
昌地出点土 部位・整形の特徴 調整・装飾の特徴 色調 胎土 備考
No 
91 L5-23 口縁部。夏島型。厚手。 外横擦：縄痕→文ナLRデに(縦よ位り帯平状滑施。文）。外面～口唇部ナデにより平滑。内 外内 ： 暗淡黄い褐赤色褐。色。 緻密。砂粒。石英粒。

92 L5-65 口縁部。夏島型。 外：縄文RL(縦位帯状施文）→口唇部ナデにより平滑。内 ナデ。 外内：黄褐色。 緻密。砂粒・石英粒。

93 L5- Dを緑減部じ。る。夏島型。口縁節でやや器厚外ナ’縄文よLR滑(縦。位帯状施文）→口唇部横研磨。内：弱い横擦痕→
外部色付。： 黄近褐～色内。面暗口縁褐緻不透密明。粒細子砂。粒多い。 白色

73+Pl デに り平
4-
11P2 

94 L5-57 胴部。 外：縄文 RL(縦位帯状施文）。内：ナデ。 外内 ： 暗橙黄～褐黄色褐。色。
緻密。砂粒・石英粒。 92と同一個体。

95 L5-53 胴部。 外：縄文LR(縦位帯状施文）。内：ナデ。 外内：：暗淡褐い色茶。褐色。 緻色不密透。明砂粒粒子・。石英粒・白

96 L5-31 胴部。 外：撚糸文R(斜位回転しながら縦帯状に施文）。 外内：：暗淡褐い色赤。褐色。 緻密。砂粒・細石英粒。

97 M5-71 口縁部。口唇部は肥厚し外削ぎ状。 外：撚糸文 R(帯状施文）→口唇部から内：ナデにより平滑。 外：内：橙褐色。
砂緻松懇・石白英色粒不多透い明。粒子・

98 M7-
ぶ内口緑。面部口。唇や部や下内に傾指。頭口唇圧部痕外が削横ぎに状並。

外’撚糸文R。D唇部・内：ナデにより平滑。 外淡い．橙黄褐褐色色。。内 ： 緻密。砂粒・石英粒多い。
I・ 
K7-50 

99 L7-47 
横稜口調唇を整部有。すにやよるや。り僅内口か傾唇に部し凹下、む口は。唇指部頭内に端よるに外部 弱い唇横り部平擦滑ナ痕。デ（ナ-よデりに平よ滑り。殆杓ど：消口さ縁れ部平横滑・）同→部撚縦糸擦文痕R→縁□唇部外茶褐：暗色茶。褐色。 内 緻砂和粛。・細白石色英不粒透多明い粒。子・

下～口 k ! →口
ナデによ

100 M7-44 
唇口し縁緩部部内く端。湾外に曲稜面すをはる有口よす縁うる部に。下肉端傾すに稜る。を有ロ外～口：胴唇部部撚ナ糸デ文にRよ(り撚平糸滑文。は内深：くD明緑瞭部）付→近D横緑擦部痕→（約ナ2デ5にp、よ無り文平帯滑）。

外・内：橙褐色。 緻透密明粒。子砂粒・細多石い英。粒白。色不

101 M7-5 口り取緑部られ。る口。唇部外端が外削ぎ状に削外横擦・撚痕糸。文口唇R部→～口内縁部：口ナ唇デ部に下よナりデ平に滑よ（り無平文滑帯。）。内口：唇ナ部デ外。削ぎ部外内 ：’暗淡褐い色茶。褐色。 砂緻拉窟。・石白英色粒不多透い明。粒子・

