られるが、装飾の意味とともに身部の変形・ひび割れを防止する効果もある。半環状

を呈する柄部は下側の部分と内面が粗削りのままであり、他の類例から下側の部分は切り

取られるものと思われる。完成した柄部の先端は身部上面と同じ高さで揃えられ、おそら

く基部先端は幅広で内側に突起のつくものと思われる。身部外面や柄部の外側や側面は平
l

滑になるように成形されている。

6297もヤマザクラを用いた横杓子の柄部から身部に続く部分で、柄部端や身部のほとん

どを失っている。6296と異なり、柄はほとんどまっすぐで、身部も浅いものであろう。柄

から身に移る部分は一段上がっており、身のくりこみまでは残存していない。身部の裏面

には6296同様、中心を通る突帯を削りだすが、更に両側緑に沿っても短い突帯をもつ。

6298もヤマザクラを用いた横杓子の未成品で、6296を作る前段階と考えられる。二個体

の横杓子を連結のまま削りだしており、身部・柄部の大まかな厚さを作りだした租成形の

段階である。柄部は縦方向の板状に、身部は横方向の板状に削り、平面的に曲線を措く部

分は租く角を落としている。下側は材を作った際の平坦面のままでまだ成形を行っていな

い。身部のくりこみや柄部の作りだしは行っていない。また、二個体の切り離しにも着手

していない。両端部は切り離された際の突起様の痛が残り、更に長い角材から取られたも

のであることがわかる。

6299は薄く仕上げられた半球状の身部の上部側面から横断面逆台形の柄が斜め上方に伸

びるものである。表面は丁寧に磨かれており、くりこみ内面底に僅かに加工痕を残すのみ

である。ヤマザクラを用いている。

6300は柄部のみで身部を失っている。横断面形態は円形に近く他の杓子とは異なる。先

端部の横断面は方形に近い。表面には細かく丁寧な削りが残されている。ヤマグワを用い
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ており、樹種は異なるが6299と同じように身に取りついた形態が考えられる。

6301は半球状の身部の上面から偏平な柄が斜め上方に湾曲して伸びるものである。全表

面には成形痕が粗く残されており、未成品と思われる。身部の内面くりこみ部には焼いて

から加工した痕跡が残る。コナラ節の樹根部を用いて身を削りだしており、自然の複雑な

木目がうかんでいる。6295も同様の木取りをしており、敢えて樹根部の硬く木目の複雑な

部分を用いたのは、本来の木の形を利用したり、堅牢さを必要としたと言うよりも、その

表面に現れる木目紋様の装飾効果を狙ったものであろう。

6．容器

盤

木製の容器には針葉樹・広葉樹とも用いられているが、針葉樹は方形・楕円形の盤に限

られている。縦木取りするものが普遍的である。（工楽編1975）・（町田1985）・（奈良

国立文化財研究所1993）・（上原1994）を参考にした。

盤と槽の区別がつかないため、比較的大型でくりこみの浅いものを盤と総称した。6302

～6305は平面形態が方形を呈するものであるが、6305を除くと四周の成形は粗雑である。

6302はコウヤマキの柾目板を用いたものであるが、両短辺は成形しておらず一部に焼け

た痕跡が残る。表面のくりこみは、短辺側は線を残して急に落としているが、長辺側はほ

とんど緑を残さず緩やかに船底状にくりこみを入れている。底面も丁寧な仕上げは見られ

ず、一方の短辺側を斜めに落としている。

6303もコウヤマキであるが、板目材を用いている。底部横方向断面は緩やかに湾曲して

いる。くりこみは全体に緩やかに窪ませており、短辺側のみ明確な緑を作る。

6304はアカガシ亜属の板目材を用いており、6303と同様くりこみは緩やかである。一方

の長辺側を上・下面から斜めに落としている。

6305は方形盤の中では唯一丁寧に成形したもので、長さ約35．5cm、幅約23．6cm、高さ

約5・5cm、深さは約3・6cmを測る。くりこみは四辺とも急に落としており、内面底は平ら

である。緑は他のものと同様短辺側を厚く残している。裏面の四周は斜めに落としている。

裏面底は平らに仕上げているが、細かい傷が多く見られることから凪などの加工台として

利用したものと思われる。内面底は焼け焦げて穴が開いている。また外側にも焼けた跡が

残されている。二葉マツの板目材の樹心近くの部分を用いている。

6306は長さ約47cm、高さ約4cm、深さ約3cmの平面形が隅丸長方形を呈した盤である。

幅は最大で約19cmを測るが、一方の短辺側を細くしている○くりキみは緩やかで短辺側

のみ明確な緑を作る。バンノキ属を用いている。

6307はクスノキ科の心持ち材をくり抜いており、一端を欠くがその部分が細くなり、ま

た底部が上がっていくため、おそらく開いていたものと思われる。アカ取りなどに類する

が把手がつかない。内面の他端は約5cmと深くくりこんでおり、そこから厚く残した外

端面も丸くおとしている。外底面も丸く仕上げている。

6308も6307と同様一方が開く形態をもつもので、カキノキの板材を用いている。長さ約

35・6cmで一方の幅が約6cm、他方の幅が約8cmの台形状の平面形を呈している。くりこ

みは6mmから2mmと幅の狭い短辺側に向かって浅くなる。幅の広い短辺にはくりこみ

よりも狭く円形に削って開口部を設けている○くりこみが非常に浅いため鞘などの可能性
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鉢

椀

もあるが、2枚合わせの鞘とは木取りが異なる。

6309はアカガシ亜属を用いている。破片であるため全容は不明であるが、底部外面を丸

く作っているところから6307に類した形態をもつものと考えられる。

6310は細工物によく使われるヤマザクラを用いている。縦方向に内外面とも湾曲させて

作られている。残存部では明確な緑をもたない。くりこみが浅いため盤に含めたが、内外

面とも黒色を呈しており、漆或いは渋を塗布したものであるなら、皿などの精製容器の可

能性がある。

6311はクスノキ科を用いている。片方の短辺がまっすぐで、他端が尖った鋤・鍬頭状の

平面形態をもつ。

6312はヤマグワを用いた平面形がおそらく長丸形を呈する盤の脚部である。脚は長軸方

向に長く彫り残されている。復元すると6313のようになるものであろう。

6313はクスノキ科を用いている。長さ約43．5cm、幅約16．3cm、高さ約4．5cm、深さ約3

cmの、平面形が長円形を呈した盤である。底部外面には長軸方向に長い二本の脚が作り

だされている。内面には焼け焦げた痕跡が残る。

6314もクスノキ科を用いたもので、推定全長が1m近い非常に大型の長円形の盤である。

脚はつかない。田舟として使用された可能性もある。

6315も深さ約2．5cmと浅く盤に含めているが、全周に明瞭に緑をもつことから皿などに

分類される可能性がある。平面形が長円形を里し、復元長約31cm、幅約21cmを測る。底

面は平らである。モミの板目材を用いている。

6316はケヤキを用いた平面形が楕円形を呈する鉢の未成品である。長さ約29．8cm、幅約

20．7cm、高さ約10cm、深さ約4cmを測る。盤と異なり口緑部全周に広い面をもつ。荒く
し

削った跡の残る外面は長側面に段を作りだしており、長軸方向に長い二本の脚をもつもの

であろう。くりこみは幅4～5cmの粗く手斧で成形した様な痕跡が残る。

6317はコウヤマキを用いた鉢の口緑部である。口緑部には端面をもつ。まだ器壁が厚く

くりこみも浅いことから未成品と思われる。

6318はクスノキ科を用いた、平面形が楕円形を呈する鉢で、表面の仕上げは施されてい

ないが成形は完了している。長さ約36．3cm、幅約24．9cm、高さ約7．8cm、深さ約6cmを測

る。外面には成形痕が残るが、接地面を方形になるように作りだしている。くりこみ内面

には幅3～4cmの手斧様の顕著な成形痕が残されている。

6319はヤマグワを用いた鉢の未成品で、内面のくりこみは全く手を入れておらず平坦に

削られたままである。長軸方向両端に突起が残されていることからミカン割りした材を租

く山形に成形して大まかな外形をつくり、両端を切り離したものと思われ、連続製作技法

の可能性がある。平面形が楕円形を呈した比較的深い鉢を作ろうとしたものである。

6320は小型の半球状を呈した器で口緑部は欠損している。外面は比較的細かく面取りす

るように成形しており、表面には木目の紋様が現れている。クヌギ節の樹根部を用いたも

のであろうか、装飾性を求めたものであろう。同様のものは横杓子でも見られることから、

横杓子である可能性もある。くりこみの内面は成形の際に刀子様のものでつけられた細か

い傷が残る。
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皿

合子

6322はヤマザクラの板材を用いて、二個体の皿形の容器を作ろうとしている未成品であ

り、一方はほとんど欠損するが内面のくりこみが一部残る。高さ4cmほどで、平面形が

直径22cm弱の円形或いは隅丸方形の容器になるものと思われる。板材の底部側にあたる

面を横断面が大きくU字形になるように成形し、更に二個体毎の底部も大きく作りだす。

両長辺側からⅤ字形に切り込みを入れ、内面のくりこみも幅4cm内外の手斧様の工具の

痕跡を残して粗く削る。短辺側の端にはⅤ字形の切り込みの後に細かい成形をおこなって

おり、更に連続していた可能性もある。

6323はケヤキを用いた、平面形が円形を呈する皿である。直径約33．2cm、器高約6．5cm

深さ約5・2cmの大型のもので、表面には黒色の漆が塗布されているが、中央部は剥がれ落

ち更に穴が開いている。高杯杯部の可能性もある。

6324はアカガシ亜属の柾目材を横木取りして作られた、平面形が円形を呈する皿である。

口緑部を失っているため深い鉢の可能性もあるが、極めて硬い材を用いていることや立ち

上がりがやや外に広がることから浅い皿と判断した。後述する合子と同様四脚をもつもの

で、底部に十字に溝をいれ内側を円盤状にくり抜くことによって突帯状の脚を作りだす。

外面の立ち上がりは脚からそのまま続く○底面の脚付け根には意図的な穿孔が見られる。

これは内面側を焼いて窪ませ、外からは約4cm幅の刃物で斜めに大きく一撃している。

同様に火をかけて容器に孔を開ける行為は6305や6313でも見られ、比較的丁寧に作られた

ものが多い。廃棄に伴う儀礼行為であろう。

6321はケヤキを縦木取りした合子形の容器である。器壁を薄いところで6mm以下まで

削って作っており、後世の漆器椀などの木胎を想起させる。漆膜は見られないが、内面が

黒色を呈するのは渋などを塗布した可能性が高い。外面には厚さ約1．2cmの縦長の突起が

付き、横方向の穿孔を施す。横方向の穿孔の突起をもつ容器は類例に乏しい。この紐孔突

起の上線部を一段落とすことによって印籠蓋受け状の口綾部を作る。底部も外面から一段

落とした位置に高さ約1・5cm、厚さ約0・6cmの高台を作りだす。立ち上がりの器壁の薄さ

に比べて底部の厚さは約2．5cmと厚い。器高約15cmの平面形が隅丸方形或いは楕円形を呈

する容器が復元できる。他の容器と比較して形態・製作技法が異なることから搬入品であ

る可能性が高い。

6325はケヤキを横木取りして作られた合子である。残存部には紐孔突起は見られない。

口径約14cm、高さ約9cmを測る。やや開き気味にまっすぐ延びる体部は厚さ1。m以下に

まで削り込んでいる。径約10・5cmの底部には一段落とした部分に四脚を削りだすが、十字

に溝をいれて扇形に残すもので、他の四脚容器のように更に中央部を円盤状に彫り抜いて

突帯状にするものではない。

6326はヤマザクラを横木取りして作られた合子の底部である。底径約18．5cmを測る。立

ち上がり外面は底部から一段落としている○底部は十字に溝をいれ、更に内側を円盤状に

くり抜くことによって突帯状の四脚を作りだす。

6327も合子の脚と思われ、幅約2・5cmの突帯状の脚であろう。ケヤキを用いている。

6328はヤマグワを用いた合子の蓋と思われる○直径約16cmの被せ蓋で、後述する高杯

とともに木挽ロクロを用いた可能性があるが、回転による成形痕は確認できなかった。
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高杯

7．武器

木鋲

弓

刀剣装具

6329はクスノキ科を用いた円筒状の製品で、約1／4が残存する。合子の体部の可能性を

考えているが底部がなく、別の用途の可能性もある。

6330・6331は高杯の口綾部である。6330はヤマザクラを、6331はケヤキを用いている。

6330は口緑端部を水平に延ばし、上面に幅約0．6cmの突帯をもつ。6331は口緑端部を垂下

させ面を作りだす。上面には幅約0．9cmの突帯をもつ。器壁は約1．5cmと厚く、外面には

斜め方向の工具痕が見られる。内面は黒色を呈しており、渋或いは漆を塗布したものであ

ろう。前述の蓋と共に木挽ロクロの使用が考えられるが、回転による明確な成形痕は認め

られない。少なくともロクロによって最後まで仕上げられたものではない。

6332は組み合わせ式高杯の脚部未成品と思われる。直径約7cm、厚さ2cm強の円盤の

中央に直径約4cmの円柱を彫り残すもので、円盤の対向する両端にわずかに突出部を残

す。連結技法の痕跡であろうか。

この他に4本に枝分かれした部分を用いた6358も、組み合わせ式の高杯の脚部と考えら

れるが、特殊なものであるため祭祀具に含めた。

出土した木製武器類には、木鉄・弓・鞘などの刀剣装具・盾を含めたが、便宜上ここに

納めたもので必ずしも武器として用いたものに限定できない。例えば木鉄や弓は狩猟・漁

猟に使われた可能性が高い。また木製盾は後述する木製武器形祭祀具とともに使用された

ものと考える。（奈良国立文化財研究所1993）・（芋本1986）・（岩永1994）を参考に

した。

木鉄は丸い枝の部分を利用したものではなく、縦木取りの針葉樹でしかも晩材部の占め

る割合の異常に多い圧縮あて材を用いている（島地・伊東1982）。これは籍等と同じ選
l

択であるが、茎のつくものを木鉄とした。材選択から見て実用品の可能性が高い。

6333は二葉マツを用いたもので、先細りの鉄身から下部を一段落として茎を作りだすも

のである。鉄身部最大径約1cmを測る。ほぼ同形のものが竹添1区SK46066　で出土して

いる。

まっすぐな枝の部分を加工した心持ち材を用いたもので、先端を対向する二方向からカッ

トして珂（はず）を作りだしているものを弓（弓幹）とした（渡辺1985）。出土したも

のは全て単体弓の丸木弓である。この他に先端部に切り込みを入れた有頭棒状のものなど

が出土したが、他の用途が考えられる。最近の研究では弥生時代の粥は、両端の部分を削っ

て凸部を作り、そこへ弦の端の輪の部分をかけることで弦を張ることがわかってきている

（山田1987）。本遺跡出土のものも同様の構造をしていたものであろう。

6334・6335はともに強敵で樹脂の溶出のないカヤの枝部を用いている。過半を失ってい

るが、最大径は各々約2．7cmと約1．7cmを測る。先端部は対向する二方向から約1cmカッ

トして弦を掛けるようにしている。表面は丁寧に削っており、特に末端近くはやや細く削っ

ている。横断面形を見ると餌を削りだす方向と直交方向の面をやや強めに削っており、弓

の前後面になるのであろう。

6336はサカキの枝部を用いており、一部に樹皮が残されている。未成品であろう。

6337は角を落とした方柱状の材の一方の長側線から溝をくりこんだもので、片側の開く
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盾

古墳時代の類例から刀把頭装具と考えられる（置田1985）。コウヤマキを用いている。

6338・6339は一木で外形をつくり、それを背腹方向に半裁して内面をくりこんだ二枚合

わせの鞘装具が想定され、6338は広葉樹・散孔材、6339はリョウブの心持ち材を用いてい

る。6338は長さ約24・5cm、鞘口幅約3・3cm、鞘尻幅約2・6cmを測る。内面には鞘口側幅

約1・4cmで徐々に細くなる長さ約20・7cmのくりこみが彫られている。また鞘尻部を残して

一段落としてあり、段に対応する罫書き線が外面にも見られる。失われたもう一方は鞘尻

部を逆に一段落として相欠継で合わせるものであろうか○外面は中央部を除いて手斧様の

もので平坦面を作ろうとしている。外面が仕上がっていないことや、内面のくりこみが細

いことから未成品であろう。

6339は長さ約39・8cm、幅約4cmを測り、内面は厚さが3～7mmになるまでくりこんで

いる。それにより、長さ約36cm、幅約2・5cm、厚さ約2cmの利器を納めることができる。

鞘尻外面は丸く仕上げている○鉄剣に伴うものであろうか。

針葉樹の板材（主として板目材）に列状に穿孔を施し、片面を赤彩などで飾ったものが

ある。各列の孔と孔間を紐で綴じて補強したものが見られる。6340を除いてはモミが用い

られている。

6340は盾の中で唯一ヒノキの板目材を用いたもので、厚さも約2cmと比較的厚い。上

下端部とも残されており、下端はほぼ直線をなすが、上端はやや緩い円弧を措いている。

高さは127・1cm、現存幅は約18・5cmを測る。孔の位置から全幅が55cm以上の盾が復元でき

る。表面には横方向に列をなして穿孔されており、1～2cm間隔で穿たれた各列の孔と

孔との間には紐で綴じた痕跡が残る。孔列は下端から約5cmの位置から2～3cm間隔で

21列並び（第一群）、約26cm間を開けて第二群が並ぶ。第二群は約3cm間隔で5列並び、

更に10cm間を開けて第三群が約3cm間隔で11列並ぶ○各群内の穿孔は上下の列で互い違

いになるように穿たれている。第三群最上段の孔列は上線に沿って途中で終わっている。

第一群と第二群間には6ヶ所の孔が半円を呈して並んでおり、その内側にも2孔穿たれて

いる。この孔列は直径19cm程度の円形に並び、盾の中心飾りや把手或いは置盾の支えを

留めた可能性がある。顔料は認められない。

6341は図上で向かって左辺以外は欠落している○モミの板目材を厚さ約9mm以下に削っ

て仕上げているが、表側に比べて裏側は租く削ったままである。穿孔は約5cm間隔で14

列確認でき、各列の孔間は2・ト3・5cm間隔で穿たれている。上下の孔は材に沿って直線に

ならないように設けられている。穿孔は表から裏への片側穿孔であろう。顔料は認められ

ない。

6342は板目材を用いたもので、短軸方向はやや湾曲しており、長軸方向は表側をやや中

膨らみになるように丁寧に削っている。傷みのはげしい短側線の裏側は両端ともやや斜め

に削られているため末端に近い。長側線もほとんど原形を保っている。長さ62．5cm、最大

横幅17・2cm、厚さ約0・9cmを測る。孔列は縦に6列あるが、割れを防ぐためか材の長軸方

向に対して斜めに並んでおり、一方では材端から約1・3cmの間隔であるのに対して、他端

では約4・5cmの間隔を開く。縦列両端の孔列は約1・2cm間隔で孔が穿たれており、周囲を

囲むように配列されている。囲まれた中には2・4～2・6cm間隔で縦4列、横26列の孔列が並
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ぶ。この4列×26列が縦横を揃えて穿たれていても材の割れが生じないのは、全体の列が

材の軸方向と異なることと、他例と異なり穿孔が材に対して斜めに施されていることに起

因する。場所によっては表側と裏側の穿孔位置が1cm以上ずれる。これらの列をなす穿

孔が直径0．5cm程度であるのに対して、片側端の孔列に重なるように直径1cm強の穿孔が

約13．5cm離れて2ヶ所並んでいる。把手などを取り付けたものであろうか。裏側を火で焦

がして開けた痕跡があり、また穴の周囲には成形痕が残されている。表側には双孔の部分

を囲むように「コ」字形に赤色顔料が塗布された痕跡が残されており、一部小孔内や側線

にも見られる。

6343は四周を全て失っており、現存長約47cm、幅約6cm、厚さ約0．8cmを測る。約5

cm間隔で8列の孔が穿たれており、各列の孔と孔との間には紐で綴じた痕跡が両面とも

に残る。顔料は認められない。

6344は一方の短側線のみが残されており、現存長約33．4cm、幅約3．8cm、厚さ約0．8cm

を測る。約3cm間隔で12列の孔列が横方向に穿たれているが、最下段は近接している。

最下段の孔列から下端までは約2cmの間隔がある。顔料は認められない。

6345は全周を失い、また一部に焼け焦げた跡を残している。柾目材を用いており、現存

長約26．2cm、幅約3．3cm、厚さ約0．7cmを測る。3列の孔列が横方向に穿たれているが、

孔は貫通していないものがある。表側全面と裏側のごく一部に赤色顔料が塗布されており

孔の中にも見られる。

6346も全周を失い、また一部に焼け焦げた跡を残している。現存長は約39cm、幅約6．6

cm、厚さ約0．6cmを測る。現状で10列の孔列が約4cm間隔で横方向に穿たれており、各

列の孔と孔との間には紐で綴じた痕跡が一部残る。顔料は認められない。
し

6347は現存長約26．8cm、幅約4．8cm、厚さ約1．0cmを測る。約2～3cm間隔で11列の孔

列が横方向に穿たれている。顔料は認められない。6344と同一個体の可能性がある。

6340から復元できる盾は高さ128cm、横幅55cm以上の大きさを持つ。置盾として全身を

隠すことが可能であり、鬼虎川遺跡や平城宮下層出土のものに近く、8世紀前半の平城宮

出土の隼人盾にも匹敵する大きさである。厚さも他のものより厚い。円形を呈する中心飾

りをもつが、彩色していないことも実用品を推定させる。6342から復元できる盾は長さ63

cm、幅18cmのもので、双孔に紐などを通して腕にかける持ち盾が想定できる。双孔が偏っ

ているのは2枚を合わせたものとも考えられる。また大型の置盾に横方向に組み合わせた

可能性もある。単体で持ち盾とした場合はその薄さから実用とは言いがたく後述する木製

武器形祭祀具と同様模擬戦などに用いられたことが想定できる（中村1980）。

8．祭祀具

出土した祭祀具には主に武器形木製品（剣形木製品・弐形木製品）・鳥形木製品などが

ある。（中村1980）・（森田1985）・（阿部1994）を参考にした。

剣形木製品　　6348～6354は剣形木製品である。全ての樹種を同定し得なかったが、コウヤマキの板材

を用いているものと思われる。

6348は柾目材を用いており鋒端を失っているが、最大幅約2．4cm、残存長約10．3cmを測

る。身の横断面は歪な平行四辺形を呈しており、両端は鋭利に削っている。鏑を作る意思
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は見られるが、表裏とも中央に来ない○樋は作られない。到り方は両側緑及び表裏ともわ

ずかに削って作られ、表裏面では凹線状に窪ませるか、一段落として表現している。棟状

突起は見られない。元の部分の横断面形も身の部分と同様で剣尾近くまで刃を作りだして

いる。両側から穿孔された双孔が見られる○回転穿孔によるものではない。茎の横断面形

は楕円形を呈しており、腐食のためか先端は丸くなる。

6349は板目材を用いており、最大幅約1・9cm、全長約13．3cmを測る。茎はもともとなかっ

たものか、或いは後に削り落とされたか存在しない○関はやや斜めに作られる。身の横断

面は菱形を呈しており、不明瞭ながら鏑を表現している。樋は作られない。到り方は両側

緑及び表裏ともわずかに削って作られ、表裏面では刻み目を入れたのち一段落として作っ

ている。この部分の横断面形も菱形を呈しており、刃を付けて更に鏑も表現している。麻

状突起は見られない。翼の部分の横断面形も身の部分と同様で剣尾近くまで刃を作りだし

ている。両側から穿孔された双孔が見られる。回転穿孔によるものではない。

6350は板目材を用いたもので、剣尾端を欠損するが、残存長約29．1cm、最大幅約4．0cm

を測る。双孔をもたず、有柄である点が他のものと異なる。鋒に近づくほど反時計回りに

振じれているが、鋒から約10cmまでの横断面形は菱形を呈しており、鏑も明瞭である。

それより下の横断面形は偏平な紡錘形を呈している。関近くの両側緑がわずかに挟れてお

り到り方を意識した可師生もある。9cm弱の長さをもつ柄部の横断面形は長方形を呈し

ている。柄部の側面には両端を切り込んで挟った剃り込みが二ヶ所見られる。柄の下端に

は横断面形が楕円形の突起が付く。他のものの茎に類似するが、別作りの把頭飾を装着し

たものかもしれない。

6351は柾目材を用いており、最大幅約2・5cm、全長約17・1cmを測る。6348や6349と類似

するが、元の部分が長く身に明瞭な鏑を残さない○身の横断面は菱形を呈しているが、身

の鋒から1／3までしか刃をつけていない。樋は作られない。到り方は両側緑を斜めに削る

ことで表現しており、上端は棟状突起を意識するようにやや突出する。元の部分の横断面

形は長方形を呈しており両側緑には細かい刻み目が見られる。同様の刻み目は兵庫県太子

町亀田遺跡出土の磨製石剣にも見られる（兵庫県教委1993）。翼の下半には両側から穿

孔された双孔が見られる。回転穿孔によるものではない。茎の横断面形は方形を呈する。

6352は板目材を利用したもので、鋒から約16・2cmの部分しか残存しない。横断面形は長

方形の角を落としたもので刃を作りだしていない。鋒も甘く尖らせており、他のものとは

やや異なる。

6353は柾目材を用いたもので、最大幅約4・1cmと他のものと比べてやや大きくなる。身

の部分をほとんど失っている。到り方部は両側緑を斜めに削ることで表現されており、横

断面形は紡錘形に近い。翼部の両側緑も薄く刃状に作られている。両側から穿孔された大

きな双孔がやや偏った位置に見られる。回転穿孔によるものではない。関はやや斜めに切

れ込んでおり、表面を削ってやや薄くした横断面形が方形の茎に続いている。

6354は他のものと比べてかなり大きく、最大幅が約6・2cm、鋒部を失っているが残存長

約18・9cmを測る。表裏面とも平らに削っており、両側緑近くも薄く削ることはしていない。

到り方部は両側緑を挟って作っている。到り方の下端近くの翼部には両側から彫られた双
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孔が見られる。やや斜めに切れ込んだ関から横断面形方形の茎に続く。

尤形木製品　　6355は柾目材を用いており、鋒と関の一端を失っているがほぼ全容がわかる支形木製品

である。残存長約22．2cmを測り、全体に偏平で関の部分もほぼ同じ厚みをもつ。短い内

（茎）から直角に広がる関に続き、援（身）の部分は緩やかに湾曲する胡からやや内湾し

て鋒へと続くが、先膨らみの意識は薄くほぼまっすぐに延びる。表裏面共に樋を彫り込む

が関までは続かない。樋の先端は合致する。樋に挟まれた背の部分は全長の2／3近くまで

の長さをもつ。鏑は見られない。鋒の幅を狭める部分には刃を作りだしているが、援（身）

には胡にいたるまで刃をもたず、横断面形態を見ると楕円形を呈している。関近くには円

形の双孔（穿）が見られる。

鳥形木製品　　鳥形木製品は2点出土しており、両者とも板作りである。棒状のものに取り付けるため

の穿孔や臍孔は見られない。

6356は板目材を用いた板状の鳥形木製品で、尾部端を欠く。左右対称であることから鳥

を横から見たものではなく傭撤して模している。頭部は他の類例と同様に菱形を呈してお

り、先端には幅0．5cm、長さ1cm強の切り込みがある。喋を表現したものであろうか云　頭

部から頚部に掛けての上面の周縁は丁寧に角を落としている。胴部は丸く作られており、

側面はまっすぐになる。他の類例のように別の部品をとりつけたものか翼の表現はないが

翼を取り付けるための穿孔等も見られない。

6357は広葉樹の板材を用いた鳥形木製品で、鳥を横から見た状態を模している。頭部は

先端を尖らせて喋を表現する。頸吾虹は表面上部に浅い切り込みを入れている。胴部中央

高杯

9．雑具

自在鏑

には縦長の隅丸長方形の穿孔が両面から穿たれており、別の部材を挿入して翼を表したも

のと思われる。尾部は中膨らみの幅の広いもので特疲的である。
1

6358はイヌガヤの枝が4分岐する部分を用いて一木で作られている。対向する4方向に

斜めに伸びる枝部はほとんど失われているが、内一本には幅の狭い樹皮が巻かれて補強さ

れている。枝部の付け根や本体表面は丁寧に鋭利な刃物で削られており、先端は一段落と

した後、稟王様あるいは縦長の算盤王様に成形されている。この部分は意図的であるかは

不明であるが髄が抜けている。この先端部を他の部品に装着する際には、髄がないことが

木材特有の柔軟性と相まって挿入しやすくなり、また抜け落ちることを防ぐことになる。

当初、蓋（きぬがさ）の傘骨と考えていたが、時代的に古いことや蓋とするには小さすぎ

ることから製品名の比定が躊躇された（浅岡1990）。近年概報の刊行された神奈川県池

子遺跡群から弥生時代中期後半の類例が出土しており（かながわ考古学財団1995）、組

合せ式高杯脚部としている。蓋であるなら下方に続く部分がないことから、同様の組合せ

式高杯脚部として考えたほうが妥当であると考えている。いずれにせよ特殊な製品であり、

分類上祭祀具として報告する。

6359は自在釣である。樹種はサカキを用いている。斧膝柄と同様に樹木の枝分かれした

部分を用いて釣状を呈したもので、枝分かれした下部は丁寧に面取りを行っている。枝側

の先端は細く尖らせており、また、幹側の先端は丸く面取りし、先端から約1．5cmの部分

に上下から切れ込みを入れて有頭部を作りだして紐などをかけるようにしている。表面は
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樹皮を取り除いた程度の加工に止まる。

