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序

三重県の北勢地域は、五街道の一つである東海道が通り、近世には桑名宿や四日市宿のよう

に多くの旅籠が並び立つ宿場町も形成されるなど、古くから交通の要衝として栄えてきました。

当地域の交通の要衝としての役割は、今も変わっていません。近年では、既存の高速道路の

渋滞緩和を図るとともに、ネットワークを多重化させて高速道路の社会的機能を向上させるべ

く、四日市JCTと亀山西JCTの間を結ぶ新名神高速道路の建設が計画され、工事が進められて

きました。平成31年３月には全線が開通し、これによって、北勢地域の交通の要衝としての

重要性は、より一層高まるものと思われます。

こうした地理的・歴史的背景もあって、北勢地域にはまた、多くの埋蔵文化財包蔵地の存在

が知られています。これらの埋蔵文化財は、地域の歴史や先人の文化を、現代そして未来に伝

える、大切な文化財です。新名神高速道路の建設にあたっては、計画地内に存在する埋蔵文化

財の保護についても、大きな課題となりました。高速道路の早期開通と埋蔵文化財保護の両立

を目指して協議を重ねた結果、いくつかの埋蔵文化財包蔵地においては、現状での保存が困難

な部分について発掘調査を行い、記録として保存し後世に伝えることになりました。今回報告

します小牧南遺跡も、そのうちの一つです。

小牧南遺跡では、発掘調査によって、三重県内でも希少な掘立柱建物を伴う縄文時代の集落

が発見され、また、古墳時代が始まった頃の集落の様子も明らかになるなど、大きな成果をあ

げることができました。これらの成果は、考古学的にも注目されるものです。小牧南遺跡の大

部分は道路建設により永久に姿を消しましたが、本書に記録された発掘調査の成果が、地域、

そして日本の歴史を豊かなものとするための一助となれば幸いです。

最後になりましたが、発掘調査の実施にあたって、地元にお住まいの皆様をはじめ、中日本

高速道路株式会社、四日市市教育委員会など関係諸機関からご理解とご協力を賜りましたこと

に、心よりお礼申し上げます。

令和３年３月

三重県埋蔵文化財センター

所 長 上 村 安 生





例 言

１ 本書は、三重県四日市市小牧町に所在する小牧南遺跡（第２・３次）の発掘調査報告書である。

２ 本遺跡の発掘調査は、近畿自動車道名古屋神戸線（四日市JCT～亀山西JCT）建設事業に伴う緊急発掘

調査である。調査にかかる費用は中日本高速道路株式会社が負担した。

３ 現地における発掘調査の体制については、本書第Ⅰ章第２節に記載している。

４ 遺物図版のデジタルトレースについては、外部委託によって行った。業務受託者は以下の通りである。

平成30年度：株式会社文化財サービス

令和元年度：安西工業株式会社

５ 本書の執筆は、第Ⅰ章の第１節及び第２節第１・２項を服部芳人、第Ⅰ章第２節第３項と第Ⅱ・Ⅶ章

を村上央、第Ⅳ～Ⅵ章の第１節を勝山孝文・宮原佑治・石井智大、第Ⅷ章第３～10節を自然科学分析

業務受託者、その他を石井が行っている。全体の編集は石井が行った。また、遺物の写真撮影は萩原

義彦が中心となって行っている。

６ 発掘調査及び本書の作成に際しては、地元の方々をはじめ、下記の方々や機関等にご指導やご協力を

賜った。記して感謝の意を表したい。石井寛、石田由紀子、泉拓良、伊藤正人、大下明、大野薫、長

田友也、加納実、川添和暁、久保勝正、小泉翔太、髙橋健太郎、津村善博、早野浩二、三重県総合博

物館、四日市市教育委員会（敬称略）。

７ 本報告に関わる発掘調査の記録類並びに出土遺物等は、三重県埋蔵文化財センターが保管している。

ご活用願いたい。



凡 例

１ 本書では、国土地理院発行の1:25,000地形図「菰野」「桑名」、四日市市発行の1:2,500都市計画図、

2011三重県共有デジタル地図（平成24年整理）などの地図類を用いている。なお、三重県共有デジタ

ル地図は、三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て使用している（承認番号：令和２年４月１日

付け三総合地第２号）。

２ 本書で示す方位はすべて座標北で示している。

３ 本書で用いた土色は、小山正忠・竹原秀雄（編）『新版 標準土色帖』（1967年初版）日本色研事業株

式会社に拠る。

４ 本書では、以下のように遺構の略記号を使用している。

ＳＨ：竪穴建物 ＳＢ：掘立柱建物 ＳＡ：柱列 ＳＫ：土坑 ＳＤ：溝 ＳＥ：井戸

ＳＦ：炉・焼土坑 ＳＸ：墓・埋設土器 Pit：ピット・柱穴

５ 遺構図版中において一点鎖線やグレーなどで示したものは、以下の通りである。

６ 個別遺構図版中の土層断面図において、土層番号を記していない土層は、基本的に別遺構など当該遺

構と関係しないと考えられるものである。

７ 遺物実測図の縮尺は、基本的に縄文土器は1/3、それ以外の土器は1/4としている。土製品・石製品・

鉄製品などの小型遺物については1/2や2/3としたが、大型の石製品などは1/3や1/4としたものも

ある。それぞれの縮尺は図中のスケールにて明示している。

８ 遺構一覧表や遺物一覧表、写真図版の凡例については、一覧表・写真図版編の冒頭に記載している。
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近畿自動車道名古屋神戸線（以下、新名神高速道

路とする）は、名古屋市と神戸市を結ぶ、総延長約

175㎞の高規格幹線道路である。昭和40年に開通し

た名神高速道路は、自動車交通の増大により、慢性

的な渋滞や混雑を生み、高速性・定時性が損なわれ

る状況が生じてきた。そこで、この課題の解消の対

策として、代替路線の新名神高速道路の整備が進め

られることとなったのである。

三重県教育委員会と中日本高速道路株式会社名古

屋支社四日市工事事務所は、平成 21（2009）年２

月24日付けで、事業地内に所在する埋蔵文化財の

取り扱い、及び発掘調査の方法についての協定書を

取り交わし、四日市JCT～亀山西JCT間の発掘調査

を実施してきた。

既に刊行している報告書１）には、新名神高速道路

事業の概要、及び発掘調査に至る経緯、保護措置な

どの詳細について記載しているため、参照されたい。

第Ⅰ章 前言

第１節 調査に至る経緯

註

１）三重県埋蔵文化財センター2011『伊坂窯跡・伊坂遺

跡（第５次）発掘調査報告』

第２節 調査の経過

小牧南遺跡は、平成５年11月に実施した分布調査

によって、発見された遺跡である。この調査は、第

二名神自動車道（四日市北JCT～亀山西JCT）建設事

業（当時）に伴う埋蔵文化財の詳細分布調査として

行われたものである。遺物の散布については、土師

器・山茶碗・陶器片など疎らであったが、周辺に周

知の包蔵地（真造寺遺跡や中野平古遺跡など）があ

り、地形的に何らかの遺構が残存している可能性が

高いと判断された。そのため、鎌倉時代の包蔵地と

して、四日市市の遺跡番号568に登録された。

当遺跡は、朝明川中下流域の南岸、標高約32～37

ｍの台地縁辺に位置し、小牧町字風呂屋に所在する。

遺跡範囲は、東西210ｍ、南北190ｍで、新名神高速

道路は、当遺跡の概ね北半分を東西方向に横断する

形で計画された。

用地買収や関係車両の進入路、各種の地元調整な

ど発掘調査を行うための諸条件が整った平成23年度

から、二次調査の必要の有無確認のための一次調査

を実施してきた。以下に、平成27年度にかけて行わ

れた発掘調査の概要を年度ごとに記述する。

【平成23年度】

前年度末の平成23年２月に、ネクスコと協議が行

われた。協議の内容は、平成23年度は遺跡範囲の東

端で、３本の調査坑230㎡の一次調査を６月～７月

頃に実施し、二次調査が必要となれば、秋頃に500

㎡の本調査を行うという事であった。

年度が改まり、４月の協議で調査面積の変更はな

いが、一次調査は９月、二次調査は11月～12月と調

査時期の変更を依頼された。その後、６月の協議で

は、一次調査は稲刈り後の10月に変更となった。し

かし、遺跡内は橋脚の設置予定地で、建設工事の優

先箇所であるため、今年度内に二次調査の実施を依

頼された。

その後、何度も協議を重ねたが、ネクスコの工事

計画とは裏腹に、用地買収が遅々として進まない状

況で、その都度、発掘調査時期の変更を余儀なくさ

れた。協議では、埋蔵文化財センター発注の委託調

査の場合、ネクスコとの精算の期限などから、秋頃

に確実な用地買収の完了部分があれば、発掘調査可

能であるという事を提示していた。しかし、結果的

には、年内でも用地買収などの地元調整が整わなかっ

た。

年が明け、年度内に一次調査が実施できて、且つ

二次調査が必要となれば、次年度の平成24年度に二

（１）調査経過の概要
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次調査2,500㎡（橋脚建設予定範囲）と、調査未実

施範囲に一次調査の1,000㎡を行うという計画がな

された。

年度末の３月になり、ようやく用地買収の面積も

増えたため、幅２ｍの調査坑を６本、合計460㎡の

一次調査を、ネクスコの労務提供の形態で実施した。

調査の結果、いずれの調査坑からも竪穴建物や溝、

土坑と思われる遺構が確認され、縄文土器や土師器

も多く出土した。

【平成24年度】

昨年度の一次調査の結果と地形等から判断して、

周知の遺跡東側を概ね南北方向に走る四日市市の市

道小牧27号線よりも、さらに東側にかけて遺跡の広

がりが想定された。そのため、６月に当該市である

四日市市教育委員会とともに現地確認及び協議を行

い、包蔵地範囲の拡大の事務手続きを行った。その

結果、範囲は東西320ｍ、南北190ｍ、面積約60,000

㎡となった。

５月と８月と協議を行い、二次調査2,500㎡、一

次調査1,000㎡の発掘調査が何時から着手可能かど

うかの確認を行った。しかし、二次調査対象範囲や

一次調査未実施範囲内、市道の東側にも、まだ未買

収地が存在し、また、二次調査区内には伐採を必要

とする範囲があるなど、なかなか発掘調査実施の条

件が整わない状況が続いた。

その後、10月になり、埋文センターとしても、少

しでも発掘調査が実施できる条件が整った範囲内で

調査を行う計画を行った。具体的には、二次調査

（1,000㎡）及び一次調査（800㎡）の計画で、埋文

センターによる発掘調査委託の発注を行った。しか

し、調査面積が狭いこともあり、不落に終わり、そ

のため、二次調査については、平成25年度に繰り越

すこととなった。

11月になり、市道の東側で、工事立会い調査を実

施した。幅２ｍ×16ｍの調査坑１本を設定した。調

査面積は165㎡で、造成土を1.8ｍ程度除去し、その

直下で地山と思われる黄灰色粗粒砂（礫含む）を確

認した。この地山は、北東方向に向かい緩やかに傾

斜しており、出土遺物はなかった。周辺住民の聞き

取り調査で、この周辺には幅２ｍ以上で、北方向に

大きく開口する谷状の地形が、以前には見られたと

いう事である。

12月になり、一次調査の800㎡と、他の遺跡の一

次調査を合わせた、埋文センター発注の発掘調査を

開始した。幅２ｍの調査坑を13本設定して調査を行っ

た。調査範囲の西側の一部で遺構、遺物が確認出来

なかったが、約14,500㎡と広大な面積の全面にわた

り、縄文時代と古墳時代の遺構、遺物が確認され、

二次調査が必要と判断された。

また、年度末の協議では、当遺跡周辺から、橋脚

による道路建設計画であるため、橋脚間の工事方法

の確認（盛土や掘削の有無）や工事手順等について

の確認も行った。

工事計画では、調査範囲の東側と西側に橋脚設置

箇所がある。また、西側の橋脚工事に際しては、計

画路線内の南側に工事用道路が必要となるため、特

に２つの橋脚と、その工事用道路計画箇所を優先的

に発掘調査を依頼された。その結果、平成25年度に

市道西側で8,000㎡の二次調査と、市道小牧27号線

の東側に100㎡の一次調査、また、平成25年度調査

範囲のほぼ中央部分は、翌年度以降に発掘調査を行

う計画がなされた。

【平成25年度】

年度が改まり、当初の計画通りに２つの橋脚間と

工事用道路予定範囲に、計画面積8,000㎡の二次調

査（第２次）を実施した。５月から開始し、翌年２

月まで行われ、最終的には7,371㎡の面積の調査を

行った。その結果、縄文時代中期の竪穴建物、掘立

柱建物、埋設土器、集石遺構をはじめ、古墳時代前

期から後期にかけての竪穴建物や掘立柱建物などが

多数確認されることとなった。特に、縄文時代中期

の掘立柱建物は県内では最古級のものであり、また、

石製垂飾が埋設土器から見つかるなど、貴重な成果

を上げることが出来た。

なお、普及啓発活動の一環として、現地説明会を

10月27日（日）に行い、335名の参加があった。

また、11月には市道の東側で、計画路線内の南側

に幅２ｍの調査坑を３本設定し、計72㎡の一次調査

を実施した。場所は、平成24年度実施した立会い調

査箇所のさらに東側に当たる。谷状の地形の東側で、

安定した面は確認できたが、特筆すべき遺構、遺物

が確認されず、二次調査の対象とはならなかった。
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【平成26年度】

四日市JCTから四日市北JCT（当時）の供用開始予

定の時期が迫り、協議では、伊坂城跡などの四日市

工事区管内の発掘調査を中心に調整、検討されるこ

ととなった。そのため、小牧南遺跡をはじめとする

菰野四日市工事区から鈴鹿亀山工事区管内の発掘調

査は、優先順位からは若干落ちることとなった。

当該年度の発掘調査として計画されている箇所

は、市道の東側部分で、宅地として利用している箇

所である。そのため、ネクスコも用地買収を慎重に

進めながら、工事計画と発掘調査の調整や検討を行っ

た。

年度の中盤の協議では、市道東側に一次調査を実

施し、仮に全面二次調査になった場合は、平成27年

度に市道東側、平成28年度に市道西側の調査という

分割の対応も検討された。

年末になり、ようやく市道東側で懸案であった、

宅地部分の用地買収など発掘調査の条件が整った。

そこで、ネクスコの労務提供の形態で、建物基礎の

撤去に伴って、一次調査を実施した。幅２ｍの調査

坑を３本設定、面積165㎡の調査を行った結果、市

道から東へ離れる部分では、地山以下の30～60cmで

安定した検出面が確認されたが、遺構、遺物は確認

されなかった。

また、市道に近接した東側では、平成24年度に立

会い調査を実施した際に確認した、北側へ大きく開

く谷地形の続きが見つかった。この調査の結果、市

道の東側については、二次調査の対象から外される

こととなった。

年度末に協議を行い、次年度は、二次調査を５月

から開始して、12月終了予定で依頼された。

【平成27年度】

年度が改まり、当初の計画通り、平成25年度調査

の第２次調査区のほぼ中央部分とその北東側に、計

画面積5,900㎡の二次調査（第３次）を実施した。

第２次調査区の終了範囲では、橋脚建設の工事が実

施されており、調査区の両側で工事用車両の往来も

ある中での発掘調査であった。

６月から開始し、翌年１月まで行われ、最終的に

は5,935㎡の面積の調査を行った。

その結果、縄文時代中期の竪穴建物、掘立柱建物

や古墳時代前期から後期にかけての竪穴建物などの

遺構がさらに確認され、当時の遺物も多く出土する

こととなった。

なお、普及啓発活動の一環として、現地説明会を

11月28日（土）に行い、175名の参加があった。

今回の発掘調査を持って、新名神高速道路の建設

に伴う発掘調査は全て終了したことになる。

各年度の担当・体制などは、次のとおりである。

【平成23年度】

・一次調査

担当：穂積裕昌・中村法道（調査研究Ⅱ課）

業者：ネクスコ中日本株式会社（労務提供）

期間：平成24年３月１日～平成24年３月４日

面積：460㎡

【平成24年度】

・立会調査

担当：服部芳人（調査研究Ⅲ課）

業者：ネクスコ中日本株式会社（労務提供）

期間：平成24年11月19日

面積：165㎡

・一次調査

担当：松永公喜・宮原佑治（調査研究Ⅲ課）

業者：橋本技術株式会社（土工委託）

期間：平成24年12月20日～平成25年３月22日

面積：800㎡

【平成25年度】

・一次調査

担当：矢田陽（調査研究３課）

業者：ネクスコ中日本株式会社（労務提供）

期間：平成25年11月５日～平成25年11月６日

面積：72㎡

・第２次調査

担当：宮原佑治・矢田陽・服部芳人（調査研究３

課）

業者：株式会社島田組（調査補助委託）

期間：平成25年５月28日～平成26年２月６日

面積：7,371㎡

【平成26年度】

・一次調査

（２）調査の体制
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担当：矢田陽・水橋公恵（調査研究３課）

業者：ネクスコ中日本株式会社（労務提供）

期間：平成26年12月８日

面積：165㎡

【平成27年度】

・第３次調査

担当：宮﨑久美・勝山孝文・村上央（調査研究３

課）

業者：株式会社島田組（調査補助委託）

期間：平成27年６月５日～平成28年１月18日

面積：5,935㎡

①第２次調査

６月14日 表土掘削開始、竪穴建物１棟を検出

６月17日 東区東側にて竪穴建物２棟を検出、東区

中央部にて縄文土器が出土

６月18日 竪穴建物６棟を検出

６月24日 竪穴建物４棟を検出、うち１棟から須恵

器甕が出土

６月25日 竪穴建物複数棟を検出

６月27日 竪穴建物６棟を検出、うち１棟でカマド

らしき焼土を検出

６月28日 竪穴建物１棟を検出

７月１日 竪穴建物４棟を検出

７月２日 中区の表土掘削を開始

７月４日 竪穴建物２棟を検出、うち１棟から縄文

土器が出土

７月５日 竪穴建物３棟を検出

７月９日 竪穴建物数棟を検出

７月10日 竪穴建物１棟を検出

７月11日 西区の表土掘削開始、ＳＨ242・246周辺

の遺構検出作業

７月12日 ＳＨ244掘削、貼床を検出

７月16日 ＳＨ246掘削、貼床を検出

７月17日 ＳＨ245掘削、土師器鉢やＳ字状口縁甕

が出土

７月19日 ＳＨ244柱穴掘削、ＳＨ245アゼ土層分層、

ＳＨ246柱穴掘削、遺物出土状況撮影

７月31日 ＳＨ245遺物出土状況写真撮影

８月７日 ＳＨ201掘削

８月12日 ＳＨ201土層写真撮影

８月19日 ＳＨ201遺物出土状況・完掘状況の写真

撮影

８月23日 ＳＢ276付近の柱穴と思われるピットよ

り打製石斧が出土

８月27日 ＳＨ248掘削開始し縄文土器多数が出土、

ＳＢ282を検出

８月30日 ＳＨ248遺物出土状況撮影

９月６日 ＳＨ253掘削開始

９月10日 ＳＸ250より垂飾出土

９月11日 ＳＨ202・205掘削開始

９月13日 ＳＨ248遺物出土状況図作成

９月18日 ＳＨ204掘削開始

９月24日 ＳＨ222掘削開始

９月27日 ＳＨ223掘削開始

10月１日 ＳＨ222遺物出土状況撮影

10月２日 ＳＨ218検出、ＳＨ215掘削開始

10月７日 ＳＨ203掘削

10月15日 台風のため作業中止

10月17日 横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財セン

ター石井寛氏による発掘調査指導

10月21日 ＳＨ190・191掘削

10月27日 現地説明会開催（参加者数353人）

10月30日 ＳＨ177・176・178掘削

11月28日・29日 空中写真撮影

12月９日 石井寛氏による発掘調査指導

12月17日 ＳＨ176・177完掘状況撮影

12月25日～27日 東区全景写真撮影

１月６日 ＳＸ149掘削、埋設土器と判明

１月15日・16日 東区拡張

１月17日 東区拡張部の掘削開始、竪穴建物５棟を

検出、うちＳＨ147から土器埋設炉を検出

１月23日 東区拡張部の全景写真撮影、ＳＨ142・

143及びＳＢ141遺構写真撮影

１月28日 調査区平面図作成完了

１月29日 調査区埋戻し開始

２月６日 調査終了、機材撤収

②第３次調査

６月23日 表土掘削開始

６月29日 竪穴建物２棟を検出、第２次調査の続き

の掘立柱建物の柱穴２基を検出

（３）調査日誌（抄）
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６月30日 ＳＨ182・188・190の続きを検出、竪穴