102 M7-43 口を縁有部す。る。口唇部は丸く内端に弱い稜
外縁斜擦部：痕約服→部2cナ浅mデいナ饂・ア粗糸い（文無縦R文研帯?砦）、(・圧外平痕滑面不→ナ明口デ瞭唇に、部よ縄横り文研平か磨滑も。・し内れ：な口い緑）部→付近口

外暗茶：褐暗色褐。色。 内 ： 緻細砂密粒。 白・細色石不英透粒明少粒量。子。縦り。長の補修孔あ

103 M7-44 口縁部。夏島型。 外より：平朋滑部浅・内い：縄D文縁L部R付→近口横緑擦部痕約→3ナpデナにデより（無平文滑帯→）口・唇外部面横ナ研デ磨に。外 内 暗茶褐色。 1緻白色密不。細透砂明粒粒子•細。石英粒

104 M7-5 口縁部。ほぼ直口する。 外口唇：部朋郎ナ撚デに糸文よりR平滑口。縁内部弱：荒いれ横て擦い痕る→。□緑部約 35 p (無文帯） ． 外色橙。褐：色黄内。褐：色黄褐・赤色褐・緻い。密砂。粒白色・石不英透粒明。粒子多

105 M7-23 小口縁さ部く突。小出す形るの土よっ器に。肥口厚唇す部る外。端が外：撚糸文R→肥厚部下横調整。口唇部～内：ナデにより平滑。
外面面口：黒縁橙褐部褐色付色。近。～外内緻白密色不。細透砂明粒粒子・細。石英粒．

106 M7-51 
整口に縁肥、僅厚部か。。外肥に厚凹側む部が部小下分端さが工くあ具突る出に。すよるる横よ調う

外：部胴部内撚糸文 R・ロ縁り平部滑弱。い横擦痕→口縁部約 25 p (無文帯）． 色外。 内’淡い黄褐1色緻不密透。明砂粒粒子・。石英粒・白
口唇 ． ・ナデによ

107 M7-54 が口縁り部、内。面外面に肥は厚ほすぽる直。線的に立ち上2外荒.5れ・p外てナ面いデる弱（。い無横文擦帯痕）。→口ナ唇デ部に～よ内り：平口縁滑部→付胴近部ナ撚デ糸に文よRり→平口滑縁。部門約： 外黒褐：暗色茶。褐色。 内： や明粒や子租多。い砂。粒細・石白英色粒不。透

108 M7-3 口縁郎。夏島型内面肥厚。 外文帯口）縁～部口付唇近部弱ナいデ横に擦よ痕り→平外滑面。ナ杓デ：→荒縄れ文てJRい→る。口縁部約 2cm(無外暗褐：暗色茶。褐色。 内 緻白色密不。透砂明粒粒・子細。石英粒．

109 M7-24 厚口縁部下部端。夏にエ島具型に内面よ 整内。面の肥外：横唇擦部付痕→ナデに-よりり平平滑滑→撚内糸・文ナR→D縁部約 15p (無文帯） 外 内：橙褐色。 1緻色不密透。明砂粒粒子・。石英粒 白
～口 近ナデによ 。 ．デ。

110 M7-53 厚口部縁下部端。夏にエ島具型に内よ面る 整内痕面。の肥外→胴部口：縁横肥擦部厚約痕部→下2［横(デ擦肥に痕厚よ→部りナ、無平デ文滑に帯。よ） り～平口滑唇→部撚付糸近文ナデRに(帯よ状り施平文滑。か内？）： 外 内・ 暗茶褐色。1緻英粒密。・白細色砂不粒透多明い粒。子細。石

111 L?-43 
口縁部内い稜傾。外気を有面味すはにほぼ直立し部、内内外面が端外唇部・口・唇内部下ナかデにら撚よ糸り平文滑R。帯状施文→口縁部約 25p (無文帯）・ロ 外・内茶褐色。 緻多密。細砂粒・細石英粒
やや なる。口唇 い。
に弱 る。

112 MS-91 口い縁稜部を有。す内面る。肥厚。 口唇部内端に弱外口唇：部口唇ナ部下から平撚滑糸。文内R帯：荒状れ施て文い→る口。縁部約 35 p (無文帯） ～ 外色。： 内暗褐：黄色褐～色橙。褐緻細砂密粒。 白・細色石不英透粒明少粒量。子。
デにより