6360は非常に丁寧な作りの把手である。本遺跡では弥生時代の扉の出土はないが、重要

な建物の扉に使われたものか、或いは祭祀における盾の把手の可能性もある。撞部はコ字

状を呈しており、横断面形は約2・2×2・9cmの卵形に近い楕円形を呈している。扉或いは盾

などの本体への取付け部はほとんど欠損しているが、残された部分から約3×5cm、厚

さ約0・4cmの長方形の板状を呈しており、比較的平坦なものへ取り付けていたことがわか

る。本体へは紐などで緊縛されていたことが板状部に斜めに開けられた双孔からわかる。

この双孔は撞部両端に作りだされた突起のくびれ部に穿たれているため、紐をこのくびれ

部にかけてより強固に緊縛することができる。

10．用途不明品

6361は長さ16・4cm、長径2・2cm、短径1．2cmを測る棒状製品である。端部には5mm程度

の穿孔がみられ、さらに端面からこの穿孔に届く孔を穿っている。サカキ製である。

6362はヘラ状を呈する木製品である。残存長16．6cm、最大幅2．0cmを測る。端部近く

には穿たれた孔に紐を通していたことが、周囲に付着している黒色の漆の観察から分かる。

ハイノキ製である。

6363は、上下両端が明確な段をもって太く作り出された棒状製品である。上端部には鉄

製刀子による細かい線刻がみられる○この線刻は、2本の直線の間に埋められた鋸歯紋風

の三角形紋である。上端面には黒色の漆がわずかに付着している。また、下端面には長径

1・4cm、短径0・8cmを測る折れ面が残っている○残存長14．5cm、最大径2．3cm、中央部の直

径は1．5cmを測る。ヒサカキ製である。

6364は、カマツカ製の棒状製品である。幅3mm程度の樺皮が巻き付けられているこ残

存長23．6cm、最大径2．3cmを測る。

6365は長方形の小片である。わずかに黒色の漆が付着している。

6366は、線刻と穿孔のある板状製品である。幅の狭くなった上端近くには、方形の穿孔

が、下端近くの右寄りには凸レンズ状の穿孔が認められる。また、表面には数条ずつの円

弧が弧を接するような位置2か所に措かれている。コウヤマキ製である。

6367は、紋様と穿孔をもつコウヤマキ製の板状製品である。残存長29．4cm、幅8．6。m、

厚さ0・8cmを測る。下端付近には6個の穿孔が、上端付近には2個の穿孔が認められる。

上端の穿孔付近には、2本の横方向の直線紋に挟まれた斜格子紋と、その下の4本の直線

紋とその上に重ねられた斜線紋、少し間をおいて2本の直線紋とその間への部分的な斜格

子紋がみられる。いずれも鋭利な鉄製刀子による施紋である。

6368はモミ製の板状製品である。下端部の上・下面には、直径8mm程度の材をあて、

これと板材とを留めるために樺皮を用いている○板材に切れ込みを入れ、螺旋状に樺皮を

通すものである。

6369は幅4mm、厚さ1mm程度の薄い樺皮を何重にも巻き付けたものである。中心と

なる部分は空洞になっているため、そもそも有機物が存在していたものか、あるいは樺皮

だけを巻き重ねたものかは判然としない。残存長13．0cm、幅1．6cmを測る。

6370は、6040と同様の斧柄状の木製品である。身の部分の長さ38．0cm、幅13．8cm、厚
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さ4．0cmを測る。身の先端近くには3．6×2．4cm程度の方形の穿孔をもつ。身から柄への移

行する部分には、屈曲をもち、身もしだいに厚さを増す。柄は、身の中軸線からはずれて

いる。柄の直径は3．2cm程度である。ヤマザクラ製である。

6371はアカガシ亜属の心持ち材の加工品である。直径2．5cm程度の円孔をもつ。残存長

25．5cm、幅6．9cm、厚さ5．4cmを測る。焼け焦げが認められる。

6372はコウヤマキの板材を加工したものである。4．0×1．8cmの長方形の穿孔をもち、下

端部近くには高さ1．0cm程度の段を削り出している。

6373はヒノキ製の加工材である。薄く削り出した下端部には1．5×1．8cm程度の方形の

穿孔が認められる。

6374はアカガシ亜属製の板材である。長さ11．8cm、幅8．5cm、厚さ1．1cmを測る。中央

には1．1×1．6cm程度の楕円形の穿孔が認められる。周縁は薄く作り出している。

6375は6374と同様のアカガシ亜属製の板状製品である。長さ10．9cm、幅8．9cm、厚さ0．4

cmを測る。中央には3．0×1．9cm程度の楕円形の穿孔が認められ右。6374と異なり、周縁

部を特に薄く作り出してはいない。

6376はクヌギ製の板状製品である。六角形を呈し、復元される長さは15．0cm、幅は5．6

cm、厚さは0．6cmを測る。周縁に直径4mm程度の穿孔が密に巡っている。

6377はヒノキ製の板状製品である。下端近くに直径5mm程度の穿孔が2個、上端近く

に焼け焦げが認められる。

6378はアカガシ亜属製の板状製品である。直径3mm程度の穿孔が認められる。

6379は上端を尖らせ、下端に丸みをもたせた板状製品である。下端近くには三日月状の

穿孔が認められる。穿孔が租いため、加工途中のものと思われる。復元される長さは25．0
1

cm、幅は7．3cm、厚さ0．8cmを測る。クヌギ節製である。

6380は6379と同様の平面形をもつコウヤマキ製の板状製品である。上端近くに直径0．9

cm程度の穿孔をもつ。長さ23．8cm、幅8．2cm、厚さ1．3cmを測る。

6381はケヤキ製の板状製品である。下端近くに直径0．5cm程度の穿孔が認められる。焼

け焦げが残る。

6382はヒノキ製の板状製品であり、数カ所に穿孔をもつ。長さ28．4cm、残存幅8．5cm、

厚さ1．2cmを測る。

6383はコウヤマキ製の板状製品であり、2か所に円孔をもつ。長さ32．2cm、残存幅4．8

cm、厚さ1．4cmを測る。

6384はコウヤマキ製の板状製品である。左辺寄りに2個1対の円孔、右辺寄りに1個ず

つの円孔をもつ。長さ29．5cm、残存幅13．9cm、厚さ1．2cmを測る。

6385はコウヤマキ製の板状製品である。幅4．5cm、深さ5mm程度の溝をもち、そこに

2孔を穿つ。残存長23．4cm、幅7．2cm、厚さ0．6cmを測る。

6386はコウヤマキ製の板状製品である。下端には2．3×1．7cmの方形孔が2か所に穿たれ、

上端近くにも1孔が認められる。長さ34．0cm、幅18．9cm、厚さ1．2cmを測る。

6387は下端が尖るコウヤマキ製の板状製品である。

6388は下端が尖るコウヤマキ製の板状製品である。周囲ほど薄く仕上げ、刃部を作りだ
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したようである。また、上半を欠損するため不明であるが、粗く大きな穿孔が行われてい

る。残存長21．8cm、幅9．8cm、厚さ1．2cmを測る。

6389はヤマグワ製の板状製品である。一端は斜めに切り落とされ、他の一端は幅を狭め

ながら、端部を大きく削り残している○残存長18・5cm、幅4．8cm、厚さ2．0cmを測る。

6390はヤナギ属製の板状製品である。6389と同様、一端は斜めに切り落とされ、他の一

端は幅を狭めながら、端部を大きく削り残している。長さ18．6cm、幅5．2cm、厚さ1．6cm

を測る。

6391はケヤキ製の板状製品である。6389・6390と同様、一端は斜めに切り落とされ、他

の一端は幅を狭めながら、端部を大きく削り残している。直径2mm程度の穿孔が1か所

に認められる。長さ18．8cm、幅3．4cm、厚さ0．9cmを測る。

6392はクヌギ節製の板状製品である○上端を両側から削ることによって尖らせている。

6393はアカガシ亜属製の板状製品である○一面に突帯状の削り残しをもっている。長さ

27・Ocm、残存幅4．0cm、最大厚2．0cmを測る。

6394はアカガシ亜属製の板状製品である。上端及び表面に直径2．0cm程度の突起を作り

出している。残存長15・3cm、幅8・Ocm、突起を除く部分の厚さは1．0cmを測る。

6395はアカガシ亜属製の板状製品である。下端を斜めに切り落とし、上端ほど幅を狭く

するものである。長さ26．3cm、幅9．3cm、厚さ2．0cmを測る。

6396はコウヤマキ製の板状製品である。横方向に深さ6mm程度の溝を設ける。長さ29．1

cm、残存幅13．7cm、厚さ3．4cmを測る。

6397はアキニレ製の板状製品である。台形を作り出し、下底の両側に突起を作り出す。

長さ19．5cm、幅4．4cm、厚さ2．5cmを測る。

6398はクスノキ科の板状製品である。

6399はアカガシ亜属の板状製品である。上端に一部焼け焦げが認められる。

6400はサカキ製の板状製品である。上端を半円状に加工する。残存長20．4cm、幅6．2cm、

厚さ1．0cmを測る。

6401は二葉マツ製の板状製品である○表面加工の痕跡が明瞭である。中央付近には直径

5・Ocm、深さ6mm程度の円形の窪みが認められる。残存長18．0cm、幅9．6。m、厚さ2．2。m

を測る。

6402はアカガシ亜属製の板状製品である○下端は丸みをもたせながら、ヘラ状に薄く仕

上げ、上端には中央より左に偏して棒状の突起を作り出している。棒状部分の長さは11．0

cm、厚さ1・2cmを測る。幅は2・9cmであり、この部分が最も厚い。全長は25．4cmである。

6403はクスノキ科製の板状製品である○丸みをもった平面形を呈する。長さ20．6cm、幅

11．4cm、厚さ2．2cmを測る。

6404はコウヤマキ製の板状製品である○下端は幅7mm程度の工具で削って折り取った

ままで、仕上げは行われていない。上端左隅は切り込みを入れている。右半には焼け焦げ

が認められる。長さ18．6cm、残存幅15．2cm、厚さ1．5cmを測る。

6405はモミ製の板状製品である。上端には幅2・9cmの突起を削り残している。斜め方向

の長方形の穿孔が認められる○長さ22・9cm、幅7．8cm、厚さ2．8cmを測る。
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6406はコウヤマキ製の板状製品である。長さ15．0cm、幅8．9cm、最大厚3．5cmを測る。

上面に半円形の深さ1．5cm程度の挟りが認められる。挟りの直径は約8．0cmである。

6407はクスノキ科製の板状製品である。上端は斜めに切り落とされており、左端には高

さ2．4cm、幅3．0cmの段を削り残している。下端には焼け焦げが認められる。

6408はクスノキ製の木製品である。下面には方形孔が2か所穿たれ、そこから斜め上方

にのびる部分にも方形孔が1か所穿たれる。下面の長さ24．8cm、幅15．6cmを測る。

6409～6415は、端部近くに全周する切り込みを設ける棒状製品である。完形の6409は長

さ94．6cm、直径2．2cm～2．6cmを測り、最も太い6410の直径は3．0cm程度である。それぞれ

の樹種は、6409・6413がツブラジィ、6410がサカキ、6411がコナラ節、6412・6415がシイ

属、6414がアカガシ亜属である。

6416～6421は、端部近くに片面から切り込みを設ける棒状製品である。完形の6421は長

さ91．0cm、直径1．8cmを測り、最も太い6419の直径は4．6cm程度である。樹種は、6416が

アカガシ亜属、6417がケヤキ、6418がクヌギ節、6419がヤマグワ、6420がサカキ、6421が

シイ属である。

6422～6425は、端部を太く削り残す棒状製品である。細く削る部分の断面形は多くは長

方形であるが、6424のみは円形を呈する。6422は完形である。一端を太く削り残し、他の

一端には直径2mm程度の穿孔を行う。長さ20．8cm、棒状部分の幅は1．3cm、厚さ0．8cmを

測る。また、端部の長径は3．0cm、短径は1．8cmである。6425も完形品であり、長さ22．4

cm、棒状部分の幅は2．6cm、厚さ2．0cmを測る。また、端部の長径は5．2cm、短径は4．0cm

である。樹種は、6422がムクロジ、6423がヤマグワ、6425がヤマグワである。

6426は上端近くに幅3．0cm程度の挟りをもつ棒状製品である。残存長は55．2cm、残存幅
l

が3．3cm、厚さ2．1cmである。コナラ節製である。

6427はコウヤマキ製の棒状製品である。少なくとも2つの段をもつ。

6428はサカキ製の棒状製品である。残存部の中央付近に、3．5cm程度の切り込みを入れ

る。

6429はサカキ製の棒状製品である。残存部の中央付近及び上端部に切り込みを入れる。

6430はシイ属製の棒状製品である。下端を細く仕上げる。残存部の上端近くには段を設

けて幅を狭くしている。

6431はムラサキシキブ製の棒状製品である。

6432はシイ属製の棒状製品であり、一方からの切り込みをもつ。

6433はエゴノキ製の棒状製品であり、一端を尖らせ、他の一端は直角に切り落としてい

る。長さ87．2cm、直径3．6cmを測る。

6434はクヌギ節製の棒状製品である。長さ77．4cm、上端近くの直径3．8cm、下端近くの

直径2．2cmを測る。

6435はコウヤマキ製の棒状製品である。下端を尖らせ、上端にはやや太い部分を削り出

している。長さ39．2cm、最大直径5．8cmを測る。上半に焼け焦げが認められる。

6436もコウヤマキ製の棒状製品である。下端を尖らせ、上端にはやや太い部分を削り出

している。長さ39．8cm、最大直径4．0cmを測る。
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6437～6440は、特に顕著な加工痕を認めない棒状製品である。樹種は6437・6440がシイ

属製、6438がサカキ製である。完形の6440の長さは102．5cm、直径2．5cmを測る。

6441はコウヤマキ製の棒状製品である。全面に加工痕が残るもので、上端が尖る。残存

長は36．4cm、直径は1．4cmである。

6442～6446は、特に顕著な加工痕を認めない棒状製品である。樹種は6442がヤナギ属、

6443がイヌガヤ、6444がコウヤマキ、6446がアカガシ亜属である。6443は緩やかに湾曲し

ている。

6447～6450及び6454～6457は、両端部に削り痕跡を認める棒状製品である。6448の下端

部は使用のための磨滅が顕著である。直径及び長さは変異に富んでいる。樹種は以下のと

おりである。6447がヤマグワ、6448がヤブツバキ、6449がサカキ、6450がクヌギ節、糾54・

6456がリョウブ、6455がムクノキ、6457がアカガシ亜属である。

6451は上端部を摘み状に削り残すもので、涙滴状を呈する。ムクロジ製である。

6452・6453は先端部を太く仕上げる棒状製品である。

6458は厚い円盤状を呈し、上下面とも平滑な面をもっている。直径10．4cm、高さ6．1cm

を測る。アカガシ亜属製である。

6459は鈎形に湾曲する木製品であり、右辺に溝状の挟り込みをもつ。下端近くには直径

3mmの円孔を2か所に穿つ。残存長16．6cm、最大幅6．0cm、厚さ2．5cmを測る。下面には

わずかに赤色顔料の付着がみられる。コウヤマキ製である。

6460はトネリコ属製の棒状製品である。上端近くには3か所の段を削り出している。横

断面は半円形を呈する。長さ31．0cm、幅3．8cm、厚さ1．6cmを測る。

6461・6462はアカガシ亜属製の棒状製品である。6462は上端に紐掛け状の突起を削り出

し、その直下の横断面は半円形を呈する。2か所の段の形成によって、順次下端に向かっ

て幅を減じている。樹種を考慮すれば農具である可能性も考えられる。6462の長さは41．6

cm、最大幅は4．6cm、厚さは1．8cmを測る。

6463は中央部の約13・6cmが太い棒状製品である。両端部の直径は約2．0cm、中央部の直

径3．4cmを測る。

6464・6465は下端の尖る棒状製品である。6465は長さ20．6cm、最大幅3．6cm、厚さ1．7

cmを測る。ともにアカガシ亜属製である。

6466はアカガシ亜属製の木製品である。段以下の横断面は半円形を呈する。

6467はクヌギ節製の棒状製品である。左右各1か所の三角形の切り込みをもつ。横断面

は楕円形を呈する。

6468はコウヤマキ製の棒状製品である。幅に変化はないが、両端部を細く仕上げる。

面には深さ6mmの決りをもつ。長さ28．4cm、幅2．8cm、厚さ2．4cmを測る。

6469はシキミ製の棒状製品である。上端から下端にかけて幅を増し、途中に数カ所の切

り込みをもつ。長さ35．7cm、最大幅3．8cm、厚さ2．0cmを測る。

6470はクヌギ節製の木製品である。先端を斜めに削り落とし、途中には一面からの深さ

1・Ocmの切り込みを入れる。長さ78．4cm、直径9．0cmを測る。

6471は横断面がU字形を呈するコウヤマキ製の木製品である。4か所に2．0×1．0。m程度
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の方形孔をもつ。残存長70．5cm、幅2．6cm、厚さ1．6cmを測る。

6472はコウヤマキ製の木製品である。下端は左右からの切り込みによって尖っている。

長さ111．5cm、幅3．7cm、厚さ1．2cmを測る。

6473は組み合わせの木器である。コウヤマキ製の板材に、アカガシ亜属製の2本の把手

を結合させたもので、他に類例をみない。

板材は長さ88．5cm、幅17．8cm、厚さ1．8～2．3cmを測る。上端は半円形に仕上げ、下端に

は中央に58×40cmの方形の挟りをもつ。また、2本の棒状製品の直下には、上半部には1．5

×2．0cmの、下半部には1．0×1．5cmの方形の穿孔が各2個認められる。また、中央やや上

寄りには、4．0×2．5cmの方形孔が穿たれている。上半に位置する棒状製品は、残存長59．5

cm、幅2．5cm、厚さ2．5cmを測り、端部は紐掛け状に仕上げられている。下半の棒状製品

は、残存長49．5cm、幅1．8cm、厚さ3．2cmを測り、端部は下方に屈曲するように削り出さ

れている。この棒状製品はともに、上面に各2箇所の切れ込みをもつ。切れ込みの幅は最

小3．5cm、最大7．0cmを測り、深さは2～4mmである。

6474はバンノキ製の木器の未成品と思われる。樹皮を一部に残し、粗い加工痕が上半に

残存する。上端部には突起を作り出している。最大径は24．2cm、高さは32．4cmを測る。

6475はココヤシの種子である。上端部を欠失するため、発芽孔は確認されないが、残存

状況の良好な自然遺物である。下端には打ち欠きによる孔が、側面にも直径2～4mmの

穿孔らしき孔が認められる。

S R46003出土木器（図版399・661）

不明　　　　6477は6040・6370に類似する斧柄状の木製品である。身の長さ27．2cm、幅9．6cm、厚さ

3．8cmを測る。身の先端近くには3．8×3．4cm程度の方形の穿孔をもつ。身から柄への移行
l

する部分には、屈曲をもち、身もしだいに厚さを増す。柄の直径は3．0cm程度である。ク

リ製である。

6478は桂根の可能性がある。残存長40．1cm、最大径6．9cmを測る。コナラ節製である。

6479はクスノキ科製の板状製品である。下端は左右からの切り込みによって尖り、残存

部の中央付近には一辺4．0cm程度の方形孔が2か所に穿たれる。残存長45．2cm、最大幅18．8

cm、厚さ1．8cmを測る。

3．石器

中期上層に属する溝・旧河道からは多くの石器が出土しており、西微高地中期上層出土

の石器と並んで、玉津田中遺跡出土石器の大半を占める。主だったすべての石器がみられ、

それぞれの器種において西微高地中期上層出土と大きな違いは無いが、打製尖頭器に樺皮

状のものが巻かれている例があり特筆される。また、砥石では、直方体に成形された、い

わゆる「青砥」の優品が出土している。

狩猟具・武器（図版400～403・662～66）

石鋲 凹基式・平基式・凸基式（円基・尖基）・有茎式のすべてが見られる。平基式と凸基式

がほぼ同数あり、両者で全体の約8割を占める。凸基式の中では尖基式が多い。凹基式は

平基式の約1／3で、有茎式はさらに少ない。土壌の水洗選別によって回収された石鉄が含

まれないため、西微高地中期上層遺構出土の石鉄に見られたような極小型のものは見られ
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ない。凹基式・平基式・円基には側線に細かな鋸歯状の調整剥離を行ったものが散見され

るが、尖基式、有茎式では認めにくい。

凹基式石鉄（6544～6545）では、基部の挟りが浅いものが多いが、中には深く明瞭なも

のが散見される。側線は直線的あるいはゆるやかに外湾する。長幅比はやや特殊な形態の

6545が2・7となる以外は、おおむね2前後に集まり、大きさでは長さ30mm前後を中心に分

布する。西微高地中期上層の凹基式石鉄よりもやや大きなものが多く、細身である。側線

を鋸歯状に調整加工したものは6548、6551に見られる。6545は平行する直線的な側線を有

する石鉄で、基部はわずかに内湾する。

平基式石鉄（6553～6576）は、平面形態の上の変異が大きく、長幅比1弱～2．5あたり

までほぼ連続して分布する。正三角形に近い形態は長さが30mm未満のものに限られる。

長さ35mm、重量3g以下に収まるものが大半を占めることは、西微高地中期上層と変わ

りがないが、長幅比は2以上の細身ものの存在が目につく。側線は直線的なものと外湾す

るものがあり、細かく鋸歯状に仕上げたものも認められる（6555・6564・6569・6574）。

二次加工は比較的丁寧なものが多く、素材剥離面をほとんど残さないものもある。

円基式石鉄（6577～6583）は、最大幅を器体中央付近にもつものと、基部付近にもつも

のがある。側線は基本的に外湾するが、上半部が内湾するものもあり、鋸歯状の調整加工

を施したものもある（6579・6582）。長幅比は1．5～2．5でややばらつくが、長さと重量は30

mm、2gを中心に比較的よくまとまり変異幅は小さい。

尖基式石鉄（6584～6599）は、最大幅を器体中央付近にもつものと、基部付近にもつも

のがある。側線は基本的に外湾するが、上半部が内湾するものもある。長幅比は2以下の

ものがほとんど見られず、極めて細身のものが主体を占める。6588、6590のように柳葉形

の優美なものも少なくない。長さにおいては30mm以上が半数を越えるが、重量では2g

を越えるものは少ない。6591は器体の一部に研磨痕が認められる。

有茎式石鉄（6600～6604・6606）は、基部を逆台形にしたものと逆三角形にしたものが

ある。側線は直線的かわずかに外湾する。長幅比はすべて2以上で、長幅比3を越える極

めて細身のものもある。重量では1g以下～6g以上までのばらつきがある。6600はナイ

フ形石器の基部加工を思わせる急角度の錯交剥離で成形されている。6606は逆三角形状と

考えられる基部端を欠損する。両面とも二次加工が全面に及び、バランスのとれた優美な

形に仕上げられている。

打製尖頭器　大型で短剣としての用途が想定されるものと、小型で柄の先に装着が想定されるものが

ある。

大型のもの（6605・6609・6610・6612・6613）では、下半部側線がほぼ平行するものと、

基部側に向かって細くなるものがある。また、下半部側線のエッジが研磨あるいは叩き潰

しによって丸みをもたされているもの（6610・6612）と鋭利なままで残されているもの

（6605・6609・6613）がある。基部下端に自然画を残すものが認められる。6605は幅5mm

前後の樺皮状のものが下半部に巻かれてる。石質は良質で肉眼的には二上山産のサヌカイ

トと推定される。

小型のもの（6607・6608・6611）は作りが租雑でエッジの側面観は凹凸が激しい。
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農具（図版404～415・665～672）

打製石庖丁　　溝・旧河道からは比較的まとまった数の打製石庖丁が出土している。西微高地中期上層

出土の石器と同様、形態的には両端の挟りの有無で大別できる。両形態とも長さ8mm前

後の小型のものを含むが、大半は磨製石庖丁と同程度の大きさを有する。素材がわかるも

のはすべて横長剥片の打両側を背緑部とし、刃緑部には多少なりとも調整剥離が加えられ

ている。刃緑部や背緑部に特有の磨耗や光沢が認められるものが約半数ある。6618のよう

な小型のものにも同様な磨耗が認められ、機能の一致が想定できる。

両端に挟りが有るもの（6614～6616）には、小型の2例が完形資料である。6614は挟り′

が有る最小のもので長さ8．1mmである。6616は粗悪な珪化木製で長方形を呈するが、両側

緑とも石質に影響されてか鋭利なエッジにはならず、厚く潰れた状態である。

両端に挟りが無いもの（6617～6627）には平面形態が紡錘形、直線刃半月形およびやや

不整形なものがある。

紡錘形の打製石庖丁（6619・6625）は両端が尖り、一見したところ打製尖頭器様を呈す

るが、刃緑部と背緑部が作り分けられていることと、刃緑部に磨耗が認められることから、

打製尖頭器と区別できる。

直線刃半月形の打製石庖丁（6617・6618・6620・6621・6624～6627）は、素材の形態を

利用しながらも背緑部を弧状に成形しており、磨製石庖丁の形態の影響を受けていること

がうかがえる。磨耗、光沢が観察できるものが多く、6617・6621・6624には特に顕著な磨

耗が認められる。6624は他と比べ身幅が狭く鎌状の形態を有する。磨耗は刃緑部ではなく

器体中央に残された素材剥離面上に顕著に認められ、表裏で対称的な位置にある。刃部再

生と表裏の持ち替えが想定される。6627は唯一、結晶片岩製であり、磨製石庖丁の未成品
l

とも考えられる。

不整形な打製石庖丁としたもの（6622・6623）は、刃緑部の調整加工は認められるもの

の背緑部はほとんど未加工の状態である。素材と刃緑部の二次加工以外、打製石庖丁とす

る積極的な根拠はなく、削器に含めるべきかもしれない。

磨製石庖丁　　溝・旧河道からは大量の磨製石庖丁および同未成品が出土しており、紡錘形、楕円形、

直線刃半月形、長方形の各種形態が存在する。粘板岩や緑色片岩製の直線刃半月形態を呈

する磨製石庖丁がやや目につく以外、一般的な特徴は、西微高地中期上層出土磨製石庖丁

と大差ない。

紡錘形の磨製石庖丁（6628）は少なく、砂岩製の1孔のものが見られる。この他、緑色

片岩製の破損品も見られる。

楕円形の磨製石庖丁（6629・6631・6638）は、砂岩製で紐孔が1孔のものと2孔のもの

がある。刃部は片刃と両刃があり、紐孔は蔽打＋回転穿孔による。6329は楕円形の典型的

な形態を有する。

直線刃半月形の磨製石庖丁（6630・6633～6637・6639～6645）は点数が多いにもかかわ

らず、完形のものは稀である。両端が丸みをもち、楕円形との差が明瞭で無いものもこの

形態に含める。砂岩製以外では片刃・2孔・回転穿孔であるが、砂岩製には1孔もあり、

穿孔方法には回転穿孔と蔽打＋回転穿孔の2者がある。6330の背縁部は自然礫の形そのま
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まを利用している。664ト6645は粘板岩・緑色片岩製である。他と比べると細身であるこ

とが明瞭である。6645を除いて、刃緑部中央付近のエッジが叩き潰されている。紐孔には

紐擦れの磨耗を明瞭に残すものが多い。

長方形の磨製石庖丁（6646・6648～6650）には砂岩製と粘板岩製がある。長方形とはい

え、刃緑部、背緑部が丸みをもつものも含めている○砂岩製では1孔のものが、粘板岩製

では2孔のものがある。粘板岩製の6649は、直線刃半月形の粘板岩・緑色片岩製石庖丁と

同じく細身である。6650は下端部のわずかな挟りに光沢が認められる。

大型石庖丁　6651は緑色片岩製の大型石庖丁と考えられる資料の破片である。穿孔が1孔あるものの、

研磨は体部のごく一部と背緑部に認められるにすぎない。緑片に打ち欠きがあることから

未成晶を何かに転用しようとしたものかもしれない。

石鎌様石器　6652は全面が研磨され、直線的で厚みのある両刃の刃部が磨きあげられている。器体表

面には明瞭な着柄の痕跡は認められないが、下部が台形状を呈し、着柄の便を図っている

ように見受けられる。

磨製石庖丁

未製品
磨製石庖丁未成品の概要は、西微高地中期上層出土石器の項で述べたとおりである。特

に、溝・旧河道出土の未成晶では、砂岩製の中に素材礫が特異な形態をしたものが散見さ

れる。粘板岩や緑色片岩製では未成品とも考えられる資料が数例出土しており、これらの

製作の一部が遺跡内で番われた可能性は否定できないが、量的には極めて少ないことから、

大半は完成品が搬入さ．れたものと思われる。

成形打撃工程の資料（6673～6685・6687～6692）では、剥離が体部中央まで及ぶことは

まれで、素材礫の形状をとどめたものが多くみられる。紡錘形、直線刃半月形、長方形な

ど完成品の形態が予測される。6685・6687・6688は特異な大きさ・形の素材礫を用いてい

る。砂岩製であり石庖丁以外では用途を特定しにくい06689・6690は砂岩の分割礫である。

砂岩製石庖丁のほとんどは自然礫そのままを素材とするが、分割礫の使用もわずかながら

あったのではなかろうか。

研磨工程の資料（6664～6672）は、ほぼ全面に研磨が及ぶものと部分研磨に止まるもの

があるが、多くは後者である。6666は成形打撃の痕跡がまったく認められず、省略されて

いるようである。

穿孔工程の資料（6653～6662・6686）では、ほぼ全面に研磨が及ぶもの、部分研磨に止

まるもの、全く研磨されていないものがある06654・6656・6662・6686は成形打撃後、研

磨工程を抜きにして穿孔工程に入っている。さらに6661は成形打撃も研磨も行わないで穿

孔を始めている。6663では刃部が研磨され穿孔も開始されているにもかかわらず、背緑部

は不整形な自然面のままでおかれている○穿孔工程の資料の多くは、穿孔部付近で割れて

おり、破損の危険性が高い工程であったことがうかがえる。

6693～6698は緑色片岩・粘板岩製などの磨製石庖丁未成品とした資料である。研磨され

ているものと、打ち欠きのみのものがあるが、穿孔はない。磨製石庖丁未成品と断定しう

るものではないが、こうした石材の未成品段階の資料も少数ながら出土している。ただし、

成形打撃工程で生ずるはずの剥片は砂岩製磨製石庖丁と同様にまったく見られない。
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工具（図版415～417・420・421・673～676）