建物数棟を検出

７月２日 ＳＨ337・338・339付近からほぼ完形の

土師器台付甕が出土

７月３日 竪穴建物４棟を検出

７月６日 竪穴建物１棟および第２次調査の続きの

竪穴建物１棟を検出

７月７日 竪穴建物２棟を検出

７月８日 竪穴建物３棟を検出

７月10日 作業員による人力での包含層掘削開始

７月13日 竪穴建物１棟を検出、縄文土器が出土

７月14日 ＳＨ301検出

７月21日 竪穴建物３棟を検出

７月22日 竪穴建物１棟を検出

７月24日 ＳＨ303完掘

７月30日 重機による表土掘削終了、ＳＨ301から

土器埋設炉を検出

７月31日 ＳＢ276柱穴の炭化物を採取

８月３日 ＳＢ276完掘写真撮影

８月５日 ＳＨ307完掘、ＳＢ325検出

８月７日 ＳＫ313・314・315完掘写真撮影、ＳＨ

321完掘、ＳＨ190から打製石斧が出土

８月18日 ＳＢ325完掘

８月24日 ＳＨ319完掘、ＳＫ334から土師器片が多

量に出土

９月２日 ＳＨ245掘削完了

９月７日 ＳＨ337・338・339掘削

９月11日 ＳＸ351から木炭・骨が出土

９月15日 ＳＨ183・188・190・198・323・324完掘

写真撮影

９月30日 石井寛氏による発掘調査指導

10月５日 ＳＨ355より埋設土器を検出、床面から

黒曜石が出土、石囲炉を検出

10月19日 すべての掘削完了

11月６日 空中写真撮影

11月28日 現地説明会開催（参加者数175人）

12月25日 現地での記録作業等終了

①文化財保護法第94条に基づく三重県文化財保護条

例第48条第１項（周知の埋蔵文化財における土木工

事等の発掘に関する通知）

・平成23年８月９日付け、中高名支四工第798号

（中日本高速道路株式会社名古屋支社四日市工

事事務所長から三重県教育委員会教育長あて）

②文化財保護法第99条第１項（発掘調査の着手報告）

・平成25年６月４日付け、教埋第109号

（三重県埋蔵文化財センター所長から三重県教

育委員会教育長あて）【平成25年度・第２次】

・平成27年６月19日付け、教埋第101号

（三重県埋蔵文化財センター所長から三重県教

育委員会教育長あて）【平成27年度・第３次】

③文化財保護法第100条第２項（文化財の発見・認

定通知）

・平成26年３月７日付け、教委第12-4424号

（三重県教育委員会教育長から四日市西警察署

長あて） 【平成25年度・第２次】

・平成28年２月12日付け、教委第12-4422号

（三重県教育委員会教育長から四日市西警察署

長あて） 【平成27年度・第３次】

④周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲変更

・平成24年６月13日付け、教埋第96号

（三重県埋蔵文化財センター所長から三重県教

育委員会教育長あて）

本報告においては、小牧南遺跡における主要な集

落形成時期である縄文時代中期と古墳時代について、

第１表のように時期を区分している。本文及び表に

おける遺構や遺物などの時期に関する記述は、この

時期区分に基づいて行っている。

各時期区分に対応する土器型式・様式については、

伊勢地域以外でも広く適用されている代表的なもの

を示した。参考にした編年等は、註に掲げた通りで

ある１）。

縄文時代中期の土器型式に関しては、小牧南遺跡

の縄文土器の様相に基づき、東海地方西部のものを

示した。表には示していないが、本報告における縄

文時代中期末葉は、近畿地方の土器型式では北白川

Ｃ式にほぼ併行するものと思われる。

第３節 本報告における時期区分

（４）文化財保護法等にかかる諸通知
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また、古墳時代については、中期までは東海地方

西部における土師器編年に拠っているのに対して、

後期は須恵器の陶邑編年を用いているなどの理由に

より、厳密には併行関係等にずれもある２）。しかし

ながら、本報告において用いた各時期区分の、大枠

での時期的位置づけを提示することを優先し、あえ

て単純化して提示した。

註

１）参考にした編年は、以下の通りである。

赤塚次郎1990「廻間式土器」『廻間遺跡』 （財）愛

知県埋蔵文化財センター、赤塚次郎1994「松河戸様式

の設定」『松河戸遺跡』 （財）愛知県埋蔵文化財セン

ター、赤塚次郎1997「廻間Ⅰ・Ⅱ式再論」『西上免遺跡』

（財）愛知県埋蔵文化財センター、赤塚次郎・早野

浩二2001「松河戸・宇田様式の再編」『研究紀要』第２

号 （財）愛知県教育サービスセンター愛知県埋蔵文

化財センター、田辺昭三1981『須恵器大成』 角川書

店、増子康真1969「木曽川下流域の縄文中期後半期土

器について」『古代学研究』第54号 古代学研究会、増

子康眞1998「東海地方西部地域の縄文中期後半土器編

年再考」『古代人』第59号 名古屋考古学会

２）例えば、宇田Ⅱ式とＭＴ15型式の併行関係など。

第１表 本報告における時期区分

時期区分 土器型式・様式

縄文時代 中期

前～中葉 北裏Ｃ・山田平・北屋敷Ⅱ式

後葉 中富・神明式

末葉 取組・島崎Ⅲ・山の神式

弥生時代 終末期 廻間Ⅰ式

古墳時代

前期

初頭 廻間Ⅱ式

前葉 廻間Ⅲ‐１・２式

中葉 廻間Ⅲ‐３・４式

後葉 松河戸Ⅰ式

中期

前葉 松河戸Ⅱ式

中葉 宇田Ⅰ式

後葉 宇田Ⅱ式

後期

前葉 ＭＴ15型式

中葉 ＴＫ10型式

後葉 ＴＫ43～209型式
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位置・地形 小牧南遺跡は三重県の北部、四日市市

小牧町字風呂屋に所在する１）。三重県北部は、古く

から北勢地方や北勢地域と呼ばれている。この地域

の西縁には鈴鹿山脈が南北に連なり、滋賀県との境

になっている。また、北縁は養老山地・木曽三川に

よって岐阜県・愛知県と画されている。さらに東側

には伊勢湾が広がっており、鈴鹿山脈から伊勢湾に

向かって員弁川・朝明川・海蔵川・三滝川・内部川

などの河川が東流している。

小牧町付近では、北西から南東へ向かって流れる

朝明川沿いに幅１km前後の谷底平野が形成されてお

り、当遺跡はその谷底平野の南側に広がる標高30～

50ｍほどの高位段丘の縁辺部に立地している。ここ

から北の方角にはなだらかな養老山地、西の方角に

は険しい鈴鹿山脈の稜線が見渡せる。天気の良い日

には、鈴鹿山脈の北端と養老山地の西端との間に、

伊吹山を望むことができる。

小牧南遺跡が立地する高位段丘沿いには、朝明川

の小規模な支流である名前川が流れており、小牧南

遺跡はこの名前川による開析谷に面している。名前

川は小牧南遺跡のすぐ北側を流れているため、遺跡

の北側には段丘崖が形成されている。名前川は、小

牧南遺跡より少し東側で北から流れてくる古城川と

合流し、朝明川へと流れ込んでいく。

なお、正式な行政区分ではないが、当遺跡を含む

地域は古くから保々と呼ばれている。近隣には三岐

鉄道保々駅をはじめ、保々保育園、保々幼稚園、保々

小学校、保々中学校、保々地区市民センターなどが

あり、「保々」という地名は地域住民には慣れ親し

んだ呼称であるといえる。

地質 当遺跡周辺の朝明川南岸の高位段丘では、地

表面に厚さ0.5～１ｍほどの古赤色土と呼ばれる赤

褐色の土壌の堆積がみられる。その下位には厚さ数

ｍに及ぶ砂礫層が堆積しており、露頭などで確認で

きる。

砂礫層中に含まれる礫は、泥岩、チャート、砂岩、

頁岩、ホルンフェルス、花崗岩、熔結凝灰岩などで

ある。礫の大きさは長径５～10㎝程度のものが中心

で、やや大きな長径20㎝程度のものも多い。円～亜

円礫が多いが、チャート以外の礫はかなり風化が進

んでおり、特に花崗岩には指先で容易に砕くことが

できるほど軟化しているものもある。こうした風化

した花崗岩を起源とする砂が、礫間を充填している。

なお、朝明川より北側を流れる員弁川では、いわ

ゆる湖東流紋岩類に属する流紋岩の存在が確認され

ており２）、小牧南遺跡付近でも段丘礫等や河床礫と

して存在している。

第Ⅱ章 位置と環境

第１節 地理的環境

註

１）本節は、全体的に下記の文献を参照して記述している。

地質調査所1991『桑名地域の地質』、四日市市1991『四日

市市史』第１巻史料編自然、四日市市土地分類調査会1992

『四日市市の土地分類』

２）津村善博2015「三重県内７河川の河床礫の礫種組成」『三

重県総合博物館研究紀要』第１号 三重県総合博物館

第１図 小牧南遺跡の位置
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今回、発掘調査した小牧南遺跡（Ａ）は、主に縄

文中期後葉～末葉、古墳時代の前期初頭の遺跡であ

るが、北勢地域、とりわけ朝明川周辺地域を中心と

して、原始から中世に至る各時代を概観する。

旧石器時代 小牧南遺跡周辺では旧石器時代の遺跡

自体がほとんど確認されておらず、発掘調査によっ

て遺物が出土した例はほとんどない。しかし、遺物

と思われるものが、わずかではあるが出土している。

朝明川流域、垂坂丘陵北東端にある久留倍遺跡（１）

では、サヌカイト製のナイフ形石器が出土している

ほか、この時代のものと思われるチャート製の剥片

が出土している１）。また、小牧南遺跡から朝明川を

挟んだ野呂田遺跡（２）では、旧石器時代の可能性

のある掻器・剥片が採集されている２）。

員弁川流域では、川向遺跡で、ナイフ形石器の可

能性がある剥片石器が出土している３）。

縄文時代 北勢地域では早期と中期後葉～末葉の遺

跡が目立つ。朝明川北岸にある中野山遺跡（３）で

は、縄文時代早期の竪穴建物１棟、集石炉11基、煙

道付炉穴100基以上が確認されている４）。

竹谷川上流南岸にある鈴山遺跡（４）では、縄文

時代早期の煙道付炉穴と集石炉、縄文時代中期後葉

～末葉の竪穴建物８棟、掘立柱建物６棟が確認され、

中富・神明式や北白川Ｃ式などに併行する遺物が出

土している５）。員弁川中流域北岸にある村前遺跡

（５）では、縄文時代中期後葉～末葉の竪穴建物２

棟、土坑１基、屋外炉跡１基が確認されている６）。

弥生時代 中期では、朝明川流域で菟上遺跡（６）、

菟上遺跡の集落の墓域である可能性が指摘されてい

る山村遺跡（７）、また、扁平鈕式銅鐸の出土地で

あると伝えられている伊坂遺跡（８）などがある。

朝日丘陵の南縁丘陵上にある山村遺跡では、中期

中葉～後葉にかけての方形周溝墓19基や、環濠など

が確認されている７）。また、山村遺跡に隣接する菟

上遺跡では、中期後葉の大規模な集落が形成されて

おり、竪穴建物127棟をはじめ、棟持柱を持つ掘立

柱建物、多数の土器、石器、木製品が確認されてい

る８）。

後期前葉のものとしては、小牧南遺跡の周辺では、

小牧北遺跡（９）で方形周溝墓９）、中野山遺跡で竪

穴建物が確認されている。

後期後葉～終末期にかけて、朝明川流域では比較

的大きな集落が増えてくる。朝明川中流域北岸、朝

日丘陵上にある西ヶ広遺跡（10）では、後期の竪穴

建物17棟が確認されている10）。

当該期の朝明川流域では、金塚遺跡、山奥遺跡

（11）、居林遺跡（12）など、かなりの急斜面に住居

域を設ける集落が目立つ。金塚遺跡では、銅鐸の破

片と、銅鏃が出土している11）。垂坂丘陵の南東斜面

部にある山奥遺跡では、鉄鏃や鉄斧、ヤリガンナな

ど、多数の鉄製品が出土しており、北勢地域でも弥

生時代後期以降に鉄製品が普及したものと思われる。

また、後期の竪穴建物が100棟以上確認されており、

その中には、多角形住居のような特徴的な遺構も確

認されている。ここでは丘陵全体に集落が営まれ、

丘陵の尾根部のみならず、北側の斜面にも竪穴建物

が造られている12）。久留倍遺跡では、中期の竪穴建

物27棟、方形周溝墓１基のほか、後期～古墳時代初

頭の竪穴建物19棟、井戸、方形周溝墓などが確認さ

れており、ここでも緩やかな斜面上に集落が形成さ

れている。

古墳時代 集落については、前期では、朝明川中流

域の伊坂遺跡で竪穴建物や掘立柱建物、土坑が確認

されている13）。中期では、小牧南遺跡付近では集落

は希薄であるが、後期になると、先述した山奥遺跡

で集落が確認されている。30棟以上の竪穴建物や掘

立柱建物９棟が確認されている。また土器焼成坑７

基が確認されており、この時代における土師器の生

産が判明している。

古墳については、前期では、海蔵川と米洗川に挟

まれた丘陵上に、四日市市唯一の前方後円墳である

志�神社古墳がある。古墳の規模は後円部径30ｍ、

高さ5.3ｍで、舶載鏡と思われる内行花文鏡の破片

や、車輪石、勾玉、管玉、小玉が出土している14）。

また、前期末では、海蔵川の支流である竹谷川の北

岸に、飛塚古墳（13）がある。古墳の規模は墳丘径

35ｍ、高さ2.9ｍの円墳で、周溝からは壺形埴輪や

円筒埴輪、家形埴輪片が出土している15）。

第２節 歴史的環境
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中期では、朝明川中流域北岸の台地上に浄ヶ坊古

墳群（14）がある。古墳の規模は、１号墳は径36ｍ、

高さ4.5ｍで、２号墳は推定径12ｍ、高さ1.5ｍであ

る。１号墳、２号墳ともに円墳である16）。また同じ

台地上の南端には広古墳群（15）がある。方墳４基、

円墳３基からなる古墳群で、最大規模の広Ｂ１号墳

は一辺31ｍ、高さ3.4ｍの方墳であり、埴輪の出土

が伝えられている17）。

後期前半では、朝明川中流域南岸の台地上に道具

林古墳（16）がある。主体部は木棺直葬で、円墳で

ある。須恵器や鉄製品が出土している18）。

後期後半では、朝明川中流域南岸に公事出古墳群

（17）がある。円墳２基と方墳４基からなる古墳群

で、規模は径５～10ｍに収まり、それぞれ横穴式石

室を設けている。隣接している公事出遺跡とは時期

的に重複しており、公事出遺跡の集落の墓域との見

方がある19）。また、公事出古墳群の横穴式石室は、

玄室が胴張り形を呈しているが、北勢地域の横穴式

石室には同様の形態の石室が多くみられ、この地域

の特色の一つと考えられている20）。

また、北勢地域の古墳には、単独の円墳または10

基未満の円墳で構成される古墳群が多いが、10基以

上で構成される古墳群もあり、筆ヶ崎古墳群（18）、

西山古墳群（19）、門ノ上古墳群（20）、鶯谷古墳群

（21）、江平古墳群、野々田古墳群、宇賀新田古墳群、

大辻古墳群、上小原古墳群、下小原古墳群がある21）。

持光寺山古墳群（22）、鶯谷古墳群などは、段丘上

に展開している。

終末期では、横穴墓も造営されており、広永横穴

墓群・金塚横穴墓群・死人谷横穴群（23）など、複

数確認されている22）。

古代 律令期には、朝明川流域は朝明郡に属してい

た。久留倍遺跡では政庁・正倉院等の施設が見つか

り、朝明郡衙に比定されている23）。『日本書紀』に

は「朝明郡迹太川で、天武天皇が天照大神を遥拝し

た」とあり、当地は天武天皇が壬申の乱の際に訪れ

た場所として認識されている24）。また『続日本書紀』

には、「天平12（740）年の藤原広嗣の乱の際に、聖

武天皇の東国巡幸が行われ、朝明郡に立ち寄った」

とある25）。さらに『万葉集』には、この東国巡幸の

際に、大伴家持らが朝明の行宮で詠んだとされる歌

が記載されている26）。

『延喜式』によると、朝明郡には「朝明駅」が設

置され、「駅馬十疋、伝馬五疋」が常設されていた

とされる。これは東海道の駅家があったことを示す

と考えられ、先述した久留倍遺跡との関係が指摘さ

れている27）。

平安時代に編纂された『和名類聚抄』によると、

朝明川流域には田光（多比加）・杖部（鉢世都加倍）

・額田（沼加多）・大金（於保加禰）・豊田（止與

多）・訓覇（久留倍）の６郷があったとされる28）。

現代の地名でいえば、田光は朝明川上流域の菰野町

田光、大金は朝明川中流域北岸の四日市市大鐘町、

訓覇は久留倍遺跡のある四日市市大矢知町、豊田は

川越町豊田と比定できる。

田光については、朝明川上流に位置する下江平遺

跡（24）で、「五十戸□」「倭家」「財・交」などの

墨書土器８点が出土しており、遺跡の時期は概ね８

世紀が中心である29）。

大金という地名は、金属器の生産に由来すると考

えられ、筆ヶ崎西遺跡（25）では、鍛冶炉が確認さ

れているほか、多数の鉄滓が出土している30）。また、

北山Ｃ遺跡（26）では鉄滓、中野山遺跡では鉄滓や

鞴の一部が出土している31）。過去に出土した遺物か

ら、西辻遺跡（27）や鐘撞遺跡（28）周辺も、大金

郷を構成する集落であったとする見方もある32）。近

隣の丘陵上には、北山Ａ遺跡（29）や広山Ｂ遺跡

（30）、西山遺跡（31）、新野遺跡（32）、北山Ｃ遺跡

など、飛鳥・奈良時代の集落が多数確認されてい

る33）。

朝明川流域全体でみると、上流の六谷遺跡、中・

下流域の菟上遺跡、西ヶ広遺跡、中村遺跡（33）な

どが、古代の遺跡として確認されている。

中世 朝明川の支流、杉谷川の上流にある杉谷中世

墓では、約200基の五輪塔と10基ほどの方形の火葬

穴が確認されているほか、蔵骨器として用いられた

常滑産陶器の甕・壺、古瀬戸の三耳壺・四耳壺など

が出土している34）。

員弁川の支流、源太川の上流にある経塚中世墓で

は、30基以上の配石の下に土壙もしくは蔵骨器を有

する墓が造られており、火葬を行ったと思われる土

坑も確認されている35）。
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菟上遺跡では129基の火葬墓が確認されているほ

か、土師器皿や銭貨などが出土しており、時期的に

は15世紀後半～16世紀代のものと推測される。石塔

を伴わない、火葬に特化した中世墓群と考えられて

いる。このほか、小牧南遺跡の近隣では、伊坂中世

墓群（34）や円光寺境内墓地（35）などの中世墓群

が確認されている36）。

朝明川流域の中世城館としては、保々西城跡（36）

や伊坂城跡（37）などがある。
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グリッドの設定 小牧南遺跡の調査に際しては、複