113 M7-l 
状工口縁具に部丸に。よく 肥るD調厚唇整部。痕肥は。厚内端郎下に稜端郭、外分削的にぎ

外内：服弱部撚横擦糸痕文 Rナ(帯状施よ文りか滑？）。外面～口唇部ナデにより平滑。 外黄褐・色黄～褐暗色褐。色内。 ： や白色や不粗透。明砂粒粒子・多石い英。粒．
：い → デに 平。

114 M7-21 口厚縁る部し。 外肥厚面がや端や突横出調するよ施うに 外ど磨：消肥厚され部て下いかるら）撚。糸文 R→外内．ナデにより平滑（撚糸文は殆外赤褐：黄色・。暗褐色。内． 緻白色密不。細透砂明粒粒子。細少石量英。粒
肥 、 部下に 整がさ
れ。

115 M7-3 口縁部。外面が緩やかに肥厚する。 外より’胴平滑部撚。糸文 R→口縁部約 25 p (肥厚部）・ロ唇部・内：ナデに 外内 ：： 暗淡茶い褐茶色褐。色。 緻白密色不。細透砂明粒粒子・細。石英粒．

116 M7-3 口縁部。内外面がやや肥厚する。 外’肥部厚ナ部下から平撚滑糸文 R・内ナ ：横擦痕→外面肥厚部（無文帯） ～ 外色。・内：暗～黄褐緻密。細砂粒・細石英粒。
口唇 デにより ・内 デ。

117 M7-25 肥0縁厚部す。る外。面がやや突出するように 外近ナ’肥デ厚に部よ下り乎端滑付。近内か：らナ撚デ糸。文R→肥厚部 （無文帯） ～口唇部付外黒褐：黄色・黒。褐色。内： 緻密。細砂粒。

118 M7-3 口縁部。外面が肥厚する。 外文帯：肥）厚～部口下唇端部付ナ近デかにらよ撚り糸平文滑R。 内：荒れている→外面肥厚部 （無外内 ：：橙橙褐～色黄。褐色。 緻密。細砂粒・細石英粒。

119 L7-10 肥口厚縁。部肥。厚外部面下が端や指や頭突に出よするる横よ調う整に。外ナ ・ 肥厚部下端付近から撚糸文R。口唇部ナデにより平滑。外内： 外暗灰：褐黄色褐。色。 内 ： 緻密。砂粒。
プ。

120 M7-3 
肥口緑厚部肥。外厚面部が下る部やは分指やが突頭あ出にすよるる横よ調う整に外デく明に・肥瞭よ厚）り。平部内滑付：近・口内か唇：ら部ナ撚内デ糸端。文稜R付帯近状弱施い文横擦（節痕が→や外や面大～き口唇く圧部痕付近は深ナ

外色。・内：淡い橙褐緻密。砂粒多い。細石英粒。

やや゚ 凹んでい る。

121 M7-33 指口頭緑部に。よ外る横内調面整や、やや肥や厚凹。む肥。厚部下外明瞭：肥）。厚外部面下～か口ら唇撚部糸付文近Rナ帯デ状に施よ文り平（滑節が・内やや：ナ大デき。く圧痕は深く 外内．橙橙褐～色黄。褐色。 緻密。砂粒多い。細石英粒。 120と同一個体
か。