石錐　　　　　大きな頭部に細長い錐部をつくりだしたもの（I類）、不定形な多角形を呈し、その最

石匙

尖部を錐部とするもの（Ⅱ類）、ほぼ幅の一定した棒状錐（Ⅲ類）がある。

I類（6699～6703）の頭部の形態は多様であるが、幅は錐部の2～3倍程度のものが多

い。6703は錐部を破損する。6700は錐部の磨滅が先端から6．5mmまでの間にみられ、磨滅

の上端部での直径は6．1mmを測る。

Ⅱ類（6704）は錐部の磨滅が少ない。

Ⅲ類（6705～6708）のうち、6707は錐部の磨滅が先端から2．5mmまでの間にみられ、磨

滅の上端部での直径は4．3mmを測る。

5点を図化した（6709～6713）。横長剥片を素材にしたもの（6709）と縦長剥片を用い

たもの（6710～6713）がある。明瞭なつまみ部と刃緑部からなる。刃緑部が下辺にあるも

の（6709・6710）と、側辺にあるもの（6711～6713）の二者がある。

太型蛤刃石斧　2点を図化した（6717・6718）。なお、6718の基端には敲打痕が顕著であり、楔に転用

されたと思われる。6717は、上端部に敲打痕がわずかに認められるため、敲石である可能

性もある。

柱状片刃石斧　3点を図化した（6714・6715・6720）。6714は幅と厚さがほぼ等しく、他の2点は幅が

厚さをやや上回る。6715は後主面に挟りをもつ。6714の刃面には、刃緑に直交する線状痕

をもつ。

扁平片刃石斧　6716・6721の2点を図化した。6716は小型であり、刃面には刃緑に直交する線状痕をも

つ。6721の上辺が研磨されていることから、砥石の可能性もある。

その他の石斧　6719は6364と同様、形態的には扇平片刃石斧に近いものである。
し

砥石　　　　　大型の砥石4点（6726～6729）と、小型の砥石10点を図化した（6731～6740）。後者は

砥石を手に持って対象物を研磨するものであろう。前者のうち、6726・6729は表裏両面と

左右両辺を、6727は表裏両面を、6728は表面のみを研ぎ面に使用している。後者のうち、

6731・6732・6738は表裏両面と左辺を、6733は表面と左右両辺および上辺を、6734・6739

は表面と右辺を、6735・6737は表裏両面と右辺を、それぞれ研ぎ面として使用している。

6736の表面には、研磨に使用した深さ1mm程度で横断面U字形の帯状の窪みがある。左

辺も研ぎ面として使用している。

6740は極めて整った直方体を呈し、小口面には、刃こぼれのした幅1．8cm以上の鉄器に

よる加工痕が顕著に認められる。全面にわたって鉄製工具による整形が行われたものであ

ろう。小口を除く4面には、いずれも1mm以下の鋭く細かい擦痕が認められ、鉄器用の

砥石として利用されたことは明白である。

調理具（図版418～420・674・677）

磨石　　　　　5点を図化した（6722～6725・6730）。いずれも円礫を素材にしたものであり、上下端

に蔽打痕が認められる。

敲石　　　　　4点を図化した（6741～6744）。長細い礫を素材にしたものである。蔽打痕は顕著には

認められない。

その他の石器（図版414・423～432・672・678～682）
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削器

楔形石器

6745～6764は削器である。形態は多様であるが、①、横長剥片の末端に表裏両面から二

次加工を施したもの（6745・674ト6750・6754・6755・6758・6760・6761・6764）・②、

縦長剥片の側線に二次加工を施したもの（6746・6756・6759・6763）などに分類できる。

①の場合、打面部側にも二次加工が施される例が多く（6745・6747・6754・6755・6761）、

また、打面部側が折断されている例（6758・6764）も見られる。打面部側に二次加工が施

されない例では、6749が平坦打面を、6750が自然画打面をそれぞれとどめている。

こうしたことから、①の場合、石器を使用する際の保持の状態に共通性があったと類推

することも可能である。

②の場合、①に比べて加工度の低さ、二次加工の不規則性が指摘できる。

6756は、一端を鋭く尖らせるように二次加工が施されており、あるいは他の器種を意図

したものであったかもしれない。

6763では、打面部および剥片の両側緑に二次加工が施されている。

6789～6790は、剥片の1側線に表裏両面から二次加工を施した削器である。6790は、大

型・厚手の剥片を素材とし、背面側には、石核の素材面が認められる。

6791は、狭長な横長剥片を素材とし、打面側側線の一部に二次加工を施している。

6765～6780・6787・6788は、相対する2辺からの二次加工（両極打撃）が分類の指標と

なる裸形石器である。調とんどの例では栽断面が形成されている。6768は、本器種のスポー

ルであろう。

6792・6793は、楔形石器である。ともに、相対する2辺から二次加工を施しており、栽

断面が形成されている。

その他の石器　6781は、磨製石剣の断片である。わずかに研磨された面をとどめており、その中央には
・不明石器

浅い溝が研ぎ出される。銅剣形石剣に見られる「樋」であろう。

6782は、栽断面状の面を有する石器である○楔形石器の破片の可能性も否定Lがたい。

6783は、縦長剥片の打面部に、背面側から粗い二次加工を施したものである。両側緑に

は、わずかに細かな剥離痕が観察される。二次加工のある剥片として分類すべき資料であ

るかもしれない。

6786は剥片の一部に研磨を加えたのち、剥離を施すものである。あるいは砥石等の破片

であろうか。

6795は、台形状ないしは箆状を呈する石器である。厚手の剥片を素材としている。図中、

下辺に表裏から二次加工を施している○削器の一種として分類されるものかもしれない。

6796は、砂岩を用い、「算盤玉」状に研磨したものである。片面の中央には、直径約12

mmの孔が穿たれているが、貫通はしていない。石製の紡錘車を想起させる形態ではあるが

孔が貫通していない点から、否定的とならざるをえない。機能はまったく不明である。

679ト6800は、礫石器である。6797は、砂岩の亜角礫を素材とし、その一端の表裏に剥

離痕が認められる。この端部が打撃をおこなう部位として使用されたためと考えられるこ

とから、本石器は、ハンマーストーンとして差し支えなかろう。

6798は、チャートの直方体状の亜角礫を素材としている。両端に剥離痕をとどめ、両端

が打撃に用いられたハンマーストーンと考えられる。
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大型剥片

石核

第5節
1．土器

6799は、石英の礫の一端に、表裏から剥離をおこなったものである。二次加工が施され

た縁辺は、ジグザグ状の側面観をみせる。チョッビングトウール状の石器と考えられる。

6800も6799と同様の石器である。石英の礫を素材とし、ほぼ全周に表裏から二次加工を

施している。縁辺の側面観は、やはりジグザグ状を呈している。

6801は、極めて大型の剥片である。石器・石核の素材として搬入されたものである。こ

のような搬入形態は、本遺跡ではごく普遍的なものであったと考えられ、近畿地方東部に

おける讃岐産サヌカイトの流通を考える上で重要な資料である。

背面側には、主要剥離面と同一方向および逆方向の剥離痕が認められる。打面は平坦な

剥離面であるが、打面に隣接して自然面をとどめている。こうしたことから、本剥片は、

大型の礫ないしは分割された礫を石核とし、その相対する両側緑から剥離されたものであ

ると判断される。

6802～6808は石核である。いずれも剥片を素材とし、その表裏から、打面転移を繰り返

しつつ剥離を進めている。これらのうち、6802・6807は楔形石器に分類しうる可能性も否

定できない。また、6806・6808は不整形な削器として転用された可能性がある。

弥生時代後期～古墳時代前期

SD56001出土土器（図版433・684）

棄・鉢を図示した。

蜜　　　　　　8200は矢羽根タタキが施された嚢である。口緑端部には強いヨコナデが施され、面をな

す。内面は頚部直下に指頭庄痕が残り、他はナデで仕上げられている。

鉢　　　　8201はタタキ成形された鉢である。タタキ目は底部を除いてナデ消されている。底部は

突出し、見込みの部分が窪む。これは底部輪台技法で作られたためであろう。内面はパケ

で仕上げられる。8202は平底の鉢である。底部側面に指頭庄痕が残る。外面はナデで仕上

げられ、内面は横方向のパケで仕上げられる。

SD56002出土土器（図版433～435・684～687）

壷・嚢・鉢・高杯・器台・イイダコ壷を図示した。

広口壷　　　8203は広口壷である。短い頚部に強く屈曲する口緑部がつく。外面は胴部から頚部にか

けて縦方向のパケで仕上げられ、内面は横方向のパケで仕上げられる。8204は広口壷であ

る。口緑端部を上下に拡張し、ここを3条の沈線と円形浮紋で飾る。頚部外面には縦方向

のヘラミガキが施され、口綾部内面には横方向のヘラミガキが施される。

二重口緑壷　　8205・8210は二重口緑壷である。8205は二次口緑が大きく外反し、口緑端部を上方に拡

張する。口緑端面は2条の沈線と円形浮紋で飾る。一次口緑と二次口緑の境は段をなし、

ここも1条の沈線と2個1単位の円形浮紋で飾る。口緑部は内外面ともに縦方向のヘラミ

ガキで仕上げられている。8210は短く外反する二次口緑をもつものである。二次口縁端部

に沈線を施し、一次口緑・二次口緑の境には沈線と円形浮紋を施す。空馴同部境には刻みを

施した凸帯がめぐる。外面は縦方向のヘラミガキで仕上げ、頚部内面は横方向のヘラミガ

キで仕上げる。
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ミニチュア

直口壷フ

蜜

鉢

8206はミニチュアの壷である。手づくねで成形され、内外面ともにパケで仕上げる。

820ト8209は直口壷である。8207は球形の胴部に短い頸が付くものである。口緑部はヨ

コナデで仕上げられ、胴部は外面を縦方向のパケを施した後に横方向の細かいヘラミガキ

で仕上げる。内面は劉同部境に横方向のパケを施す以外はナデで仕上げる。8208は偏球形

の体部に短い頚が付くものである。タタキで成形されており、内外面ともにナデで仕上げ

られている。8209は肩の張った体部である。内外面ともにナデで仕上げられるが、底部内

面は横方向にヘラケズリが施される。

821ト8221はタタキ成形の嚢である。8211は口緑部内面に横方向のパケが施される。体

部内面はナデで仕上げられる。頸吾随下には指頭庄痕が残る。8212は体部上半の接合部に

縦方向のタタキが施される。都出比呂志のいう胴部成形B手法によるものである。内面は

パケで仕上げられる。8213は内面を横方向のパケで仕上げる。8214は頸吾陀下のタタキ目

をナデ消し中位には縦方向のパケを施す。内面は横方向のパケで仕上げられる。8215は口

緑端部をつまみあげて面を形成する。底部は大きな平底で、厚く作られている。外面は頚

部直下を残して他の部分を縦方向のパケで仕上げる。内面もパケで丁寧に仕上げられてい

る。8216は球形に近い体部をもち、底部は丸底に近い小さな平底である。口緑部はタタキ

出しで成形されており、外面下半部に縦方向のパケを施す。内面は横方向のパケで仕上げ

られる。

8217・8218は口緑端面に擬凹線を施す嚢である。8217は体部中位以下のタタキ目を縦方

向のパケで消し、内面は頸吾瞳下に横方向のパケを残す以外はナデで仕上げられている。

8218は径の大きな平底をもつ。外面には縦方向のパケを疎らに施し、内面もパケで仕上げ

る。内面の接合部には指頭庄痕が残る。8219はタタキ目をほぼ完全に縦方向のパケで消し

ている。内面は横方向のパケで仕上げられる08220は口緑端面に1条の沈線を施すもので

ある。休部最大径は中位にあり、底部は小さい。下半部の分割成形による接合部には縦方

向のパケを施す。内面はナデで仕上げられる。8221は内面をヘラケズリする。体部中位付

近には縦方向のパケが施される。

8222～8224はパケで仕上げられた嚢である。8222は小型のものであり、外面を縦方向の

パケで、内面を横方向のヘラケズリで仕上げる。8223は頚部の屈曲が弱いものである。外

面は縦方向のパケで仕上げ、内面は口緑部を横方向のパケで、胴部はへラケズリで仕上げ

ている。8224は頚部直下に指頭庄痕が残る。

822ト8235は鉢である。8225は口緑端部にキザミを施す。内外面ともに縦方向のパケで

仕上げられる。8226は径の大きな平底から直線的に立ち上がる鉢である。外面には縦方向

のへラミガキが施され、内面は縦方向のパケの後に同方向のヘラミガキが施される。8227・

8228は租製の鉢である。8227は内外面ともに横方向のパケで仕上げられる。8228はタタキ

成形の痕跡が顕著なものである。内外面ともに横方向のパケで仕上げる。8229・8230は外

反する口緑部をもつものである。8229は底部内面にはへラケズリが施され、外面には木ノ

葉の庄痕が残る。8230は内外面ともにへラケズリを施す08231は脚台の付く鉢である。底

部充填で作られており、内外面ともにパケで仕上げられる08232～8235は丸底の鉢である。

8232はミニチュアのものである。8233はやや尖底気味のものであり、内面に横方向のヘラ

ー197－



ケズリを施す。8234は内面をイタナデで仕上げたものである。8235は口緑部がやや内傾す

るものである。磨滅のため器面の調整は不明である。

イイダコ壷　　8236はイイダコ壷である。平底のもので、2個一対の孔があく。

高塀　　　　　8237～8239・8241～8242は高杯である。8237・8241・8242は低脚高杯であり、8237は杯

器台

部内面をパケで仕上げる。8241は内外面ともに横方向のヘラミガキで仕上げる。8242は脚

部であるが、外面に縦方向のヘラミガキを施す。8238は拡張した口緑部に擬凹線を施す丹

波・丹後系の高杯である。杯部と比べて、脚部は小さい。杯部は外面に縦方向のパケ、内

面に横方向のパケを施した後に、口緑部直下に横方向のヘラミガキを施す。脚部は外面を

縦方向のヘラミガキで仕上げ、内面を横方向のパケで仕上げる。8239は杯部が発達したも

のである。内外面ともにへラミガキで丁寧に仕上げられている。

8240・8243は器台である。8240は口緑端部を上下に拡張し、外面に波状紋を施す。内面

には櫛による刺突によって羽状紋を施す。8243は口緑端部を上方に拡張し、擬凹線と渦状

紋で飾る。口緑部内面は横方向のヘラミガキで仕上げ、受け部内外面は縦方向のヘラミガ

キで仕上げる。

SD56004出土土器（図版435・686）

壷・棄・高杯・小型丸底壷を図示した。

壷　　　　　　8244は広口壷である。撫で肩の体部から頚部が長く伸び、大きく外反する口緑部がつく。

口緑端面に沈線を1条施し、頚部外面には幅の広い縦方向のヘラミガキが施される。

蜜　　　　　　8245はタタキ成形された嚢である。口緑端面には擬凹線を施す。体部外面のタタキ目は

パケによって消され、内面は縦方向のパケで仕上げられる。

高塀　　　　　8246は屈曲した杯部をもつ高杯である。杯部外面は縦方向、内面は横方向のヘラミガキ
l

で仕上げられる。

小型丸底壷　　8247は小型丸底壷である。偏球形の体部に短い口緑がつくものである。底部外面にヘラ

ケズリを施す。頚部をはさんで上下には縦方向のパケを施す。内面はナデで仕上げられる。

SD56005出土土器（図版435・686）

壷・マダコ壷を図示した。

小型丸底壷　　8248は小型丸底壷である。胴のはった休部に長い口緑がつくものである。内外面ともに

パケで仕上げられる。

マダコ壷　　　8249はマダコ壷である。口緑付近はヨコナデで、その他は内外面ともに縦方向のユビナ

デで仕上げられる。

SD56006出土土器（図版435）

器台と製塩土器を図示した。

器台　　　　　8250は器台である。脚部に円形の透孔を4個あける。外面は縦方向のヘラミガキで仕上

げる。

製塩土器　　　8251～8254は製塩土器の脚台部である。胎土から讃岐産のものと判断する。

S R46002出土土器（図版435・686）

8255は大型の嚢である。タタキ成形されているが、タタキ目はほとんどナデ消されてい

る。体部下半外面には縦方向のヘラミガキが施され、内面はナデで仕上げられている。
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S R46003出土土器（図版435・436・686）

壷・イイダコ壷・鉢・高杯を図示した。

壷　　　　8256は広口壷である○頸部外面は縦方向、内面は横方向のパケで仕上げられる。8257は

二重口緑壷である。外反する一次口緑に短い二次口緑を付加している。頚部外面には縦方

向のヘラミガキを施す。口緑部内面は縦方向のへラミガキを施し、その下、頚部の最上部

には横方向のヘラミガキを施す○頚部内面のうちへラミガキが施されていない部分は、横

方向のパケで仕上げられている08258は広口長頸壷である。口緑端部を上下に拡張する。

頸部外面は縦方向のパケを施した後に同方向のヘラミガキを施す。内面は横方向のパケを

施した後に、上半部は横方向、下半部は縦方向のヘラミガキを施す。8259は壷の体部であ

る。底部は小さく突出する。外面は横方向のヘラミガキを施した後に、底部付近に縦方向

のへラミガキを施す。内面はパケで仕上げられる。8260は丸底の壷である。タタキ成形さ

れており、内面はナデで仕上げられる。

イイダコ壷　8261はイイダコ壷である。タタキ成形されており、内面はエビナデで仕上げられる。平

底の体部に短い口緑がつく。口緑部に1ヶ所孔があく。

鉢　　　　8262は精製の鉢である。平底で口緑部が外反し、端部を上方につまみ上げる。外面は縦

方向のパケを施した後に、口緑直下に横方向、その他には縦方向のヘラミガキを施す。内

面は口綾部には横方向、、体部には縦方向のへラミガキを施す。

高塀 8263は低脚高杯の脚部である。外面は上半に縦方向、下半に横方向のへラミガキを施す。

内面は裾部に横方向のパケを施す。

SD66001出土土器（図版436・687）

古墳時代後期の溝であるSD66001からも弥生時代後期～古墳時代前期の土器が出土して

いる。壷・嚢・鉢を図示した。

小型丸底壷　8264は小型丸底壷である。底部外面をヘラケズリする。体部上半には縦方向のパケを施

し、口緑部内面には横方向のパケを施す。

蜜　　　　8265はタタキ成形の嚢である。内面はパケで仕上げる。8266はパケ仕上げの嚢である。

底部外面にヘラミガキを施す。内面はナデで仕上げる。

鉢　　　　8267・8268はタタキ成形の鉢である。8267は口緑部が外反し、内面には縦方向のヘラミ

ガキを施す。8268は底部が突出するものである。内面は横方向のパケで仕上げる。

SD66002出土土器（図版436）

これも古墳時代後期の溝に混入した土器である。壷・棄・鉢を図示した。

鉢

壷

8269・8270はタタキ成形の嚢である。8269は頚部の締まりが弱く、口緑部は短い。内面

はイタナデで仕上げられる。8270は平底のものである。底部付近と上半部のタタキ目の傾

きが異なっており、分割成形の痕跡が顕著である。体部内面の上半はナデで、下半はイタ

ナデで仕上げられている。

8271はタタキ成形の有孔鉢である。内面はパケで仕上げられている。8273は大型の鉢で

ある。口緑部が外反し、端面には凹線が施される。外面は縦方向のパケを施した後に斜め

方向のへラミガキを施す。内面は横方向のヘラミガキを施す。

8272は柵頸壷である。外面は縦方向の細かいヘラミガキで仕上げられる。
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SD66003出土土器（図版436・687）

これも古墳時代後期の溝に混入した土器である。壷・嚢を図示した。

壷　　　　　　8274は広口壷である。口緑部を拡張し、擬凹線と2個1単位の円形浮紋で飾る。8275は

小型の壷である。内面はナデで仕上げる。

嚢　　　　　　8276は小型の嚢である。体部下半の外面には縦方向のパケを施す。内面は横方向のパケ

で仕上げる。

2．木器
S D56002出土木器（図版398）

不明　　　　　6476はモミ製の板状製品である。51cm・45cmの間隔をおいて3．6×2．4cmの方形孔が3

か所に穿たれる。残存長111．3cm、最大幅16cm、厚さ2．4cmを測る。

第6節　古墳時代中期～古墳時代後期
1．土器

竹添地区の古墳時代の遺物は竹添13区・17区などを流れる溝SD66001～66003などから

出土している。須恵器・土師器・韓式土器・製塩土器がある。

SD66001出土土器（図版437）

韓式土器　　　8277は韓式土器の嚢である。口径15cm。一辺2mm程度の斜格子叩きが肩部に施されて

いる。二次的に火を受けて薄く煤けているが、元の色調は白っぽい。8294～8299も韓式土

器の拓影である。いずれも一辺2mmの小さい斜格子の叩きである。内面はナデまたは板

ナデで仕上げられている。幾つかの破片は同一個体に属する可能性がある。8297～8299は

内外面とも黒く煤けている。
I

SD66002出土土器（図版437）

須恵器　　　　8278の須恵器杯身は口径12．3cm、器高4．5cm。胎土焼成とも良好である。口緑端部は水

平に直線的にカットされている。8279の杯身は口径10．5cm、器高5．6cmと8278より口径が

小さく器高が高い深手のものである。立ち上がりは1．9cmと高く、内傾している。焼成は

かなり甘く、軟質で色調は灰白色である。内面中心に仕上げナデらしきものが施されてい

る。8280の有蓋高杯は脚端部を欠くが裾に断面三角形の突帯がめぐる。透孔はない。胎土・

焼成とも良好である。口径11．3cm。

SD66003出土土器（図版437・687）

須恵器　　　　8281の杯蓋は口径12．4cm、器高4．4cm。上面に重ね焼きの別個体の破片が付着している。

内面中心付近は回転によるユビナデ痕が顕著である。8282の高杯蓋は口径12．3cm、器高6．0

cmとかなり高めの蓋である。色調は青灰色である。

SD56002出土土器（図版437・687）

土師器

須恵器

8283は土師器の椀である。口径約10cm、器高5．5cm。口緑部はヨコナデで外面には指オ

サエ痕が残る。一部には指紋がみとめられる。内面は右下がりの板ナデが施されている。

白っぽい色調の土器である。

8284の須恵器杯蓋は歪み、灰白色に近い色調である。口径11．5cm、器高4．3cm。8285の

杯蓋もやや軟質で灰白色を呈する。口径12．2cm、器高4．7cm。8286は有蓋高杯で、脚部を
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欠くが、接合部からみて8287のような台形の透孔が3方向にあったと思われる。口径10．3

cm。杯部内面は中心まで回転ナデで仕上げられている。色調は緑灰色で胎土は不良であ

る。8287の高杯脚は杯部底面に一方向の仕上げナデがある。脚径9．0cm。色調は青灰色で

胎土も良好である。

SD56005出土土器（図版437・610）

製塩土器　　8288はいわゆる丸底タイプの製塩土器である。口径約3．4cm、残存高4．4cm。

須恵器　　　8289の須恵器杯身は口径10・6cm、器高5・2cmと8279と良く似たプロポーションで、口緑

部の立ち上がりの形状も1・9cmと高く内傾する点が似ているが、口緑端部はまるく仕上げ

られている。色調は青灰色からセピア色で胎土・焼成とも良好で、器壁も薄い。8290は小

型の壷の口緑である。2段の突帯と波状文が施されている。内面及び突帯の上に自然粕が

かかっている。色調は灰色で器壁は薄く焼成は良好である。口径10．0cm。8291は嚢の口緑

部である。突帯をはさんで上段は2単位、下段は1単位の波状文を施す。頚部に近い部分

はカキメの上から波状文が措かれている。内面の下半には指痕や不定方向のナデが施され

ている。口径41．8cm程度と推定される。

SD46002出土土器（図版437）

須恵器　　　8292の須恵器蓋は小片のため、若干傾き、口径が図示したものと異なるかもしれない。

推定口径15・9cm。色調は灰色で、断面を観察すると内部はセピア色である。器壁はぼって

りとして厚めである。

確認調査時出土土器（図版437）

8293は確認調査時に出土したもので、須恵器蓋の小片である。青灰色で焼成も良好で硬

い。

第7節　平安時代後半～鎌倉時代
1．土器

SD86001出土土器（第18図・図版687）

須恵器の小皿（6300）が出土している。口径（4．2cm）に対し、

器高はやや高い（1．1cm）。底部は回転糸切りである。
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報告番号

6001

6002

6003

6004

6005

6006

6007

6008

6009

6009

6010

6010

6011

6011

6012

6012

6013

6013

6014

6015

6016

6016

6017

6018

6019

6020

6021

6022

6023

6024

6025

6026

6027

6028

6029

6030

6031

6032

6033

6034

6035

6036

6037

6038

6039

6040

6041

6042

6043

6044

6045

6046

6047

6048

6049

6050

資料番号

e196

d236

e248

e198

e199

aO59

aO19

e113

aO64

aO65

aO60

aO61

e117

e118

eO98

elOl

elOO

aO20

d131

e115

e116

eO20

e137

e239

eO93

eO51

e163

e164

d140

木器番号

TZO8－026

TZO8－030
TZO1－031
TZ11－002
TZ11－006

TZO1－097
TZO1－042
TZO1－120
TZO1－101
TZO1－101

TZO1－098
TZO1－098

TZO1－125
TZO1－125

TZO1－003
TZO1－003
TZO1－144
TZO1－144

TZO1－043
TZO1－033

TZO1－123

TZO1－123
TZO1－195
TZO1－245
TZ19－001
TZ16－002

TZO4－003
TZO4－001
TZO4－005
TZO4－004

TZO4－002

e171　　　TZO4－027
e165　　　　TZO4－006
eO53　　　　TZO4－038

TZO4＿039

TZO4－014

e260　　　　TZO4－017

TZO4－019
e170　　　　TZO4－023
eO52　　　　TZO4－013
e173　　　　TZO4－051

e168　　　　TZO4－009
e172　　　　TZO4－049
e169　　　　TZO4－010
e166　　　　TZO4－007
e167　　　　TZO4－08

d132　　　　TZO1－036
d128　　　　TZO1－006
eO47　　　　TZO3－137
e231　　　TZ13－052

TZO3－018

e134　　　　TZO1－234
e144　　　　TZO3－055
aO51　　　TZO1－085

aO56　　　　TZO1－095
TZO1－210

6051　　　　e153　　　　TZO3－100
6052　　　　eO55　　　　TZO6－002
6053　　　　aO75　　　　TZO3－123
6054　　　　aO15　　　　TZO1－035
6055　　　　aOO6　　　　TZO1－020

6056　　　　aO62　　　　TZO1－099
6057　　　　d179　　　　TZO1－106
6058　　　　d133　　　　TZO1－037
6059　　　　aOO8　　　　TZO1－024

6060　　　　d209　　　　TZO1－148

6061　　　　　　　　　　TZO6－100
6062　　　　aOlO TZOl－026

6063　　　　d142　　　　TZO6－021
6064　　　　e183　　　　TZO6－045
6065　　　　aO28　　　　TZO1－053

第5表　掲載木器一覧表（1）

出土地区　　出土遺構　　器種名　　　　樹　種

竹添8
竹添8
竹添1
竹添11
竹添11

区
区
区
区

区

SH46025
SH46025
SK46066
SX46001
SX46001

竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002

竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002

竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添1区　　SX46002
竹添19区　　SK46138
竹添16区　　SK46164

竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001

竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001

竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001

竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001
竹添4区　　SR46001

竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添13区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添3区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添6区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