数年度にわたる調査が予想されたため、調査を行う

範囲全体を対象として、あらかじめグリッドの設定

を行った。

グリッドは４×４ｍの正方形とし、主軸方位は国

土座標の南北軸と一致させている。このグリッドを

調査対象地内における遺構の位置関係や遺物出土位

置の把握のための基礎単位としたが、調査対象となっ

た範囲が広く、設定されたグリッドが非常に多数と

なるため、さらに一辺100ｍの単位で大地区を設定

した（第３図）。

各大地区にはＡから順にアルファベットの大文字

で名称を付与した。北側には西から順にＡ～Ｄ、南

側には西から順にＥ～Ｈ、そのさらに南側の大地区

Ｈまでに収まらなかった部分にＩの名称の大地区を

設定している１）。

大地区の内部には、南北に25、東西に25、計625

のグリッドが配されている。各グリッドには西から

東へ向かってＡから順にアルファベット大文字を、

北から南へ向かって１から順に数字を与え、このア

ルファベットと数字の組み合わせによって各グリッ

ド名を表した（例：A1）。本報告で特定のグリッド

を示す場合は、そのグリッドが存在する大地区名の

アルファベットを頭に付している（例：A-A1）。

調査区の設定 調査区は、工事によって影響を受け

る範囲の中でも、遺構が密に存在すると推定される

箇所を中心に設定した。

第２次調査区は、調査対象範囲のうち、主に南側

を占める。

第３次調査区は、調査対象範囲のうち、主に北側
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第Ⅲ章 調査の方法と基本層序

第１節 調査の方法

（１）調査区およびグリッドの設定

第３図 グリッド割図（1/2,000）
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第４図 調査区位置図（1/2,000）



第５図 調査区全体図（1/600） －14・15－
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を占める。調査区の北側は川へ向かって下る急傾斜

地となるため、調査区の範囲は急傾斜となる角度変

化点付近までとした。

なお、第２・３次調査区とも、一部で竪穴建物な

どが調査対象外とした範囲へ延びていることが確認

されたため、その部分を中心に調査区を拡張した箇

所がある。

掘削 第２・３次調査とも、現地調査開始後に、ま

ず耕作土等の表土を重機で除去し、遺構面まで掘り

下げた。

その後、順次人力で遺構の検出作業を行った。遺

構検出後、それぞれの遺構を人力で掘削した。

なお、一部では周囲の水田等に農業用水を供給す

るための水路・水管等を調査時に撤去することがで

きなかったため、撤去できるようになった段階で別

途掘削・調査を行った箇所もある。

竪穴建物については、土層観察・記録用のアゼを

設け、そのアゼによって分割された区画ごとに掘削

を進めた。

掘立柱建物は、基本的に検出面から一段掘り下げ

て柱痕の有無を確認して記録を作成後、柱穴を半裁

して土層断面を記録し、完掘している。柱痕が認め

られた場合、可能な限り遺物は柱痕と柱穴埋土に分

けて取り上げた。

遺構番号の付与 第２次調査では、ピットを除くす

べての種類の遺構に、通し番号で200から順に遺構

番号を付与した。200番台の番号を用いたのは、第

２次調査において検出された遺構であることを分か

りやすく示し、次年度に予定された第３次調査で検

出された遺構との判別を容易にするためである。

同様に、第３次調査でも300番台の番号を遺構番

号として用い、第３次調査で検出された遺構である

ことを示すようにした。

ただし、第２次調査においては調査前に予測した

よりも多くの遺構が検出され、300番以降の番号を

付与する必要が生じた。300番以降の番号を使用す

ると第３次調査との混乱が生じるため、第２次調査

では、299番以降の遺構番号は199から１へ向かって

遡る形で100番台の番号を付与していった。結果と

して、第２次調査では133～299を遺構番号として使

用している。

各遺構を表記する時には、遺構番号の前に、凡例

で示したようにＳＫ、ＳＤなど遺構の種類ごとの略

称を付している。また、ピットについてはグリッド

ごとに１から順に番号を付与し、その番号の前にグ

リッド名とピットを表す略称を付して表記している

（例：A-A1Pit1）。

竪穴建物の主柱穴や貯蔵穴、掘立柱建物を構成す

る柱穴については、グリッドとは別に遺構ごとに個

別の番号を振り、番号の前にピットを表す略称Ｐを

付して表記している。ただし、すべての主柱穴・貯

蔵穴等にこうした個別番号が付与されているわけで

はない。また、掘立柱建物の柱穴など、調査時には

土坑として認識されＳＫなどの略称を与えられたも

のもある。

遺構平面図 調査区の面積が広いため、遺構平面図

の作成は第２・３次調査ともラジコンヘリコプター

を使用した空中測量によって行った。

空中測量による図化は遺構完掘後に行っているが、

出土遺物が良好な状態で出土した土坑や埋設土器、

縄文時代の掘立柱建物の柱穴等については、より縮

尺の大きな図面を個別に作成した。なお、第２次調

査では、貼床が明瞭に遺存している竪穴建物につい

ては床面上の機能面での図化を別途行い、貼床の範

囲や遺物の出土状況等を図示している。

土層断面図 遺構の土層断面図については、個別に

土層観察用のアゼを残して分層を行い、図化した。

竪穴建物では基本的に直交する２方向の土層断面図

を作成し、場合によっては柱穴や炉穴、貯蔵穴等の

土層断面図を個別に作成した。

掘立柱建物は、できる限り建物主軸に沿った方向

で柱穴の土層断面図を作成するよう努めたが、縄文

時代の掘立柱建物の柱穴については、当初は土坑と

して認識していたものも多いため、必ずしも建物主

軸に沿った方向で土層断面図を作成することができ

ていない。

出土状況図 遺構内等から遺物や炭化材などが良好

な状態で出土した場合は、出土状況図を1/10などの

（２）掘削等

（３）遺構の図化
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大縮尺で作成し、遺物に付した取り上げ番号を図面

中に記録した。

ただし、大量に遺物が出土した場合などは現地で

の図面作成が困難であったため、デジタルカメラで

撮影した写真と現地における実測を併用して図化を

行ったものもある２）。

調査区全体の写真撮影は、第２・３次調査ともラ

ジコンヘリコプターを使用した空中撮影によって行っ

た。使用したカメラは、第２次調査では中判の銀塩

カメラ（ZENZABRONICASQ-Ai）とデジタルカメラ

（CanonEOS5DMarkⅡ）で、第３次調査ではデジタ

ルカメラ（CanonEOS5DMarkⅡ）のみである。

個別遺構や土層断面、遺物出土状況等の写真につ

いては、第２次調査では銀塩カメラとデジタルカメ

ラ（Nicon D3300）を併用して撮影した。調査区の

部分写真や、良好に検出された竪穴建物・埋設土器

等の遺構については、４×５インチの大判カメラを

用いて撮影した。銀塩カメラでの撮影は、カラーリ

バーサルとモノクロの両方のフィルムを使用して行っ

ている。

第３次調査では、すべての写真をデジタルカメラ

（Nicon D3300）で撮影している。調査区の全景や、

良好に検出された竪穴建物・埋設土器等の遺構につ

いては、中判相当のデジタルカメラ（Nicon D800）

でも撮影を行った。

註

１）ただし、大地区Ｄ・Ｈについては結果的に第２・３

次調査区の外となっている。

２）ＳＨ190・191・248などの遺物出土状況図や、ＳＦ259

の遺構平面図などは、この方法によって図化した。

本報告では第２次・第３次調査の成果を併せて報

告するが、前節で述べたような調査の方法も踏まえ

て、いくつか報告時に整理を行い、統一などを図っ

た点もある。また、便宜的に整理を行った部分もあ

る。そうした点について示しておく。

遺構・遺物の報告単位 検出された遺構・遺物につ

いては、縄文時代、古墳時代前期、古墳時代後期、

鎌倉・室町時代に分け、それぞれ別の章で報告を行

う。ただし、それぞれの時代の遺構から混入などに

よって出土した別の時期の遺物は、その遺構が帰属

する時期の章の中で、その他の遺物とともに掲載し

ている。

遺構の整理 第２次調査区と第３次調査区の両方に

またがって検出された遺構の中で、各調査において

異なった番号が付与されてしまったものがあるが、

それについては報告時に統一を図らず、遺構番号を

併記する方式を採った（例：ＳＨ169/324）。

いくつかの遺構については、その性格を鑑みて、

報告段階で遺構種類の略号を変更したものがある。

変更については、遺構一覧表（一覧表・写真図版編

第１～７表）の備考欄に記載している。

また、報告に際して竪穴建物の主柱穴や掘立柱建

物の柱穴についても再検討を行った。それにより、

調査時に主柱穴等と認識していたものとは異なるピッ

トを採用したものもある。遺物についても、再整理

の結果に即して報告を行っている１）。

掲載遺構 検出された遺構のほぼすべてについて、

個別図及び文章による報告を掲載している。ただし、

土坑については数が多いため、実測可能な遺物が出

土しているなど主要なものを選択して報告した。遺

構一覧表（一覧表・写真図版編第６表）にはすべて

の遺構を掲載しており、個別に図を掲載していない

土坑については、その旨を遺構一覧表の備考欄に記

している。

調査区の全体図（第５図・付図）には、個別図を

掲載していない土坑の図も示しており、また、遺構

の位置は略図によって示している（第６・７図）。

遺構図版 遺構図版の縮尺については、遺構の種

類ごとになるべく統一を図ったが、竪穴建物につい

ては規模の差がかなりあったため、1/40を基本とし

ながらも、いくつかの建物については1/50や1/60と

している。土層断面図の縮尺も平面図と合わせてい

るが、個別に作成された貯蔵穴や柱穴、炉など細部

の土層断面図については、平面図の縮尺に関わらず

第２節 本報告の方針

（４）写真撮影
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第６図 遺構位置略図①（1/400）
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第７図 遺構位置略図②（1/400）



小牧南遺跡は段丘上に立地するため、遺構の形成

後に堆積した土砂の量は少ない。現地表面から地山

となる段丘堆積物の土層までは、浅いところで0.1

ｍ、深いところで0.5ｍほどである。また、調査を

行った範囲はほぼ全域が調査前まで水田等の耕作地

として利用されていた。そのため、耕作等による撹
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1/40とした。また、遺物の詳細な出土状況図につい

ては、遺構の種類に関わらず1/20を基本としている。

各遺構の図面には、空中測量によるものと、個別

に実測して作成されたものの両者が存在する場合が

あるが、原則として個別に作成された図面を採用し

た２）。

なお、竪穴建物の図化方針に第２次調査と第３次

調査の間で差異があったため、両調査区にまたがっ

て検出された竪穴建物の場合、第２次調査において

個別に作成された床面上の機能面で図化した図面と、

第３次調査において空中測量によって図化された完

掘状態での図面を合成したものもある。

竪穴建物や掘立柱建物内の柱穴には、調査時に個

別にＰ１、Ｐ２などの番号が付与されていた。ただ

し、各遺構と関係がないと判断されたものや、貯蔵

穴などにも付与されていたため、報告段階では本報

告中で個別に触れるものや出土遺物の図を掲載した

もののみ、調査時の柱穴番号を図版中に図示した。

掲載遺物 多量に出土した遺物のうち、本報告に掲

載する遺物の抽出にあたっては、口縁部や底部・脚

部を中心に、径が復元できる程度の遺存率があるも

のや、文様があるものを基本的に抽出した３）。

さらに、各遺構ごとに、遺構の時期を示すような

遺物を最低１点は抽出するよう心がけた。したがっ

て、遺物図面が全く掲載されていない遺構は、図化

可能な遺物や時期を示すような遺物が抽出できなかっ

たものである。

多数の遺物が出土している遺構については、基本

的な抽出に加えて、構成する器種あるいは文様のバ

リエーションが網羅できるよう、僅少な器種や、希

な文様を施しているものについては、小片や体部片

であっても抽出し、図化して掲載している。また、

同じ器種が多数存在する場合、口縁部や底部片であっ

てもごく小片の場合は抽出しなかった個体もあるが、

器種間の数量比や、同じ器種の中における形態や調

整等のバリエーションが反映されるように配慮して

いる。

包含層中など、遺構に伴わない遺物については、

遺存率がかなり高い個体か、遺構出土遺物にはあま

りみられない器形や文様を有するものを中心に抽出

している。

石器・石製品については、確実に製品と判断でき

るものは、破片も含めてほぼすべて図化している。

石器製作に関わる剥片や石核などについては、微細

なものを除き、可能な限り図化した４）。

第８図 遺構位置略図作成範囲（1/2,500）

註

１）報告書に掲載しなかった遺物については再整理結果を反

映できていないが、調査時の記録等に基づいて再整理結果

と照合することは可能である。

２）個別に実測した図面の場合は、周囲の遺構等は遺構図版

中に示されていない。

３）赤彩や文様があるものの、小片のため図化が困難な土師

器片などは、参考資料として報告書掲載遺物とともに保管

している。

４）竪穴建物埋土の篩がけで検出された微細な剥片について

は、参考資料として報告書掲載遺物とともに保管している。

第３節 基本層序と調査区の地形

（１）基本層序
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第９図 基本層序及び地形断面図（基本層序1/40、地形断面図は横1/500・縦1/100）
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乱は広い範囲で地山上面まで及んでおり、遺構はか

なり削平を被っている状況である。

遺構上面を被覆する土層は基本的に黒色や黒褐色

の土壌で、いわゆる黒ボクに由来するものである

（第９図）。遺構埋土も同様である。黒ボクの生成時

期は縄文時代と推定され、本来は黒ボク層の上面か

ら遺構が掘り込まれていたと考えられる。それが後

世の耕作等により撹乱され、遺構検出面上に二次的

に堆積したものと考えられる。調査時に包含層と判

断された土層も、黒褐色土に褐色土が混じるなど、

耕作による撹乱を被っている可能性が高い（第９図

Ａ第４層、Ｃ第３層）。

ただし、いくつかの地点においては、遺構が地山

上に堆積した別の土層の上方から掘り込まれている

状況が確認できた（第９図Ｂ第３層、Ｄ第３層）。

こうした土層は遺構形成以前に地山上面に堆積した

土層である可能性が考えられるが、厚さ0.1ｍ以下

しか遺存しておらず、遺構検出はほぼ地山直上で行

わざるを得なかった。

主な遺構検出面となった地山は、基本的に褐色な

いし黄褐色の極細粒砂～シルトを主体とする土層で

ある。段丘堆積物で形成されることもあり、場所に

よって質の差異が顕著であった。特に、段丘礫の含

有については差があり、段丘縁辺部に近いほど礫が

多く含まれていた。これは、地山の堆積層の上位に

はあまり礫が含まれていないが、0.4～0.5ｍほど下

では多量に礫を含む土層となっているため１）、縁辺

部の斜面地では上位の堆積層が流出し、下位に堆積

した礫を多く含む土層が露出した結果とみられる。

なお、礫を多量に含む土層より下層では、砂礫層

やシルト層など段丘堆積特有の堆積土層が確認され

ている２）。

調査区は段丘縁辺部に位置しており、東側には沖

積平野が広がっている。調査区が位置する段丘沿い

を流れる名前川は、調査区の北側に段丘へと入り込

む小規模な開析谷を形成しており、調査区付近は、

東側の沖積平野及び、北側の谷に向かって傾斜して

いる（第９図）。

調査区内の地形を詳細に見ていくと、第２次調査

区の南西部が最も地形的に高くなっている。この地

形的な高まりは調査前から認識できるほど明瞭なも

ので、緩やかに高くなっていくというよりは、やや

段状に高くなり、壇のような様相を呈している。こ

れが元からの地形なのか、人為的に形成されたもの

かは不明であるが、この付近では遺構がほとんど検

出されていない点は注意される。

遺構が密に分布するのは、第２次調査区の東半と

第３次調査区の中央付近である。この範囲の南部で

は地形的に平坦な部分が存在するが、北部は北側の

川に向かって緩やかに下る北向きの緩斜面となって

いる。斜度は２～４°ほどである。

そして、第３次調査区の北辺では、川に向かって

急激に傾斜する斜面となる。この部分では遺構はほ

とんど確認できない。第２次調査区の東辺でも東側

の川に向かって地形の傾斜が若干強まるが、北側ほ

どではない。調査区の東側は段丘を下る道路によっ

て削平を被っているが、一次調査の結果から第２次

調査区東側は谷地形となっていたことが判明してお

り、遺跡はあまり東側へは広がらないとみられる。

註

１）ＳＥ140の調査に伴う断ち割りにおける所見による。

２）註１に同じ。

（２）調査区の地形
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ＳＨ143（第10図） 第２次調査区の南東端で検出

した建物で、調査区内で全体の半分程度が検出され

た。東側は調査区外の道路下へと続くが、道路建設

時に削平を被っている可能性が高い。平面形は長軸

4.1ｍ以上の隅丸方形ないしは円形を呈すると考え

られる。

主柱穴と思われるピットは２基検出されたが、調

査区外へと続くため、総数は不明である。調査区東

壁沿いの床面から検出された浅い土坑の底面では、

焼土が認められた。炉の痕跡の可能性がある。壁際

溝は浅く不明瞭であるが、断続的に確認できた。貼

床は確認できなかった。

遺物は、埋土中から縄文土器や土師器が出土して

いる。また、主柱穴とみられるＰ２からは縄文土器

の深鉢の破片が出土した。

土師器が出土していることから古墳時代前期まで

下る遺構の可能性もあるが、Ｐ２から出土した遺物

を積極的に評価し、縄文時代中期末葉の遺構と考え

ておきたい。

ＳＨ147（第11・12図） 第２次調査区の東端で検

出した建物である。遺存状況が悪く深さが数㎝程度

しかなかったため、建物の規模には不確定な部分が

あるが、北側と南側でわずかに残存した壁際溝から

みて、平面形は長軸3.8ｍ以上、短軸3.3ｍほどの円

第Ⅳ章 縄文時代の遺構・遺物

第１節 遺構

（１）竪穴建物・平地式建物

第10図 ＳＨ143（1/40）
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第11図 ＳＨ147①（1/40）
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形に近い隅丸方形を呈すると考えられる。

主柱穴と思われるピットは４基検出した。東側の

柱間にもう１基ピットがみられるが、浅いため柱穴

とは考えがたい。

炉としては、建物内北西部で土器埋設炉ＳＦ139

が検出された。径0.3ｍほどの土坑内に体部下半を

除去して筒状にした縄文土器深鉢を据えている。土

坑の掘形自体は据えられた土器の大きさとほぼ同じ

であるが、この土坑と重複して、先行するやや深い

土坑が検出されており（第12図３～５層）、炉の造

り替えが行われたものと推測される。埋設された土

器内の上層からは、大型の被熱した礫が検出された。

炉床と思われる焼土層はその下から検出されている

ため、この礫は炉の廃絶にあたって行われた儀礼的

な行為に伴って入れられた可能性が考えられる。こ

の他、建物内中央部付近で浅い皿状の土坑が検出さ

れ、その埋土中からも焼土塊が検出された。この土

坑も炉であったとみられ、ＳＨ147には炉が２基設

けられていた可能性が高い。

壁際溝は、北側と南側でわずかに存在が確認でき

た。全周せず、部分的なものであったと考えられる。

また、建物の縁辺に沿って、小型のピットが複数検

出されている。垂木穴など、建物に関わるピットの

可能性がある。貼床は確認できなかった。

遺物は、土器埋設炉ＳＦ139から炉体とされてい

た縄文土器深鉢（４）が出土した。また、Ｐ１・４

など複数の主柱穴からも縄文土器が出土している。

ＳＦ139出土遺物などからみて、遺構の時期は縄

文時代中期末葉と考えられる。

ＳＨ184（第13・14図） 第２次調査区の東部で検

出した。竪穴建物の存在を示すような掘り込みは検

出されなかったが、石囲炉ＳＦ185が検出され、そ

の周囲に主柱穴と考えられるピットなどの存在も確

認できたため、建物として把握した。平地式建物の

可能性も考えられる。建物の範囲は不明確であるが、

径5.4ｍほどの円形にほぼ等間隔に小型のピットが

並ぶ様子が認められるため、これが建物の範囲を示

している可能性が高い１）。

第12図 ＳＨ147②（1/40、1/10）
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第13図 ＳＨ184①（1/40）