122 L7-
口よ緑調はっ部に肥、傾。僅厚口し唇。か部そに外の端下むと端が部の境弱分は指もく突頭あ出にるすよるる

外滑：撚内糸文荒R(帯状施文）→肥厚部下横調整 口唇部ナデにより平外色。 内 淡い橙褐緻密。細砂粒少量。
46 。 ： れている。
M7-

横面す 整内 、胴部凹 界に稜。を有内24・ 
M7-3 る。

123 L6-
丸整口縁、く肥部や厚や。外凹。面肥む部厚が分や部下もや外は屈入念するなナよデう調に

外より：撚平滑糸。文R(帯状施文）。内：ナデ→肥厚部～口唇部付近ナデに 外・内：橙褐色。
砂緻拉懇・石白英色粒不多透い明。粒子・

47・ 
L7-38 

124 M7-12 
出口段縁す状部る。よ整やうや1・、肥内肥傾厚厚。し部、月I jlやが下や端や凹やはむ突弱。

外平：肥厚内部下から撚糸文 R→肥厚部下横調整。口唇部ナデにより 外色。・内：黄～暗褐
緻子細密多石。い英砂。粒粒・（白大色粒不目透立明つ粒）． 滑。 ：ナデ。

いに形 下は

125 M7-
調肥口整縁厚。。部肥。外厚面部が下端ややに突は指出頭するによよるう横に外：肥厚り平蔀滑下。端付近から撚糸文 R→指頭による横調整。外内：ナ 外淡い・内橙褐：暗色茶。褐色・ 緻密。砂粒・細石英粒。

54+M デによ
7-
44. 
M7-16 

126 L7-19 
口縁厚整部 外厚やな稜面部凹lが下端やや突は指出す頭るように

外内：肥厚デ部下よから撚滑。糸文R (帯状施文か？）→肥厚部下横調整。外外黄褐：色内。：暗褐色～ 緻白密色不。砂透粒明・粒細子石。英粒多い。
肥。肥゜ に による横端 ：ナにり平
調朗瞭や んでいる。口唇部内
によ を有する。

127 M6-73 
出口縁すよ部る。よ調やうやに肥、内や傾原や。し凹肥、む外厚。面部が下やはや指突頭外：肥：稜厚付部近下弱かいら横撚擦糸痕文→Rナ帯デ状に施よ文り→平指滑頭。に内よ・ る横調整。 口唇綿外色黄褐。・ 淡色。い内赤褐：橙色褐・ 

緻密。砂粒。細石英粒。
～内 ．ナデ。

にる横整、
128 L5-62 

突整口縁、出僅部す。かる内によ傾凹うむにし部肥口分唇厚が部。あ肥はる外厚。面部が下横やや調
外デ：-肥よ厚平部滑下端。外付面近から撚□ 糸よ文り平R滑(帯状内施・文） →肥厚部～口唇部ナ 外暗茶：黄褐褐色色。。ない 緻白密色不。細透石明英粒粒子多。い。砂粒・

k る ナデし 。．ナデ。

129 L7-95 
やロよ緑凹っ蹄みに弱。肥厚い内段傾。状肥し外に厚な面部るが下部や嬬分横やが突調あ整出るす、。やる

外：肥厚郭下端付近から撚糸文 R。外内：ナデにより平滑。 外橙褐・色内。： 黄～淡い緻密。砂粒・石英粒多い。

130 M7-3 肥口緑厚部部。下内端傾指し頭外調面整が、や凹やむ肥。厚する。 外付近：肥ナ厚デ部に下よ端り平付滑近。か内ら撚：ナ糸デ文。R (帯状施文）。 外面～内：口縁部外淡い橙黄褐褐色色。。内： 緻た密混和。細材砂は粒無少い量。。目立っ

131 M7-24 
肥口さ縁厚れ部。る肥。。肥外厚厚面部部が下下や端はやはや突弱や出い凹段すむ状る。によ整う形に

外面～：肥口唇厚部部ナ下デ端に付よ近りか平ら滑撚。糸内文：R荒帯れ状て施い文る→。肥厚部下横調整。 外外橙褐：暗色茶。褐色。 内． 緻密。砂粒細石英粒少量。

132 M6-25 
肥口さ縁厚れ部。る肥。。肥外厚厚面部部が下下端やはやはや突弱や出い凹段すん状るでによい整うる形に。

外荒れ：肥て厚い部る下。端付近から撚糸文R。外面-□唇部ナデにより平滑。内'外淡い：橙黄褐褐色色。。内 ： 緻密。砂粒・細石英粒少量。 131と同一個体
か。
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