－202－

鋤（身）
鋤（身）

鋤（身）
鋤（身）
鋤（身）
鋤（身）
鋤（柄）
鋤（身）
鋤（柄）

鋤（身）
鋤（柄）
鋤（身）
鋤（柄）
鋤（身）
鋤（柄）
鋤（身）
鋤（身）

鋤（身）
鋤（柄）
不明
不明
不明
竪杵

直柄平鍬
直柄又鍬
直柄又鍬
鋤
庖丁形穂摘具

直柄平鍬
掘り棒
用材
用材
木針

やす
やす
不明　し
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

コウヤマキ
コウヤマキ
カヤあて材
アカガシ亜属
クヌギ節

アカガシ
アカガシ
アカガシ
アカガシ
アカガシ
アカガシ
イボタノ

亜属
亜属
亜属
亜属
亜属
亜属
キ属

アカガシ亜属
サカキ

サカキ
アカガシ亜属
サカキ
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
ヤマザクラ
コウヤマキ
コウヤマキ
コウヤマキ
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

モミ

コウヤマキ
アカガシ亜属
コウヤマキ

ヤマグワ
クスノキ科
ヤマグワ
シイ属
コナラ節

直柄平鍬　　　アカガシ亜属
直柄平鍬　　　アカガシ亜属
直柄平鍬　　　アカガシ亜属
直柄平鍬　　　アカガシ亜属
直柄平鍬

直柄平鍬　　　アカガシ亜属
直柄平鍬　　　アカガシ亜属
直柄平鍬　　　アカガシ亜属

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期
弥生中期
弥生中期
弥生中期
弥生中期
弥生中期
弥生中期

上層
上層
上層
上層
上層
上層
上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　　　　　　　　　　　弥生中期上層

直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　　弥生中期上層

直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　弥生中期上層

直柄平鍬　　　　　　　　　　　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　弥生中期上層
直柄平鍬　　　アカガシ亜属　　弥生中期上層

l



報告番号　資料番号　木器番号

66　　　　eO12　　　TZOl＿122

67　　　　d234　　　TZO6－097
68　　　　　　　　　　TZO3－31
69　　　　aOO9　　　TZOl＿025

70　　　　e145　　　TZO3＿056

71　　　d274　　　TZO9＿011

72　　　　e234　　　TZ15＿004

73　　　　e181　　　TZO6＿24

74　　　　aO27　　　TZOL052
75　　　　aO12　　　TZOl＿028

76　　　　eO84　　　TZ13＿004

77　　　　aOO3　　　TZO1－014

78　　　　elO6　　　TZOl＿038

79　　　　e149　　　TZO3＿068

80　　　　d296　　　TZO9＿034

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60－

60°

60‘

60‘

60i

60i

60i

60i

60（

60～

81

82

83

84

85

6086

6087

6088

6089

6090

6091

6092

6093

6094

6095

6096

6097

6098

6099

6100

6101

6102

6103

6104

6105

6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6126

6127

6128

6129

6130

6131

6132

6133

6134

6135

e235　　　TZ16－001
d139　　　TZO3－126
d129　　　TZO1－017
aO85　　　TZO3＿014

TZO1－267

d286　　　TZO9－024

e122

e211

d22C

e201

aO74

eO45

aO77

elO5

d285

aO78

e141

d200

e232

aO37

aO24

aO38

d135

aO26

aO31

aO34

eO62

eO69

eO63

e112

aO33

aO41

eO56

aO30

aO23

第6表　掲載木器一覧表（2）

出土地区　　出土遺構

竹添1区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

竹添9区　　SR46002
竹添15区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添13区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添9区　　SR46002

竹添16区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添9区　　SR46002
e210　　　TZ13－016a　竹添13区
eOO2　　　TZO1－016　　竹添1区
e237　　　TZ16－007　　竹添16区

TZO1－217　　竹添1区

e122　　　TZO1－149　　竹添1区
e211　　TZ13－016b　竹添13区

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
O TZO3－081　　竹添3区　　SR46002
1　　TZ13－002　　竹添13区　　SR46002
4　　　TZO3－122　　仲添3区　　SR46002

5　　　TZO3－133　　竹添3区　　SR46002
7　　　TZO3－135　　竹添3区　　SR46002
5　　　TZO1－015　　竹添1区　　SR46002
5　　　TZO9－023　　竹添9区　　SR46002
8　　　TZO3－136　　竹添3区　　SR46002

eO58

aO29

aO87

eO57

eO67

aO22

elO8

d137

TZO1－264　　竹添1区　　SR46002
TZO1－054　　竹添1区　　SR46002
TZ15－002　　竹添15区　　SR46002
TZO1－065　　竹添1区　　SR46002
TZO1－049　　竹添1　　　SR46002

TZO1－066　　竹添1区　　SR46002
TZO1－056　　竹添1区　　SR46002
TZO1－051　　竹添1区　　SR46002
TZO1－061　　竹添1区　　SR46002
TZO1－064　　竹添1区　　SR46002

TZO6－023　　竹添6区　　SR46002
TZO6－034　　竹添6区　　SR46002
TZO6－026　　竹添6区　　SR46002
TZO1－119　　竹添1区　　SR46002
TZO1－063　　竹添1区　　SR46002

TZO1－070　　竹添1区　　SR46002
TZO6－009　　竹添6区　　SR46002
TZO1－060　　竹添1区　　SR46002
TZO1－048　　竹添1　　　SR46002
TZO1－067　　竹添1区　　SR46002

TZO1－071　　竹添1区　　SR46002
TZO6－016　　竹添6区　　SR46002
TZO1－059　　竹添1区　　SR46002
TZO3－022　　竹添3区　　SR46002
TZO6－015　　竹添6区　　SR46002

TZO6－031　　竹添6区　　SR46002
TZO1－058　　竹添1区　　SR46002
TZO1－046　　竹添1区　　SR46002
TZO1－069　　竹添1区　　SR46002
TZO3－019　　竹添3区　　SR46002

TZO1－244　　竹添1区　　SR46002
elO7　　　TZO1－068　　竹添1区　　SR46002
e246　　　TZOl＿022

e247　　　TZO1－023
aO35他　　TZOl＿146

竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

－203－

器種名　　樹種　　時期

i：≡；；；；；；；葉芽i

実業批錆
荒業批錆
曲柄又鍬
曲柄又鍬
曲柄又鍬
曲柄又鍬
曲柄又鍬

曲柄又鍬
曲柄又鍬
曲柄又鍬
曲柄又鍬
曲柄又鍬

曲柄又鍬
曲柄又鍬
曲柄又鍬
直柄又鍬
直柄又鍬

直柄又鍬
直柄又鍬
直柄又鍬
直柄又鍬
直柄又鍬

直柄又鍬
泥除
泥除
泥除
泥除

泥除
泥除
泥除
泥除
泥除

泥除
泥除
泥除
泥除
泥除

泥除
泥除
泥除
泥除
泥除

泥除
泥除
泥除
泥除
泥除

泥除
泥除
泥除
泥除
泥除

泥除
泥除
泥除
泥除
泥除

アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層

アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層

アカガシ亜属　　弥生中期上層
ヤマグワ　　　　弥生中期上層
ヤマザクラ　　　弥生中期上層
エノキ　　　　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層

アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層

アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層

アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層

弥生中期上層

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
ニレ属
アカガシ亜属

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層



第7表　掲載木器一覧表（3）

報告番号　資料番号　木器番号　　出土地区　　出土遺構　　器種名

6136

6137

6138

6139

6140

6141

6142

6143

6144

6145

6146

6147

6148

6149

6150

6151

6152

6153

6154

6155

6156

6157

6158

6159

6160

6161

6162

6163

6164

6165

6166

6167

6168

6169

6170

6171

6172

6173

6174

6175

6176

6177

6178

6179

6180

6181

6182

6183

6184

6185

6186

6187

6188

6189

6190

6191

6192

6193

6194

6195

6196

6197

6198

6199

6200

6201

6202

6203

6204

6205

6206

a

d

d

d

e

a

a

a

a

a

e

e

e

a

a

e

e

d

e

a

e

a

e

a

e

a

e

e

d

e

d

d

e

a

a

a

e

e

a

a

e

d

e

d

d

d

e

d

d

d

f

目

d

目

e

TZO1－090　　竹添1区
001　　　TZO1－002　　竹添1区
134　　　TZO1－044　　竹添1区
210　　　TZ13－038　　竹添13区
138　　　TZO3－043　　竹添3区

203　　　TZ13－006　　竹添13区
082　　　TZO3－008　　竹添3区
017　　　TZO1－040　　竹添1区
018　　　TZO1－041　　竹添1区
055　　　TZO1－094　　竹添1区

100　　　TZO3－041　　竹添3区
032　　　TZO3－049　　竹添3区
225　　　TZ13－039　　竹添13区
174　　　TZO6－004　　竹添6区
050　　　TZO1－084　　竹添1区

016　　　TZO1－039　　竹添1区
006　　　TZO1－086　　竹添1区
159　　　TZO3－127a　竹添3区
291　　TZO9－029　　竹添9区
001　　TZO1－005　　竹添1区

057　　　TZO1－179　　竹添1区
022　　　TZO3－009　　竹添3区
052　　　TZO1－087　　竹添1区
156　　　TZO3－105　　竹添3区
088　　　TZO3－023　　竹添3区

026　　　TZO3－024　　竹添3区
086　　　TZO3－021　　竹添3区
025　　　TZO3－020　　竹添3区
041　　　TZO3－111　　竹添3区
276　　　TZO9－014　　竹添9区

003　　　TZO1－072　　竹添1区
282　　　TZO9－020　　竹添9区
284　　　TZO9－022　　竹添9区
054　　　TZO6－001　　竹添6区
053　　　TZO1－088　　竹添1区

073　　　TZO3－119　　竹添3区
072　　　TZO3－118　　竹添3区
238　　　TZ16－010　　竹添16区
126　　　TZO1－187　　竹添1区
014　　　TZO1－034　　竹添1区

002　　　TZO1－013　　竹添1区
049　　　TZO3－142　　竹添3区
127　　　TZ10－004　　竹添10区
208　　　TZO1－237　　竹添1区

TZ15－009　　竹添15区

121　　TZO6－038　　竹添6区
125　　　TZO6－042　　竹添6区

TZO6－012　　竹添6区
277　　　TZO9－015　　竹添9区
066　　　TZO6－030　　竹添6区

230　　　TZO6－005　　竹添6区
216　　　TZO3－004　　竹添3区
229　　　TZO3－141　　竹添3区
011　　　TZO1－150b　竹添1区
視　　　　TZO1－150a　竹添1区

TZO3－120　　竹添3区
215　　　TZO3－001　　竹添3区
視　　　　TZO3－088　　竹添3区
175　　　TZO6－006　　竹添6区

TZ13－043　　竹添13区

e242他　　TZO6－047　　竹添6区
TZO3－130　　竹添3区

e160　　　TZO3－129　　竹添3区
eO85　　　TZ13－007　　竹添13区
aO48　　　TZO1－082　　竹添1区

elO2　　　TZO3－053　　竹添3区
d136　　　TZO1－110　　竹添1区
eO46　　　TZO3－134　　竹添3区
eO44　　　TZO3－131　　竹添3区
aO92　　　TZO3－032　　竹添3区
eO48　　　TZO3－138　　竹添3区

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

－204－

鋤
鋤
鋤
鋤
鋤

鋤
鋤
鋤
鋤
鋤

鋤
鋤
鋤
鋤
鋤

鋤
鋤
鋤
鋤
鋤

鋤
鋤
鋤
鋤
掘り棒

掘り棒
掘り棒
掘り棒
掘り棒
掘り棒

小型鋤
小型鋤
小型鋤
小型鋤
小型鋤

小型鋤
小型鋤
木錘
不明
不明

不明
用材
用材
用材
用材

用材
用材
用材
用材
用材

組み合わせ式穂摘具
組み合わせ式穂摘具
組み合わせ式穂摘具
庖丁形穂摘具
庖丁形穂摘具

庖丁形穂摘具
庖丁形穂摘具
庖丁形穂摘具
庖丁形穂摘具
庖丁形穂摘具

箕
竪杵
竪杵
竪杵
臼

臼
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄

樹　種

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
コウヤマキ
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属

コウヤマキ
アカガシ亜属
コウヤマキ
ヤマグワ
コナラ属

クヌギ節
アカガシ亜属
クヌギ節

不明

ヤブツバキ
シキミ
二葉マツ

二葉マツ
アカガシ亜属
クヌギ節
クヌギ節
アカガシ亜属
クヌギ節

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層



報告番号　資料番号　木器番号

6207

6208

6209

6210

6211

6212

6213

6214

6215

6216

6217

6218

6219

6220

6221

222

6223

6224

6225

6226

6227

6228

6229

6230

6231

6232

6233

6234

6235

6236

6237

6238

6239

6240

6241

6242

6243

6244

6245

6246

6247

6248

6249

6250

6251

6252

6253

6254

6255

6256

6257

6258

6259

6260

6261

6262

6263

6264

6265

6266

6267

6268

6269

6270

6271

6272

6273

6274

6275

6276

6277

d221　　　TZO3－087
aO91　　　TZO3－030
d193　　　TZO3－132
aO44　　　TZO1－075

e158　　　　TZO3－113
d227　　　　TZO3＿139

e188　　　TZO6－073
d265　　　　TZO9＿002

aO95　　　　TZO3－035

elll TZOl－118
eO96　　　　TZO3－017

第8表　掲載木器一覧表（4）

出土地区　　出土遺構　　器種名　　　　樹　種

竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添9区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

eO35　　　TZO3－052a　竹添3区　　SR46002
TZO6－072

eO86　　　TZ13－009

d182　　　　TZO1－147
d264　　　　TZO9－001

d205　　　　TZO1－128
e193　　　　TZO6－088
fO14　　　TZO6－062

d275　　　　TZO9＿012

d141　　　TZO6＿013

e185　　　　TZO6＿049

aO25　　　　TZO1－050
eOO7　　　TZO1－089

aO21　　　TZO1－045
eO68　　　　TZO6－032

竹添6区　　SR46002
竹添13区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添9区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添6区　　SR46002

竹添9区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添6区　　SR46002

e258　　　TZO3－127b　竹添3区　　SR46002
e259　　　TZO3－127C　竹添3区
d226　　　　TZO3－125

aO84　　　　TZO3－013
e226　　　TZ13－040
d232　　　　TZO6－052

TZO1－198
TZO3－002

竹添3区

竹添3区
竹添13区
竹添6区
竹添1区
竹添3区

e123　　　TZO1－154a　竹添1区
e124　　　TZO1－154b　竹添1区
eO18　　　TZO1－153
eO17　　　TZO1－152
d217　　　TZO3－016

d268　　　TZO9－005
d201　　　TZO1－055
e178　　　　TZO6＿011

e209　　　　TZ13－014
eO64　　　TZO6－027

d231　　　TZO6＿014

e256　　　TZO1－157
e223　　　　TZ13－031
e128　　　　TZO1－193
d203　　　　TZOl＿124

e200　　　TZ13－001
eO37　　　TZO3－067

TZO1－115

TZO1－136

SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

竹添9区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添13区　　SR46002
竹添6区　　SR46002

竹添6区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添13区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添13区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

TZO1－008b　竹添1区　　SR46002

e254　　　TZO1－142　　竹添1区
e253　　　TZO1－141　　竹添1区

TZO1－114　　竹添1区
e251　　TZO1－134　　竹添1区

TZO1－114　　竹添1区

TZO1－114　　竹添1区
eO16　　　TZO1－138　　竹添1区
aO90　　　TZO3－029　　竹添3区

TZO1－008a　竹添1区
e257　　　TZO3－044　　竹添3区

TZO1－008C　竹添1区
e229　　　TZ13－044　　竹添13区

TZO1－114　　竹添1区
e250　　　TZO1－114　　竹添1区
eO14　　　TZO1－131　　竹添1区

eO30　　　TZO3－047
aO67　　　TZO1－103

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

－205－

斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄

斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄

斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄

斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄
斧膝柄

斧直柄
斧直柄
斧直柄
斧直柄
斧直柄

斧直柄
斧直柄
木針
木針
木槌

緯打具
緯打具
緯打具
緯打具
緯打具

サカキ
コナラ節
クヌギ節
クヌギ節

クヌギ節
クヌギ節
クヌギ節
クヌギ節
クヌギ節

サカキ
サカキ
タイミンタチバナ

クヌギ節

クヌギ節
コナラ節
クヌギ節
コナラ節
クヌギ節

アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属
アカガシ亜属

アカガシ亜属
アカガシ亜属
ミあて材
モミ
ヒサカキ

サカキ
サカキ
アカガシ亜属

経（布）巻具　サカキ
経（布）巻具　サカキ
経（布）巻具　サカキ
経（布）巻具　サカキ
経（布）巻具　不明

経（布）巻具　ネジキ
かせ
かせ
糸巻
紡錘車

紡錘車
紡錘車軸
綱枠
綱枠
網枠

網枠
網枠
やす
やす
やす

やす
やす
やす
やす
やす

やす
やす
やす
やす
やす

やす
やす
やす
やす
へら

へら
へら

コウヤマキ
コウヤマキ
コウヤマキ
不明

広葉樹皮
カヤあて材
モミ
カヤ
ヒノキ

ヤマグワ
ケヤキ

アカガシ亜属
カヤ

二葉マツ

二葉マツ
モミ

モミあて材

コウヤマキ

コウヤマキ
クリ

アカガシ亜属
ケヤキ

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層



報告番号　資料番号　木器番号

elO4　　　　TZO1－009
eO43　　　　TZO3－128

TZO1－004

6281

6282

6283

6284

6285

6286

6287

6288

6289

6290

6291

6292

6293

6294

6295

6296

6297

6298

6299

6300

6301

6302

6303

6304

6305

6306

6307

6308

6309

6310

6311

6312

6313

6314

6315

6316

6317

6318

6319

6320

6321

6322

6323

6324

6325

6326

6327

6328

6329

6330

6331

6332

6333

6334

6335

6336

6337

6338

6339

6340

6341

6342

6343

6344

6345

6346

6347

6348

e

e

e

a

e

e

e

a

a

e

a

a

a

f

e

e

e

e

d

e

d

a

a

a

d

e

e

e

d

e

d

a

e

a

a

d

a

d

d

f

d

d

a

d

a

a

a

f

e

e

d

e

e

e

e

e

d

d

d

e

d

e

e

d

065　　　　TZO6－029

127　　　　TZOl＿192

177　　　　TZO6－010
093　　　TZO3－033
255　　　　TZOl＿156

262　　　　TZO6－114

019　　　　TZO1－155
046　　　　TZOl＿078

070　　　　TZO1－107
103　　　　TZO1－007

080　　　　TZO3＿006

049　　　　TZO1－083

054　　　　TZOl＿093

017　　　　TZ13－045

097　　　TZO3－080

099　　　　TZO1－032
031　　　TZO3－048

180　　　　TZO6－020
191　　　TZO3－090
021　　　TZO3－003

180　　　　TZO1－132

097　　　TZO3－038
047　　　　TZO1－080
094　　　　TZO3－034
202　　　　TZOl＿091

033　　　　TZO3＿050

119　　　　TZO1－127
192　　　　TZO6－086
273　　　　TZO9－010
194　　　　TZO6－112

283　　　TZO9－021
096　　　　TZO3－036
202　　　　TZ13－005

043　　　　TZO1－074
098　　　　TZO3＿039

298　　．TZ10－002
045　　　　TZO1－077

222　　　　TZO3＿089

208　　　　TZOl＿143

015　　　TZO6－069

280　　　　TZO9－018

189　　　　TZO3－083
099　　　　TZO3－040
281　　　TZO9－019
066　　　　TZO1－102

063　　　　TZO1－100
007　　　　TZO1－021
016　　　　TZ13＿030

143　　　　TZO3＿054

第9表　掲載木器一覧表（5）

出土地区　　出土遺構　　器種名　　　　樹　種　　　　　時　期

竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添6区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添6区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添13区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添9区　　SR46002
竹添6区　　SR46002

竹添9区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添13区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

竹添10区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添6区　　SR46002

竹添9区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添9区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添13区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

261　　　TZO6－028．113　竹添6区　　SR46002

271　　　TZO9－008
TZ15－001

249　　　　TZOl＿111

162　　　　TZO3－155
186　　　TZO6－057

011　　　TZO1－117
146　　　TZO3－060
266　　　TZO9－003

278　　　TZO9－016
214　　　TZ13－049

224　　　TZ13－037

183　　　TZ13－036
154　　　TZO3－103
059　　　TZO6－017
235　　　TZO6－099

eO60

TZO3－071
TZO6－018
TZO1－010

竹添9区　　SR46002
竹添15区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添6区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添9区　　SR46002
竹添9区　　SR46002
竹添13区　　SR46002

竹添13区　　SR46002
竹添13区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添6区　　SR46002

竹添3区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

－206－

へ

匙
匙

匙
匙
匙
匙
匙

匙
匙
匙
匙
匙

匙
匙
匙
杓
杓

ら

子

子

杓子
杓子
杓子
杓子
杓子

杓子
容器（盤）
容器（盤）
容器（盤）
容器（盤）

容器（盤）
容器（盤）
容器（盤）
容器（盤）
容器（盤）

容器（盤）
容器（盤）
容器（盤）
容器（盤）
容器（盤）

l

容器（鉢）
容器（鉢）
容器（鉢）
容器（鉢）
容器（椀）

容器
容器
容器
容器
容器

容容
容
容
容

（合子）
（皿）
（皿）
（皿）
（合子）

ヒノキ
アカガシ亜属

イ

不

畢
ン′

散
‘、

‘、

、

ヤ

ク

ア

散

散
散
ヒ

ト

コ

ヌガヤ
明
孔材
キミ
孔材

ズキ属
マザクラ
スノキ
カガシ亜属
孔材

孔材
孔材
サカ
ネリ
ナラ

ヤマザ
ヤマザ
ヤマザ
ヤマザ
ヤマグ

コナラ
コウヤ
コウヤ
アカガ
二葉マ

バンノ
クスノ
カキノ
アカガ
ヤマザ

クスノ
ヤマグ
クスノ
クスノ
モミ

キ
コ

節

ク

ク

ク

ク

ワ

仙
月ロ
マ

マ

シ

ツ

キ

キ

キ

シ

ク

キ

ワ

キ

キ

ケヤキ
コウヤマ
クスノキ
ヤマグワ
クヌギ節

ケヤキ
ヤマザ
ケヤキ
アカガ
ケヤキ

器（合子）　ヤマザ
器（合子）　ケヤキ
器（合子蓋）ヤマグ
器　　　　　クスノ
器（高杯）　ヤマザ

容器（高杯）
容器（高杯）
木鉄
弓
弓

弓
刀把頭装具
鞘
鞘
盾

盾
盾
盾
盾
盾

盾
盾
剣形

ケヤキ

属

ラ

ラ

ラ

ラ

キ

キ

亜属

属
科

軍属
フ

科

科
科

キ
科

クラ

シ亜属

クラ

ワ

キ科
クラ

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層

二葉マツあて材　弥生中期上層
カヤ
カヤ

サカキ
コウヤマキ
散孔材
リョウブ
ヒノキ

モミ
モミ

モミ
モミ
モミ

モミ

弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層



報告番号　資料番号　木器番号

6349

6350

6351

6352

6353

6354

6355

6356

6357

6358

6358

6358

6359

6360

6361

6362

6363

6364

6365

6366

6367

6368

6369

6370

6371

6372

6373

6374

6375

6376

6377

6378

6379

6380

6381

6382

6383

6384

6385

6386

6387

6388

6389

6390

6391

6392

6393

6394

6395

6396

6397

6398

6399

6400

6401

6402

6403

6404

6405

6406

6407

6408

6409

6410

6411

6412

6413

6414

6415

ZO1－011

TZO3－116

d233　　　TZO6－096
d198　　　TZOl＿012

TZO1－001
d184　　　TZ13＿046

TZO1－047

d199　　　TZO1－030

alO2

alO3

alO4

d225

aO79

TZO3－015
TZO3－079
TZO3－079
TZO3－079
TZO3－115

TZO3－005

e204　　　TZ13－008
d206　　　TZO1－130
eO76　　　TZO3－124

e120　　　TZO1－137
e252　　　TZOl＿140

d207　　　TZO1－135
d192　　　TZO3＿121

第10表　掲載木器一覧表（6）

出土地区　　出土遺構　　器種名　　　　樹　種

竹添1区
竹添3区

竹添6区
竹添1区
竹添1区
竹添13区
竹添1区

竹添1区
竹添3区
竹添3区

SR46002　　剣形
SR46002　　剣形

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002

竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

竹添13区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添3区　　SR46002

e121　　TZO1－145a　竹添1区　　SR46002
TZOl＿112

d204　　　TZO1－126

e233　　　TZ15＿003

e157　　　TZO3＿106

d269　　　TZO9＿006

eO28　　　TZO3＿045

e184　　　TZO6＿048

d188　　　TZO3＿082

e228　　　TZ13＿042

e147　　　TZO3＿062

eO15　　　TZO1－133

e133　　　TZO1－213

e221　　　TZ13－028
eO61　　　TZO6－022
e206　　　TZ13＿011

e125　　　TZO1－186
e135　　　TZO1－240

ellO TZOl＿092

竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添15区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添9区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添6区　　SR46002

竹添3区　　SR46002
竹添13区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添13区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添13区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

竹添1区　　SR46002
elO9　　　TZOlqO76a　竹添1区　　SR46002
eO42　　　TZO3－117
e191　　　TZO6＿083

eO39　　　TZO3－097

e195　　　TZO6●115

aO13　　　TZOl＿029

aOll TZOl－027
aO68　　　TZO1－104
e227　　　TZ13－041

e182　　　TZO6●033

竹添3区
竹添6区
竹添3区

竹添6区
竹添1区
竹添1区
竹添1区
竹添13区

竹添6区
eO36　　　TZO3－052b　竹添3区
aO58　　　TZO1－096
aOO5　　　TZO1－019

d287　　　TZO9＿025

d299　　　TZlO＿003

eO29　　　TZO3－046

aOO4　　　TZOl●018

e189　　　TZO6＿074

d279　　　TZO9－017

e236　　　TZ16－005

eO70　　　TZO6－035
eO34　　　TZO3＿051

d218　　　TZO3＿028

d267　　　TZO9＿004

aO83　　　TZO3－010
eO24　　　TZO3－012
e148　　　TZO3＿064

d294　　　TZO9＿032

d293　　　TZO9＿031

d290　　　TZO9－028
e140　　　TZOl＿263

SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

竹添1区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添9区　　SR46002

竹添10区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添1区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添9区　　SR46002

竹添16区　　SR46002
竹添6区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添9区　　SR46002

竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添3区　　SR46002
竹添9区　　SR46002
竹添9区　　SR46002

竹添9区　　SR46002
竹添1区　　SR46002

ー207－

剣形
剣形
剣形
剣形
式形

鳥形
鳥形
高杯（巻皮）
高杯（先端）
高杯（体部）

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明
不明
不明
不明

不明
不明

コウヤマキ
コウヤマキ

コウヤマキ

コウヤマキ

不明
イヌガヤ
イヌガヤ
サカキ
エノキ

サカキ
ハイノキ
ヒサカキ
カマツカ
シイ属

コウヤマキ
コウヤマキ
モミ

ヤマザク

アカガシ
コウヤマ
ヒノキ
アカガシ
アカガシ

ラ

亜属
キ

亜属
亜属

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

クヌギ節　　　　弥生中期上層
ヒノキ　　　　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層
クヌギ節　　　　弥生中期上層
コウヤマキ　　　弥生中期上層