主柱穴と思われるピットは４基検出した。そのう

ち３基は0.4～0.5㎝ほどの深さのしっかりした柱穴

であるが、北東隅の１基のみはやや浅く、４基の柱

穴の配置も台形を呈するため、本来は別のピットが

主柱穴であった可能性も否定できない。

炉は、石囲炉と考えられるＳＦ185が１基検出さ

れた。遺存状況が悪く、焼土塊が伴う浅い土坑の周

囲に礫が散在する状況であった。礫はほぼ原位置を

留めておらず、土坑についても木の根などで大きく

撹乱を受けている可能性が高い。炉を構成していた

と思われる礫には、砂岩などがみられた。

この他、壁際溝や貼床など建物に伴う遺構は確認

できなかった。

遺物は、ＳＦ185の埋土中や肩部から縄文土器の

小片や石皿（台石）２）が出土している。また、建物

内の古墳時代のピット（F-X6Pit2）からも縄文土器

が出土している。

ＳＦ185出土遺物などからみて、遺構の時期は縄

文時代中期末葉と考えられる。

ＳＨ191（第15～19図） 第２次調査区の東部で検

出した建物である。浅い皿状の落ち込みに近く、壁

面が明瞭に確認できなかったため、建物の形態や規

模には不確定な部分があるが、平面形は長軸5.0ｍ、

短軸4.2ｍほどの隅丸方形ないし楕円形を呈すると

考えられる。深さは0.2ｍほど遺存していた。

主柱穴は４基検出された。やや長方形に整然と配

置されている。いずれも0.4ｍほどの深さがあり、

底面の標高は34.50～34.56ｍと近似する。Ｐ２・８

では土層断面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認で

きるが、Ｐ２ではその上層から縄文土器深鉢の破片

がまとまって出土しており、柱は建物廃絶時に抜き

取られたか、根元で切断された可能性が高い。また、

西側の柱間にはもう１基ピットがみられるが、浅い

ため柱穴とは考えがたい。

炉は、建物中央よりやや西側で検出された。平面

形が円形の、深さ0.15ｍほどの浅い土坑である。底

面には被熱が認められ、埋土中にも焼土塊が含まれ

ていた。土坑の周囲から礫は検出されず、抜き取り

痕も認められなかったため、地床炉であったと考え

られる。炉内からは土器片が多数出土したが、特に

最下層付近ではほぼ１個体分の深鉢の破片が面的に

広がって検出された。検出された土器に明確な二次

被熱は認めがたく、破片を全面に敷き詰めたとも考

えにくいため、炉の廃絶に伴って入れられたものと

推測される。

壁際溝は、部分的に確認できた。東側では特に明

瞭に検出された。全周せず、断続的なものであった

と考えられる。

貼床は、建物全体に施されているものと思われる

（A-A'・B-B'断面第12層）。炉は、貼床と思われる土

層の上から掘り込まれている。

この建物からは、縄文土器が大量に出土している。

平面検出段階から多数の土器片の広がりが確認でき、

埋土には床面直上に至るまで土器片が非常に密に含
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第14図 ＳＨ184②（1/20）
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第15図 ＳＨ191①（1/40）
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第16図 ＳＨ191②（1/20）
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第17図 ＳＨ191③（1/20）
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第18図 ＳＨ191④（1/20）
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第19図 ＳＨ191⑤（1/20）
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まれていた。こうした遺物出土状況に加えて、0.2

ｍという遺構の浅さもあって、遺構埋土の分層を十

分に行うことができなかった。そのため、これらの

遺物については層位別の取り上げを断念し、大きく

上層と中層の二段階に分けて記録と取り上げを行っ

た（第17・18図）。そして、中層の遺物の直下で検

出された比較的大きな土器の破片は、下層・最下層

出土遺物として、別途記録と取り上げを行った（第

19図）３）４）。なお、図化した遺物については出土し

たレベルをすべて記録している。出土した縄文土器

は整理段階でかなり接合し、複数の深鉢や浅鉢、台

付深鉢、台形土器が含まれていることが判明してい

る。

これらの縄文土器のうち、多数の破片が出土した

個体についてみてみると、建物内に破片が広く散在

する状況のものが多い（30・31・37・76・87など）。

破片がややまとまった範囲から出土した個体もある

が（75・84・89など）、形は保っておらず、破片化

した状態で埋没したことが窺われる。また、層位的

にみると、上層と中層の両方から破片が出土してい

るものが多く、上層から下層にかけて破片が出土し

たものもある（29・30・87など）。さらには、上層

から最下層にかけて破片が出土している個体も認め

られる（88）。また、多数の破片が出土した個体に

限ると、中層以下のみから出土したものは、確実に

は確認できない。こうしたことからみると、上層か

ら最下層にかけての土器群に、堆積における大きな

時間差は考えがたい。

縄文土器以外にも、石鏃や石錐、磨製石斧、切目

石錘、磨石、敲石、石皿（台石）といった石器類が

複数出土した。主に上層から、縄文土器に混じって

散在的に出土している。

床面付近の埋土については土壌を水洗し篩がけし

て、微細な遺物の回収に努めた。それによって、黒

曜石やサヌカイト、下呂石の剥片が多数検出された。

これらの剥片は長さ数㎜程度の微細なものが多いが、

中には長さ１～２㎝程度のものも含まれていた。ま

た、この篩がけによってナイフ形石器と思われる石

器も検出されている。

この他、炉や建物内のピットから縄文土器が出土

しており、主柱穴Ｐ２からは縄文土器の他に切目石

錘も出土している。

埋土中や炉、主柱穴から出土した遺物からみて、

遺構の時期は縄文時代中期末葉と考えられる。

ＳＨ193/303（第20図） 第２次調査区の北東端で

検出した建物で、北端の一部は第３次調査で検出さ

れている。明確な竪穴建物状の掘り込みは検出され

なかったが、炉の痕跡と考えられるＳＦ266が検出

され、またその周囲が広く浅い落ち込み状に窪んで

いる様子が確認された。そのため、さらに周囲を精

査した結果、主柱穴と考えられるピットを検出した

ことから、建物として把握した。平地式建物の可能

性も考えられる。建物の範囲は不明確であるが、径

5.3ｍほどの円形にほぼ等間隔に小型のピットが並

ぶ様子が認められるため、これが建物の範囲を示し

ている可能性が高い。

主柱穴と思われるピットは３基検出され、また土

坑ＳＫ270とした遺構も主柱穴の可能性がある。こ

れら４基の主柱穴は、南北の柱間がやや長い長方形

に並ぶ。

炉は、先述したＳＦ266がその痕跡と思われる。

西側の主柱穴間において検出された。浅い土坑で、

底面が被熱しており、埋土中に焼土塊を含む。

この他、壁際溝や貼床など建物に伴う遺構は確認

できなかった。

遺物は、ＳＦ266や建物内の落ち込みと考えられ

るＳＫ261、主柱穴の可能性があるＳＫ270などから

縄文土器が出土している。その他にも、建物内と思

われる範囲で縄文土器や礫器と思われる石器が出土

した。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＨ248（第21図） 第２次調査区の北東部で検出

した建物で、遺存状況は良好である。ＳＢ292と重

複しており、壁面の一部が後出するＳＢ292の柱穴

によって壊されている。平面形は長軸3.5ｍ、短軸

3.4ｍの円形に近い隅丸方形を呈し、深さも0.35ｍ

ほど遺存する。

主柱穴は４基検出した。床面には他に目立ったピッ

トはなく、柱痕と考えられる痕跡も確認されており、

確実に主柱穴と判断できるものである。いずれも壁

際に位置しており、北側の柱間がやや狭いため、柱
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第20図 ＳＨ193/303（1/40）
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第21図 ＳＨ248（1/40、1/20）
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の並びは台形を呈する。東側の壁付近には浅いピッ

トが１基存在し、入り口に伴う施設の可能性も考え

られる。

炉は建物中央よりやや西側で検出された。深さ

0.2ｍほどの土坑で、埋土中にはあまり焼土塊は含

まれていない。土坑の周囲から礫は検出されず、抜

き取り痕も認められなかったため、地床炉であった

と考えられる。ただし、土坑の壁面や床面には被熱

した様子は確認できなかった。また、最下層付近か

ら敷き詰めたような状態で縄文土器片が検出された。

土器敷炉とも考えられるが、検出された土器に明確

な二次被熱は認めがたく、炉の廃絶に伴って入れら

れた可能性も考えられる。

遺物は、埋土中から縄文土器が多数出土した。複

数個体の深鉢の他、浅鉢や台付深鉢が出土している。

縄文土器以外にも、石鏃や打製石斧などの石器が出

土した。

床面付近の埋土については土壌を水洗し篩がけし

て、微細な遺物の回収に努めた５）。それによって検

出された遺物には、黒曜石の剥片や水晶片がある。

黒曜石の剥片には長さ数㎜程度の微細なものが多い

が、中には長さ１～２㎝程度のものも含まれていた。

また、炉からは先述のように破片が敷かれたよう

な状態で縄文土器が出土した。

床面付近や炉から出土した遺物からみて、遺構の

時期は縄文時代中期末葉と考えられる。

ＳＨ301（第22・23図） 第３次調査区の東部の、

第２次調査区との境界付近で検出した建物である。

第２次調査では竪穴建物らしい痕跡を確認できてお

らず、第３次調査で壁際溝と思われる遺構や土器埋

設炉ＳＦ310が検出されたことにより、建物の存在

が認識された。平地式建物の可能性も考えられる。

建物の範囲は不明確であるが、径5.4ｍほどの円形

にほぼ等間隔に小型のピットが並ぶ様子が認められ、

それに沿って壁際溝と思われるものも一部検出され

たため、これが建物の範囲を示している可能性が高

い。

主柱穴と思われるピットはいくつか検出されたが、

いずれも浅く、主柱穴とは確定できない。

炉としては、建物中央より西側で土器埋設炉ＳＦ

310が検出された。径0.45ｍほどの土坑内に体部下

半を除去して筒状にした縄文土器深鉢を倒立させて

据えている。内部の最下層からは敷き詰められたよ

うな形で縄文土器片が多数検出された。炉体とされ

ていた土器の破片だけでなく、別個体と思われる土

器片も含まれる。いずれも明確な二次被熱が認めが

たいため、ＳＨ248の炉の事例と同じく炉の廃絶に

伴って入れられたものとも考えられるが、土器片よ

り上層の埋土中に焼土塊が顕著に含まれており（巻

頭図版４）、土器片を敷き詰めた後にも炉として使

用されていた可能性が高い。

壁際溝と思われるものは、東側と西側の一部で検

出されている。推定される建物範囲と一致する箇所

で検出されたため壁際溝の可能性を考えたが、不整

形で確実とはいい難いものである。西側のものはや

や幅広であるが、東側のものは細く浅い。

遺物は、埋土中から縄文土器や磨製石斧などの石

器が出土している。特に、ＳＦ310の北東側の床面

付近では多数の縄文土器の破片が面的に検出されて

おり、深鉢や台付深鉢がみられる。

また、炉であるＳＦ310からは炉体とされていた

縄文土器深鉢の他、内部に敷き詰められた状況で複

数個体の縄文土器の破片が出土している。

出土した遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中

期末葉と考えられる。

ＳＨ335（第24図） 第３次調査区の中央部付近で

検出した建物である。ほぼ全体が遺存しており、平

面形は長軸4.4ｍ、短軸4.2ｍほどの円形に近い隅丸

方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。いずれも壁際に位置し

ており、南側の柱間がやや狭いため、柱の並びは台

形を呈する。西側の主柱穴間にはピットがもう１基

存在するが、建物と関係するものか不明である。ま

た、撹乱により遺存状況が悪い北東の柱穴を除いて、

各主柱穴は２基のピットが連結するような状況を示

す。このことから、建物の建て替えが行われたもの

と考えられる。

炉は建物中央よりやや西側で検出された。深さ0.4

～0.5ｍほどの平面形が円形の土坑である。土坑の

周囲から礫は検出されていない。壁面の中位が被熱

しており、地床炉であったと考えられる。土層断面

からみると、一度掘り直されている可能性がある
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第22図 ＳＨ301①（1/40）
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（第４層）。

壁際溝は、建物のほぼ全周にわたって検出された。

深さ20㎝程度のしっかりした溝である。部分的に２

条程度が重複するような様子が認められ、１条にみ

える部分についても、土層断面の観察からは掘り直

しがあった可能性が窺われる（第７層）。こうした

点は、主柱穴と同様に建物の建て替えがあったこと

を示すと思われる。

貼床は明確ではないが、地山直上に堆積した第５

層は、建て替え前の建物に伴う壁際溝や炉の埋土

（第６・８層）の上に堆積する一方で、炉の掘り直し

に伴って掘り込まれているように見受けられるため、

建て替えに伴って施された貼床とも考えられよう。

遺物は、炉から縄文土器の鉢が出土している。ま

た、埋土中からは縄文土器の深鉢や浅鉢、敲石など

の石器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＨ344（第25図） 第３次調査区の北部で検出さ

れた建物である。古墳時代前期の竪穴建物ＳＨ339

とほぼ全体が重複しており、遺存状況はあまり良好

ではない。ただし、建物の東西で壁際溝が明瞭に検

出されており、平面形は径4.9ｍほどの円形ないし

隅丸方形を呈すると考えられる。

主柱穴は４基検出された。いずれも大型のしっか

りしたピットで、南北の柱間がやや長い長方形に並

ぶ。南西隅の柱穴では柱痕ないし柱の抜き取り痕と

考えられる土層も確認された。

炉としては、建物中央よりやや西側で、浅い土坑

状のＳＦ343が検出された。径１ｍほどの大型の土

坑であるが、深さは0.1～0.2ｍほどで、底面が被熱

している。地床炉と考えられるが、側面には被熱が

認められず、また炉内から被熱した礫が数点検出さ

れたことなどから、石囲炉の石が抜き取られたもの

第23図 ＳＨ301②（1/20、1/10）
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の可能性もある。

壁際溝は建物の東西で検出された。緩い弧状にめ

ぐる、比較的しっかりした溝である。建物の南北で

は検出されなかったが、元から掘られていなかった

のか、ＳＨ339による削平で失われたのかは明らか

ではない。

貼床は明瞭には確認できなかったが、地山直上に

凹凸を埋めるように堆積した第７層などはこの建物

に伴う貼床の可能性があるだろう。

遺物は、炉ＳＦ343から縄文土器の破片が出土し

第24図 ＳＨ335（1/40）
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第25図 ＳＨ344（1/40）
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第26図 ＳＨ355（1/40、1/20、1/10）
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ている。埋土中からも縄文土器の比較的大きな破片

が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＨ355（第26図） 第３次調査区の北部で検出さ

れた建物で、ＳＨ344の少し西側に位置する。北側

の一部は古墳時代前期の竪穴建物ＳＨ354によって

削平を受けており、全体の形状はやや不明確である

が、平面形は長軸4.8ｍほどの隅丸方形を呈すると

考えられる。

主柱穴は４基検出された。うち２基はＳＨ354内

部で検出されている。４基のピットは東西の柱間が

やや長い長方形に並ぶ。

炉としては、建物中央よりやや西側で石囲炉が１

基検出された。径0.9ｍほどのすり鉢状に掘り込ん

だ土坑の壁に沿って長径20㎝ほどの礫を並べている。

礫を据え付ける際には、土坑の壁を若干掘削し、ま

た裏込め土を入れるなどして安定を図っているよう

である。使用されている礫は亜角礫で、主に溶結凝

灰岩などの湖東流紋岩類、ホルンフェルス、花崗岩

が使用されている。その隙間を埋めるように、小型

のチャートの円礫などが配置されている。いずれの

石材も付近で採取できるもので、調査区内の地山に

も段丘礫として含まれているものである。炉の床面

中央は明瞭に被熱している。また、炉の埋土上面か

ら拳大の灰白色チャートの円礫が１点検出された。

ほぼ炉の中央に位置しており、意図的に置かれた可

能性が高い。炉内の埋土に人為的に埋め戻された痕

跡を明瞭に看取することはできない点が問題ではあ

るが、炉の廃絶に伴って置かれたものと考えておき

たい６）。

また、建物中央部からは埋設土器が１基検出され

た。縄文土器深鉢（339）を土坑内に正位に据えて

いる。土坑の大きさはほぼ深鉢と同規模である。深

鉢の上半部は欠損しているが、意図的に除去したも

のかは不明である。

壁際溝は建物東側で検出された。建物西側にもご

くわずかに壁際溝の可能性がある遺構が検出されて

いるが、東側のものに比べてかなり浅く、違和感が

ある。建物西半部では全体的に浅い落ち込みが検出

されており、建物に伴う掘り込みとみられるが、こ

の 部分では壁際溝が検出されていないことから、

壁際溝は元から一部のみに掘られていた可能性が高

い。

地山直上では、貼床と考えられるものが認められ

た（A-A'・B-B'断面第２層）。建物内のかなり広い

範囲に施されている。

遺物は、埋土中から縄文土器や石器が出土してい

る他、埋設土器として縄文土器深鉢が出土している。

炉からも縄文土器片が出土している。

また、炉の埋土については土壌を水洗し篩がけし

て、微細な遺物の回収に努めた。篩がけによって検

出された遺物には黒曜石やサヌカイト、チャートの

剥片がある（巻頭図版５・６）。剥片は微細なもの

が多いが、サヌカイトやチャートに比べて黒曜石が

かなり多く出土している。

埋設土器や出土した遺物からみて、遺構の時期は

縄文時代中期末葉と考えられる。

ＳＨ360（第27図） 第３次調査区の北西部で検出

した建物である。調査区の壁際で検出され、半分以

上が調査区外に出ている状況であったが、調査区外

の部分も工事によって影響を被るため７）、調査区を

部分的に拡張して全体を調査した。遺存状況が悪く、

全体の形状は不明瞭であるが、壁際溝の可能性があ

る遺構や浅い落ち込み、壁際に並ぶと思われる小型

のピットの存在などからみて、径4.4ｍほどの円形

に近い平面形を呈するものと考えられる。

主柱穴と思われるピットはいくつか検出されたが、

きれいに並ぶ様子が認めがたく、いずれも明確に主

柱穴と判断する根拠に乏しい。

炉としては、建物ほぼ中央で石囲炉と思われるも

のを検出した。遺存状況が悪く、不整形な土坑の内

部に長径10～20㎝程度の礫が散在する状況であり、

石囲炉ではなく地床炉の可能性もある。土坑の中央

部床面は被熱している。

壁際溝は、建物東側で確認された。２条に並んで

いるようにも見受けられるが、土層の堆積状況から

みて外側の溝は上部からの掘り込みである可能性も

ある。建物内部には他にも浅い掘り込みがみられた

が、壁際溝はごく一部でしか確認されなかった。

貼床は明確には確認できなかった。

また、建物の中央よりやや南側で、縄文土器深鉢
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第27図 ＳＨ360（1/40、1/20、1/10）
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第28図 ＳＢ276①（1/60、1/50）
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の底部（348）がピット内に伏せて入れられた状況

で出土した。出土した深鉢は底部がほぼ完存してい

るが、体部や口縁部の破片はピット内から出土しな

かった。

遺物は、炉から縄文土器や石皿（台石）が出土し

ている。埋土中からも敲石などの石器が出土した。

また、先述のようにピット内から縄文土器深鉢の底

部が出土している。

炉から出土した遺物からみて、遺構の時期は縄文

時代中期末葉と考えられる。

ＳＢ276（第28・29図） 第２次調査区の北東部で

検出した大型の掘立柱建物で、小牧南遺跡で検出さ

れたものの中では最大級である。北西隅の柱穴及び

その東側の柱穴の一部が第２次調査区の外に出てお

り、第３次調査において確認された。

建物主軸線上の両側に棟持柱状の柱が存在し、平

面形は細長い六角形を呈する８）。棟持柱による張り

出しは両辺とも同程度であるが、棟持柱はいずれも

建物の主軸線からは若干南に寄った位置にある。桁

行8.4ｍ９）10）、梁行3.9ｍ、棟持柱の張り出しを含む

長さ9.7ｍの建物である。

桁行は４基の柱穴からなる。柱間は2.7～3.0ｍ前

後である。柱穴はかなり大きく、長径１ｍを超える

土坑状を呈する。そのため、当初は土坑として認識

第29図 ＳＢ276②（1/50）

（２）掘立柱建物
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し、個別に遺構番号を付与していた。ＳＫ274（Ｐ

１）・275（Ｐ２）など多くの柱穴で柱痕ないし柱

の抜き取り痕と考えられる土層が確認されている。

ＳＫ275（Ｐ２）の土層断面をみると、柱穴を柱の

太さよりかなり大きく掘り、底面に整地土を施した

上に柱を据え、丁寧に裏込めを施して柱を固定して

いることが窺える。柱穴がやや不整形なＳＫ273

（Ｐ７）などでは柱痕と思われる土層は確認できず、

柱が抜き取られた可能性も考えられる。

一方、棟持柱の柱穴は他の柱穴に比べて小型で浅

く、構造上の機能が他の柱とは異なっていたものと

推定できる。

建物内部には縄文時代の遺構と考えられるＳＫ136

が存在するが、時期的な前後関係は不明であり、当

該建物に伴う遺構か判然としない。

遺物は、ＳＫ275（Ｐ２）やＰ３など複数の柱穴

第30図 ＳＢ280（1/50）
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から縄文土器が出土している。ＳＫ273（Ｐ７）か

らは尖頭器とも考えられる石器が出土した。

柱穴の出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代

中期末葉と考えられる。

ＳＢ280（第30図） 第２次調査区の北東部で検出

した掘立柱建物である。北西隅の柱穴のみは第２次

調査区の外に出ており、第３次調査において確認さ

れた。

建物主軸線上の両側には棟持柱状の柱が存在し、

両側へと張り出している。また、柱穴の並びや柱痕

の検出位置からみると、桁行の中央の柱が南北とも

に若干外側に張り出していると思われる。こうした

張り出しのため、平面形は細長い八角形状を呈する。

棟持柱による張り出しは両辺とも同程度である。桁

行4.9ｍ、梁行3.0ｍ、棟持柱の張り出しを含む長さ

5.4ｍの建物である。

桁行は３基の柱穴からなる。柱間は2.5ｍ前後で

ある。柱穴は比較的しっかりしており、径0.5～0.6

ｍほどある。中央の外側へ張り出している柱穴も同

様であり、他の柱穴と規模や深さに差はない。Ｐ２

～５ではいずれも柱痕ないし柱の抜き取り痕と考え

られる土層が確認できた。柱穴の土層断面からみる

と、柱を据える前に整地土が施されているものと考

えられる（Ｐ２第４層、Ｐ４第４層など）。

一方、棟持柱の柱穴は他の柱穴に比べて小型で浅

く、構造上の機能が他の柱とは異なっていたものと

推定できる。

なお、Ｐ２～４では柱穴の周囲に浅い落ち込みが

認められた。他の掘立柱建物でも同様の事例が確認

でき、建物と関係するものと考えられるが、性格は

不明である。

遺物は、Ｐ４・６から縄文土器深鉢が出土してい

る。また、建物範囲内に位置するピットからも縄文

土器や石器が出土した。

柱穴の出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代

中期末葉と考えられる。

ＳＢ285（第31・32図） 第２次調査区の北東端で

検出した、大型の掘立柱建物である。ＳＢ276と並

んで小牧南遺跡で検出されたものの中では最大級で

ある。

建物主軸線上の両側に棟持柱状の柱が存在し、平

面形は細長い六角形を呈する。棟持柱による張り出

しは両辺とも同程度である。桁行8.3ｍ、梁行3.1ｍ、

棟持柱の張り出しを含む長さ9.5ｍの建物である。

桁行は４基の柱穴からなる。柱間は3.0ｍ前後で

あるが、中央の柱間のみはやや狭く、2.2～2.5ｍ前

後である。柱穴はかなり大きく、桁行のものは長径

0.5～１ｍ程度の土坑状を呈する。北面と南面でや

や柱穴の大きさが異なっており、北面では長径0.5

～0.7ｍほどであるが、南面では長径１ｍを超える

ような大きさのものが多い。Ｐ５では柱穴内から大

きな礫が検出されているが、検出された層位などか

らみて、根石ではなく柱を抜き取った後に入れられ

たものと考えられる。Ｐ８も土層の堆積状況などか

ら柱が抜き取られた可能性が高く、北面と南面の柱

穴の大きさの差は、柱の抜き取りによって生じた可

能性が高い。また、Ｐ２・４・５などの土層断面を

みると、底面に整地土を施した上に柱を据えたと考

えられる。

一方、棟持柱の柱穴は他の柱穴に比べて小型で浅

い。Ｐ10では柱痕ないし柱の抜き取り痕と考えられ

る土層が確認でき（Ｐ10第１層）、実際に柱が立て

られていたことが窺える。ただし、柱を据える前の

整地土は確認できず、柱の据え方も桁行の柱穴と異

なる。構造上の機能が他の柱とは異なっていたもの

と推定できる。

建物内部からは、縄文時代の遺構と考えられるＳ

Ｋ242が検出されているが、位置やＰ５との重複関

係から、柱の抜き取りに関係するものである可能性

が考えられる。また、同じく建物内部の両方の棟持

柱を結ぶライン上で、縄文時代のピットと考えられ

るC-E22Pit9が検出されているが、建物の柱穴より

も浅く、桁柱の位置ともずれているため、当該建物

に伴う遺構か判然としない。

この他にも、周辺にはＳＫ241・263・269・272な

どいくつかの縄文時代の土坑が検出されている。い

ずれも不整形な浅い落ち込み状のもので、当該建物

との関係は不明であるが、縄文時代の遺構がかなり

密集する状況であり、建物周辺での活動に伴う遺構

である可能性も考えられよう。

遺物は、Ｐ１・２・４など多くの柱穴から縄文土

器や石器が出土している。
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柱穴の出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代

中期末葉と考えられる。

ＳＢ287（第33図） 第２次調査区の北東部で検出

した掘立柱建物である。ＳＨ248・ＳＢ292のすぐ南

側に隣接する。

棟持柱状の柱は検出されなかったが、北隅の柱穴

（Ｐ１）がやや北西側にずれているため両側の桁行

の長さに差が生じており、平面形は直角台形を呈す

る。長い方の桁行5.2ｍ、短い方の桁行4.6ｍ、梁行

3.1ｍの建物である。

桁行は３基の柱穴からなる。柱間は2.3ｍ前後で

あるが、長い方の桁行の西側の柱間のみ2.9ｍ前後

である。柱穴はＳＢ276に比べるとやや小型である

が、長径0.5～0.7ｍほどのしっかりしたものである。

Ｐ３～５では、柱痕ないし柱の抜き取り痕と考えら

れる土層が確認されている。Ｐ４などの土層断面を

みると、底面に整地土を施した上に柱を据えたと考

えられる。Ｐ１やＰ２では柱穴の上面に浅い掘り込

みが認められた。Ｐ２では柱穴からこの浅い掘り込

みにかけて縄文土器片が複数出土しており、おそら

く柱の抜き取りに関わるものと考えられる。また、

Ｐ４ではやはり柱の抜き取りに関係すると思われる

土坑状のもの（ＳＫ293）が隣接して掘り込まれて

いるが、その上層からは複数の礫がまとまって出土

しており、意図的に入れられたものと推定される。

遺物は、ＳＫ286（Ｐ２）やＰ４・６から縄文土

器が多数出土している。

柱穴の出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代

中期末葉と考えられる。ただし、ＳＨ248・ＳＢ292

とは非常に近接するため、これらの建物との同時並

存は考えにくく、若干時期が異なる可能性が高い。

ＳＢ292（第34図） 第２次調査区の北東部及び、

第３次調査区の東側で検出した掘立柱建物である。

ＳＢ276・285に次いで大型である。ＳＨ248と重複

しており、ＳＨ248の廃絶後、その一部を壊して柱

穴が掘り込まれている。ただし、柱穴の大部分はＳ

Ｈ248の壁面より外側に掘り込まれており、意図的

にＳＨ248内部への柱の設置を避けた可能性が高い

と思われる11）。

建物主軸線上の片側に棟持柱状の柱が存在し、平

面形は細長い五角形を呈する。桁行7.4ｍ、梁行3.4

ｍ、棟持柱の張り出しを含む長さ8.0ｍの建物であ

第32図 ＳＢ285②（1/50）
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第33図 ＳＢ287（1/50、1/20）
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る。

桁行は４基の柱穴からなる。柱間は2.6ｍ前後で

あるが、中央の柱間のみはやや狭く、2.2ｍ前後で

ある。柱穴はかなり大きく、長径0.8～１ｍ程度の

土坑状を呈する。柱痕と思われる土層が認められる

Ｐ１・２の土層断面をみると、柱穴を柱の太さより

かなり大きく掘り、底面に整地土を施した上に柱を

据え、丁寧に裏込めを施して柱を固定していること

が窺える。Ｐ３・４などでは柱痕と思われる土層は

確認できず、柱は抜き取られたものとみられる。Ｐ

１でも、上位に堆積した土層（Ｐ１第１・２層）や、

柱の上に当たる位置から礫が検出されていることか

ら、やはり柱は抜き取られている可能性が高い。

一方、棟持柱の柱穴は他の柱穴に比べて小型で浅

く、構造上の機能が他の柱とは異なっていたものと

推定できる。

遺物は、Ｐ１・２・３から縄文土器が出土してい

るが、規模の割に出土遺物は僅少である。

柱穴の出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代

中期末葉と考えられる。ただし、重複関係からみて

ＳＨ248よりは時期が下る。ＳＨ248内部への柱穴の

掘り込みを意図的に避けているのであれば、地表面

においてＳＨ248の痕跡が明瞭に認識できていたも

のと思われ、大きな時期差はないと推定される。ま

た、ＳＢ292とも非常に近接するため同時並存は考

えにくく、若干時期が異なる可能性が高い。

第35図 ＳＢ327（1/50）
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ＳＢ327（第35図） 第３次調査区の東部で検出し

た掘立柱建物である。南西隅部分が古墳時代前期の

竪穴建物ＳＨ319と重複しており、南西隅の柱穴は

検出されなかった。柱穴の存在が予想される箇所に

ＳＨ319の主柱穴が位置しており、この柱穴とほぼ

重複している可能性も考えられる。

建物主軸線上の両側に棟持柱状の柱が存在し、平

面形は細長い六角形を呈する。棟持柱による張り出

しは両辺とも同程度であるが、棟持柱はいずれも建

物の主軸線からは若干東に寄った位置にある12）。桁

行5.4ｍ、梁行3.3ｍ、棟持柱の張り出しを含む長さ

6.2ｍの建物である。

桁行は３基の柱穴からなる。柱間は2.7ｍ前後で

ある。柱穴は古墳時代前期の掘立柱建物に比べると

大きくいずれも長径0.5～0.7ｍ程度あるが、ＳＢ276・

285などの大型建物よりは一回り小型である。各柱

穴には浅いピット状の落ち込みが重複している。南

隅の柱穴の土層断面からみると柱は抜き取られた可

能性が高く、重複する浅い落ち込みも柱の抜き取り

に関連するものであるものと考えられる。

一方、棟持柱の柱穴は他の柱穴に比べて小型で浅

く、構造上の機能が他の柱とは異なっていたものと

推定できる。

遺物は、Ｐ１・２などから縄文土器が出土してい

る。棟持柱の柱穴と考えられるF-W6Pit2からも縄文

土器が出土した。

柱穴の出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代

中期末葉と考えられる。

ＳＢ361（第36図） 第３次調査区の北東部で検出

した掘立柱建物である。ＳＢ327と近い規模の建物

である。東側は古墳時代の竪穴建物ＳＨ339と重複

している。また、縄文時代の竪穴建物ＳＨ344と接

第36図 ＳＢ361（1/50）
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している。

４基の柱穴によって構成される平面形が長方形を

呈する建物と考えて調査及び記録を行ったが、南東

隅の柱穴は小型で非常に浅く、他の縄文時代の掘立

柱建物の柱穴に比べて違和感がある。また、東側の

桁行が２基の柱穴のみであるとすれば、柱間が非常

に幅広である。西側の桁行ライン上には中ほどに柱

穴とも考えられるピットが１基存在するものの、や

や内側に入っており柱の並びが直線的にならず、こ

れに対応する東面の柱穴も検出されていない。こう

した点からみると、縄文時代の掘立柱建物と断定す

るには若干問題があると思われる13）。掘立柱建物と

すれば、桁行5.5ｍ、梁行3.0ｍの建物となる。

桁行は２ないし３基の柱穴からなる。３基とすれ

第37図 ＳＢ173/362（1/50）
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ば柱間は2.7ｍ前後である。柱穴は南東隅のものを

除き、古墳時代前期の掘立柱建物に比べると大きく

長径0.6～0.8ｍ程度あるが、いずれも深さは５～20

㎝ほどと浅い。北西隅の柱穴のみ他の柱穴より20㎝

ほど深く、しっかりした柱穴である。

遺物は僅少で、縄文土器と思われるものが出土し

ているが、細片で図化できるものはなかった。

縄文時代の掘立柱建物とすれば、遺構の時期は他

の掘立柱建物と同じく縄文時代中期末葉と考えられ

る。ただし、位置関係からみるとＳＨ344との同時

並存は考えにくく、若干時期が異なる可能性が高い。

ＳＢ173/362（第37図） 第２次調査区の北東部及

び、第３次調査区の東部で検出した掘立柱建物であ

る。第２次調査区では東側の桁行のみが検出され、

その時点で縄文時代の掘立柱建物と認識された。第

３次調査では残りの柱穴が確認され、規模や形態が

判明した。西側の一部は古墳時代前期の竪穴建物Ｓ

Ｈ307と重複している。

平面形は長方形を呈する。両側の梁行の中央で柱

穴が検出されているが、外方へ張り出さず、梁行の

ライン上に位置する。ただし、後述のように棟持柱

にあたる機能をもつと考えられることや、ＳＫ316

などで実際に柱を立てた位置によっては南側の梁行

中央の柱は梁行より若干外方に張り出すことになる

可能性もあることなどから、平面形は細長い五角形

ないし六角形になる可能性もある。桁行5.4ｍ、梁

行3.3ｍの建物である。

桁行は３基の柱穴からなる。柱間は2.6～2.8ｍ前

後である。柱穴は古墳時代前期の掘立柱建物に比べ

ると大きく、いずれも長径0.5～１ｍ程度ある。そ

のため、第３次調査では当初土坑の可能性も考慮し

て個別に遺構番号を付与していた。ＳＫ313（Ｐ１）

では柱穴内から大きな礫や石皿（台石）が検出され

ているが、検出された層位などからみて、根石では

なく柱を抜き取った後に入れられたものと考えられ

る。ＳＫ316（Ｐ５）も土層の堆積状況などから柱

が抜き取られた可能性が高く、重複するＳＫ317は

柱の抜き取りに関係する落ち込みと考えられる。他

の複数の柱穴も平面形が不整形であったり、浅い落

ち込み状のピットが重複しているため、多くの柱穴

に おいて柱の抜き取りが行われたものと推測され

る。

一方、梁行は３基の柱穴からなる。中央の柱穴は

南北両面とも他の柱穴より小型で若干浅く、構造上

の機能が他の柱とは異なっていた可能性が高い。し

たがって、梁行上に位置するが、他の掘立柱建物の

棟持柱と同様の柱であったと推測される。

遺物は、ＳＫ313（Ｐ１）やＰ３から縄文土器や

石皿（台石）が出土している。

柱穴の出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代

中期末葉と考えられる。

ＳＸ149（第38図） 第２次調査区の東部で検出し

た埋設土器である。古墳時代後期の建物ＳＨ256の

内部から検出された。一部が古墳時代以降のピット

によって壊されている。

ＳＨ256によって上部を大きく削平されているが、

径１ｍほどの円形の土坑の内部から縄文土器有文深

鉢が横位で検出された。埋設された土器よりもかな

り土坑が大きく、埋設土器ではなく別の性格の遺構

の可能性もある。

遺物は、埋設されていた縄文土器深鉢以外には検

出されなかった。埋土中にはクリやクヌギ節、タケ

亜科に由来する炭化物が含まれていたが、放射性炭

素年代測定の結果からみると、遺構形成以前のもの

が混入している可能性が高い（第Ⅷ章第３節）。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＸ250（第38図） 第２次調査区の北東部で検出

した埋設土器である。埋設土器ＳＸ251及び土坑Ｓ

Ｋ138と重複しており、土層断面からみると、ＳＸ

251とＳＫ138より後に掘り込まれている。

縄文土器の無文深鉢を、平面形が円形の土坑に正

位に埋設している。土器の口縁部は削平などにより

失われているが、破片の一部が土器内から出土して

おり、元は完形の土器であったものと考えられる。

遺物は、埋設されていた縄文土器深鉢の他に、土

器の内部の底面付近から蛇紋岩製の垂飾（442）が

１点出土した。埋設土器内からこうした遺物が出土

することはほとんどなく、希な事例である。この他、

埋土にはクリやクヌギ節、エノキ属の材に由来する

（３）埋設土器
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第38図 ＳＸ149・250・251（ＳＸ149は1/20、ＳＸ250・251は1/10）
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炭化物や、オニグルミと考えられる種実片が少量含