ケヤキ
ヒノキ
コウヤマキ
コウヤマキ
コウヤマキ

コウヤマキ
コウヤマキ
コウヤマキ
ヤマグワ
ヤナギ属

ケヤキ
クヌギ節
アカガシ
アカガシ
アカガシ

コウヤマ
アキニレ
クスノキ
アカガシ
サカキ

亜
亜
亜

キ

科
亜

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層

属　　弥生中期上層
属　　弥生中期上層
属　　弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

属　　弥生中期上層
弥生中期上層

二葉マツ
アカガシ亜属
クスノキ科
コウヤマキ
モミ

コウヤマキ
クスノキ科
クスノキ科
ツブラジイ
サカキ

コナラ節
シイ属
ツブラジイ
アカガシ亜属
シイ属

アカガシ亜属
ケヤキ

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層



報告番号

6418

6419

6420

6421

6422

6423

6424

6425

6426

6427

6428

6429

6430

6431

6432

6433

6434

6435

6436

6437

6438

6439

6440

6441

6442

6443

6444

6445

6446

6447

6448

6449

6450

6451

6452

6453

6454

6455

6456

6457

6458

6459

6460

6461

6462

6463

6464

6465

6466

6467

6468

6469

6470

6471

6472

6473

6473

6473

6474

6475

6476

6477

6478

6479

6480

6481

6482

6483

資

e

e

e

e

d

d

d

d

e

d

a

e

e

e

e

e

e

e

e

e

d

e

e

e

d

e

a

e

e

e

a

e

e

第11表　掲載木器一覧表（7）

料番号　木器番号　　出土地区　　出土遺構　　器種名

218　　　TZ13－024　　竹添13区
190　　　TZO6－082　　竹添6区
222　　　TZ13－029　　竹添13区

142　　　TZO1－265　　竹添1区
224　　　TZO3－092　　竹添3区
190　　　TZO3－085　　竹添3区
272　　　TZO9－009　　竹添9区
270　　　TZO9－007　　竹添9区

023　　　TZO3－011　　竹添3区
288　　　TZO9－026　　竹添9区
071　　　TZO1－108　　竹添1区
013　　　TZO1－129　　竹添1区
214　　　TZ13－020　　竹添13区

010　　　TZO1－116　　竹添1区
138　　　TZO1－261　　竹添1区
087　　　TZ13－013　　竹添13区
150　　　TZO3－086　　竹添3区
179　　　TZO6－019　　竹添6区

114　　　TZO1－121　　竹添1区
207　　　TZ13－012　　竹添13区
295　　　TZO9－033　　竹添9区

TZ13－027b　竹添13区
213　　　TZ13－018　　竹添13区

219　　　TZ13－026　　竹添13区
216　　　TZ13－022　　竹添13区
289　　　TZO9－027　　竹添9区
008　　　TZO1－109　　竹添1区
089　　　TZO3－026　　竹添3区

217　　　TZ13－023　　竹添13区
230　　　TZ13－047　　竹添13区
151　　TZO3－096　　竹添3区
069　　　TZO1－105　　竹添1区
139　　　TZO1－262　　竹添1区

176　　　TZO6－007　　竹添6区

eO40

e152

eOO9

d292

e205

d228

e155

e136

eO73

eOO4

eO38

e212

e215

e197

e244

eO88

e129

eO50

d211

d212

d213

alO9

目視

e161

e241

e245

e240

TZO1－242　　竹添1区
TZO1－076b　竹添1区
TZO3－098　　竹添3区
TZO3－099　　竹添3区

TZO1－113　　竹添1区
TZO9－030　　竹添9区
TZ13－010　　竹添13区
TZO3－140　　竹添3区
TZO3－104　　竹添3区

TZO1－241　　竹添1区
TZO6－084　　竹添6区
TZ13－033　　竹添13区
TZO1－073　　竹添1区
TZO3－084　　竹添3区

TZ13－017　　竹添13区
TZ13－021　　竹添13区
TZO9－037　　竹添9区
TZ13－003　　竹添13区
TZ13－034　　竹添13区

TZO1－196　　竹添1区
TZO3－149　　竹添3区
TZ13－048　　竹添13区
TZ13－048　　竹添13区
TZ13－048　　竹添13区
TZO6－025　　竹添6区
TZO6－003　　竹添6区

TZO3－148　　竹添3区
IUO7－002　　池ノ内7区
IUO6－002　　池ノ内6区
IUO7－001　　池ノ内7区

竹添1区

竹添1区
竹添1区

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SD56002

SR46003
SR46003
SR46003

酉微高地縁辺

西微高地縁辺
西微高地縁辺
SR46002

－208－

不
不
不

不

不
不
不
不

不

不
不
不
不

不
不
不

不
不

不

不
不
不
不

不
不
不
不

不

不
不
不

不
不

不

不
不
不
不

不
不
不
不
不

不
不
不
不
不

不
不
不

不
不

不
不

不
不
不
不
不

不
不
不
不

不

不

不
竪

明
明
明

明
明

明
明
明

明

明
明
明
明

明
明
明
明

明

明

明
明
明
明

明
明
明
明
明

明
明
明
明

明

明

明
明
明
明

l

明

明
明
明
明

明
明
明
明
明

明
明
明
明

明

明
明

明（板材）
明（棒材）
明（棒材）
明
明

明
明
明
明

明

明
明

杵

樹　種

クヌギ節
ヤマグワ
サカキ

シイ属
ムクロジ
ヤマグワ
不明
ヤマグワ

コナラ節
コウヤマキ
サカキ
サカキ
シイ属

ムラサキシキブ
シイ属
エゴノキ
クヌギ節
コウヤマキ

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

コウヤマキ　　　　弥生中期上層
シイ属　　　　　　弥生中期上層
サカキ　　　　　　弥生中期上層

弥生中期上層
シイ属　　　　　　弥生中期上層

コウヤマキ　　　　弥生中期上層
ヤナギ属　　　　　弥生中期上層
イヌガヤ　　　　　弥生中期上層
コウヤマキ　　　　弥生中期上層
同定不可　　　　弥生中期上層

アカガシ亜属　　　弥生中期上層
ヤマグワ　　　　　弥生中期上層
ヤブツバキ　　　　弥生中期上層
サカキ　　　　　　弥生中期上層
クヌギ節　　　　　弥生中期上層

ムクロジ　　　　　弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

リョウブ　　　　　弥生中期上層
ムクノキ　　　　　弥生中期上層

リョウブ　　　　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　　弥生中期上層
コウヤマキ　　　　弥生中期上層
トネリコ属　　　弥生中期上層

アカガシ亜属　　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　　弥生中期上層

弥生中期上層
アカガシ亜属　　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　弥生中期上層

アカガシ亜属　　　弥生中期上層
クヌギ節　　　　　弥生中期上層
コウヤマキ　　　　弥生中期上層
シキミ　　　　　　弥生中期上層
クヌギ節　　　　　弥生中期上層

コウヤマキ　　　　弥生中期上層
コウヤマキ　　　　弥生中期上層
コウヤマキ　　　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　　弥生中期上層
アカガシ亜属　　　弥生中期上層
バンノキ
ココヤシ

モミ
クリ
コナラ節
クスノキ科

弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期下層

弥生中期下層
弥生中期下層
弥生中期上層



報告番号

6001

6002

6003

6004

6005

6006

6007

6008

6009

6010

6011

6012

6013

6014

6015

6016

6017

6018

6019

6020

6021

6022

6023

6024

6025

6026

6027

6028

6029

6030

6031

6032

6033

6034

6035

6036

6037

6038

6039

6040

6041

6042

6043

6044

6045

6046

6047

6048

6049

6050

6051

6052

6053

6054

6055

6056

6057

6058

6059

6060

6061

6062

6063

6064

6065

6066

6067

6068

6069

6070

器種

石鉄
石鉱
石鉄
石飯
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鍍

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

第12表　掲載石器一覧表（1）

出土遺構　長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（g）石材
SH36008
SH36007
SH36007
SH36001

SH36008

SK36039
SH36001

SH36007
SH36001
SH36007

SH36001

SH36008
SH36001
SH36008
SH36001

SH36007
SK36010
SH36003
SH36007
SH36004

SH36007
SH36001
SH36008
SH36001

SK36034

石鉄　　　　　SH36007
石鉄　　　　　SH36007
石鉄　　　　　SH36001
打製石庖丁　　SK36029
磨製石庖丁　　SK36002

磨製石庖丁未成品　包含層
磨製石庖丁未成品　西微高地縁辺
磨製石庖丁未成晶　西微高地縁辺
磨製石庖丁未成品　SK36008
磨製石庖丁未成晶　西微高地縁辺

磨製石庖丁末成品　SK36009
磨製石庖丁未成品　SK36026
磨製石庖丁未成品　SH36008
石匙　　　　　SK36023
石錐　　　　　SH36007

石錐　　　　　SH36008
石錐　　　　　SH36007
大型蛤刃石斧　SH36006
太塑蛤刃石斧　SH36008
砥石　　　　　SK36038

蔽石
敲石
磨石
砥石
楔形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
裸形石器
楔形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
削器
削器

削器
削器
削器
削器
削器

削器
削器
削器
削器
削器

SK36001
SH36007

西微高地縁辺
西微高地縁辺
SH36004

SH36007
SH36007
SH36008
SH36008
SH36008

SH36008
SH36008
SH36008
SH36008

SH36008

SH36008
SH36001
SK36057
SH36031

SH36004

SH36008
SK36002

包含層
包含層
SK36055

時 期

19

21

13

29

30

31

27

17

16

20

20

18

20

23

25

25

30

39

35

31

27

24

27

32

38

29

30

13

119

1130

117

112

138

49

107

112

104

125

52

31

18

34

161

99

233

83

97

76

113

37

33

29

22

22

20

21

30

36

51

81

44

91

45

95

27

47

20

38

85

32

14．5

16

15

18

15．5

23

16

10．5

12．5

16

13

19

17

12．5

14

16．5

14

17．5

17

32．5

11

10

11．5

12

11．5

10

16

10

46

42

52．5

52．5

58

48

52

54

62

70

40

12

7

10

51

73．5

187

72．5

53

68

113．5

45

32

27

23．2

28

20．6

25．5

16

21

35

83．5

46

52

62

98

25

48

38

30．2

50

71．5

209

2　　　0．8　　サヌカイト
4　　　0．9　　サヌカイト
3　　　0．5　　サヌカイト
4　　1．7　　サヌカイト
5　　　2．3　　サヌカイト

6

4

2

2

2

3

3

5

2

3

5

4

4

4

4

6

3

3

4

5

4

4

3

8

5

12

16

11

11

10

12

12

15

7

8

6

4

9

10

3

7

7

15

1

弥生中期下層
弥生中期下層
弥生中期下層
弥生中期下層
弥生中期下層

3．6　サヌカイト　　弥生中期下層
1．3　　サヌカイト　　弥生中期下層
0．3　　サヌカイト　　弥生中期下層
0．3　　サヌカイト　　弥生中期下層
0．6　　サヌカイト　　弥生中期下層

3：g　葺雲票出　監謂謂
1．5　サヌカイト　　弥生中期下層
1．1　サヌカイト　　弥生中期下層
1．3　サヌカイト　　弥生中期下層

2．2　　サヌカイト　　弥生中期下層
1．4　サヌカイト　　弥生中期下層
2．3　　サヌカイト　　弥生中期下層
1．8　サヌカイト　　弥生中期下層
3　　サヌカイト　　弥生中期下層

1．7　サヌカイト　　弥生中期下層
0．8　サヌカイト　　弥生中期下層
1　サヌカイト　　弥生中期下層

1．7　サヌカイト　　弥生中期下層
2．1　サヌカイト　　弥生中期下層

0．8

1．4

0．4

3．1

4．7

79

1．7

9．8

3．4

8．5

サヌカイト　　弥生中期下層
サヌカイト　弥生中期下層
サヌカイト　　弥生中期下層

蒜農芸イト　監謂謂
砂岩
珪質砂岩
砂岩
砂岩
砂岩

弥生中期下層
弥生中期下層
弥生中期下層
弥生中期下層
弥生中期下層

ヂ摘要　藁蓋若菜幸運
3．6　サヌカイト　　弥生中期下層
3　サヌカイト　　弥生中期下層

信幸i；摘三‥二i；董；ii≡；

罷巌ト許
；1i摂獣茫燕
6　　　3．2　サヌカイト　　弥生中期下層

1日‥i茸三三芽日掛絹
1写　孟呂：2　葺霊出　監謂謂

措窪翳墨
：i13㌢茸…≡封蓋蓋謂芋蓋
7　　31．3　サヌカイト　　弥生中期下層
7　14．9　サヌカイト　　弥生中期下層



報告番号

6071

6072

6073

6074

6075

6076

6077

6078

6079

6080

6081

6082

6083

6084

6085

器種

削器
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

6086　　石鉄
6087　　石鉄
6088　　石鉄
6089　　石鉄
6090　　石鉄

6091　　石鉄
6092　　石鉄
6093　　石鉄
6094　　石鉄
6095　　石鉄

6096　　石鉄
6097　　石鉄
6098　　石鉄
6099　　石鉄
6100　　石鉄

6101　　石鉄
6102　　石鉄
6103　　石鉄
6104　　石鉄
6105　　石鉄

6106　　石鉄
6107　　石鉄
6108　　石鉄
6109　　石鉄
6110　　石鉄

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6126

6127

6128

6129

6130

6131

6132

6133

6134

6135

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

6136　　石鉄
6137　　石鉄
6138　　石鉄
6139　　磨製石庖丁
6140　　打製石庖丁

第13表　掲載石器一覧表（2）

出土遺構　長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（

西微高地縁辺
SH46009
SK46095
SH46034

SH46012

SK46077
SK46082

SK46096
SH46013
SH46010

SK46004
SK46004

SH46024
SH46010
SH46025

SK46102
SH46024
SK46089
SH46025

SK46082

SK46089
SK46180
SH46020

P46031
SK46089

SH46027
SH46034

SH46024
SH46012
SH46009

SH46034

SH46006
SK46102
包含層

包含層

SH46024
SK46041
SH46025
SK46055

SH46025

SK46023
SK46095
SK46004

SK46067
SH46012

SH46034
SK46032

SH46011
SH46012
SH46012

SH46011

SH46012
SK46067
ST46004
SH46010

SK46046
SH46026
SH46025
SH46026
SH46027

SH46024
SH46026
SH46021

SH46025
SH46012

SK46067
SK46067

SH46026
SX46001
P46037

37

18

16

20

20

26

26

28

20

14

17

16

18

20

21

20

19

20

19

15

20

22

24

24

29

23

28

28

28

30

32

33

32

43

54

37

45

43

21

23

22

25

22

28

28

26

32

33

36

37

22

23

29

29

28

29

27

22

18

32

30

35

48

32

28

35

16

29

82

56

63

12

13

14．5

14

16

17．5

22

27

9．5

9

10

12

11

12．5

12

13．5

13．5

16

16

15

18

14

14．5

18

19

18

20

21．5

23

23

16．5

14

23

31．5

26

32

25

9．5

11．5

13

13

15．5

16

17

23

17．5

14

18

18

10．5

9．5

11

12

12

14

15．5

14

17

15．5

11

11

15

15．5

12

18

12．5

13．5

53

3．1

g）石材

8　　12．1　サヌカイト　　弥生中期下層
3　　　0．5　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　　0．5　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　　0．9　　サヌカイト　　弥生中期上層
2　　　0．8　　サヌカイト　　弥生中期上層

3

5

5

4

1

3

3

2

2

2

4

4

3

3

3

1　サヌカイト　　弥生中期上層
1．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
2　　サヌカイト　　弥生中期上層

1．5　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．1　サヌカイト　　弥生中期上層

0．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．5　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．7　　サヌカイト　　弥生中期上層

1　サヌカイト　　弥生中期上層
1．2　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．9　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．9　　サヌカイト　　弥生中期上層

3　　　0．7　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　1．3　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　1．2　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　0．85　　サヌカイト　　弥生中期上層
5　　　2．3　　サヌカイト　　弥生中期上層

4

6

4

4

5

6

4

3

5

4

5

6

6

3

2

3

3

3

3

4

4

5

3

5

5

5

4

4

4

3

3

2

4

4

4

3

5

6

4

4

2　　サヌカイト　　弥生中期上層
2．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
2．2　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
2．7　　サヌカイト　　弥生中期上層

2．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
2．5　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．7　　サヌカイト　　弥生中期上層
3．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
6．5　　サヌカイト　　弥生中期上層

5．4　　サヌカイト　　弥生中期上層
6．1　サヌカイト　　弥生中期上層
5．7　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．7　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．7　　サヌカイト　　弥生中期上層

0．9　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．1　サヌカイト　　弥生中期上層
1．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．5　　サヌカイト　　弥生中期上層

2　　サヌカイト　　弥生中期上層
2．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
3．3　　サヌカイト　　弥生中期上層
3．7　　サヌカイト　　弥生中期上層

1．3　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．1　サヌカイト　　弥生中期上層
1．3　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．2　　サヌカイト　　弥生中期上層

1．3　　サヌカイト　　弥生中期上層
0．9　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．5　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．1　サヌカイト　　弥生中期上層
1．8　　サヌカイト　　弥生中期上層

0．7　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
4．2　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．3　　サヌカイト　　弥生中期上層

4　　　2．1

3　　　0．6

4　　　2．1

12　　　41．1

9　　　167

サヌ
サヌ
サヌ

カイ
カイ
カイ

珪化木
サヌカイ

ト　　弥生中期上層
ト　　弥生中期上層
ト　　弥生中期上層

弥生中期上層
ト　　弥生中期上層



報告番号

6141

6142

6143

6144

6145

6146

6147

6148

6149

6150

6151

6152

6153

6154

6155

6156

6157

6158

6159

6160

6161

6162

6163

6164

6165

6166

6167

6168

6169

6170

6171

6172

6173

6174

6175

6176

6177

6178

6179

6180

6181

6182

6183

6184

6185

6186

6187

6188

6189

6190

6191

6192

6193

6194

6195

6196

6197

6198

6199

6200

6201

6202

6203

6204

6205

6206

6207

6208

6209

6210

6211

器種　　　　　出土遺構

打製石庖丁　　SH46027
打製石庖丁　　SK46093
打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065

打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065

打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065

打製石庖丁　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065
剥片　　　　　SK46065
打製石庖丁　　SK46065
剥片　　　　　SK46065

剥片　　　　　SK46065
磨製石庖丁　　SH46010
磨製石庖丁　　SH46010
磨製石庖丁　　SK46119
磨製石庖丁　　SK46070

磨製石庖丁　　SK46066
磨製石庖丁　　SK46099
磨製石庖丁　　SK46120
磨製石庖丁　　SK46119
磨製石庖丁未成品　SK46103

磨製石庖丁未成品　SK46062
磨製石庖丁未成品　SK46126
磨製石庖丁未成品　SK46115
磨製石庖丁未成品　SH46012
磨製石庖丁末成品　SH46019

磨製石庖丁末成品　SH46010
石錐　　　　　SH46010
石錐　　　　　SH46034
石錐　　　　　SH46026
石錐　　　　　SH46027

石錐
石錐
石錐
石錐
石錐

石錐
石錐
石錐
石錐
石錐

石錐
石錐
石錐
石錐
石錐

SK46068
SH46024
SH46006
SK46080

包含層

P46007
P46033
SK46066

SK46089
SH46027

SK46066
SH46039
SH46013
SK46119
SK46071

石錐　　　　　SH46025
石錐　　　　　SH46034
石錐　　　　　SH46034
大型蛤刃石斧　P46030
柱状片刃石斧　SH46039

柱状片刃石斧　SX46002
小型方柱状片刃石斧SH46002
扁平片刃石斧　SK46050
扁平片刃石斧　SH46004
磨石　　　　　SH46024

敵石
磨石
磨石
磨石
磨石

砥石

SX46001
SH46009

SH46023
SH46006
SK46003

SH46004

第14表　掲載石器一覧表（3）

長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（g）石材
68

109

128

153

136

141

145

130

108

132

156

122

125

124

120

126

179

168

183

90

116

105

71

68

88

81

71

67

35

1118

120

89

119

95

100

11

30

28

19

17

19

39

39

31

34

33

30

19

15

19

32

29

35

38

51

36

30

36

110

108

88

53

45

103

102

69

49

64

56

143

55

68

47

67

62

58．5

71

63

58

64

64

67

63

60

54

55

62

67

60．5

71

128．5

150

56
52．5

55

44

47．5

53

42．5

54

49．5

51

47

53

55

50

57

11．5

16

15．5

14．5

14．5

21

29

27

17

13．9

16．5

5

9．5

7．5

12．5

10．5

10

11

15

12．5

10．5

12．6

70

23

25．5

8

28．5

63

81

51

34

51

39

108

45．5

211

10

8

6　　1

9　　1

9

12　　1

10　　1

11

11

10　　1

13　　1

12

10

11

8

57．1

49．6

05．2

34．2

92．1

サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト

49．7　　サヌカイト
22．6　　サヌカイト
87．4　　サヌカイト

96．3　　サヌカイト
12．8　　サヌカイト

23．6　　サヌカイト

89．2　　サヌカイト
90．3　　サヌカイト
82．9　　サヌカイト
77　　サヌカイト

10　　95．7　　サヌカイト
12　176．7　　サヌカイト
8　133．8　　サヌカイト

11　184．2　　サヌカイト
16　　113　　サヌカイト

23　　160　　サヌカイト
8　　44．7　　緑色片岩

10　　43．5　　花崗岩
10　　38．6　　花崗岩
10　　48．6　　花崗岩

9

8

10

10

16

16

13

12

9

10

30．8　　花崗岩
31．6　　花崗岩
38．6　　花崗岩
21．1　凝灰岩
76．2　　花崗岩

111　花崗岩
64．3　　花崗岩
84．7　　花崗岩
47．2　　花崗岩
56．3　　花崗岩

12　　61．5　　花崗岩
4　　1．9　　サヌカイト
4　　　0．8　　サヌカイト
3　　　0．7　　サヌカイト
4　　1．1　サヌカイト

5

5

5

5

4

4

4

3

4

4

4

5

4

4

3

1．2　　サヌカイト
2．6　　サヌカイト
4．6　　サヌカイト
3．5　　サヌカイト
3．1　サヌカイト

2．4　　サヌカイト
1．8　　サヌカイト
0．4　　サヌカイト
0．6　　サヌカイト
0．6　　サヌカイト

1．4　　サヌカイト
1．8　　サヌカイト
1．2　　サヌカイト
1．2　　サヌカイト
2．6　　サヌカイト

5　　　2．8　　サヌカイト
6　　　2．3　　サヌカイト
6　　4．38　　サヌカイト

48　　　533　　凝灰岩
27　　　320　　片岩

33　　　244

8　　　5．3

9　　　21．3

24　　　304

42　　　557

42　　221．7

29　　　　55

48　185．5

39　　100．4

64　　1594

片岩
粘板岩
凝灰岩
閃緑岩
閃緑岩

閃緑岩
砂岩？
砂岩？
凝灰岩
花崗岩

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

33　　122　砂岩　　　　弥生中期上層



報告番号

6212

6213

6214

6215

6216

6217

6218

6219

6220

6221

6222

6223

6224

6225

6226

6227

6228

6229

6230

6231

6232

6233

6234

6235

6236

6237

6238

6239

6240

6241

6242

6243

6244

6245

6246

6247

6248

6249

6250

6251

6252

6253

6254

6255

6256

6257

6258

6259

6260

6261

6262

6263

6264

6265

6266

6267

6268

6269

6270

6271

6272

6273

6274

6275

6276

6277

6278

6279

6280

6281

6282

器種

砥石
砥石
砥石
蔽石

敲石
蔽石
大型剥片
大型剥片
大型剥片

石錐
剥片
剥片
剥片
剥片

剥片
剥片
剥片
剥片
剥片

剥片
剥片
剥片
剥片
剥片

剥片
剥片
剥片
剥片
剥片

剥片
剥片
剥片
剥片
剥片

剥片
剥片
剥片
剥片
剥片

剥片
剥片
剥片
剥片
剥片

剥片
剥片
剥片
剥片
剥片

剥片
剥片
剥片
剥片
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄

出土遺構

SK46098
SH46001
SH46014
SK46087

SK46086
SH46008
SK46039
SK46039
SK46039

SK46125
SK46125
SK46125
SK46125

SK46125

SK46125
SK46125

SK46125
SK46125
SK46125

SK46125
SK46125
SK46125
SK46125
SK46125

SK46125
SK46125
SK46125
SK46125

SK46125

SK46125
SK46125
SK46125

SK46125
SK46125

SK46125

SK46125
SK46125
SK46125
SK46125

SK46125

SK46125
SK46125
SK46125
SK46125

SK46125
SK46125
SK46125
SK46125
SK46125

SK46125
SK46125
SK46125
SK46125
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層

第15表　掲載石器一覧表（4）

長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）
123

108

142

90

135

90

283

318

431

37

46

50

29

46

36

29

26

27

29

30

21

45

28

33

17

30

35

35

21

28

16

22

20

20

30

27

20

31

27

30

45

35

19

21

21

40

36

26

21

31

33

53

29

23

20

27

27

33

28

18

19

20

25

25

26

29

26

30

36

37

36

138

94．5

109．5

43

32

68．5

250

315

285

17

23

35．5

47

31

39

53

39．5

38

48

30

43

29．5

49

24

15

34．4

39．5

30

41．5

43

41

35

32

27．5

30

29．5

26

44．5

34

42

18

26．5

37．5

34．5

26．5

28

24

26

23

37．5

38．5

33

41

13

19

17

21．5

19

18

15

17

18

17

14

15．5

14．5

15

21

22．5

20．5

19．5

212

30

23

23

23

32

41

27

23

52

9

5

6

5

5

4

9

6

5

14

3

5

7

5

3

4

4

5

6

4

4

4

3

5

4

7

4

3

6

4

4

6

5

4

6

3

7

5

3

4

4

6

6

7

5

5

4

4

3

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

3

4

5

重量（g）

776．1

236

607．1

146．2

219．4

297．7

2281

3305

4375

5．9

6．3

10

6．9

8．5

5．3

11．7

4．3

5．4

13

3．1

5．7

10

6．5

1．8

0．9

4．7

8．1

5．9

2．8

4．2

2．1

2．2

1．9

1．4

4．3

3．6

1．4

5．6

2．6

4．3

4

4．6

3．2

4．6

1．7

7．9

7．9

1．4

1．9

5．8

7．1

9．5

5．1

0．9

1．6

1．7

1．7

2．1

1．4

1．2

1．3

1．3

2．1

0．9

1．7

1．6

1．4

1．7

2．3

3．5

3．4

石材

砂岩
凝灰
凝灰
凝灰

砂岩
r r－　L上■

イ巳岡

サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ
サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ
サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ
サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ
サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ
サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ
サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ
サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ
サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ
サヌ
サヌ
サヌ

サヌ
サヌ‾
サヌ
サヌ
サヌ

lJ」

石

岩
石

l＿⊥J

石

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

？

イト
イト

イト

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層

カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層

カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層

カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層

カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層

カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層

カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層
カイト　　弥生中期上層

サヌカイト　　弥生中期
サヌカイト　　弥生中期
サヌカイト　　弥生中期
サヌカイト　　弥生中期
サヌカイト　　弥生中期

サヌカ
サヌカ
サヌカ
サヌカ
サヌカ

上層
上層
上層
上層
上層

イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

サヌカイト　　弥生中期上層
サヌカイト　　弥生中期上層



報告番号

6283

6284

6285

6286

6287

6288

6289

6290

6291

6292

6293

6294

6295

6296

6297

6298

6299

6300

6301

6302

6303

6304

6305

6306

6307

6308

6309

6310

6311

6312

6313

6314

6315

6316

6317

6318

6319

6320

6321

6322

6323

6324

6325

6326

6327

6328

6329

6330

6331

6332

6333

6334

6335

6336

6337

6338

6339

6340

6341

6342

6343

6344

6345

6346

6347

6348

6349

6350

6351

6352

6353

器種

石鉄
石鉄
石鉄

石嘉族
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
打製尖頭器

打製尖頭器
打製尖頭器
石錐
石錐
石錐

石錐
石錐
石錐
石錐
石錐

出土遺構

包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

石錐　　　　　包含層
打製石庖丁　　包含層

芽蓋荘重善意
打製石庖丁　　包含層
磨製石庖丁　　包含層
磨製石庖丁　　包含層
磨製石庖丁　　包含層
磨製石庖丁　　包含層

磨製石庖丁　　包含層
磨製石庖丁　　包含層
磨製石庖丁　　包含層
磨製石庖丁　　包含層
磨製石庖丁　　包含層

靂芸語手　豊吉震
磨製石庖丁未成品包含層
磨製石庖丁未成晶包含層
磨製石庖丁未成晶包含層

磨製石庖丁末成品包含層
磨製石庖丁未成品包含層
磨製石庖丁未成品包含層
太型蛤刃石斧　包含層
大型蛤刃石斧　包含層

大型蛤刃石斧　包含層
太型蛤刃石斧　包含層
大型蛤刃石斧　包含層
太型蛤刃石斧　包含層
太型蛤刃石斧　包含層

太塑蛤刃石斧　包含層
大型蛤刃石斧　包含層
柱状片刃石斧　包含層

第16表　掲載石器一覧表（5）

長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（g）石材
21

27

26

33

40

29

20

20

21

21

26

30

29

31

23

36

48

39

43

34

34

35

46

55

21

21

21

72

114

150

34

24

18

17

35

34

47

55

59

117

142

95

60

122

119

78

81

69

71

74

79

50

72

96

52

118

123

106

107

103

102

105

126

203

71

108

68

70

60

137

99

12．5

15．5

15．5

20．5

18

25．5

9．5

7．5

10

12

13

8．5

14

13．5

17．5

23

13

13．5

2

1

1

14

14

14

0．5

2．5

8．5

12

19

16

37

31

35

23

8．1

5．5

6．5

14

20

12．6

18

11．5

53

67

50

51

42

52

47

41

34

53

43

22

41

47

40

52．5

51

47．5

41

65

73

76

73

68

75

50

64

54

60

69

77

35

213

2

4

5

5

4

5

3

4

3

3

3

5

4

4

4

5

3

4

5

5

5

4

5

0．6　　サヌカイト
1．4　　サヌカイト
1．6　　サヌカイト

3．3　　サヌカイト
3．2　　サヌカイト
4．7　　サヌカイト
0．8　　サヌカイト
0．6　　サヌカイト

0．8　　サヌカイト
0．9　　サヌカイト
0．9　　サヌカイト
1　サヌカイト

1．5　　サヌカイト

1．5　　サヌカイト
1．3　　サヌカイト

3　　サヌカイト
1．6　　サヌカイト
2．2　　サヌカイト

2．8　　サヌカイト
1．8　　サヌカイト
1．8　　サヌカイト
2．6　　サヌカイト
2．8　　サヌカイト

4　　　4．2　　サヌカ
3　　　0．4　　サヌカ
4　　1．5　　サヌカ
4　　　1．7　　サヌカ

15　　39．6　　サヌカ

14　　54．3　　サヌカ
13　　54．8　　サヌカ
4　　　4．3　　サヌカ
5　　　1．1　サヌカ
4　　　0．8　　サヌカ

4

3

4

3

9

イト
イト
イト
イト
イト

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

0．5　　サヌカイト
1．6　　サヌカイト
2．9　　サヌカイト
3　　サヌカイト

8．5　　サヌカイト

8　　　6．9　　サヌカイト
9　　79．6　　サヌカイト
13　　178　　サヌカイト
9　　58．5　　サヌカイト
7　　30．9　　サヌカイト

11　　67．8　　サヌカイト
1　　69．2　　凝灰岩？
9　　　41　粘板岩
9　　35．2　緑色片岩
7　　48．8　　砂岩

8　　41．2　　砂岩
8　　41．9　　粘板岩
6　　　27　　粘板岩
7　　24．6　　粘板岩
11　　41．4　　砂岩

7　　39．8　　砂岩
9　　38．2　　砂岩

13　　78．9　　砂岩
10　　65．3　　砂岩
11　　57．7　　砂岩

17　141．5　　砂岩
13　132．2　　砂岩
15　　146　　砂岩
55　　575．5　　花崗岩
54　　　795　　閃緑岩

56　　1375　　花崗岩？
34　　449．4　　凝灰岩
50　　　450　　輝線岩
39　　　420　　凝灰岩
33　146．7　　凝灰岩

51　333．5　　輝線岩
50　　　910　　輝線岩
77　　163　　凝灰岩

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層



報告番号

6354

6355

6356

6357

6358

6359

6360

6361

6362

6363

6364

6365

6366

6367

6368

6369

6370

6371

6372

6373

6374

6375

6376

6377

6378

6379

6380

6381

6382

6383

6384

6385

6386

6387

6388

6389

6390

6391

6392

6393

6394

6395

6396

6397

6398

6399

6400

6401

6402

6403

6404

6405

6406

6407

6408

6409

6410

6411

6412

6413

6414

6415

6416

6417

6418

6419

6420

6421

6422

6423

6424

第17表　掲載石器一覧表（6）

器種　　　　　出土遺構　長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）

柱状片刃石斧　包含層
小型方柱状片刃石斧包含層

柱状片刃石斧　包含層
柱状片刃石斧　包含層
柱状片刃石斧　包含層
柱状片刃石斧　包含層
柱状片刃石斧　包含層

扁平片刃石斧
扁平片刃石斧
扁平片刃石斧
その他の石斧
磨石

磨石
磨石
砥石
砥石
砥石

敲石
蔽石
敵石
削器・
削器

削器
削器
削器
削器
削器

削器
削器
削器
削器
削器

削器
削器
削器
削器
削器

削器
削器
削器
削器
削器

削器
削器
削器
削器
その他

その他
その他
その他
その他
その他

その他
その他
その他
その他
その他

その他
その他
その他
その他
その他

その他
その他
その他
その他
その他

その他
その他
その他
その他

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
SH46011．12
SH46023

SH46024
SH46019
SH46024
SH46023
SH46025

SH46024．25
SH46024
SH46039
SK46105
SK46089

P46015
P46035
包含層
SK46111
P46025

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
SH46025
SH46036

SH46034

SK46025
SK46067
SK46072
P46017

包含層
包含層
包含層
包含層

83　　　　12．5　　　　　　26

72　　　　　12　　　　　　12

54

82

91

42

43

66

69

73

94

179

107

93

77

128

93

144

209

61

18

31

5

52

60

66

25

22

50

74

28

47

32

64

43

69

48

40

27

29

28

24

62

32

48

68

18

57

77

41

40

49

112

65

59

64

43

66

55

45

42

53

37

28

38

52

2

40

93

106

111

25

24

28

25

24

33

25

52

50

59

60

62

60

119

74．5

53

67．5

69

27

31

2．7

53

34

47

33

39．5

55

38．5

48．5

44

40．5

33

47

73．5

31

53

37．5

51．2

62．5

57．2

68

85

22

107．5

23．5

40

21

52．5

35

59．3

40

37

49

49．2

102

58

70．5

54．5

42

32

60．5

7

20．5

30

3．9

37．5

108．5

83．3

87

214

重量（g）石材
54．3　　結晶片岩
19．8　　結晶片岩

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層

20　129．5　　凝灰岩？　　弥生中期上層
25　　　220　　緑色片岩？　弥生中期上層
27　　243．6　　砂岩？　　　弥生中期上層
25　　96．8　　泥岩？　　　弥生中期上層
28　　91．5　　頁岩？　　　弥生中期上層

16

8

20

24

54

150．5　　緑色片岩　　　弥生中期上層
71．4　　緑色片岩　　　弥生中期上層
111　緑色片岩　　　弥生中期上層

162．1　砂岩　　　　　弥生中期上層
340．2　　花崗岩？　　弥生中期上層

58　　689．3　　砂岩？　　　弥生中期上層
56　　431．4　　花崗岩　　　　弥生中期上層
20　146．6　　砂岩　　　　　弥生中期上層
34　　　918　　砂岩　　　　　弥生中期上層
20　112．1　凝灰岩　　　　弥生中期上層

36　　316．2　　珪化木　　　　弥生中期上層
23　　433．1　砂岩？　　　弥生中期上層
44　　　218　　石英　　　　　弥生中期上層
5　　　2．4　　サヌカイト　　弥生中期上層
6　　　4．9　　サヌカイト　　弥生中期上層

1　　7．84　　サヌカ
12　　　25．6　　サヌカ
8　　10．7　　サヌカ
9　　　33．2′　サヌカ
2　　　　3　　サヌカ

6　　　3．9　　サ
9　　　27．3　　サ
9　　　23．3　　サ
8　　　9．2　　サ

13　　　22．6　　サ

13　　12．2　　サ
9　　15．8　　サ
6　　11．9　　サ

10　　　63．4　　サ
12‘　11．7　　サ

10し　　15．2　　サ

6　　　4．9　　サ
8　　　9．3　　サ
10　　11．6　　サ
9　　　　9　　サ

イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層

ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層

ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層
ヌカイト　　弥生中期上層

16　　　48．4　　サヌカ
6　　19．2　　サヌカ
8　　　6．3　　サヌカ

13　　　76．8　　サヌカ
6　　　3．4　　サヌカ

イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

18　　28．7　　めのう
6　　11．6　　サヌカイト
8　　13．2　　サヌカイト
11　16．4　　サヌカイト
9　　　21．6　　チャート

14　　　40．7　　サヌカ
10　　　32．8　　サヌカ
15　　39．2　　石英
9　　　28．8　　サヌカ

18　　　69．5　　サヌカ

16　　81．1　珪化
5　　　33．8　　サヌ
9　　　25．9　　サヌ
8　　14．9　　サヌ
9　　12．3　　サヌ

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

イト
イト

木
カイ
カイ
カイ
カイ

11　　24．8　　サヌカ
3　　　0．8　　サヌカ
5　　　4．2　　サヌカ
6　　11．1　サヌカ
8　　　7．5　　サヌカ

ト

ト

ト

ト

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

10　　16．6　　サヌカイト
36　　　480　　石英
12　　　94．6　　サヌカイト
11　134．8　　サヌカイト

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

l

l



F，

報告番号

6425

6426

6427

6428

6429

6430

6431

6432

6433

6434

6435

6436

6437

6438

6439

6440

6441

6442

6443

6444

6445

6446

6447

6448

6449

6450

6451

6452

6453

6454

6455

6456

6457

6458

6459

6460

6461

6462

6463

6464

6465

6466

6467

6468

6469

6470

6471

6472

6473

6474

6475

6476

6477

6478

6479

6480

6481

6482

6483

6484

6485

6486

6487

6488

6489

6490

6491

6492

6493

6494

6495

器種

裸形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器

裸形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器

楔形石器
棋形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器

楔形石器
楔形石器
棋形石器
楔形石器
楔形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
裸形石器

楔形石器
楔形石器
楔形石器
楔形石器
横形石器

石核
石核
石核
石核
石核

石核
石核
その他
その他
その他

その他
その他
磨製石剣
磨製石剣
磨製石剣

出土遺構

SH46008

SH46008

SH46010
SH46011
SH46011
SH46012

SH46012
SH46012
SH46012

SH46025
SK46042

SH46025
SH46025
SH46025
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

包含層
包含層
SH4602
SH4602
SH4602

SH4603
SH4603
SH4602
包含層
包含層

3

4

4

4

4

5

SH46024
包含層
包含層
包含層
包含層

SK46092
包含層
包含層
包含層
SH46024

包含層
包含層
SK46049
包含層
包含層

第18表　掲載石器一覧表（7）

長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（g）石材

44　　　32．5　　　　13　19．1　サヌカイト

28

23

23

30

22

17

29

25

22

29

35

33

33

18

21

21

23

25

21

16

35

26

27

34

31

41

33

45

1　32

29

31

26

33

28

35

52

47

47

33

32

3

43

34

39

36

45

43

17

29

41

25

20

49

40

66

32

70

73

35

25

75

63

189

236

174

74

81

52

60

51

27

34

29

23

17．5

26

22

34

20．5

31．5

42

62

33．5

6

24

23．3

15

29

30．5

26

13

25．5

20

31

28．5

39

33

3．55

45

43．5

30

34

28

26

40．5

38

40．3

65

26．5

23

33

35

39

29

38

32

27

16

36．1

44

29

16．5

72．5

31

62．5

49

42

36

36

44

93

103

91

100

240

49

88

27

27．5

32

215

14

8

10

11

9

5

6

9

7

10

8．3　　サヌカイト
4．7　　サヌカイト

8．7　　サヌカイト
7．7　　サヌカイト
3．1　サヌカイト

2．4　　サヌカイト
3．4　　サヌカイト
7．6　　サヌカイト
2．9　　サヌカイト
8．5　　サヌカイト

8　　14．1　サヌカイト
9　　14．2　　サヌカイト
8　　　　9　　サヌカイト

5　　　0．6　　サヌカイト
8　　3．95　　サヌカイト

4

4

7

5

4

6

7

7

9

7

12

6

10

11

11

1

1

1

1

2

1

8

9

10　　1

9

10　　1

14

6　　1

10　　　2

8

8

9

13

14

12

8

1

1

1

1

1

2．6　　サヌカイト
1．6　　サヌカイト

5　　サヌカイト
3．3　　サヌカイト
1．8　　サヌカイト

3．5　　サヌカイト

6．2　　サヌカイト
3．6　　サヌカイト
3．1　サヌカイト
5．3　　チャート

6．3　　サヌカイト
5．4　　サヌカイト
6．4　　サヌカイト
1．3　　サヌカイト
2．3　　サヌカイト

9．4　　サヌカイト
8．9　　サヌカイト
0．4　　サヌカイト
7．6　　サヌカイト
3．2　　サヌカイト

22　　サヌカイト
1．8　　サヌカイト
6．1　サヌカイト

7．2　　サヌカイト
6．6　　サヌカイト

9．5　　サヌカイト
9．6　　サヌカイト
6．6　　サヌカイト
2．6　　サヌカイト
2．2　　サヌカイト

10　　　23　　サヌカイト
15　　17．9　　サヌカイト
6　　1．6　　サヌカイト

10　　　8．1　チャート

7　　16．9　　サヌカイト

7　　　5．2　　サヌカイト
6　　1．9　　サヌカイト

22　　69．5　　チャート
9　　12．2　　サヌカイト
15　　51．1　サヌカイト

12　　13．8　　サヌカイト
10　　22．7　　サヌカイト
10　　26．4　　サヌカイト
11　12．7　　サヌカイト
23　　27．2　　サヌカイト

7　　　76．9　　サヌカ
21　110．4　　サヌカ
25　　460．5　　サヌカ
27　　　545　　サヌカ
88　　4980　　閃緑岩

18　　　75．6

27　　　216

5　　　7．5

6　　12．9

5　　11．9

イト
イト
イト
イト
？

凝灰岩
花崗岩？
粘板岩
粘板岩
粘板岩

時　期

弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層



報告番号

6496

6497

6498

6499

6500

6501

6502

6503

6504

6505

6506

6507

6508

6509

6510

6511

6512

6513

6514

6515

6516

6517

6518

6519

6520

6521

6522

6523

6524

6525

6526

6527

6528

6529

6530

6531

6532

6533

6534

6535

6536

6537

6538

6539

6540

6541

6542

6543

6544

6545

6546

6547

6548

6549

6550

6551

6552

6553

6554

6555

6556

6557

6558

6559

6560

6561

6562

6563

6564

6565

器種

磨製石剣
その他
その他
磨製石剣
磨製石剣

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石錐
石錐
石鉄
石鉄
打製尖頭器

石錐
削器
石匙
石匙
その他

敲石
磨石
磨石
砥石
砥石

砥石
砥石
砥石
大型剥片
石鉄

第19表　掲載石器一覧表（8）

出土遺構　長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（g）石材　　　　時　期
SH46024
SH46009

包含層
包含層
SK46031

SK46151
SK46138

SK46188
ST46005
SK46188

SK46144
SK46188
包含層
包含層
上層水田

包含層
包含層
包含層
包含層
包含層

SK46137
SH46040
SH46040
包含層
SD36001

打製尖頭器　　SD36001
磨製石庖丁未成品　SD36001
磨製石庖丁未成品　SD36001
大型蛤刃石斧　SD36001
扇平片刃石斧　SD36001

磨製石剣　　　SD36001
磨製石剣　　　SD36001
扁平片刃石斧　SD36001
砥石　　　　　SD36001
砥石　　　　　SD36001

削器
削器
楔形
削器
削器

削器
楔形
楔形
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

SD36001
SD36001

SD36001
SD36001
SD36001

SD36001

SD36001
SD36001
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

59

29

50

136

49

24

31

27

40

26

24

32

27

26

126

32

33

60

39

38

152

90

102

124

177

137

138

162

199

31

99

109

103

125

47

144

38

57

90

93

78

40

32

43

51

19

55

6

20

26

29

32

25

32

36

35

44

20

21

18

20

18

20

24

24

24

27

26

26

30

27

25

20

31．5

34

22

17

16

13．5

19

13

12

19

23

31

6．5

23

40

66

19．5

54

73

38．5

174

168

109

150

164

214

17．5

24

46

81

66．5

30

38

38

48

47．5

80

26

28

25

39．5

38

33

62

5．7

11．5

9．5

17

16．5

17．5

18

19

18

21

15

13

13．5

13．5

21

20

16

21

19

18

17

23．5

16

50　　14．9　　粘板岩
6　　　2．9　　凝灰岩
3　　　5．7　　緑色片岩
10　　54．1　粘板岩
5　　　　7　　粘板岩

4

3

5

6

6

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

2．5　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．4　　サヌカイト　　弥生中期上層
1．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
2．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
3．7　　サヌカイト　　弥生中期上層

6　　　2．3　　サヌカイト　　弥生中期上層
6　　　2．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
4　　1．5　　サヌカイト　　弥生中期上層
4　　　2．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
11　　58．6　　サヌカイト　　弥生中期上層

1　　0．65　　サヌカイト　　弥生中期上層
5　　3．14　　サヌカイト　　弥生中期上層
6　　16．9　　サヌカイト　　弥生中期上層
9　　19．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
5　　11．6　　粘板岩　　　　弥生中期上層

37　　418．2　　砂岩？
65　　548．1　花崗岩
33　102．9　　花崗岩
27　　1006　　花崗岩？
32　　2012　　砂岩

23　　788．5　　砂岩
27　　967．4　　砂岩
28　　1043　　砂岩
23　　　905　　サヌカイト
3　　　1．4　　サヌカイト

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期下層

7　　　17　　サヌカイト　　弥生中期下層
12　　64．8　　砂岩　　　　　弥生中期下層
16　　132　　砂岩　　　　　弥生中期下層
39　　　670　　輝線岩　　　　弥生中期下層
10　　26．7　　黒色頁岩？　弥生中期下層

15　　82．5　　粘板岩　　　　弥生中期下層
9‘　5．7　　粘板岩　　　　弥生中期下層
22　　　98　　泥岩　　　　　弥生中期下層
30－　182．7　　安山岩　　　　弥生中期下層
21　285．2　　砂岩　　　　　弥生中期下層

6　　22．5　　サヌカイト　　弥生中期下層
8　　　9．1　サヌカイト　　弥生中期下層

10　　　7．2　　サヌカイト　　弥生中期下層
7　　11．5　　サヌカイト　　弥生中期下層
7　　20．6　　サヌカイト　　弥生中期下層

5　　　2．8　　サヌカイト　　弥生中期下層
21　　82．5　　サヌカイト　　弥生中期下層
2　101．1　サヌカイト　　弥生中期下層
4　　　0．9　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　　0．8　　サヌカイト　　弥生中期上層

5　　　2．3　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　1．4　　サヌカイト　　弥生中期上層
4　　1．9　　サヌカイト　　弥生中期上層
4　　　2．1　サヌカイト　　弥生中期上層
4　　　2．8　　サヌカイト　　弥生中期上層

4　　1．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
5　　　　5　　サヌカイト　　弥生中期上層
2　　　0．5　　サヌカイト　　弥生中期上層
4　　1．2　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　　0．7　　サヌカイト　　弥生中期上層

3　　　0．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
4　　1．2　　サヌカイト　　弥生中期上層
4　　1．3　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　1．1　サヌカイト　　弥生中期上層
6　　　2．5　　サヌカイト　　弥生中期上層

4　　1．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
4　　1．8　　サヌカイト　　弥生中期上層
5　　1．7　　サヌカイト　　弥生中期上層
3　　1．7　　サヌカイト　　弥生中期上層
5　　1．7　　サヌカイト　　弥生中期上層



第20表　掲載石器一覧表（9）

l

報告番号

6566

6567

6568

6569

6570

6571

6572

6573

6574

6575

6576

6577

6578

6579

6580

6581

6582

6583

6584

6585

6586

6587

6588

6589

6590

6591

6592

6593

6594

6595

6596

6597

6598

6599

6600

6601

6602

6603

6604

6605　－

6606

6607

6608

6609

6610

6611

6612

6613

6614

6615

6616

6617

6618

6619

6620

6621

6622

6623

6624

6625

6626

6627

6628

6629

6630

6631

6632

6633

6634

6635

6636

器種

石鉄
石鉄
石鉄
石鉱
石鋲

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鋲

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鍍

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

石鉄
石鉄
石鉄
石鉄
石鉄

出土遺構

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SD56002

SR46002
包含層
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
S工）56005

SD56002
SR46002
SR46002

石鉄　　　　　SR46002
石鉄　　　　　SR46002
石鉄　　　　　SR46002
石鉄　　　　　SR46002
打製尖頭器　　SR46002

打製尖頭器　　SR46002
打製尖頭器　　SR46002
打製尖頭器　　SD46008
打製尖頭器　　SR46002
打製尖頭器　　SR46002

打製尖頭器　　SR46002
打製尖頭器　　SR46002
打製尖頭器　　SR46002
打製石庖丁　　SR46002
打製石庖丁　　SR46002

打製石庖丁　　SR46002
打製石庖丁　　SR46002
打製石庖丁　　SR46001
打製尖頭器　　SD46006
打製石庖丁　　SR46002

打製石庖丁　　SR46002
打製石庖丁　　SR46001
打製石庖丁　　SR46002
打製石庖丁　　SR46002
打製石庖丁　　SR46002

打製石庖丁　　SR46002
打製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46001

磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46001
磨製石庖丁　　SR46002

磨製石庖丁　　SR46002

長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（ g）石材

．9　　サヌカイト
．3　　サヌカイト
．3　　サヌカイト
．8　　サヌカイト
．2　　サヌカイト

30

31

31

30

32

33

33

40

41

42

39

28

31

30

24

29

38

39

22

23

24

25

30

31

32

37

33

33

42

36

42

44

53

53

27

37

36

45

38

148

68

56

57

107

101

65

50

65

81

58

88

123

75

90

137

120

105

143

75

71

53

96

124

92

82

79

96

104

60

51

16．5

13．5

23

24

25

18

16

16

18．5

19

26．5

15

15．5

15．5

14．5

19

18．5

15．5

12

11．5

10

10

9

9．5

11．5

13

11

13

18

18

17

16

21

15

10．5

13．5

16

18

12．5

32

21

18．9

26．9

32

37．8

20．2

29

30

37

56

36

40

39

34

57

47

52

76

29

42

31

44

61．5

49

6

3

4

5

4

47

2

9

7

9

3

5

217

5

5

3

4

5

4

5

4

5

7

4

4

3

5

3

6

3

4

4

3

3

3

2

3

3

4

4

5

5

5

3

4

6

6

3

1

1

2

1

2

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

至：昌　葺雲票出　悪童謂圭富

∃：岩　音雲完封　監謂圭雷
4．3　サヌカイト　　弥生中期上層

3．2　　サヌカイト
1．8　　サヌカイト

1．6　　サヌカイト
2．1　サヌカイト
1．8　　サヌカイト

2．7　　サヌカイト
2．3　　サヌカイト
2．2　　サヌカイト
1．1　サヌカイト
0．7　　サヌカイト

0．9　　サヌカイト
0．8　　サヌカイト
0．8　　サヌカイト
0．9　　サヌカイト
1．3　　サヌカイト

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

1．6　　サヌカイト　　弥生中期
1．4　　サヌカイト　　弥生中期
1．9　　サヌカイト　　弥生中期
3．1　サヌカイト　　弥生中期
2．3　　サヌカイト　　弥生中期

上層
上層
上層
上層
上層

1．9　サヌカイト　　弥生中期上層
2．6　サヌカイト　　弥生中期上層
5．2　サヌカイト　　弥生中期上層

昌：岩　音雲紺　監謂圭雷

1i6接拇指
Ii二；；二日；；旧；童；；≦；
13　16．9　珪化木　　　弥生
14　　20．4　サヌカイト　　弥生
13　　33．1　サヌカイト　　弥生
8　　33．3　　サヌカイト　　弥生
8　　34．2　サヌカイト　　弥生

12

10

9　　　3

9

11　10

10　　　6

11　　6

6　　11

8

6

6

11

9

9

11

10

10

11

9

12

中期上層
中期上層
中期上層
中期上層
中期上層

56　　サヌカイト　　弥生中期
69　サヌカイト　　弥生中期
0．7　サヌカイト　　弥生中期
26　　サヌカイト　　弥生中期
3．6　サヌカイト　　弥生中期

8．5　　サヌカイト
8．1　サヌカイト
3．1　サヌカイト

13．6　　サヌカイト

上層
上層
上層
上層
上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

調整錆
51．3　　砂岩
34．2　　砂岩
42．8　　砂岩

弥生中期上
弥生中期上
弥生中期上

許昌　霊室岩？監謂圭富
39．2　砂岩　　　　弥生中期上層

層
層
層



報告番号

6637

6638

6639

6640

6641

6642

6643

6644

6645

6646

6647

6648

6649

6650

6651

6652

6653

6654

6655

6656

6657

6658

6659

6660

6661

6662

6663

6664

6665

6666

6667

6668

6669

6670

6671

6672

6673

6674

6675

6676

6677

6678

6679

6680

6681

6682

6683

6684

6685

6686

6687

6688

6689

6690

6691

6692

6693

6694

6695

6696

6697

6698

6699

6700

6701

6702

6703

6704

6705

6706

6707

器種　　　　　出土遺構

磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46002

磨製石窟T sR46002
磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁　　SR46001

磨製石庖丁　　SR46002
磨製石庖丁末成品　SR46002
磨製石庖丁　　SD56002
磨製石庖丁　　SR46001
磨製石庖丁　　SR46001

大型石庖丁　　SR46002
石鎌様石器　　SR46002
磨製石庖丁末成品　SR46001
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨梨石庖丁未成品　SR46002

磨製石庖丁未成品　SR46001
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SD66002
磨製石庖丁未成品　SR46002

磨製石庖丁未成品　SD46008
磨製石庖丁未成品　SI）46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002

磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46001
磨製石庖丁末成品　SR46002
磨製石庖丁未成晶　SR46002
磨製石庖丁未成品　SD46008

磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁末成品　SR46001

磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46001
磨製石庖丁末成品　SD56002
磨製石庖丁末成晶　SR46001
磨製石庖丁末成品　SR46001

磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成晶　SR46001
磨製石庖丁未成晶　SR46002

磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁末成品　SD46008
磨製石庖丁未成晶　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46001
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁末成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁未成品　SR46002

磨製石庖丁未成品　SD56005
磨製石庖丁未成品　SR46002
磨製石庖丁末成品　SR46002
石錐　　　　　SR46002
石錐　　　　　SR46002

石錐
石錐
石錐
石錐
石錐

石錐
石錐

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SD46008

SR46002
SR46001

第21表　掲載石器一覧表　㈹

長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（g）石材
74

75

80

46

58

93

123

99

82

86

94

111

134

60

89

116

97

97

89

53

83

81

59

80

68

61

84

88

103

94

108

125

135

114

127

136

115

118

127

133

101

79

79

92

129

77

94

92

39

81

85

97

184

154

96

113

63

93

62

150

99

100

27

40

44

35

46

33

25

31

33

48

49

50

44．5

28

35

32．5

32

38

38

51

47

36

48

5568

57

38

46

50

43

57

57

58

57

52

55

53

42

2．5

56

45

55

2．5

56

48

66

48

46

51．5

50

53

53

46

53

68

68

70

72

27

61

39

56

73

65

74

102

42

48

31

46

61

41．5

12．2

20．5

17．8

27．5

33．1

24

6

11

11．9

218

10　　43．5　　砂岩
10　　33．6　　砂岩
8　　43．8　　砂岩
11　　20．1　砂岩

6　　　24　　緑色片岩
6　　33．8　　緑色片岩
8　　　48　　緑色片岩
9　　　29　　粘板岩
9　　42．8　　緑色片岩

9　　76．3　　砂岩
11　　62．5　　砂岩
13　　　64　　砂岩
7　　55．3　　粘板岩
9　　31．2　　砂岩

10　　42．3　　緑色片岩
11　　76．5　　砂岩
8　　76．5　　砂岩
12　　　52　　砂岩
11　　45．8　　砂岩

8　　　49．1

11　　48．9

11　　43．7

9　　42．1　砂岩
20　　58．4　　砂岩

8　　　30．8

12　　　42．8

9　　　46．7

9　　34．9　　砂岩
9　　54．5　　砂岩

砂岩
砂岩
砂岩
砂岩
71l、LIJ

11　　　58

9　　　41．3

14　　　102

14　　130．8

14　　99．5　　砂岩

砂岩
砂岩
砂岩
砂岩
71l、IJ」

16　　　96．3

16　　162．5

11　　69．5

14　　102．9

17－　113．6　　砂岩

13

13

12

10

6

100

66．5

55．7

116．5

42．1　砂岩

13　　175．2

12　　　76．7

11　　86．5

砂岩
砂岩
砂岩
砂岩
Tll、IJ」

砂岩
砂岩
砂岩
Tll、LU

22　124．5　　砂岩
9　　10．6　　砂岩

17　　73．5　　砂岩
10　　48．9　　砂岩
13　　74．5　　砂岩
35　　　62　　砂岩
21　　309　　砂岩
23　116．5　　砂岩
21　200．5　　砂岩
5　　18．6　　粘板岩
9　　　53　　粘板岩
7　　56．6　　紅簾石片岩

10　　75．5　　結晶片岩
11　　58．6　　結晶片岩
7　　38．7　　緑色片岩
4　　　1．2　　サヌカイト
6　　　3．9　　サヌカイト

4　　　5．3　　サヌカイト
4　　　3．4　　サヌカイト
6　　10．5　　サヌカイト
4　　　2．8　　サヌカイト
4　　　0．7　　サヌカイト

5　　　2．3　　サヌカイト
3　　　　2　　サヌカイト

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生後期
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
古墳後期
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生後期
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生後期
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層