まれていた（第Ⅷ章第３節）。

埋設されていた土器は無文の粗製深鉢であるため

時期の比定が困難であるが、器形からみて縄文時代

中期末葉のものである可能性が高く、また、埋土中

から検出された炭化物の放射性炭素年代測定の結果

からみても（第Ⅷ章第３節）、遺構の時期は縄文時

代中期末葉と考えられる。

ＳＸ251（第38図） 第２次調査区の北東部で検出

した埋設土器である。埋設土器ＳＸ250と重複して

おり、ＳＸ250の掘形によって南東部をかなり壊さ

れている。

縄文土器の無文深鉢を平面形がやや不整な円形の

土坑に正位に埋設している。断ち割りによる土層観

察において、北側で別の掘り込みと思われるものが

確認されたが（A-A'断面第10層）、平面では明瞭に

確認されておらず、ＳＸ251との関係は不明である。

埋設された土器は、ＳＸ250掘削時の影響などによっ

てかなり破損しており、上半部はほぼ失われている

が、口縁部の一部が土器内から出土しており、元は

完形の土器であったものと考えられる。

遺物は、埋設されていた縄文土器深鉢以外には検

出されなかった。ただ、埋土にはクリやコナラ属の

材に由来する炭化物が少量含まれていた（第Ⅷ章第

３節）。

埋設されていた土器は無文の粗製深鉢であるため

時期の比定が困難であるが、器形からみて縄文時代

中期末葉のものである可能性が高く、また、埋土中

から検出された炭化物の放射性炭素年代測定の結果

からみても（第Ⅷ章第３節）、遺構の時期は縄文時

代中期末葉と考えられる。

ＳＸ279 第２次調査区北東部において検出した埋

設土器である。ただし、すでに一次調査において検

出されており、その際には十分な調査が行えず、ま

た土器も取り上げざるを得なかったため、第２次調

査時には掘形の基底部とわずかな破片のみが残存す

る状況で、土器の埋設状況などについては明確にす

ることができなかった。

しかしながら、検出時の状況などからみて、縄文

土器の無文深鉢を小型の土坑内に正位に埋設してい

たものと考えられる。

遺物は、埋設されていた縄文土器深鉢以外には検

出されなかった。

埋設されていた土器からみて、遺構の時期は縄文

時代中期末葉と考えられる。

ＳＦ259（第39図） 第２次調査区の北東部で検出

した集石遺構である。径１ｍほどの皿状に掘り込ま

れた土坑内に多量の礫が入れられていた。

礫は土坑の中央付近に集中する。上層では長径10

㎝以下の小型の礫が多く認められた。ただし、礫の

みで構成されるのではなく、礫と土壌が混在する状

況である。また、礫群の周囲から焼土や炭化物の広

がりが検出されている。

一方、下層では小型の礫は少なく、長径15㎝程度

のやや大きな礫が少数固まって検出されている。こ

れらの下層の集石の周囲からも顕著な炭化物の広が

りが検出された。下層から検出された炭化物は、主

にクリやコナラ節の木材に由来するものであった

（第Ⅷ章第３節）。

土層断面からみると、上層の集石と下層の集石の

間には、若干の間層が存在する可能性がある（第39

図第３・４層）。また、下層の集石も土坑底面に密

着して置かれていない。

こうした構造や規模などからみて、ＳＦ259はい

わゆる集石炉として使用されていたものと推定され

る。そして、上層と下層の集石は一体的な構造物を

構成しているのではないと思われる。下層の大型の

礫を用いた集石によっても何らかの加熱行為が行わ

れており、上層の集石と下層の集石とで用途や使用

段階が異なっていた可能性が考えられる14）。

礫と炭化物以外に出土遺物はなかったが、下層か

ら検出された炭化物の放射性炭素年代測定の結果を

踏まえると（第Ⅷ章第３節）、遺構の時期は縄文時

代早期である可能性が高い15）。

ＳＦ278（第39図） 第２次調査区の北東部で検出

した焼土坑である。ＳＦ259のすぐ南側に位置する。

長径0.8ｍ、短径0.7ｍ、深さ0.15ｍほどの不整形

な浅い土坑で、壁面は一部被熱する。また、底面で

は焼土塊も検出された。付近に建物の痕跡は認めら

れなかったため、屋外炉の可能性が考えられる。

（４）集石遺構・屋外炉
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遺物は、埋土中から縄文土器の破片が出土してい

るが、細片のみで図化できるものはなかった。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ133（第40図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。平面形は長径1.2ｍ、短径１ｍの

円形を呈し、深さは0.5ｍほどである。

ＳＢ276のすぐ南側に位置しており、掘立柱建物

の柱穴と同様の規模・形態であるため、調査時には

別の掘立柱建物が存在し、この土坑もその柱穴とな

る可能性が考えられていた。ただし、最終的には明

確に掘立柱建物となるような土坑の並びは確認でき

ず、単独の土坑とした。位置からみると、ＳＢ276

に関係する遺構の可能性もある。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ135（第40図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。平面形は長径1.3ｍの不整形な円

形を呈し、深さは0.4ｍほどである。

規模や、縄文時代の竪穴建物や掘立柱建物に囲ま

れた空閑地に位置することなどからは、土壙墓もし

（５）土坑

第39図 ＳＦ259・278（1/20、1/40）
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第40図 ＳＫ133・135・136・137・138・192・263（1/40）
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くは貯蔵穴の可能性も考えられるが、性格を明らか

にする手がかりは得られなかった。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土しているが、

細片で図化できるものはなかった。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉である可能性が高い。

ＳＫ136（第40図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。ＳＢ276の内部に位置している。

平面形は径1.4ｍほどの不整形な円形を呈し、深さ

は0.2ｍほどである。底面にはピット状の凹凸が認

められる。

規模からは土壙墓もしくは貯蔵穴とも考えられる

が、全体的にかなり不整形であることから、可能性

は低いと思われる。位置からみると、ＳＫ133など

とともにＳＢ276に関係する遺構の可能性もある。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土しているが、

細片で図化できるものはなかった。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉である可能性が高い。

ＳＫ137（第40図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。ＳＢ292・287のすぐ南側に位置す

る。平面形は径１ｍのほぼ円形を呈し、深さは0.2

ｍほどである。

規模や、縄文時代の竪穴建物や掘立柱建物の近く

に位置することなどからは、土壙墓もしくは貯蔵穴

の可能性も考えられるが、性格を明らかにする手が

かりは得られなかった。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土しているが、

細片で図化できるものはなかった。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉である可能性が高い。

ＳＫ138（第40図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。埋設土器であるＳＸ250・251と接

しており、北端部をＳＸ250によって壊されている。

平面形は長径1.3ｍ、短径１ｍの楕円形を呈し、深

さは0.3ｍほどである。

２基の埋設土器と並ぶように位置していることか

らは、土壙墓などの可能性も考えられるが、土層断

面からは人為的に埋め戻されたような状況は明確に

は看取できなかった。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土している。

ＳＸ250との重複関係や出土遺物からみて、遺構

の時期は縄文時代中期末葉と考えられる。

ＳＫ192（第40図） 第２次調査区の中央部で検出

した土坑である。縄文時代の遺構が多い区域からや

や南に離れた場所に位置する。平面形は一辺1.2ｍ

ほどの方形を呈し、深さは0.5ｍほどである。底面

では中央部から径0.3ｍ、深さ0.4ｍほどのピットが

１基検出された。ピットの土層断面では杭などの痕

跡は確認できなかった。

規模や底面にピットを有する特徴などからみて、

陥穴の可能性が高い。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ241（第41図） 第２次調査区の北東端で検出

した土坑である。ＳＢ285の北東隅柱穴付近から北

東へ向かって延びる大型の土坑である。長さ4.3ｍ、

幅1.7ｍほどの不整形な土坑で、北側よりも南側が

やや深くなっている。

南西隅にＳＢ285の北東隅柱穴が位置しており、

西側の一部はこの柱穴の掘り込みないし柱の抜き取

りに関わるものとも考えられる。ただし、規模の大

きさからみると大部分は別の遺構と考えられる。つ

まり、本来のＳＫ241とＳＢ285に関わる痕跡とが一

体化して、現況の不整形な土坑状を呈しているもの

と考えられる。ただし、本来のＳＫ241の範囲や形

状は、調査時に判断できなかった。したがって、Ｓ

Ｂ285との前後関係も不明である。ＳＢ285付近には

他にもＳＫ263・284など縄文時代の不整形な土坑が

いくつか存在しており、ＳＫ241もこれらの土坑と

ともにＳＢ285での活動に伴う遺構である可能性も

考えられよう。

遺物は、埋土中から剥片が出土しているのみで、

土器片は出土しなかった。

出土遺物や、古墳時代の遺物が出土しなかった点

などからみて、遺構の時期は縄文時代である可能性

が高い。

ＳＫ263（第40図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。ＳＢ285のすぐ北側に位置する。

平面形は長径１ｍ、短径0.5ｍほどの楕円形を呈す

る。数基のピットが重複している。
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第41図 ＳＫ241・264・267・271・284・308（1/40）
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規模や、縄文時代の掘立柱建物の近くに位置する

ことなどからは、土壙墓もしくは貯蔵穴の可能性も

考えられるが、性格を明らかにする手がかりは得ら

れなかった。また、ＳＢ285付近には他にも縄文時

代の不整形な土坑がいくつか存在していることから、

これらの土坑とともにＳＢ285での活動に伴う遺構

である可能性も考えられよう。

遺物は、埋土中から縄文土器と剥片が出土してい

る。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ264（第41図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。ＳＢ285の西側に位置する。平面

形は長径1.2ｍ、短径0.5ｍほどの不整形な楕円形を

呈する。

規模や、縄文時代の掘立柱建物の近くに位置する

ことなどからは、土壙墓もしくは貯蔵穴の可能性も

考えられるが、性格を明らかにする手がかりは得ら

れなかった。また、ＳＢ285付近には他にも縄文時

代の不整形な土坑がいくつか存在していることから、

これらの土坑とともにＳＢ285での活動に伴う遺構

である可能性も考えられよう。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ267（第41図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。南西肩部には、古墳時代の掘立柱

建物ＳＢ160の柱穴が掘り込まれている。平面形は

長径1.3ｍ、短径0.4ｍほどの不整形な細長い楕円形

を呈する。

規模や、縄文時代の竪穴建物や掘立柱建物に囲ま

れた空閑地に位置することなどからは、土壙墓もし

くは貯蔵穴の可能性も考えられるが、性格を明らか

にする手がかりは得られなかった。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ271（第41図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。付近にはＳＨ193/303、ＳＢ276・

285など縄文時代中期の遺構が集中している。複数

のピットが重複するため不整形となるが、平面形は

長さ2.6ｍ、幅0.8ｍほどの隅丸長方形を呈し、深さ

は0.1～0.2ｍほどと浅い。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ284（第41図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。ＳＢ285のすぐ南側に位置する。

平面形は不整形で、長さ２ｍ、幅１～1.2ｍほどで

ある。深さは0.1ｍほどと浅く、土坑というよりは

落ち込みに近い。西端部には時期が下るピットが重

複している。

内部からは、複数の縄文土器の破片が散在する状

況で検出された。底面からはやや高い位置で検出さ

れている。ＳＢ285付近には他にも縄文時代の不整

形な土坑がいくつか存在していることから、これら

の土坑とともにＳＢ285での活動に伴う遺構である

可能性も考えられよう。

遺物は、埋土中から縄文土器と剥片が出土してい

る。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ308（第41図） 第３次調査区の東部で検出し

た土坑である。多数のピットが重複しており、平面

形は不整形で、長さ1.6ｍ、幅１ｍほどである。深

さは0.15ｍほどと浅く、土坑というよりは落ち込み

に近い。

かなり不整形で浅いことから、風倒木の痕跡の可

能性も考えられるが、調査の際には断定できず、人

為的な土坑とした。

遺物は、埋土中から縄文土器と石器が出土してい

る。

人為的な土坑であるとすれば、出土遺物からみて、

遺構の時期は縄文時代中期末葉と考えられる。

ＳＫ311（第42図） 第３次調査区の東部で検出し

た土坑である。ＳＢ287・292の南側に位置する。平

面形は径0.9ｍほどの不整形な円形を呈する。

西側が一段深くなっており、深くなっている部分

の南側壁面はややオーバーハングしている。また、

一段浅くなっている部分の壁際から拳大の礫が検出

されている。

土層断面からみると、深くなっている部分が後か
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第42図 ＳＫ311・315・341・342・358（1/40）
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ら掘り込まれたことがわかる。ピット状の遺構が２

基重複したものか、柱が抜き取られた柱穴と考えら

れよう。柱穴であるとすれば、付近に縄文時代の竪

穴建物や掘立柱建物が存在していることから、認識

できていない別の建物ないし柱列が存在する可能性

も考えられる16）。

遺物は、埋土中から石皿（台石）と思われる石器

が出土している。土器片は出土しなかった。

出土遺物や、古墳時代の遺物が出土しなかった点

などからみて、遺構の時期は縄文時代である可能性

が高い。

ＳＫ315（第42図） 第３次調査区の東部で検出し

た土坑である。ＳＢ173/362のすぐ西側に位置する。

平面形は不整形で、長さ1.0ｍ、幅0.7ｍほどである。

かなり不整形で底面の凹凸も著しいことから、風

倒木の痕跡の可能性も考えられるが、調査の際には

断定できず、人為的な土坑とした。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土している。

人為的な土坑であるとすれば、出土遺物からみて、

遺構の時期は縄文時代中期末葉と考えられる。

ＳＫ341（第42図） 第３次調査区の北端で検出し

た土坑である。調査区の壁際で検出され、北端の一

部は調査区外に出ている。また、地形的にかなり傾

斜した場所に位置する。平面形は長さ2.3ｍ以上、

幅1.1ｍほどの長方形を呈する。

掘形はやや不明瞭で、断面形は浅い皿状を呈して

おり、人為的な掘り込みではなく落ち込み状のもの

である可能性も考えられる。ただし、遺物の出土量

は比較的多い。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土しており、口

縁部や底部の比較的大きな破片も複数あるが、文様

は簡素なものが多く、ある程度の時期的なまとまり

があるものと推測される。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ342（第42図） 第３次調査区の北端で検出し

た土坑である。ＳＫ341の東側に隣接し、地形的に

かなり傾斜した場所に位置する。平面形は径1.2ｍ

ほどの円形を呈し、深さは0.7ｍとかなり深い。底

面では中央部から径0.3ｍ、深さ0.1ｍほどのピット

が１基検出された。

規模や底面にピットを有する特徴などからみて陥

穴の可能性が高いが、底面のピットがかなり浅い点

については疑問が残る。

遺物は、埋土中から縄文土器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は縄文時代中期末

葉と考えられる。

ＳＫ358（第42図） 第２次調査区の北端で検出し

た土坑である。地形的にかなり傾斜した場所に位置

する。平面形は径0.8ｍほどの円形を呈し、深さは

0.8ｍとかなり深い。底面では中央部から径0.25ｍ、

深さ0.1ｍほどのピットが１基検出された。

深さや底面にピットを有する特徴などからみて陥

穴の可能性が高いが、規模は陥穴と推定されるＳＫ

192・342よりも小さく、また、底面のピットがかな

り浅い点については疑問が残る。

遺物は全く出土しなかったが、埋土中から炭化物

が少量検出された。この炭化物の放射性炭素年代測

定の結果を参考にすれば（第Ⅷ章第４節）、遺構の

時期は縄文時代後期前葉まで下る可能性がある。

註

１）後述するＳＨ193/303やＳＨ301と規模やピットの配置など

が共通する。こうした点からみても、これらは建物の痕跡で

ある蓋然性が高い。

２）縄文時代のいわゆる石皿のうち、明瞭な縁を作り出さない

いものについては台石とされることもあり、分類や名称は一

定していない。小牧南遺跡出土のものは破片が多く、形状や

使用痕も多様であり、台石と呼ぶべきものもあろうが、有縁

石皿と無縁石皿や台石を包括的に検討する方向性があること

を鑑みて、本報告では縄文時代のものに限り、一括して石皿

（台石）とする。植田文雄1998「無縁石皿考」『列島の考古学』

渡辺誠先生還暦記念論集刊行会、上條信彦2007「縄文時代

石皿・台石の研究―形態的分布を中心に―」『古文化談叢』

第56集 九州古文化研究会

３）上層・中層という呼称は報告書作成段階で付与したもので、

調査時の図面作成に際しては１面目・２面目という名称を便

宜的に用いていた。同様に、第19図の下層は３面目、最下層

は４・５面目として図面を作成している。

４）上層～最下層の区別は段階的な遺物の取り上げに応じたも

ので、この間に明瞭な間層などの存在は確認されていない。

５）水洗・篩がけを行った土壌の量は土嚢袋約40袋である。



ＳＨ143（第43図１～３） １は主柱穴Ｐ２から出

土した。縄文土器深鉢の体部片で、縦位の隆帯を貼

り付ける。また、条線が施されている。

２・３は埋土中などから出土した。いずれも土師

器である。２は高坏の脚部で３方向に透孔を開ける。

３は小型器台の受部である。口縁部外面には強いヨ

コナデが施され、面をなす。内外面ともヨコミガキ

で調整され、赤彩が認められる。これらは古墳時代

前期のもので、混入したと考えられる。

ＳＨ147（第43図４～７） ４は炉ＳＦ139から出土

した。縄文土器深鉢で、頸部に横位の波状に蛇行す

る隆帯を貼り付け、隆帯より下位には細い沈線によ

る矢羽根状文を施す。外面にはススが付着している。

５・６は主柱穴Ｐ１から出土した。いずれも縄文

土器深鉢である。５は縦位に隆帯を貼り付け、隆帯

間は細い沈線による矢羽根状文で充填する。６は横

位と縦位に隆帯を貼り付けるが、横位の隆帯には刻

目が施される。

７は主柱穴Ｐ４から出土した。縄文土器深鉢で、

細い沈線で矢羽根状文を描く。

ＳＨ184（第43図８～12） ８～11は石囲炉ＳＦ185

から出土した。８・９は縄文土器深鉢と思われる小

片である。８はやや太い沈線による区画の中に条線

が施されている。10・11は石皿（台石）である。10

は片麻岩製で、方形を呈し薄い。上面は使用により

摩滅するが、石材の目が粗いこともあり、擦痕はほ

とんど観察できない。11は溶結凝灰岩製で、半分以

上を欠損している。使用等による摩滅は顕著ではな

いが、上面はやや平滑で、わずかに敲打痕と思われ

るものが認められる。

12は建物内のピットから出土した。縄文土器深鉢

と思われる。縄文を地文とし、沈線で文様が描かれ

る。おそらく、口縁部直下に沈線による区画文を配

すると思われる。
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６）このチャート円礫は取り上げて水洗したが、使用痕などは

認められなかったため、報告書には図を掲載しなかった。た

だし、参考遺物として報告書に掲載した遺物とともに保管し

ている。

７）当該箇所は高速道路建設予定地内であったが、川へ向かっ

て下る急な斜面となるため、調査区を設定する段階では調査

の対象外としていた。

８）梁行ラインの外側に位置する柱穴を棟持柱とした場合、平

面形としては側柱を結ぶ四角形と、両側の棟持柱を繋ぐ直線

として提示する方が妥当かもしれない。ただ、縄文時代の掘

立柱建物については、上部構造が必ずしも明らかでない、棟

持柱が片側にしかないものがある、等の理由から、棟持柱を

含むすべての柱を結ぶ線によって、多角形の平面形として提

示する場合が多い。本報告でもそれに倣い、縄文時代の掘立

柱建物については多角形の平面形として提示しておく。

９）縄文時代の掘立柱建物については、本来は梁行や桁行とい

う用語を避けるべきかもしれないが、本報告では便宜上、棟

持柱による張り出し部を除く平面形が方形となる部分を基準

とし、短辺を梁行、長辺を桁行と呼称する。棟持柱をもたな

い建物についても同様とする。

10）掘立柱建物の規模については、柱穴内の柱があったと推測

される位置付近で計測した。

11）柱穴の強度を保つため、軟弱なＳＨ248の埋土内への柱穴

の掘り込みを避けた可能性も考えられる。

12）位置などから調査時にはＳＢ327に伴う棟持柱とは考えて

いなかったが、F-W6Pit2が出土遺物から縄文時代の遺構と

考えられることや、ＳＢ276でも棟持柱の位置が片寄ること

から、本報告では当該建物に伴う棟持柱の柱穴とした。

13）規模や柱間寸法は他の掘立柱建物と比べて違和感がないた

め、掘立柱建物として報告を行った。

14）土坑内に礫を敷き、さらにその上に礫を入れる形態の集石

遺構は縄文時代早期から存在するようである。また、上層の

礫は被覆に用いられ、使用後に取り除かれて最終的に土坑内

に廃棄された可能性が指摘されている。青嶋邦夫2004「縄文

時代の集石遺構の形態について」『（財）静岡県埋蔵文化財調

査研究所設立20周年記念論文集』（財）静岡県埋蔵文化財調

査研究所

15）今回の調査では、ＳＢ276出土の353など、早期に位置づけ

られる土器片も、ごく少量ながら出土している。

16）そうした視点からは、ＳＫ311の東側に位置するＳＫ137な

ども柱穴の可能性が考えられるかもしれない。

第２節 遺物

（１）竪穴建物・平地式建物出土遺物
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ＳＨ191（第44～62図13～210） 13～20は炉から出