報告番号

6708

6709

6710

6711

6712

6713

6714

6715

6716

6717

6718

6719

6720

6721

6722

6723

6724

6725

6726

6727

6728

6729

6730

6731

6732

6733

6734

6735

6736

6737

6738

6739

6740

6741

6742

6743

6744

6745

6746

6747

6748

6749

6750

6751

6752

6753

6754

6755

6756

6757

6758

6759

6760

6761

6762

6763

6764

6765

6766

6767

6768

6769

6770

6771

6772

6773

6774

6775

6776

6777

6778

器種　　　　　出土遺構

石錐　　　　　SR46002
石匙　　　　　SR46002
石匙　　　　　SR46002

石匙　　　　　SR46002
石匙　　　　　SR46002
石匙　　　　　SR46002
柱状片刃石斧　SR46002
柱状片刃石斧　SR46002

扁平片刃石斧　SR46001
大型蛤刃石斧　SR46002
大型蛤刃石斧　SR46002
その他の石斧　SR46002
柱状片刃石斧　SR46002

扁平片刃石斧　SR46002
磨石　　　　　SR46002
磨石　　　　　SR46002
磨石　　　　　SR46002
磨石　　　　　SR46002

砥石
砥石
砥石
砥石
磨石

砥石
砥石
砥石
砥石
砥石

砥石
砥石
砥石
砥石
砥石

敲石
蔽石
蔽石
蔽石
削器

削器
削器
削器
削器
削器

削器
削器
削器
削器
削器

削器
削器
削器
削器
削器

SR46002
SR46002

SR46001
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

削器　　　　　SR46002
削器　　　　　SR46002
削器　　　　　SR46002
削器　　　　　SR46002
楔形石器　　　SR46002

楔形石器　　　SR46002
横形石器　　　SR46002
楔形石器　　　SR46002
楔形石器　　　SR46002
楔形石器　　　SR46002

裸形石器　　　SR46002
楔形石器　　　SR46002
楔形石器　　　SR46002
裸形石器　　　SR46002
裸形石器　　　SR46002

楔形石器　　　SR46002
楔形石器　　　SR46002
楔形石器　　　SR46002

第22表　掲載石器一覧表（11）

長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（g）石材
50

42

43

74

61

64

87

74

50

72

35

60

101

80

88

75

79

179

115

109

194

184

99

63

73

71

126

81

，88
58

104

87

270

143

110

132

148

57

53

46

82

56

52

50

19

30

27

30

44

40

46

70

33

37

62

85

132

28

23

22

33

27

35

30

31

35

42

41

46

40

30

76

50

42

21

28．5

24．5

72

63

40

40

54

69

50

58．5

59

87

107

137

132

96

51

50

38

42．5

92

42

34．5

67．5

94

70

47

54

36．5

46

49

45

53

36

69．5

71．5

47

32

54

51

41

23

6．15

75．5

41

47．5

47

32

69．5

73

13

20

24

13

25

8

27．5

18．5

31．5

17

28

25．5

37．5

47．5

219

5　　　5．3

7　　13．1

8　　16．3

12　　　45．6

5　　17．4

7　　　21．8

20　　　214

23　　　87．4

15　　　34．5

53　　255．5

32　100．5

18　167．5

23　　247．7

サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト

サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト
結晶片岩
緑色凝灰岩

砂岩？
黒花崗岩？
安山岩？
泥質凝灰岩
緑色片岩

20　160．2　　結晶片岩
62　　502．6　　花崗岩
44　　218．5　　花崗岩
55　　399．9　　花崗岩
54　　340．2　　花崗岩

45　　679．2　　砂岩？
53　　　860　　砂岩？
29　　1175　　砂岩？
47　1820　　砂岩
89　　1138　　閃緑岩？

14　　　48　　砂岩
23　　79．2　　泥岩
42　　123　　凝灰岩
22　　83．3　　泥岩
21　309．3　　砂岩？

29　　131　砂岩？
9　　15．5　　凝灰岩
37　　338．6　　砂岩？
37　　　420　　砂岩？
53　　2070　　泥岩

30　　304．5　　砂岩
34　　　286　　砂岩？
25　197．6　　チャート
26　　　217　　チャート
8　　16．7　　サヌカイ ト

10　　13．7　　サヌカイト
7　　15．9　　サヌカイト
5　　13．6　　サヌカイト

10　　29．2　　サヌカイト
14　　40．4　　サヌカイト

11　19．8　　サヌカイト
2　　1．5　　サヌカイト
9　　13．6　　サヌカイト
8　　　8．3　　サヌカイト
6　　　8．3　　サヌカイト

6

11

7

20

7

5

9

14

15

8

10

9

9

8

6

2

2

4

9

1

9

6．6　　サヌカイト
1．9　　サヌカイト
1．8　　サヌカイト
4．7　　サヌカイト
9．7　　サヌカイト

2．2　　サヌカイト
0．5　　サヌカイト
68　　サヌカイト

2．9　　サヌカイト
3．3　　サヌカイト

4．2　　サヌカイト
4．1　サヌカイト
4．7　　サヌカイト
5．6　　サヌカイト
3．4　　サヌカイト

10　　　7．7　　サヌカイト
9　　　5．2　　サヌカイト
11　10．6　　サヌカイト
12　　　8．9　　サヌカイト
10　　　9．8　　サヌカイト

12　　11．7　　サヌカイト
11　13．4　　サヌカイト
7　　11．1　サヌカイト

時　期

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層



報告番号　器種

6779　　楔形石器
6780　　楔形石器

6781　　その他
6782　　その他
6783　　その他
6784　　その他
6785　　打製石庖丁

6786　　その他
6787　　楔形石器
6788　　裸形石器
6789　　削器
6790　　その他

6791　　その他
6792　　楔形石器
6793　　楔形石器
6794　　その他
6795　　その他

6796　　その
6797　　その
6798　　その
6799　　その
6800　　その

6801　大型
6802　　石核
6803　　石核
6804　　石核
6805　　石核

6806　　石核
6807　　石核
6808　　石核
6809　　軽石
6810　　軽石

他
他
他
他
他

剥片

6811　軽石
6812　　軽石
6813　　軽石
6814　　珪化
6815　　珪化

6816　　珪化
6817　　珪化
6818　　珪化
6819　　珪化

木
木

木
木
木
木

第23表　掲載石器一覧表（18

出土遺構　長さ（mm）幅（mm）厚さ（mm）重量（g）石材　　　　時　期

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SD56002

SD56002
SD46008
SD46008

SR46002
SD46001
SD46002
SR46002

SR46001

SR46002
SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002
SR46002
SR46002

包含層
SR46002

包含層
SR46002

SR46002

SR46002
SR46002

SR46002
SR46002

32　　　　　　41

34　　　　　41．5

37

53

104

134

142

57

19

39

39

78

139

60

42

68

65

55

132

143

120

83

267

45

35

43

41

91

52

88

59

68

58

89

99

64

64

57

54

79

86

19

14．5

45．5

46．5

82

42

30．5

39

38

75．2

37．6

38．5

31

108．3

91

57

83

55

107

108．5

260

45

41．5

24

46

53

59

89

52．5

41．2

48．8

63．4

65．8

31．6

38．6

28．6

22．3

56．6

80．7

13　　17．6　　サヌカイト　　弥生中期上層
17　　32．8　　サヌカイト　　弥生中期上層

6　　　3．3

10　　　7．9

9　　　30．5

15　　　79．1

10　　152．2

粘板岩
サヌカ
サヌカ
サヌカ
サヌカ

3　　12．2　　粘板岩
10　　　6．3　　サヌカ
11　　15．6　　サヌカ
10　　13．2　　サヌカ
19　　101．3　　サヌカ

弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

弥生中期上層
イト　　弥生後期
イト　　弥生後期
イト　　弥生中期上層
イト　　弥生中期上層

8　　　33．5　　サヌカイ
10　　　20．3　　サヌカイ
11　14．9　　サヌカイ
10　　　59．6　　サヌカイ
18　　100　　結晶片岩

29　　110　　砂岩
42　　　618　　砂岩？
11　137．2　　チャート
41　　692　　石英
30　　　352　　石英

ト　　弥生中期上層
ト　　弥生中期上層
ト　　弥生中期上層
ト　　弥生中期上層

弥生中期上層

32　　1630　　サヌカイト
10　　19．9　　サヌカイト
9　　14．6　　サヌカイト
7　　　8．7　　サヌカイト
11　　20．1　サヌカイト

11　　　62　　サヌカイト
19　　　85．4　　サヌカイト
18　　16．7　　サヌカイト
35　　　　　　軽石
27　　　　　　　軽石

25

37

46

17

11

14

19

33

21

45．4

42．5

25．1

25．9

168．3

185．8

軽石
軽石
軽石
珪化木
珪化木

珪化木
珪化木
珪化木
珪化木

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層
弥生中期上層

（注）1．石材の名称は、担当職員の経験的判断による。
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第4部　まとめ

第1章　遺　物

第1節　土　器
当遺跡の位置する東播磨・明石川流域の弥生中期の土器様相については、神戸市新方遺

跡の調査を中心とした丸山潔の報告（丸山1985）と、玉津田中遺跡出土土器を用いて中

期土器の編年を行った篠宮正の発表（篠宮1993）がある。以下、当遺跡出土の弥生中期

土器を概観するが、編年については、第6分冊での検討にゆずることとする。

1．第Ⅱ様式の土器

蜜の比率　　播磨およびそれ以西にみられる逆L字形の口綾部をもつ嚢は、その出現率に地域色が明

確に表れるとされている。他の遺跡での出現率を参考にすれば、明石川流域における嚢全

体に対するこの種の嚢の割合は、20～30％程度になると想定される。しかし、新方遺跡で

はこの種の嚢が数％に満たない量しか出土しておらず、紀伊型の賓がこれにとって変わっ

ているという（丸山1985）。

新方遺跡の約3km北方に存在する当遺跡の嚢の構成比率は、如意形口緑：逆L字形口

緑：紀伊型の比率が6：3：1程度である。これは、当該期の土器がまとまって出土した、

西微高地縁辺堆積層・SD36001・SR46001－1・SR46002の86個体の嚢の集計結果である

（第24表）。

このように、新方遺跡に串ける紀伊型聾の多量性、逆L字形口縁をもつ嚢の少なさが、

当遺跡との大きな差異として把握できるが、これは淡路島を経て移動したであろう紀伊型

嚢の受容にあたり、その門戸になったと思われる新方遺跡の地理的・社会的位置を色濃く

反映するものと考えられよう。

第24表　第Ⅱ様式の蜜の構成比率

如意形口緑をもつ嚢 逆L 字形口緑をもつ嚢 紀伊型嚢

有　　 紋 無　　 紋 有　　 紋 無　　 紋 無　　 紋

36 （42％） 14 （16％） 18 （21％） 8 （9 ％）

10 （12％）
50 （58％） 26 （30％）

2．Ⅲ・Ⅳ様式の土器

（1）器形等について

広口壷

Ⅲ・Ⅳ様式の土器を概観するにあたり、多量に出土したSR46002の土器を中心に検討す

る。なお、細部については第3部第3章でのSR46002出土土器の個別説明を参照されたい。

図化した154個体の広口壷のうち、いわゆる播磨型装飾壷は11個体である。播磨型装飾

壷という名称は、細かな地域色を包括する概念であるため、ここでは、口縁部から体部上
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短璽頁壷

複合口緑壷

長璽頁壷

無空頁壷

半までが残る個体のうち、①．斜下外反する口緑部をもつ、（彰．細い頚部に断面三角形突

帯を複数本巡らせる、③．体部上半に櫛措直線紋・櫛措波状紋・斜格子紋・円形浮紋など

の施紋をもつ、という3つの要素をあわせもつものに限定した。

摂津型広口壷は17個体を図化し、Ⅲ様式のもの（7195～7203）には太頸タイプが含まれ

ず、Ⅳ様式の7269～7276は太頸タイプに限られるようである。なお、7273は摂津型の器形

に、播磨に顕著な施紋方法（口緑端面の凹線紋と棒状浮紋の付加）を行うものである。

大型広口壷（7210など）は、いわゆる北摂型広口壷に類似するようであるが、基本的に

無紋である点、口頚部の高さが北摂型ほど顕著でない点において異なるため在地の土器と

判断した。

また、河内からの搬入品は3個体を図化しており（7252・7253・7258）、簾状紋をもつ

ものも2個体を図化している（7309・7532）。

P46022出土の6599は、頚部に4個の突起をもつ特異な広口壷である。東海地方のいわゆ

る「耳付土器」の影響を考えたが、類似するという点のみを指摘するにとどめたい。

瀬戸内系の古相のもの（藤田1992）が、Ⅲ様式に限って認められる（7230など）。ま

た、瀬戸内系の広口短頸壷も11個体を図化しており（7332など）、一定量の存在が認めら

れる。

畿内系の器種であり、Ⅲ－1様式からⅣ－2様式までのものが存在する（7348など）。

有紋のものと無紋の二者がある。有紋のものは、口緑部直下の突帯上下に波状紋が施さ

れる紀伊の有紋長頸壷とは異質なものである。なお、44個体を図化したが、煤の付着した

ものはない。

無紋の長頸壷44個体中、10個体に煤が付着している。水を汲み、時には火にかける用途
l

をもっていたことが想定される。

従来中期土器の分析にあまり用いられなかった器種である。玉津田中遺跡では、以下の

6つの細分型式をみる。①．外反口緑をもたないもの（7475など）、②．短く外傾する口

緑部をもつもの（7486など）、③．内傾する体部をもつもの（7490など）、④．河内地域で

盛行する台付無頸壷（7494など）、⑤．西播磨に多く分布する台付無頸壷（7502など）、⑥．

広口壷の体部に似た加飾性に富むもの（7509など）である。このうち、③・⑥は報告例が

極めて少ない型式であり、⑥はいわゆる播磨型装飾壷との強い類似がみられる。④は河内

産の台付無頸壷である。⑤は、西播磨に分布の中心をもち、従来台付鉢と呼ばれていた器

種である。本報告では台付無頸壷とした。

他地域のものに、紀伊産（6366・7825・7826・7653）と、吉備系のもの（7098・7377）

がある。7653は紀伊産の棄蓋である。

調整に基づいた地域性の認識（深澤1986）を視野に、その内訳を確認する。

下半部の残る90個体について体部外面の調整をみれば、パケ＋ミガキが68個体、パケ＋

ケズリが6個体、パケ＋ケズリ＋ミガキが7個体、パケのみが9個体となる。

次に、観察可能な61個体の体部内面の調整をみれば、パケ＋ミガキが9個体、パケ＋ケ

ズリが13個体、パケのみが27個体、パケ＋ケズリ＋ミガキが2個体、ナデが3個体、ナデ

＋ミガキが3個体、ナデ＋ケズリが4個体となる。時期幅のあるものを一括したため、非
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鉢

高塀

常にバリエーションに富むようにみえる。これに深澤の示した地域色の認識を当てはめれ

ば、摂津・播磨の双方の要素が混在していることが分かる。

畿内系の段状口緑をもつもの（7916など）18個体、内湾ないし直口するもの（6361・68

56など）56個体、体部から口緑部にかけて外傾するもの（7855など）5個体、外傾する口

緑部をもつもの（7871など）17個体、木器を模したと思われる方形鉢（7850）1個体など

がある。また、縦方向の把手をもつ鉢も出土している（6318）。

6390・6536は讃岐の鉢に類似し、6747は河内・大和に分布する有紋鉢である。また7082

は山城地方の台付鉢に器形が類似する。7839は当地に類例をみない型式の鉢である。

杯部が椀状のもの（7927など）が19個体、椀状で段状口緑をもつもの（7944など）4個

体、水平口緑をもつもの（7984など）33個体などがある。

6205・6206は讃岐の高杯に類似し、7949・7950は当地方で類例をみない型式である。

（2）紋様について

都出比呂志は、弥生土器の地域色が、各種の紋様の頻度率の多寡で表現できる量的な差

として示しうると指摘した。また各種紋様が、程度の差はあれ使用されていることを、地

方内部における日常的な交流の存在を想定することで理解できるとした（都出1983）。

播磨におけるこの時期の土器の様相には、西の吉備、東の摂津からの相互の影響がみら

れることが既に指摘されているが（松下1968・今里1969）、播磨内部における地域色

もとりあげられつつある（森岡1985・友久1990・岸本1995）。

最近、岸本道昭は、吉備に多用される列点紋と、摂津に多く出現する櫛措紋様の比率を

播磨・摂津のいくつかの遺跡で算出し、その量的な差異に地域色を見出した。それによれ

ば、播磨のなかにあっても、西ほど列点紋の出現率が増え、かわって櫛措紋様が減ること、

東ではその道の現象がみられるという。氏は、東播磨の資料が少ない現状で、「西播磨と

摂津の中間的な様相を示すことと予想」した。今回の報告にあたって、旧河道SR46002の

Ⅲ・Ⅳ様式の壷・嚢・鉢（120個体）で、それぞれの頻度率を算出した結果、以下のとお

り、西播磨の川島遺跡（太子町）と摂津の栄根遺跡（川西市）の中間的な数字を示すこと

が明らかとなった。 ・櫛措紋様　　　　－　75個体（62．5％）

・列点紋＋櫛措紋様　－10個体（8．3％）

・列点紋　　　　　－　35個体（29．2％）

第25表　SR46002出土壷における頸腹部の櫛描紋様

時　　 期 A 種 凹線紋 をもたない もの A 種凹線紋 をもつ もの
紋　　 様 （母数　 33個体） （母数 11個体）

連続紋様

直　 線 ・紋 32個体 （97．0％） 10個体 （90．9％）
波　 状　 紋 23個体 （69．7％） 6 個体 （54．5％）
簾　 状　 紋 3 個体 （9．1％） 0 個体 （0．0％‘）
流　 水　 紋 0 個体 （0．0％） 0 個体 （0．0％）

単位紋様

斜 格 子 紋 5 個体 （15．2％） 2 個体 （18．2％）
櫛　 日　 放 ． 2 個体 （6．1％） 0 個体 （0．0％）
扇　 形　 紋 2 個体 （6．1％） 1 個体 ・（9．1％）
列　 点　 紋 3 個体 （9．1％） 1＿個体 （9．1％）
円 形 浮 紋 6 個体 （18．2％） 2 個体 （18 ．2％）
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また友久伸子は、都出と同様の方法で紋様構成の検討を行い、播磨の東西における地域

色を浮かび上がらせた。氏の行った分析の材料は、①．壷の頸腹部における櫛描紋様と、

②．壷の口緑端面・内面の紋様である（友久1990）。以下、東播磨東端に位置する玉津

田中遺跡旧河道SR46002出土資料のうち、図化したものを取り上げ、同様の方法でその性

格を検討する。

①．壷の頸腹部における櫛措紋様（第25表）

直線紋・波状紋・斜格子紋・円形浮紋の各紋様は、加古川下流域などの東播磨に多く

（加古川市・東溝遺跡で順に100％・97％・50％・61．8％）、摂津に少ない傾向（尼崎市・

田能遺跡で順に95．6％・58．3％・14．7％・0％）があり、当遺跡の頻度率は第25表のよう

に、その中間的な位置に存在することが明らかである。

また、簾状紋が9．1％と、東播磨に位置する遺跡としては多いようであるが、これは本

来の割合を示すのではなく、直線紋や波状紋をもつ土器、すなわち当遺跡で最も多い施紋

パターンをもつ土器との図化率の差に起因するものと思われる。

ちなみに、Ⅲ様式・Ⅳ様式という時期差によって、紋様の頻度率の大きな変化は認めら

れない。

②．口緑端面・内面の紋様（第26表）

口緑端面の波状紋は、摂津で7割以上を占める優勢紋様であるのに対し、当遺跡での頻

度率（19．7％）は、東播磨（東溝遺跡で20％）での値と大差ないことが特徴。

第26表　SR46002出土壷における口緑端面・・内面の紋様

無　　 紋
〔内面 〕　 波 状 紋

○ ○ ○ ○ l

○ ○ ○ ○
扇　 形　 紋

〔端面 〕　　　　　 …薗 ‾‾甘 ‾‾破 ‘
○ ○ ○ ○ ○

○

無 波

状

刻

目

綾

杉

斜

格
子

直

線

竹

管

円
形
浮

鋸

歯

斜 格 子 紋 ○
竹　 管　 紋

突　　 帯
○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋 紋 円 形 浮 紋 ○ ○ ○ ○ ○

○ 5 5 1 2

○ ○ 6 1 1 1 1

○ 3 1

○ ○ 4 2 2

○ 5 1 1 1 1

○ ○ 3 1 1

○ ○ 1

○ 1 1

○ ○ 2 1

○ 2

○ ○ 1 1

○ ○ 1

○ 1
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まとめ

的である。また、円形浮紋の頻度率（47．5％）は、加古川下流域（東溝遺跡で75％）と摂

津（田能遺跡で1％）の中間的な量を示している。

口緑内面の紋様からは、東播磨における口線内突帯と櫛措紋様の併用という傾向がみら

れ、また波状紋と扇形紋の使用頻度が高い○なお、口緑部内面の有紋率は新方遺跡ととも

に低いようである。

このように、当遺跡における弥生中期の土器は周辺地域（主に播磨と摂津）の影響を受

け、各地からの搬入土器（肉眼観察では河内・紀伊）を受容するなど、非常に錯綜した状

況を呈していることが分かる。また、紋様の頻度率は加古川下流域と摂津の中間的な値を

示すことが明らかとなり、当遺跡の地理的位置と整合することが分かった。ただし、口緑

端面の施紋には加古川下流域に近い値を示すものがあり、特徴のひとつとして挙げられよう。

第2節　土製品
1．分銅形土製品

分布

時期

特徴

出土状況

分銅形土製品は、数棟の住居が結合する小集団によって使用された祭具と推察されてい

る。現在全国で約250個の報告例があり、そのうち吉備地方での出土例は約75％と圧倒的

多数を占める（神原1992）。

兵庫県内でも、吉備地方に東接する西播磨からの出土例が最も多く、その周辺地域であ

る東播磨や但馬からは、・加古川中流域の大垣内遺跡、明石川流域の玉津田中遺跡と新方遺

跡、円山川流域の仲田遺跡が知られているにすぎない。また、一遺跡から複数個出土して

いるのも現在のところ西播磨に限定されている（第27表）。

玉津田中遺跡出土の分銅形土製品（7158）は、時期幅をもつ旧河道SR46002から出土し

たため、伴出土器から時期を特定することが困難である。しかし、分銅形土製晶の型式学

的研究から、第Ⅳ様式のものとして大過ない。

当遺跡の分銅形土製品がもつくびれ部の貫通孔は、吉備地方には全く見られない属性で

ある。西播磨からは、現在33点の分銅形土製品が出土しているが、このなかには当遺跡例

と同様、くびれ部に貫通孔をもつものが3点（有年原・田中遺跡、六角遺跡、鰭遺跡）、

また、播磨地方の当該時期の土器の装飾に多用される円形浮紋で飾られた分銅形土製品が

2点（尾崎遺跡・触遺跡）含まれていることに注目したい。

これらは、吉備周辺地域である西播磨で独自に行われた、分銅形土製晶の小規模な変容

の結果、すなわち西播磨に特徴的な分銅形土製品と捉えられよう。そうであれば、当遺跡

出土の分銅形土製品は、吉備地方との直接的な交流の結果もたらされたものではなく、そ

の間に存在する西播磨地域の諸集団との接触によるものと考えられる。

当遺跡の分銅形土製品は、Ⅳ－1様式の竪穴住居密集地周辺の旧河道より出土した。第

2章で後述するように、ムラ全体の祭軌こ使われたであろう木製祭祀具や絵画土器と明確

に出土地点が異なることから当遺跡における、分銅形土製品を用いた祭祀の執行単位は、

従来いわれているように、数棟の住居からなる小集団であった可能性が高い。これは、先

述した西播磨での祭具の変容が、それを用いた祭祀の内容、少なくとも祭祀の規模を大き

く変えるものではなかったらしいことを物語るものである（東1982）。
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1

第27表　兵庫県下出土の分銅形土製晶

所　　 在　　 地 遺　 跡　 名 数 註 所　　 在　　 地 遺　 跡　 名 数 註

神戸市西区玉津町 玉津田中遺跡 1 1 揖保郡太子町鰭 鰭遺跡 3 10

神戸市西区玉津町 新方遺跡 1 2 揖保郡新宮町宮内 新宮宮内遺跡 5 11

西脇市大垣内 大垣内遺跡 1 3 佐用郡上月町 石井遺跡 1
12

姫路市打越 六角遺跡 1 4 龍野市揖西町 清水遺跡 1

姫路市小 山 小 山遺跡 1
5

龍野市揖西町 北 山遺跡 1
13

姫路市千代田 千代田遺跡 2 龍野市揖西町 竹万遺跡 1

姫路市勝原区丁 丁 ・柳 ケ瀬遺跡 1 ・6 龍野市揖西町 尾崎遺跡 2 14

神崎郡福崎町南田原 南田原長 日遺跡 1 7 赤穂市有年原 有年原・田中遺跡 10 15

揖保郡太子町山田 小丸山遺跡 1 8 朝来郡山東町 仲田遺跡 1 16

揖保郡太子町上太田 亀田遺跡 2 9 合計 19遺跡　 37点

〔註〕　1．本分冊所収
2．「新方遺跡北方地点　第2次調査」『平成4年度　神戸市埋蔵文化財年報』1995年
3．山下史朗ほか『大垣内遺跡』兵庫県教育委員会1991年
4．山下史朗・高瀬一嘉『六角遺跡』兵庫県教育委員会1994年
5．今里幾次「播磨の分銅形土製品」『古代学研究』第21・22合併号1959年
6．兵庫県立歴史博物館『西播磨の考古資料展一新宮宮内遺跡－』1983年
7．松本正信ほか『福崎町史』第三巻　資料編I　福崎町1990年
8．松本正信ほか『太子町史』第三巻　資料編I　太子町1988年

9．兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所『亀田遺跡現地説明会資料』1993年
また、調査担当者である別府洋二氏から御教示を得た。

10．三村修次・田村三千夫「東南・東保・東出地区における考古学的調査の概要」

『播磨国鴨荘現況調査報告Ⅲ』太子町教育委員会1990年
また、三村修次氏から御教示を得た。　　　　　　－

11．松本正信・加藤史郎『新宮宮内遺跡』新宮町教育委員会1982年

12．新宮町教育委員会『揖保川流域の弥生時代』1992年
13．龍野市教育委員会　岸本道昭氏の御教示による。
14．志水豊章・森下大輔『尾崎遺跡』龍野市教育委員会1977年

岸本道昭・古本　寛『尾崎遺跡Ⅱ』龍野市教育委員会1995年

15．宮崎素一・藤田忠彦『有年原・田中遺跡』赤穂市教育委員会1991年
また、藤田忠彦氏から御教示を得た。

16．朝来郡広域行政事務組合　中島雄二氏の御教示による。

2．銅鐸形土製品

銅鐸形土製晶は、「普通の弥生人が、村の中で一家でひとつ、あるいは二、三の家族で

分布

ひとつの私的な祭りに使ったものだろう」と性格付けられている（佐原1990）。

銅鐸形土製品は、これまで全国で50例以上が出土している。兵庫県下では、宍粟郡山崎

町・田井遺跡で1点（山崎町教委1988）、赤穂市・原田中遺跡で2点（赤穂市教委199

1）、龍野市・尾崎遺跡で1点（龍野市教委1995）、芦屋市・三条九ノ坪遺跡で1点（芦

屋市教委1990）が出土しており、玉津田中遺跡の第1分冊該当地区での1点、第5分冊

該当地区での1点（7159）を加えると、5遺跡7点の出土となる。現在のところ、西播磨

からの出土が多い。

分銅形土製晶と同様、時期の特定は困難であるが、Ⅳ様式と捉えておきたい。

Ⅳ－1様式の竪穴住居密集地周辺の旧河道より出土した。分銅形土製晶と同様、木製祭
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祀具や絵画土器とは出土地点が異なるため、祭祀の場所や執行単位がこれらと異なること

を裏付ける資料となる。

第3節　遺物の搬入・製作状況について
今回の調査では、弥生時代中期段階を中心とする各種の遺物が多量に出土した。本節で

は、当該時期の居住域から出土した遺物を取り上げて、それらの搬入および製作状況をま

とめておく。今後の周辺遺跡の調査報告とあわせ、生産・流通の観点から明石川流域の集

落相互の関連を捉えるうえでの材料の呈示としたい。

1．搬入状況

居住域で使用・廃棄された遺物のうち、調査によって出土したものを第28表に示した。

これらは、①・集落の近隣で入手できるもの、②．いわゆる農業共同体的結合をもつ集

団の領有圏内で獲得できるもの、③．領有圏の外部から供給されるもの、からなる（都出

1989b）。

このうち、「領有圏」の範囲については定見をもたないため、以下の記述にあたっては

玉津田中遺跡を核とした居住遺跡・平野遺跡などを含む遺跡群の設定（丸山1992）を参

考に、3km四方程度？範囲を考えておく。これには新方遺跡を含まない。ただし、玉津

田中遺跡の住人は、タフ漁を行っていることから、明石海峡における漁場は、この河川流

域ないし海岸部諸集団の入会地的な性格をもっていたものと捉えておく。

領有圏内における物資の移動については、周辺遺跡の状況が明確でない等の理由で割愛

せざるをえないが、領有圏外から搬入された物資には、ある種の木製容器（合子）、打製

石器の材料であるサヌカイト（金山産・二上山産）、紀伊産と思われる緑色片岩製の磨製

石器（石斧・石庖丁）、淀川流域に産するといわれる粘板岩で作られた磨製石器（石斧・

石庖丁・石剣）、河内・紀伊地方産の土器、兵庫県城崎郡日吉町・玉谷産他の碧玉管玉、

新潟県糸魚川産の薪翠丸玉などの玉類が挙げられる。なお、搬入された磨製石器について

は、特に石庖丁のなかに未成品がわずかながら認められる（第28表）。

搬入物の形態　このうち打製石器に関しては、サヌカイトの大型板状剥片や多量の微細な剥片が出土し

ているため、多くは素材の形で供給を受けていたことが推測される。ただし、SK46065出

土の打製石庖丁のように、完成品あるいは半成品の形で搬入されたものも存在したことが

分かる。

サヌカイト　サヌカイトの産地同定結果は第6分冊で報告されるが、竹添地区出土の中期の石材流通

について簡単に触れておく。中期下層のサヌカイトは、分析資料の9割以上が金山産であ

り、中期上層でも8割を超える金山産サヌカイトと2割弱の二上山産サヌカイトからなる。

サヌカイトの流通に関しては、神戸市内の12遺跡から出土した石材の産地同定をもとに

した興味深い報告がある（藁科・丸山・東村1989）。なかでも明石川流域については、

低地の遺跡として新方遺跡・今津遺跡が、高地性集落では西神ニュータウン内第50号地点

遺跡、同第65号地点遺跡、頭高山遺跡が分析対象となっており、高地性集落における二上

山産サヌカイトの多量性と、低地における金山産優位の状況が指摘されている。これは摂
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搬入経路