土した。いずれも縄文土器である。

13～17は有文深鉢である。13はかなりの破片が遺

存する。口縁部直下には渦巻文と楕円形の区画文が

配されるが、両者は一体化している。区画文内にあ

たる部分は条線で充填される。区画文の下には頸部

を画するように連弧文が配される。体部は２条の沈

線で縦方向に区画され、条線で充填される。14・15

は頸部に横位に隆帯を貼り付ける。14は頸部の隆帯

より上位には縦位の幅広の多条並行沈線が施されて

いるが、口縁端部は遺存状況が悪く破断面である可

能性もあり、並行沈線が施されている部分が体部と

も考えられる。ただし、頸部の隆帯より下位にわず

かに縦位の隆帯と思われる痕跡が認められたため、

並行沈線がある部分を口縁として図化した。15は隆

帯より上位は無文で、隆帯上に刻目も施されていな

い。隆帯より下位には２条の縦位の沈線と矢羽根状

文ないし斜行沈線が施されている。16は深鉢の体部

第43図 ＳＨ143・147・184出土遺物（1/4、1/3）
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で、頸部は明瞭に括れる。体部には幅広の多条並行

沈線が施されている。18・19は把手の破片である。

深鉢などに付属するものと思われる。18の外面には

沈線で蕨手状文が描かれている。19の外面にも沈線

による文様が認められる。20は深鉢の底部と思われ

る。底部外面には広葉樹の葉と思われる敷物痕が認

められる。

21・22は主柱穴Ｐ２から出土した。21は切目石錘

で、ホルンフェルス製と思われる。扁平な円礫の両

端に研磨によって施溝しているが、施溝前に若干打

撃を加えて凹ませているようである。また、一方の

端部には溝が複数施されており、溝の付け直しを行っ

ていると考えられる。22は土師器のＳ字状口縁甕１）

である。古墳時代のもので、何らかの要因で混入し

たと思われる。

23はＰ３から出土した。縄文土器深鉢の底部であ

る。

24～210は埋土中などから出土した。

24～189は縄文土器で、有文深鉢や無文深鉢、浅

鉢、台付深鉢、台形土器などがある。

24～96は有文深鉢の口縁部や口縁部付近の破片で

ある。

24～27は刺突文が施されるもので、おそらく口縁

部直下に沈線による区画文を配すると思われる。24・

27は区画文内に刺突文を充填している。24は竹管状

の工具による刺突である。25は波状口縁で、口縁端

部に刺突による列点文が施される。

28～48は口縁部直下に沈線による区画文を配する

もの、もしくは区画文を意識した文様を描き、その

内部を斜行沈線や条線によって充填するものである。

30は主文となる渦巻文と区画文とが独立的に描かれ

たものである。頸部も連弧文によって画される。口

縁部は波状口縁で、波頂部分に円形の押圧が施され

ている。体部には縦位の多条並行沈線が施されてい

る。29・31・35・36・39は渦巻文と区画文が一体的

に描かれる。31では区画文が比較的独立しているが、

頸部を画する連弧文等の文様はなく、区画文の直下

から縦位の隆帯を貼り付け、隆帯間を矢羽根状文で

充填している。35や36では渦巻文と区画文がかなり

一体化している。36は大きな渦巻文とそこから延び

る沈線によって区画文状の文様を作り出している。

頸部は横位の隆帯によって明瞭に画される。体部に

も縦位の沈線の間に区画文内と同様の斜行沈線が施

される。37は主文が渦巻文ではなく円形の区画文内

を斜行沈線で充填したものとなっている。頸部は沈

線と列点文で画され、体部は縦位の太い条線のみと

なる。39については渦巻文と区画文が完全に一体化

し、さらに渦巻文・区画文ともに擬似的なものになっ

ている。渦巻文直上にある波状口縁の波頂部の隆起

もかなり小さい。頸部を画する文様はなく、体部は

区画文内の斜行沈線と同様の太い縦位の多条並行沈

線のみを施す。40～48は小片で文様の全体像が不明

であるが、45は平口縁で、口縁部を幅広に肥厚させ、

斜め方向の条線を施している。その肥厚部より下位

に、沈線による区画文が描かれる。他にはあまりみ

られない特徴をもつ個体である。47は口縁部直下に

多条の連弧文、そしてその下位に斜行沈線で充填し

た区画文が配されているものと思われるが、斜行沈

線が２条しか確認できず、区画文ではない可能性も

ある。

49～51は口縁部直下に区画文を意識した文様を配

し、縦位の条線や並行沈線、矢羽根状文などを施す

ものである。49は主文となる渦巻文も小さな渦巻文

とそれを取り巻くＣ字状の文様に分離し、その渦巻

文の間を弧文で繋ぐ。頸部は多条の連弧文で画され、

体部には縦位の蛇行沈線が施されている。50は口縁

部直下に主文を配さず、多条の連弧文のみを施す。

体部も縦位の並行沈線のみとなる。51は平口縁で、

口縁部直下の横位の沈線と、頸部の連弧文によって

区画文状の文様としているものと思われる。横位の

沈線と連弧文とが接して明確な区画文となる可能性

もあるが、主文となる渦巻文は連弧文と一体化し扇

状文に近いことから、渦巻文と区画文という組み合

わせはかなり崩れていると考えられ、39や49に近い

発想の文様と推測される。

52～71も、小片であり文様の詳細は不明であるも

のの、口縁部直下に区画文を配するか、区画文を意

識した文様を描いていると思われるものである２）。

52はやや立体的な装飾をもつ口縁部片である。粘土

帯の貼り付けによって口縁部を肥厚させるとともに

口縁端部に孔を作り出し、外面にも深い円形刺突を

施している。孔の周辺にはやや細い沈線で円弧を描
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第44図 ＳＨ191出土遺物①（1/4、1/3、1/2）
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第45図 ＳＨ191出土遺物②（1/3）
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第46図 ＳＨ191出土遺物③（1/3）
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第47図 ＳＨ191出土遺物④（1/3）
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き、口縁部直下には連弧文と思われるものが認めら

れる。53・54は同一個体と考えられる波状口縁の頂

部やその付近の破片で、渦巻文と思われる文様の一

部が遺存する。62は地文として縄文を施している。

63はかなり幅広の沈線で文様を施しており、主文の

渦巻文と区画文が一体的に描かれている可能性が高

い。68は口縁部直下から頸部にかけての破片で、隆

帯と沈線による区画文をもつと思われる。隆帯上に

は刻目が施されている。

72～88は大波状口縁をもつものである。72は口縁

第48図 ＳＨ191出土遺物⑤（1/3）
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第49図 ＳＨ191出土遺物⑥（1/3）
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第50図 ＳＨ191出土遺物⑦（1/3）
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第51図 ＳＨ191出土遺物⑧（1/3）
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第52図 ＳＨ191出土遺物⑨（1/3）
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第53図 ＳＨ191出土遺物⑩（1/3）



部直下に刺突文を施す。口縁端部は拡張して面を作

り、縄文を施している。74も口縁端部を拡張して面

を作り、沈線によって文様を施す。75は他の個体と

比べてやや特異な文様構成である。波頂部の上端に

横位の端部が蕨手状になる直線を描き、その下に楕

円形の区画文を配する。区画文内は斜行沈線で充填

し、区画文より下には多条の弧文を配する。波頂部

間の口縁部直下には区画文を配し、体部には沈線に

よる矢羽根状文を施す。波頂部はおそらく４単位で、

波頂部の幅が広いのも特徴的である。76は波頂部の

中央に縦位の蛇行沈線を描き、その両側に沈線によ

るＵ字状の区画文を配する。区画文内は細い条線で

充填する。こうした中央部文様と両側の区画文がＳ

Ｈ191出土の大波状口縁深鉢の典型的な文様構成と

なっている。ただし、ＳＨ191出土の大波状口縁深

鉢は縄文施文の傾向が強い中、この個体は沈線と条

線主体で施文している。波頂部はおそらく４単位で、

２単位が遺存しているが、片方の波頂部の上面には、

片側のみに小孔が穿たれている。波頂部間の口縁部

直下には多条の連弧文を配している。なお、この個

体の破片の一部は炉の内部から出土している。77は

波頂部の両側の区画文が三日月形を呈すると思われ、

区画文内は縄文で充填される。78～80は口縁端部を

拡張し、沈線や縄文による文様を施している。82も

口縁端部を内側に拡張して面を作り、沈線や縄文に

よる文様を施すが、さらに口縁端部内面にも面を作

り、竹管状工具による刺突文を施している。84は波

頂部が筒状をなすもので、今回の調査では唯一の出

土例である。波頂部の他に、同一個体と考えられる

口縁部付近の破片が複数出土した。縄文を地文とし、

波頂部の中央に蕨手状文、その両側に区画文を配す

る。中央の蕨手状文は下端が渦巻文となる可能性も

ある。波頂部の側面にも縄文が施されている。87は

ほぼ全体を復元できるものである。口縁部から体部

に至るまで縄文を地文とし、太い沈線でＳ字状の蕨

手状文や区画文、弧文等を描く。波頂部は４単位が

遺存しており、本来は５単位と思われる。内面上半

はミガキによって丁寧に調整されている。88も口縁

部付近は縄文を地文とするが、体部は沈線による方

形の区画を配し、内部を細い条線で充填する。波頂
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第54図 ＳＨ191出土遺物⑪（1/3）



部間の口縁部直下にはやや雑な渦巻文を配する。頸

部には多条の連弧文を配している。波頂部は３単位

が遺存し、本来は４単位と思われる。

89～92は頸部付近で明瞭に括れるもので、頸部を

横位の隆帯などで明瞭に画し、頸部より上位が基本

的に無文になると思われるものである。89は典型的

な個体で、平口縁で口縁部はやや直線的に外方へ開

く。口縁端部には刻目が施される。頸部には縦方向

の橋状把手が貼り付けられており、Ｓ字状の双頭渦

文が描かれている。体部は条線を地文とし、沈線に

よる縦方向の区画文状の文様を配する。また、縦方

向の隆帯も貼り付けられている。90・91は89のよう

な器形の深鉢の頸部片と考えられる。91の体部は条

線を地文としている。92も、89のような個体の把手

と考えられる。

93～95は縄文や多条並行沈線、条線のみで施文さ

れたものである。93は口縁部の小片で、他の文様が

施されている可能性もあるが、遺存範囲には縄文の
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みが施されている。94は口縁部直下から体部にかけ

て縦位の多条並行沈線が施されている。95は全体の

かなりの部分が遺存する。体部中位から口縁部を中

心に縄文が施され、底部付近はほぼ無文となってい

る。口縁端部には竹管状の工具による列点文が２列

施されている。底部付近の外面はやや赤化しており、

被熱と思われる。なお、この個体の破片の一部は炉

の内部から出土している。

96は以上のいずれともやや異なる特徴をもつ口縁

部片である。口縁部は内側に屈曲しており、口縁部

外面には２条の沈線が認められる。

97～130は有文深鉢等の体部片と思われるもので

ある。

97～102は縦方向の沈線で体部を画し、その間に

斜行沈線や矢羽根状文を施すものである。99はやや

太い沈線による斜行沈線を施す。100・101は太い沈

線で矢羽根状文を施す。文様や胎土等からみると、

172のような台付深鉢の体部の可能性もある。102は

細い沈線ないし条線を矢羽根状に施す。

103～105は縄文を地文とし、縦位の沈線等で体部

を画するものである。103は沈線とともに縦位の隆

帯を貼り付ける。104は縦位の沈線を３本組ないし

２本組で施しており、頸部には橋状把手を貼り付け

る。把手付近にも縄文が施される。小型のもので、

体部下半の形状なども鑑みると、台付深鉢の可能性

がある。105は頸部付近の破片で、あまり湾曲しな

い多条の連弧文が認められる。

106～117は条線を地文とし、縦位の沈線等で体部

を画するものである。106は縦位の蛇行沈線が施さ

れている。107・109・112・113は縦位の隆帯が貼り

付けられている。115・116は頸部付近の破片で、連

弧文が施されている。117は底部から頸部にかけて

かなり復元できたもので、体部には細かい条線と縦

位の沈線のみが施されている。

118～122は無文の地に縦位の沈線や隆帯のみが施

されているものである。119・120は蛇行沈線が施さ

れている。122は縦位の隆帯を貼り付ける。

123～126は縦位の条線や多条並行沈線のみを施し

ているか、それに類するものである。125は幅広で

ごく浅い多条並行沈線を施す。126は細かい条線の

みが施されている。

127～130はその他の深鉢の一部と思われる破片で

ある。127には隆帯と思われるものが遺存しており、

頸部付近の破片と思われる。128は細片で器形がほ

とんど復元できないが、かなり湾曲する破片で、細

い横位の隆帯を貼り付け、隆帯上には刻目を施す。

129は橋状把手で、89のような器形の深鉢に付属す

る可能性もあるが、やや頸部の屈曲が緩く、異なる

器形のものとも考えられる。把手上にはごく浅い沈

線で蛇行する文様が描かれており、他にも沈線によ

る文様が把手周辺に施されている。130は板状の土

製品の破片である。明瞭な剥離面は確認できないが、

深鉢の口縁部の肥厚部が剥離したものの可能性が考

えられる。

131～140は無文深鉢と思われるものである。131

～137は口縁部の小片で、口縁部の立ち上がりの角

度などから深鉢としたが、浅鉢の可能性もある。133

には沈線状のものがみられるが、工具等のアタリの

可能性が高い。134はやや口縁部を肥厚させる。135

は口縁端部が内傾する面をなす。口縁部も全体的に

内湾する。138は直線的に外方へ開く口縁部である。

140は接合しないが同一個体と考えられる底部と体

部片である。体部内面には一部ケズリが施されてい

る。底部外面には敷物痕が明瞭に認められる。

141・142は有文浅鉢と思われるものである。141

は薄手の口縁部片で、内湾する。口縁部外面には刺

突による列点文が施される。142は斜め方向に隆帯

を貼り付けている。隆帯による区画文の可能性もあ

るが、他にも蕨手状文や同心円状の文様などが施さ

れ、やや複雑な文様構成である。

143～153は無文浅鉢と思われるものである。143

は小型の鉢状の器形を呈する。口縁端部は内傾する

面をなし、外面はナデによって調整される。145は

やや大型のものである。口縁部の小片のため、深鉢

の可能性もある。146は口縁部を内側に折り返すか、

口縁部内面に粘土帯を貼り付けることによって肥厚

させている。147は口縁部を外面に折り返して肥厚

させていると思われる。148～153は波状口縁のもの

である。148は焼成前に穿孔されている。149は比較

的精良な作りで、小さくつまみ出すような波状口縁

である。150・151・153は類似した器形のものであ

るが、150のみ内外面をミガキで丁寧に調整してい
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第56図 ＳＨ191出土遺物⑬（1/3）
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第57図 ＳＨ191出土遺物⑭（1/3）
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第58図 ＳＨ191出土遺物⑮（1/3）
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第59図 ＳＨ191出土遺物⑯（1/3）
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第60図 ＳＨ191出土遺物⑰（1/3）
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る。

154～171は深鉢ないし浅鉢の底部である。159は

円盤状の底部から体部を積み上げていった可能性が

高い。160・164には縦位の隆帯がわずかに遺存して

いる。165には縦位の沈線と条線が施されており、

156にも縦位の沈線が遺存する。167～171は底部外

面に敷物痕が認められる。169・171は編物の痕跡と

思われる。168・170などは不鮮明であるが、168は

編物や植物の葉ではないものと思われる。

172～187は台付深鉢ないし台形土器である。172

は最も遺存状態のよいものである。体部には太い沈

線による矢羽根状文が施されている。脚台部には隆

帯が貼り付けられ、縦長の楕円形の透孔が開けられ

ている。173は台付深鉢の底部付近の破片で、条線

による矢羽根状文と思われるものが認められる。174

～187は脚台部の破片で、台付深鉢か台形土器か判

別が困難である。ただし、172の器形を参考にすれ

ば、185～187を除いてほぼ台付深鉢と考えられよう。

多くの個体が縦位の隆帯を貼り付け、隆帯間に透孔

を開ける。181・183などは縦長の楕円形の透孔と思

われ、172とも共通するが、184は円形の透孔を縦に

２孔開けている。185は外面には縦位の隆帯が貼り

付けられ、その横に沈線による区画文が配される。

区画文の内部は条線によって充填される。他の個体

より大型ではあるが、こうした施文は深鉢とも共通

しており、台形土器よりも台付深鉢と考えた方がよ

いように思われる。186・187も大型のもので、187

はおそらく円形の透孔を縦に２孔開けるものである。

186については器形からみて台形土器の可能性があ

ろう。

188は台形土器である。ほぼ全形が判明する資料

である。透孔以外に文様はない。内外面ともナデや

オサエによって調整される。透孔は円形の２段で、

６方向に開けられている。被熱や擦痕など、使用痕

と思われるものは認められない。

189は器種が不明なものである。小片であるが、

形状や調整から何らかの脚部として図化した。脚端

部の接地面は幅広の平滑な面となっている。文様や

透孔の痕跡は認められない。

190～210は石器や剥片などである。

190はナイフ形石器の可能性があるものである。

チャート製で、縦長剥片の一側縁に刃潰し状の剥離

が施されている。

191は尖頭器と思われるものである。チャート製

で、基部のみが遺存する。厚みがあり、両面にやや

大きな単位の剥離調整が認められる。ただし、側縁

の一部に原石面とみられる面が残っており、尖頭器

としては違和感がある。石匙などの破片である可能

性も考えられる。

192～196は石鏃である。いずれも凹基無茎である。

192・195・196はサヌカイト製で、195は主剥離面を

大きく残し、側縁に細かな調整剥離を加えて整形し

ている。196には原石面と思われる風化面が認めら

れる。193はチャート製、194は黒曜石製である。

197は石錐と考えられる。サヌカイト製で、やや

不整形でＣ字形に近い形状を呈する。

198は磨製石斧である。ハイアロクラスタイト製

と思われる。側面に不明瞭ながら面が認められる。

小型品で、側面付近を中心に整形時の敲打痕が残る。

199・200は切目石錘である。199は肌理の細かい

泥岩製で、やや扁平な長楕円形の礫の両端を研磨に

よって施溝している。表面の一部に研磨痕と思われ

る擦痕が認められる。200はやや軟質のホルンフェ

ルス製と思われ、一部を欠損する。

201～204は磨石・敲石である。201・202は扁平な

円礫で、201は片面が使用によって顕著に摩滅し、

摩滅していない方の面の中央と、側縁の一端にはわ

ずかに敲打痕が認められる。202は両面が使用によっ

て摩滅しており、やはり側縁の一端にわずかに敲打

痕が認められる。203・204はチャートの円礫を利用

した敲石で、両端を中心に敲打痕が顕著に認められ

る。

205～207は石皿（台石）である。205は小片であ

るが、火砕岩製３）で片面に使用による摩滅が明瞭に

認められる。206は明確な使用痕が確認できないが、

上面のやや凹んだ部分が若干摩滅しているものと思

われ、石皿（台石）として利用されていた可能性が

ある。また、一部被熱している。207は不整形な砂

岩の礫を利用したもので、上面には平滑な部分が認

められる。

208～210は剥片である。208はサヌカイトで、原

石面が残る。209・210はチャートである。
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第61図 ＳＨ191出土遺物⑱（1/3、1/2、2/3）
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ＳＨ193/303（第63図211～226） 211～214は建物

内の落ち込み状の土坑ＳＫ261から出土した。いず

れも縄文土器である。

211は深鉢ないし浅鉢の口縁部の小片で、波状口

縁である。212・213は深鉢の体部片で、太い沈線に

よる文様が施されている。212の沈線は区画文とも

思われ、縄文も施されている。214は台付深鉢の脚

台部片と思われる。

215～219は主柱穴の可能性もある建物内の土坑Ｓ

Ｋ270から出土した。いずれも縄文土器である。

215は有文深鉢の口縁部片と思われる。刺突によ

る列点文が２列施される。216は口縁部の小片であ

る。217・218は深鉢の体部片で、並行沈線や斜行沈

線による文様が描かれている。219は底部の小片で

ある。

220～226は建物内のピットなどから出土した。

第62図 ＳＨ191出土遺物⑲（1/4、1/3、2/3）
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220～224は縄文土器である。220・221は有文深鉢