津の強い影響下にあった前者と、播磨色の強い後者の差を示し、明石川流域が「畿内勢力

とそれ以西の対立の接点」であったと解釈されている。これらの高地性集落は単独では存

在しえず、これを維持する母集落は当然摂津色の強い性格を示すだろうが、本章第1節で

みた土器の状況や、サヌカイトの入手状況からみても、玉津田中遺跡をこれら高地性集落

の母集落と積極的に捉えることはできない。

サヌカイトをはじめとするこれら諸物資の搬入経路は明確にLがたいが、第1節－1で

紀伊産土器の検討をもとに想定したように、新方遺跡（神戸市教委1977・1984・1985・

1987・1988）を経由したものが一定量存在する可能性が高いであろう。紀伊産土器の他、

緑色片岩製の磨製石器、碧玉管玉などもこの経路をたどった可能性がある。

2．製作状況

以下、未成品の有無等を基準とした、諸道具の製作状況を検討する。

木器

石器

土製晶

玉類

鉄器

未成品を含むのは、農具では直柄広鍬とそれに組合わされる泥除、鋤に限られ、農具以

外では、斧頭との法量調整の必要な斧柄、屈曲の多い匙・杓子、加工量の多い鉢・高杯な

どである。

農具については、未成品が上記三者に限定される意味は明確にLがたいが、これらが最

も多用される器種であろうことが原因の一つになっていよう。また、農具以外については、

加工に要する工程あるいは時間の多寡が未成品の有無という違いとなって表れたに過ぎず、

多くの木器は遺跡内で製作されたと推測できる。

打製石器の主要材料はサヌカイトであり、大型剥片も数点出土している。先述したよう

に、集落内で加工・仕上げを行ったことは明白である。

磨製石器のうち、石庖丁の製作状況は特徴的である。図化した石庖丁について、打製・
l

磨製を問わずに石材の内訳を求めると、サヌカイトが24．3％、砂岩が60．5％、粘板岩が4．6

％、結晶片岩が9．2％、凝灰岩が1．3％となる。サヌカイトは打製石庖丁に、他は磨製石庖

丁に加工されているから、磨製石庖丁素材全体に占める花崗岩の割合は8割以上である。

砂岩製石庖丁は、集落の近隣を流れる旧河道から採取できる河原石を素材としたもので、

その製作はⅡ様式から認められる。未成品はこの砂岩のものに見られ、製作の各工程のも

のが揃っており、その量も多い。他の集落への供給を行っていた可能性が指摘できる。

土製品として銅鐸形土製品・分銅形土製品・土製紡錘車が挙げられる。前二者について

は、搬入品かどうかの自然科学的な分析を行えなかったものの、色調等の肉眼観察によれ

ば、在地の土で製作されたものとしても違和感はない。紡錘車には、土器片の転用品と非

転用品の二者があり、当然未成品は前者に限定される。

碧玉原石が第1分冊該当地区より出土しているが、ごく小さな破片であり、剥片も出土

していない。碧玉を含め、玉製品の製作を行っているとはいえない状況である。当遺跡の

碧玉製品は、Ⅱ様式からこれらの製作を行っている新方遺跡からの搬入品と考えるのが自

然であろう。

鉄は領有圏外からもたらされたことがほぼ確実である。鉄器そのものは出土していない

が、柄が出土していることから、袋状鉄斧と板状鉄斧の存在は疑いない。また、土器や木

器の外面に施された非常に細い線刻は、鉄製刀子によるものであろう。いくつかの砥石に
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鉄器を研いだ痕跡がみられる以外は、どの程度の加工を当遺跡で行ったかは不明とせざる

をえない。

推測を重ねながら、弥生時代中期における新方遺跡等からの物資の搬入状況と、玉津田

中遺跡における遺物の製作のあり方をみた○物資の移動を変換の結果であるとすれば、こ

れら遺物の搬入は、当遺跡からの何らかの物資の搬出を伴ったはずである。現在のところ、

集落内を流れる明石川で豊富に採取しうる砂岩の疎を用いた磨製石庖丁がその候補となろ

うが、厳密には交換行為の具体相を明らかにするのは困難である。これは、供給を受けた

と思われる周辺遺跡の内容の検討をとおして、次第に判明する課題である。

第28表　居住域出土遺物一覧

◆印は、領有圏外から供給された原料・完成品を含むと思われる遺物
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第2章　遺　構

第1節　土壌水洗選別による遺構の検討
当遺跡における調査の特色の一つに、遺構の性格究明等を目的とした埋土の水洗選別作

水洗選別

発の実施が挙げられる。

当遺跡で行った水洗選別方法は、第1部第1章第3節で述べたように、遺構の埋土を土

嚢袋に採取して、水洗しながら1mmメッシュのふるいにかける方法である。ふるいに残っ

たものを、肉眼でサヌカイトの剥片・骨片・貝殻・炭化米・炭化種子などに分類、さらに

種子については細分して収納した。フローテーションは行っていない。

資料の吟味　　以下、検討を行うに先立ち、得られた資料の性格について確認しておく必要がある。

まず、第一は埋土採取の段階における資料の量のばらつきである。全ての遺構について

行った訳ではなく、また採取した埋土の比率や層位が一定していないということである。

第二に、埋土内の微細遺物の取扱いを遺構ごとに区別しなければならない点である。こ

れらの微細遺物は、遺構の使用あるいは廃棄の段階で埋土に含まれる場合もあり、のちの

埋没の段階で流入する可能性もある。

第三に、遺構相互の検討を行う際に生じる問題がある。当遺跡の調査の大部分が、幅数

mの道路部分であり、集落全域の調査を行った訳ではない。このことは、他の遺構との関

係に言及する際の障害になる。

本分冊所収地区で検出された約850基（柱穴・溝・旧河道を除く）の遺構のうち、約5

割のものについて水洗選別を実施した。この5割という数字の信頼性が問題となるであろ
し

うが、水洗選別を実施していない遺構の多くは、調査の過程で肉眼による微細遺物の確認

ができなかったものであることを考えれば、大まかな傾向を求めるためには決して少ない

調査数とはいえないであろう。出土した数量を単純に比較することができないという第一

の問題については、厳密な比較には堪えないが、例えば土嚢1袋あたりの量に換算するな

どの操作を行うことによって解決されるであろう。

第二の問題は、埋没する段階で多量に微細遺物が流入する可能性が高いとは考えがたい

ため、比較的多量に出土した遺構のみを取り扱うことによって解決できる問題である。

第三の問題は厳密には解決できない問題である。

遺物の組成　　第29表は、第二の問題を解決するために、水洗選別で得られた炭化米・炭化種子の比率

の検討が行える程度の量が得られた遺構を取り上げて、その分類を行ったものである。た

だし、遺構の全てに細別時期が与えられた訳ではない。以下では、この表による分類を基

本として、遺構の性格を考えてみたい。サヌカイト剥片や骨片・貝殻等を含めなかったの

は、出土傾向が認めがたいと判断したためである。

米と種子の数の比率から分類を行ったが、例えば米はどの分類においても一定量存在す

るのではなく、種子優位のものにおいては米の量は圧倒的に少ない。逆もまた同様である。

また、最も多い類型は、土嚢袋1袋中に米10粒以上に対し種子が数種類・数点程度の出土

パターンである。
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この表から読み取れることは以下の2点であろうか。

第一に、中期下層には種子優位の遺構が少なく、米優位が大半であり、中期上層には種

子優位の遺構が増加することが挙げられる。ただし、これに細別時期の分かるものを加味

しても、時期別の傾向がより明確になる訳ではない。

第二に、種子優位のものは、特定種類が出土数の大半を占めるものが多く、多いもので

は98％の割合を示す。

遺構の分布　　これらの遺構の分布状況を検討した結果、特定種類のものが集中することもなく、竪穴

住居と土坑とのセット関係も認められなかった。また、微高地上に各種類のものが平均的

に分布しているかどうかという点についても、資料数の制限から言及できない。そのうえ、

先述した第三の解決不可能な問題が存在する限り、これ以上の検討は無意味である。

第29表　炭化米と種子の比率による遺構の分類

米 ・種子の比率 遺　　　 構　　　 名
種 子 の 種 類 の 特 徴 な ど

分　　 類 比　 率 中期下層 中　 期　 上　 層

米のみ 70 ：0
35 ：0

SK 360 06
S K 360 33

米優位（1）

50 ：1 以上

664 ：1
233 ：1
212 ：1

SK 360 57
SK 4 6098

SK 4 6082

米優位（2）

10 ：1～50 ：1
程度

45 ：1
38 ：1
30 ：1
24 ：1
23 ：1
20 ：1
21 ：1
15 ：1
13 ：1
12 ：1

SK 360 19

S K 360 39

S K 360 15
S K 360 21

SK 4 609 2

S K 4 6044
SK 4 6138 °
SK 46128

SK 4 6176
SK 4 6049 ・SK 46162 ・
SK 46163

米優位（3）

10 ：1 未満

7 ：1

5 ：1
4 ：1
3 ：1
2 ：1

SK 360 16
S K 360 18

SK 4 6095

SH 4 6006
SK 4 6050
SK 4 6057
S H 4 60 10 ・SK 46069

SK 4 6095　は69％がアブラナ科 ？

同数程度 1 ：1 SH 46016

種子優位（1）

1 ：10　未満

1 ：2

1 ：5

1 ：6

1 ：7

SH 3600 8

S H 4 6009 ・SH 46027 ・ SH 46027 は52％がアブラナ科 ？
SK 46052 ・SK 46056 ・ SK 46066 は30％がエビゾル、19％がマクワウリ類、
SK 46066 ・SK 46068 ・

SK 46188

18％がカンガレイ属

SK 46068 は22％がカンガレイ属、18％がアサ、
17％がアブラナ科？

SK 46188 は92％がアブラナ科 ？
SK 46026 ・SK 46164

S K 46 067

S H 46 014 ・SH 46020

S K 46 026　は89％がアブラナ科 ？
SK 46164　は68％がアカザ ？
SK 46067 は39％がマクワウリ類

32％がカンガレイ属
SH 46014 は97％がアブラナ科 ？
SH 46020　は97％がアブラナ科 ？

種子優位（2）

1 ：10　以上

1 ：11 SX 46 002 ． SX 46002　は58％がアサ
1 ：17 SH 46 036 S H 460 36 は89％がアブラナ科・？
1 ：24

1 ：40

SH 460 13 ・SK 4618 4

S K 46 120

S H 460 13　は98％がアブラナ科 ？
SK 46184 は84％がカンガレイ属
SK 46120 は62％がアブラナ科？、22％がエビゾル
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土坑の検討　そこで土坑をとりあげて、その平面形と埋土について、先の分類との関係を検討した。

その結果、平面形については、特定の形態のものがある分類に集中するといった顕著な傾

向は認められなかったが、埋土の検討によれば、米のみあるいは米優位に分類されるもの

23基のなかで炭層をもつものが10基（SK36006．SK36033．SK36039．SK46098．SK46082．SK46

保管

加熱

092．SK46044．SK46128．SK46176．SK46069）と半数近いのに対し、種子優位のもの11基の内

訳は、炭層をもつものが3基（SK46188．SK46026．SK46184）、植物遺体層をもつものが3

基（SK46066．SK46068．SK46120）となり、両者の差異を確認しえた。、＼さらに、種子優位の

遺構について詳しくみるならば、炭層をもつ3基の土坑は、いずれも単一の種子が9割程

度を占めるのに対し、植物遺体層をもつ3基の土坑は、数種類の種子で出土数の大半を占

めるという明確な差異があることが判明した。即ち、炭層と単一の植物（コメを含む）、

植物遺体層と複数種の植物、という密接な関係があるらしいことが分かった。

植物遺体層と共に多量の種子を出土した土坑については、茎状の繊維質を伴出す．るため、

種子のみの保存ではなく、採取後の一時的な保管あるいはその他の目的で、種子のついた

植物を収納ないし廃棄していたものと考えるより仕方がない。ちなみに、SK46066～4606

8が互いに極めて近接する土坑であることが、その性格を暗示するのかもしれないが、現

在のところ明確な答はだせない。

これに対して炭層は、燃焼を伴う行為の産物であるから、ただ単に不要となった雑草を

土坑内で焼却したものとも考えられるが、複数でなく、ほぼ単一の種類がそこからまとまっ

て出土することに注意したい。出土する種子はコメ（SK46098ほか）、アブラナ科？（SK4

6026．SK46188）、カンガレイ属（SK46184）である。これらを、煮沸等の加熱行為によっ

て種子利用を行っていたことを示しているものと考えれば、当然、米の場合は、屋外にお
し

ける炊飯が行われた可能性を裏付ける資料となるであろう。ただし、アブラナ科や、水田

雑草であるカンガレイ属については、具体的な利用方法を明らかにすることができない。

植物の利用　先述したように、弥生時代中期上層段階におけるコメ以外の植物利用の活発化が認めら

れる。これら多様な植物が、土坑の中でどのような扱われ方をした結果残存したのか、と

いう問題を解明するのが本節での目的であったが、土坑の検討からは、保管ならびに加熱

による利用の二者が認められたことしか指摘できなかった。

本節の最後に、弥生時代中期の居住域から種子の出土した植物の有用性について、判明

する範囲で概観し（寺沢1986・堀田ほか1989）、気づいた点について触れておく。

第一に、コメの生産量を補う性格をもつと思われる穀物類・マメ類の出土がきわめて少

ない点が挙げられ、このことは、コメの生産が当時の需要を大きく下回るものでなかった

ことを暗示するものと捉えたい。

また、ウリ科植物（マクワウリ）および、若葉や茎が食用になるアカザは、救荒的な役

割をもつ植物であるため、居住域内で栽培されていた可能性がある。

この他、果樹類にモモ・エビゾルなどがあり、また種子を食用に、茎皮を衣料や麻糸な

どに利用できるアサの存在にも注意したい。
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第2節　居住域の利用について
ここでいう居住域とは、いわゆる基本生活領域を指し、住居・貯蔵・火所・廃棄物処

理という4つの生活施設が集中する、集落の核の部分である（酒井1990）。

本節では、弥生時代中期の居住域を、線的ではあるがほぼ調査した本分冊該当地区にお

ける、遺構・遺物の分布状況とその性格の検討から、微高地の利用について、気づいた点

を述べる。

前節でも触れたが、全ての遺構に細別時期を与えることができておらず、しかも調査区

の設定が線的で、約23，000m2に及ぶ居住域の約2割しか調査していないという前提がある

ため、以下の検討には限界があることを予め断っておく。

1．時期別の遺構分布状況

柱穴・溝・旧河道を除き、細別時期の判別した遺構の数を微高地毎に集計したものが第

30表であり、これに溝・旧河道を含めて図示したものが第19～22図である。ただし、弥生

時代前期の遺構は少数のため図から割愛し、またそれ以外の時期についても、小さな遺構

は図示しなかった。

工・Ⅱ様式　第19図（上）は、Ⅱ様式段階における地形と遺構の関係を示している。この段階の東微

高地はきわめて狭く‥そこには遺構が営まれていない。西微高地でもその南半部以外には

遺構は認められない。おそらく旧河道SR46002－1の堆積作用によって南から順に形成され

たであろう西微高地は、Ⅲ様式のそれに比べて、狭いうえに高燥化が進んでいなかったた

め、比較的安定した西微高地の南半部に居住域を求めざるをえなかったものと考えられる。

これに先立つI様式段階の微高地の規模は、発掘調査では確認できなかったが、遺構の

分布がⅡ様式のあり方と同様であるため、西微高地南半を中心に形成されたごく狭いもの

であったと推測される。

特徴的な遺物としては、竹添4区・SD36001から出土した磨製石剣、SH36007・36008か

らの碧玉製管玉、SK36007からの薪翠製丸玉などが挙げられる。

なお、図・表に示された遺構の数は、Ⅱ様式のものがそれ以降のものに比べて多い印象

を受けるが、これはⅢ様式以降の遺構には、時期細分ができなかったために欠落したもの

が多いことを示している。

Ⅲ－1様式　この時期には、旧河道SR46002－1の堆積作用によって西微高地が拡大するとともに、東

微高地が本格的に形成されるが、両者には遺構の分布が顕著ではなく、西微高地の竹添4

区中央付近に竪穴住居の密集が認められる。また、竹添11区西端には方形周溝墓（SX460

01）が営まれる。

Ⅲ－2様式　　地形の大きな変化は認められない。

西微高地の拡大部分や、東微高地上にも竪穴住居が営まれるようになる。竹添4区中央

付近には、なおも継続されたであろう円形の竪穴住居群とともに、特異な形態をもつ長方

形竪穴住居（SH46019）が営まれる。

SK46049からは磨製石剣が、SK46050からは碧玉製管玉が出土している。

Ⅳ－1様式　Ⅳ－1様式段階にあっても、地形の変化という点においては安定しており、両微高地に
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遺構が広く展開する。この時期には、竪穴住居の集中地点が、竹添4区から竹添11区及び

竹添10区南半へ移動する。竹添4区中央付近には、新たに竪穴住居が営まれることはない

が、高床倉庫と考えられる掘立柱建物（SB46001）が設けられる。また、竹添1・4区で

は周溝墓（SX46002）が築造されるほか、サヌカイトの大型剥片を集積した遺構（SK4603

9）が認められる。また、旧河道SR46002－1の肩付近からは、多数の完形のイイダコ壷を保

管した土坑（SK46061）が検出されている。旧河道SR46002－1が湿地化し、水漬け状態の

木器およびその未成品がみられるのもこの時期である。

しかしながら、Ⅳ－1様式の終末にはSR46002－1の大氾濫が起こり、これら微高地上の

遺構の多くは埋没してしまうことになる。

この時期には祭祀遺物や装飾品などの特徴的な遺物が多く出土しており、以下のように

特に祭祀遺物の分布状況の偏在性を指摘することができる。

（丑．銅鐸形土製品・分銅形土製品：SR46002－1の竹添1区より上流に限定される。

②．絵画土器・木製祭祀具（剣・弐・鳥・盾など）：SR46002－1の竹添1区より下流に限

定される。なかでも、盾の出土は竹添13区より下流に限定される。

③．磨製石剣：Ⅱ・Ⅲ－2様式のものを含めて、竹添4区の微高地上に限定される。

この他に、骨製装飾品がSK46069から出土している。また時期不明であるが、SK46004

とSK46151からはそれぞれ碧玉製管玉とガラス玉が出土している。

Ⅳ－2様式　　Ⅳ－1様式の終末には旧河道SR46002－1が埋没することから、東西微高地の境は消滅し、

Ⅳ－2様式には新たにSR46002－2が機能するようになる。これに伴って、これまでの微高

地の利用形態が大きく変動する時期である。

微高地上は、一部において水田としての利用がみら‘れるものの、居住の場としての利用
l

は極端に少なくなり、竹添8区東半の竪穴住居（SH46024．46025）を挙げうる程度である。

この2棟の住居は、大規模であること、木剣や管玉および磨製石剣などの特異な遺物の出

土をみる点で注目される。

なお、上層水田の大畦畔内からも磨製石剣が出土しており、Ⅳ－1様式以前において、

竹添4区を中心として出土していた磨製石剣の分布状況にも変化が認められる。

弥生後期以降　弥生時代後期以降には、平安～鎌倉時代にかけて掘立柱建物が数棟認められることを除

けば、微高地上には居住に関わる遺構は皆無である。また、遺物の出土も極めて少なく、

水田あるいは畑の営まれた形跡も認められなかった。理由は不明とせざるをえないが、本

来遺構が営まれなかったことは

ほぼ確実である。

この時期の遺構の多くは調査

区東半で検出された溝であり、

これらの溝は、旧河道SR46002－

1の埋没のために西微高地北方

に再び形成された後背湿地の排

水を目的に掘削されたものと考

えられる。

第30表　時期別遺構分布状況

西微高地 東微高地

弥生前期　　　　　 （I 様式） 4 0

弥生中期下層　　　 （Ⅱ様式 ） 65 0

弥生中期上層　 （Ⅲ－ 1 様式） 28 7

弥生中期上層　 （Ⅲ－ 2 樺式） 21 6

弥生中期上層　 （Ⅳ－ 1 様式） 33 14

弥生中期上層　 （Ⅳ－ 2 様式） 7
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2．遺構の性格について

次に、いくつかの遺構の性格について検討を加え、特に利用の活発であった、弥生時代

中期上層段階（Ⅲ－1～Ⅳ－2様式）における、西微高地の居住域としての利用形態を考

える材料にしたい。

（1）掘立柱建物

調査区からは多数の柱穴が検出されたものの、明確な掘立柱建物を復元できたのはただ

1棟のみである。竹添4区で検出されたⅣ－1様式に属するSB46001は、梁行1間、桁行

4間の比較的大型の建物である。近接棟持柱を持ち、面積は15．3m2を測る。ここでは平地

住居であることを示す積極的な根拠がないことから、高床倉庫と捉えておきたい。

（2）長方形竪穴住居

特徴

竹添4区で検出されたSH46019は、Ⅲ－2様式に属し、他の円形竪穴住居とは形状・構

造の点で大きく異なる特異な遺構である○また、第2部第1章第3節のSB46001の説明の

際に触れたが、SH46019に隣接してもう1基の長方形竪穴住居が存在した可能性もある。

さて、これら特異な竪穴住居の特徴を示せば、以下の4点になる。

・長方形プランを呈する。

・中央土坑をもたず、床面長軸線上に良く焼けた焼土面をもつ。

・主柱穴がない。

・通常の竪穴住居の数に比べて極端に少ない。

他地域の例　これらの点は、岡山県北部の美作地方を中心として、その存在が注意されている「長方

形竪穴住居状遺構」の特徴と合致する。特に、沼E遺跡7号住居址例は、短辺中央に出入

口用の土壇があること、周壁溝が、壁体痕と周壁溝掘り方に区分できた点において、本遺

跡例と酷似する（津山市教委1981）。岡山県内では16遺跡20例程度が知られており、美

作地方が分布の中心となっている。時期的には、弥生時代中期中葉の沼E遺跡例を最古と

し、後期後半までその存在が知られている。

また、その性格については「作業場」「物置」「住居」「祭祀の場」「集会所」などが考え

られるが、確固たる証拠に欠け、「火を伴う共同使用施設」との広義の枠の中で捉えられ

ているのが現状である（津山市教委1984）。

本遺跡例においても、出土遺物の検討、土壌の水洗選別作業にもかかわらず、遺構の性

格を暗示させるような特徴的な遺物を兄いだすことは出来ず、新たな解釈を示すことはで

きない。ここでは、美作地方との交流を思わせる資料とするにとどめ、後述するように、

共同施設であるSH46019の立地場所に意味を兄いだしたい。なお、兵庫県内では、奈がノ

与遺跡で類例が認められる程度である（兵庫県教委1983）。

（3）木器および石器の製作

木器製作 図版79に示したように、2本の旧河道SR46001－1・46002からは、多数の木製品およびそ

の未成晶が出土した。ミカン割り材が各地に点在している状況は、木器製作の場が限定さ

れていた訳ではないことを暗示するものであるが、それらの時期的な先後関係を証明する

ことは困難である。ここでは、比較的広い範囲を調査し、Ⅳ－1様式の大洪水にもかかわ

らず、木器の水漬け状況が比較的良好に保たれていた、竹添1区東半における製作状況を
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石器製作

強調したい。ここでは、第一に、本遺跡での木製農具の主体である広鍬とその付属部品で

ある泥除の未成品の量が多く、第二に、多量の木の削りかすが出土していることが特徴と

して挙げられる。

当時の打製石器の主たる材料はいうまでもなくサヌカイトであり、その大型剥片が竹添

4区から出土している（SK46039）。SR46002－1（6801）や東西微高地の包含層（6488＋64

89・6524）からも出土しているが、出土状況から、時期やその性格を考えるには良好な状

態とはいえない。SK46039からは、産地におけるサヌカイトの露頭から採られた板状の剥

片が、3枚重ねられた状況で出土した。この素材は石器製作に使用されることがなく、Ⅳ－

1様式終末におけるSR46002－1の大洪水によって埋没したものである。石器の製作に伴う

小剥片は竪穴住居およびそれ以外からもかなりの数が出土していることから、製作の場は

広範囲にわたると思われるが、産地から搬入された板状の大型剥片は、個々の住居単位で

保管する性格のものではなく、より上位の集団による保管対象になったであろう。

（4）周溝墓

竹添地区では、居住域を中心とした調査であるにもかかわらず、2基の周溝墓（SX460

01・46002）を検出した。このうち、SX46001は第1分冊で報告した二ノ郷地区での方形

周溝墓群の開始時期と同じⅢ－1様式に築造された方形周溝墓である。SX46001を、二ノ

郷地区に墓城を設定する以前の所産とすれば、居住城内に周溝墓の存在する意味を理解す

ることができる。これに対して、SX46002はⅣ－1様式に位置づけられるもので、二ノ郷

地区における造墓活動の終焉期と重なっている。二ノ郷地区において、新たな大規模な墓

を造る場所がなくなったためという考えも成り立つが、集落の中に築造することに積極的

な意味を求めたためとも考えられる。
1

3．遺構の性格からみた居住域の利用について

以上、いくつかの遺構の性格に触れた。さらに推測を加えることになるが、弥生時代中

期上層段階の西微高地における居住域の土地利用について考えてみたい（第31表）。

（1）微高地上

広場

共同施設

弥生時代中期上層段階における西微高地の遺構の分布をみれば、竹添4区東端から竹添

1区西半、竹添8区中央付近にかけて、竪穴住居の空自地帯の存在が認められることが指

摘できる。竹添1区と8区の間の未調査部分に竪穴住居がないということは断言できない

のだが、一つの仮説モデルとして提示することとする。この空自地帯の成因については、

旧河道SR46002－1の攻撃斜面側に位置することから、出水の影響を避けて竪穴住居を配置

しなかったためとも考えられるが、加えてそこに多目的な広場を確保したものと想定した

い。ちなみに、その面積は約2，300m2を測り、西微高地の約9％を占める。

この空自地帯の周辺には、これまでにとりあげた共同性の高い遺構群が認められる。具

体的には、貯蔵施設として高床倉庫（SB46001）・石器原材料の保管場所（SK46039）・イ

イダコ壷の収納場所（SK46061）が、共同施設として長方形竪穴住居（SH46019）がそれ

である。また、この空白地帯も共同作業空間として機能したと思われる。さらに埋葬施設

として周溝墓（SX46002）の存在を指摘できる（周溝墓はこの空自地帯の中央に位置して

いる）。さらに意図的に破砕したイイダコ壷を納めた土坑（SK46064）も、祭祀関連施設
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中核部分

として挙げることができよう。

この共同性の高い施設群と、住居の空自地帯の二者を、互いに関連しあうものと捉える

と、ここに多目的な広場を中心とした居住域の中核部分を想定できる。

これらの共同性の高い遺構は、同時期に存在したものではないが、この空間が居住域の

中核として認識されていた時間の長さを示していると考えられる。

（2）旧河道

先述した居住域の中核部分に隣接する形で、竹添1区の木器製作の場がみられ、さらに

その下流で絵画土器や木製祭祀具の出土をみた。木器製作やこれらの祭祀は、微高地上の

広場で行われたとみるのが自然であるから、この場所における旧河道の利用形態としては、

厳密には製作途中の木器の貯蔵および祭祀の最終段階あるいは祭祀具の廃棄の場として認

識するべきであろう。

また、この中核部分に隣接する箇所に限らず、河道は防禦施設・廃棄物処理の場・交通

手段・上水確保の場等のように、共同性の高い自然地形として機能していたであろう。

祭祀の重層性　最後に、先述したⅣ－1様式における祭祀遺物の分布の偏在性の意味するところに触れ

ておく。

①とした銅鐸形土製品や分銅形土製品は、当時の竪穴住居の集中する付近の旧河道から

出土したことから、これらを用いた祭祀が先述した居住域の中核部分で執行されたのでは
1

なく、住居の密集地割こ近接した場所で行われた可能性を示唆している。また、②とした

絵画土器や木製祭祀具を使用した祭りは、広場を中心とする中核部分に近接する場所で行

われた可能性が強く、③の磨製石剣は、竪穴住居の集中地点周辺の微高地上で使用、廃棄

された出土状況を示している。

これらの祭祀遺物の出土状況は、それを使用した祭祀の種類が異なるであろうことは勿

論、それに加わる集団の単位の大きさも異なっていることを明確に示しているといえよう。

第31表　地形別の土地利用形態

地形 地区 利　　 用　　 形　　 態

微

高

地

そ
の
他

・居住の場 （竪穴住居 ）

・貯蔵 ・廃棄物処理 ・調理 など （土坑）

・祭祀の場 （銅鐸形土製品 ・分銅形土製品）

・埋葬施設 （周溝墓 ・土器棺墓）

竹
添
1

°
4
区
の　（
周　中

・貯蔵施設 （高床倉庫 ・イイダコ壷 ・サヌカイ ト大型剥片など）

・作業施設 （長方形竪穴住居 ・広場）

・埋葬施設 （周溝墓 ・土器棺墓）

・祭祀の場 （磨製石剣 ・破砕 イイダコ壷 ・広場）

旧
・作業空間 （木器製作 ・貯蔵）

辺 核 ・祭祀の場 （絵画土器 ・木製祭祀具）

河

道

部　　　） ・防禦 ・廃棄物処理 ・交通手段 ・上水 の確保など

そ
の
他

・作業空間 （木器製作 ・貯蔵 ）

・防禦 ・廃棄物処理 ・交通手段 ・上水の確保など
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