の口縁部片で、いずれも平口縁と思われる。口縁部

直下に沈線による区画文を配し、その内部を条線や

斜行沈線で充填している。221は口縁端部付近に列

点文も施されている。222は無文深鉢の口縁部片と

思われる。外面はミガキで丁寧に調整されている。

223は深鉢の体部片で、条線が認められる。224は内

側に強く屈曲する無文の口縁部片で、浅鉢の可能性

がある。

225は石器で、礫器の可能性があるものである。

ホルンフェルスの円礫から剥離した大型の剥片で、

片面には原石面が残る。側縁には、若干の調整剥離

ないし使用痕と思われる小剥離が認められる。楔等

として使用されたものかもしれない。

226は土師器で、甕の頸部付近の破片である。古

墳時代前期のもので、混入と考えられる。

ＳＨ248（第64～68図227～270） 227は炉（Ｐ１）

から出土した。炉体として使用されていた縄文土器

の有文深鉢で、炉として使用するにあたって除去さ

れた底部以外は、かなりの部分が遺存している。平

口縁で、器形はキャリパー形を呈する。口縁部直下

には、隆帯と沈線によって渦巻文とそれと一体化し

た方形の区画文が配されている。区画文内及び渦巻

文内は条線で充填されており、区画文内は一部矢羽

根状に条線が施されている。また、この区画文直下

にも隆帯と沈線による大きな方形の区画文が配され

ている。この区画文内もやはり条線によって充填さ

れており、また中央には双頭渦文状の文様が描かれ

ている。これらの文様の施文順序について文様同士

の重複関係等からみると、隆帯によって渦巻文と区

画文を描いた後に条線を施し、その後に隆帯に沿っ

て沈線を施しているものと考えられる。頸部は幅広

の隆帯を横位に貼り付けて画し、体部には条線のみ

が不定方向に施されている。

228～270は埋土中などから出土した。

228～265は縄文土器である。

228～245は有文深鉢の口縁部ないし口縁部付近の

破片である。228は渦巻文を隆帯を貼り付けて描い

ている。渦巻文の横には大きな刺突による文様が施

されている。229は縦位に隆帯を貼り付けた口縁部

片である。口縁部直下に隆帯による区画文を配し、

列点文状の刺突により区画文内を充填しているもの

と思われる。

230～240は口縁部直下に区画文を配し、区画文内

を条線や斜行沈線で充填したと思われるものや、そ

れに類するものである。230・231のように沈線だけ

第63図 ＳＨ193/303出土遺物（1/4、1/3）
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第64図 ＳＨ248出土遺物①（1/3）
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第65図 ＳＨ248出土遺物②（1/3）



―92―

でなく隆帯を貼り付けて区画文を描くものが主体を

占める。233は波状口縁で縄文を施す。234は平口縁

で、太い沈線や隆帯で渦巻文や区画文状の文様を描

く。渦巻文や区画文内は条線によって充填される。

また、口縁部付近には竹管状の工具による列点文が

４列施されている。隆帯や条線の用い方など文様の

雰囲気には227と類似する部分が認められるが、小

牧南遺跡で出土した縄文土器の中では特異なもので、

他地域との関係が考えられる。235～239も似た特徴

を有しており、234～239のうちいくつかは同一個体

の破片と考えられる４）。240は肥厚する平口縁の口

縁部で、内側へ緩く屈曲している。口縁部直下の区

画文と思われる文様の内部には深く鋭い条線が施さ

れている。また、外面にはススが付着している。

241は立体的な装飾をもつ深鉢の口縁部片である。

口縁部外面に粘土帯を貼り付け、立体的な透孔状の

装飾を作り出している。口縁部外面や口縁端部には

沈線や条線による文様が施されている。

第66図 ＳＨ248出土遺物③（1/3）
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第67図 ＳＨ248出土遺物④（1/3）
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第68図 ＳＨ248出土遺物⑤、ＳＨ301出土遺物①（1/3、2/3）
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242は条線のみが施されたものである。平口縁で、

深く鋭い条線が不定方向に施されている。

243は沈線のみで施文されたものである。小さな

波状口縁で、内面の口縁部直下には蓋受け状の突帯

がめぐらされている。口縁端部には刺突による列点

文が施され、外面には太い沈線で文様が描かれる。

口縁部と頸部、体部の区別は明確ではなく、口縁部

から縦位の並行沈線や蛇行沈線を描き、部分的に列

点文や斜行沈線状の短い沈線を配している。

244・245は口縁部直下が無文のものである。244

は口縁部が短く内湾し、口縁部外面に竹管状の工具

で刺突が施されている。245は緩やかに内湾する口

縁部片で、頸部は比較的強く屈曲するものと思われ

る。口縁部と頸部に列点文が施されており、頸部に

は突帯が貼り付けられている可能性もある。

246～252は有文深鉢の体部片である。246は沈線

による文様が描かれている。247は縄文を地文とし、

隆帯や沈線が認められる。248・249は条線を地文と

している。251は頸部の破片で、比較的明瞭に屈曲

し、外面には横位の隆帯が貼り付けられている。252

は体部の大きな破片である。頸部付近の破片で、頸

部より上には太い沈線による文様が描かれるが、体

部は無文でケズリによる調整が認められる。文様は

縦位や横位の蛇行沈線を主体とするが、粗雑な印象

を受ける。破片の上部には弧状の沈線も描かれてお

り、口縁部直下に区画文状の文様を配していた可能

性もある。

253～256は無文深鉢である。254は無文ではある

が、口縁部を肥厚させ、口縁端部を押圧することに

よって細かい単位の波状口縁としている。外面は全

体的に縦方向のミガキで丁寧に調整されており、内

面にも部分的にミガキが施されている。256も外面

をミガキによって丁寧に調整している。

257～260は浅鉢と思われるものである。257は口

縁部が強く屈曲する。無文の可能性が高い。258は

沈線による文様が施されてる可能性があるが、小片

で不明瞭である。259は波状口縁で、口縁部直下に

横位の隆帯が剥離したような痕跡が認められる。260

は緩やかに内湾する口縁部片で、無文である。

261・262は深鉢ないし浅鉢の底部である。261は

縦位の沈線と思われるものが一部遺存しており、器

形等からみても深鉢の可能性が高い。

263～265は台付深鉢の脚台部片である。263は縦

位の隆帯が２条認められ、両側には透孔の痕跡が残

る。264は底部付近の破片で、楕円形の透孔が一部

遺存している。265には幅広の縦位の隆帯が貼り付

けられており、楕円形の大きな透孔が開けられてい

る。ただし、２箇所残る透孔の形状はやや異なって

おり、部位によって円形の透孔も開けられていた可

能性がある。

266～270は石器である。

266・267は石鏃である。266は下呂石製、267はサ

ヌカイト製である。267は片面に主剥離面を大きく

残す。

268は打製石斧かその未製品と考えられるもので

ある。ハイアロクラスタイト製であることからは、

磨製石斧の未製品の可能性も考えられる。大きな剥

離によって全体の形状を整えているが、明瞭な刃部

は作り出されていない。基部は欠損している。

269は礫器の可能性があるものである。ホルンフェ

ルスの円礫から剥離した大型の剥片で、片面には原

石面が残る。側縁には、不明瞭ながら若干の調整剥

離ないし使用痕と思われる小剥離が認められる。楔

等として使用されたものかもしれない。

270は凹石ないし敲石である。全体に風化が著し

いが、Ｔ字形の不整形な礫の両面に、敲打による浅

い凹みが認められる。

ＳＨ301（第68～70図271～313） 271～274は炉Ｓ

Ｆ310から出土した。いずれも縄文土器である。271

は浅鉢の可能性がある口縁部片で、口縁部外面に刺

突による列点文が施されている。272は無文の口縁

部片で、平口縁である。273は体部片で、縦位の隆

帯が貼り付けられている他に文様は認められない。

274は有文深鉢の体部片で、横位の隆帯と沈線によ

る文様が施されている。

275～279は建物内のピットC-A19Pit4から出土し

た。いずれも縄文土器の有文深鉢と思われる。275

は断面がＬ字形を呈する口縁部片で、口縁端部に刻

目を施す。口縁部直下にも沈線で区画文状の文様を

描く。276も口縁部直下に沈線による区画文を配し、

区画文内を斜行沈線で充填する。277は波状口縁で、

口縁部内面を肥厚させている。おそらく内傾すると
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第69図 ＳＨ301出土遺物②（1/3）
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第70図 ＳＨ301出土遺物③、ＳＨ335出土遺物（1/3、2/3）
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思われるが、小片のため不確実である。口縁端部に

は列点文が施されている。278は条線のみで施文さ

れていると思われる。279は縄文と沈線による文様

が施されている。

280は建物内のピットC-A19Pit2から出土した。縄

文土器の有文深鉢の口縁部片である。波状口縁で、

沈線による文様が施されている。

281は建物内のピットC-A19Pit5から出土した。縄

文土器深鉢の口縁部の小片と思われ、沈線による文

様がわずかに遺存している。

282は建物内のピットC-A19Pit9から出土した。縄

文土器の有文深鉢である。平口縁で、頸部は括れる。

口縁部直下には沈線による楕円形の区画文を配し、

区画文内は条線で充填する。主文となる渦巻文等の

文様が描かれていたかは不明である。区画文より下

位には縦位の条線のみが施されており、全体的に装

飾性は乏しい。

283～313は埋土中などから出土した。

283～309は縄文土器で、有文深鉢や台付深鉢など

がある。

283～295は有文深鉢の口縁部や口縁部付近の破片

である。

283～293は口縁部直下に沈線による区画文を配す

るものである。283は口縁部に刺突による列点文が

施される。284～287は同一個体の可能性が高いもの

である。波状口縁で、縄文を地文とし、波頂部に主

文となる渦巻文の代わりに円形の区画文、波頂部間

には楕円形の区画文を配している。290には渦巻文

の一部と思われる文様が認められる。292は区画文

内を斜行沈線で充填しているものと思われる。

294・295は大波状口縁を有するものである。294

は沈線で文様を描き、口縁端部は肥厚させて面を作

る。295も沈線で文様を描く。

296・297は深鉢ないし浅鉢と思われるものである。

296は列点文を施す。297は小片のため器形や文様な

どは不明だが、口縁部は短く外方に屈曲する。

298～303は有文深鉢の体部片である。298は沈線

による矢羽根状文を施している。299は縄文を地文

とし、沈線で文様を描く。300も縄文を施しており、

沈線による文様の一部が遺存する。302は縄文のみ、

303は条線のみが認められる。303の条線は矢羽根状

に施されているようにも見受けられる。

304は橋状把手で、深鉢の体部に貼り付けられた

ものと思われる。文様は認められない。

305～308は深鉢の底部である。307には条線が施

されている。

309は台付深鉢の脚台部である。小片で、隆帯や

透孔は遺存していない。

310は緩やかに湾曲する帯状の土製品である。小

片で、剥離面が明瞭に確認できないため輪状のもの

として図化したが、縄文土器の装飾の一部が剥離し

たものである可能性も考えられる。

311～313は石器や剥片である。

311は磨製石斧である。両側に明瞭な面を作り出

している定角式の磨製石斧で、砂岩製である。非常

に丁寧に研磨されており、整形時の敲打痕はほとん

ど残されていない。刃部は欠損しているが、敲石と

して再利用した痕跡は認められない。312は凹石で

ある。不整形な礫の両面に、敲打による凹みが認め

られる。313は剥片である。流紋岩で、石鏃や削器

等の刃器の素材とは考えにくいが、人為的に剥離さ

れたものと思われ、打製石斧の製作に伴う剥片など

の可能性があろう。

ＳＨ335（第70図314～329） 314は炉から出土した。

縄文土器の鉢ないし浅鉢である。口径12.4㎝と小型

のもので、口縁部直下に竹管状あるいは棒状の工具

の押し引きによる列点文が２列施されている以外に

は、文様は認められない。

315～329は埋土中などから出土した。

315～327は縄文土器である。有文深鉢や無文浅鉢

がある。

315～320は有文深鉢の口縁部の破片である。315

は波状口縁で、数条の沈線が施されている。316・

317には縄文が施されている。318は竹管状の工具に

よる刺突が施されている。319は波状口縁で、口縁

端部を断面Ｔ字形に拡張する。拡張面には列点文を

施す。口縁部直下には渦巻文と思われる文様が配さ

れている。320は直線的にのびる口縁部で、斜行沈

線が列点文状に施されている。それ以外に文様は認

められない。

321～326は有文深鉢の体部片である。321～323は

隆帯や沈線による矢羽根状文が描かれている。324
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は縦位の沈線や列点文状の斜行沈線等が描かれてい

る。沈線は太い。ＳＨ248出土の243に似た文様構成

の可能性がある。325は縄文、326は条線が施されて

いる。

327は無文浅鉢である。無文であるが、口縁部に

は突起状の把手が付けられている。把手は横方向に

孔が貫通している。内外面はオサエや工具ナデ等に

よって調整されている。

328・329は石器である。

328は礫器の可能性があるものである。ホルンフェ

ルスの円礫から剥離した大型の剥片で、片面には原

石面が残る。両端及び側縁には、不明瞭ながら若干

の調整剥離ないし使用痕と思われる小剥離が認めら

れる。やや不整形で、人工的なものではない可能性

もある。329は敲石である。大部分を欠損するが、

小型の砂岩の円礫を利用したものと思われ、一部に

明瞭な敲打痕が残る。

ＳＨ344（第71図330～337） 330～332は炉ＳＦ343

から出土した。いずれも縄文土器である。

330は深鉢の口縁部片と思われる。無文で、内湾

する。331・332は有文深鉢の体部片と思われる。331・

332いずれにも沈線による区画文と思われる文様が

認められる。区画文内には斜行沈線が充填される。

331には渦巻文と思われる文様の一部も認められる。

331・332は文様が類似しており、同一個体の可能性

もある。

333～337は埋土中などから出土した。いずれも縄

文土器である。333は波状口縁で、口縁部内面が肥

厚する。波頂部の口縁部直下には沈線による渦巻文

状の文様が配されている。335・336は沈線による区

画文内に斜行沈線を充填しているものと思われる。

335は沈線が斜行せずに横位となっているが、小片

のため破片を図化した方向が正確ではない可能性も

ある。337は浅鉢の口縁部片と思われる。口縁端部

は面をなす。

ＳＨ355（第71図338～344） 338は石囲炉から出土

した。縄文土器の有文深鉢の口縁部片と思われる。

平口縁で、口縁部には刺突が施されている。

339は建物内に埋設されていた。縄文土器深鉢で、

底部から体部下半にかけてが遺存している。体部に

文様は認められないが、外面はミガキによって丁寧

に調整されている。底部内面は風化による器壁の剥

離が著しい。

340～344は埋土中などから出土した。

340・341は縄文土器である。340は有文深鉢の口

縁部の破片で、平口縁と思われる。沈線による区画

文内を縄文で充填している。

342は小型の土製品である。断面形は三角形に近

い。沈線による文様が施されている。剥離した面が

明確には確認できないため土製品としたが、縄文土

器の立体的な装飾の一部が剥離したものの可能性も

考えられる。

343・344は石器や剥片である。343は石皿（台石）

と思われる。花崗岩の礫を利用したもので、平坦な

面をもつ。摩滅などの使用痕は明瞭ではない。344

は黒曜石の石核ないし剥片である。

ＳＨ360（第71図345～350） 345・346は炉から出

土した。345は縄文土器の橋状把手である。おそら

く深鉢の体部に横位に貼り付けられたもので、把手

の両側には沈線による矢羽根状文が施されている。

また、把手から下方に垂下する沈線も認められる。

346は石皿（台石）である。砂岩の大型で扁平な礫

を利用したもので、明瞭な加工は認められないが、

上面は使用によって顕著に摩耗し、平滑である。使

用面にはわずかに敲打痕も認められる。また、全体

に著しく被熱している。かなり細かく割れて複数の

破片となっているが、被熱によって割れたものと推

定される。

347～350は埋土中や建物内のピットなどから出土

した。

347は縄文土器の有文深鉢である。やや外反しな

がら立ち上がる口縁部の破片で、平口縁と思われる。

口縁部には沈線による矢羽根状文が施される。348

は縄文土器深鉢の底部である。底はかなり厚い。

349・350は石器や剥片である。349は敲石で、石

英斑岩の円礫を利用したものである。両端に顕著に

敲打痕が残る。350はチャートの剥片である。

ＳＢ276（第71・72図351～369） 351～353はＰ２

から出土した。いずれも縄文土器である。351は有

文深鉢の口縁部である。口縁端部は肥厚し、断面形

（２）掘立柱建物出土遺物
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第71図 ＳＨ344・355・360出土遺物、ＳＢ276出土遺物①（1/4、1/3、2/3）
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は三角形となる。口縁部直下には沈線による区画文

が配されていると思われ、区画文内は斜行沈線で充

填される。352は口縁部外面に矢羽根状文が施され

ている。353は縄文時代早期の押型文土器と思われ

る小片である。山形押型文が認められる。

354・355はＰ３から出土した。いずれも縄文土器

である。354は縦位の隆帯の両側に刻目を施し、隆

帯間には細い沈線で矢羽根状文ないし斜行沈線を施

す。355は細片で破片の向きが不確実であるが、隆

帯や細い沈線による文様が認められる。

356・357はＰ４から出土した。356は縄文土器の

深鉢ないし浅鉢の底部である。体部はやや内湾しな

がら立ち上がる。357は土師器の壺の体部である。

外面にはハケが施されている。古墳時代前期のもの

で、何らかの要因で混入したと考えられる。

358・359はＰ５から出土した。いずれも縄文土器

である。358は無文の体部片で、外面はミガキによっ

て丁寧に調整されている。359は底部付近の破片で、

幅広の縦位の隆帯と沈線が認められる。

360・361はＰ６から出土した。いずれも縄文土器

である。360は深鉢の口縁部の破片と思われる。口

縁部は肥厚し、断面形が三角形になる。内外面に縄

文が施されている。口縁部内面に縄文が施されるも

のは、今回の調査では僅少である。361は台付深鉢

の底部付近の破片と思われる。列点文が施されてい

る。

362～365はＰ７から出土した。362～364は縄文土

器である。362は有文深鉢の体部片で、沈線による

矢羽根状文が施されている。364は無文の体部片で

ある。365は石器で尖頭器の可能性があるものであ

る。黒曜石製で、大部分を欠損する。

366～368はＰ８から出土した。いずれも縄文土器

である。366は有文深鉢の口縁部の破片と考えられ

る。口縁部は強く屈曲し、上方に立ち上がる。口縁

部外面には列点文が施されている。367は無文の口

縁部片で、口縁部内面がわずかに肥厚する。368は

有文深鉢の口縁部付近の破片と思われる。隆帯と刺

突による列点文が認められる。

369は建物内のピットから出土した。縄文土器の

有文深鉢の細片で、沈線による文様がわずかに遺存

している。

ＳＢ280（第73図370～376） 370はＰ６から出土し

た。縄文土器浅鉢の口縁部と思われる。口縁部は内

湾し、口縁端部は面をなす。口縁部外面には条線が

矢羽根状に施されている。

371～373はＰ４から出土した。いずれも縄文土器

で、深鉢の体部片と思われる。371・372には曲線的

な沈線と縄文が認められる。371は区画文の可能性

がある。373にも縄文と沈線が施されている。

374～376は建物内のピットから出土した。374・

375は縄文土器である。374は平口縁で、沈線による

文様が一部遺存する。375は横位の隆帯が貼り付け

られ、列点文や沈線も認められる。376は石器で、

削器と思われる。サヌカイト製で、一部に原石面が

遺存する。

ＳＢ285（第73図377～402） 377・378はＰ１から

第72図 ＳＢ276出土遺物②（1/3、2/3）
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第73図 ＳＢ280・285出土遺物（1/3、2/3）



―103―

出土した。いずれも縄文土器深鉢の体部片と思われ

る。377は縦位の沈線の間に、連続する弧状沈線を

施している。一部の破片はＰ４から出土した。378

は曲線的な沈線で区画文状の文様が描かれており、

内部を条線で充填している。

379～381はＰ２から出土した。いずれも縄文土器

である。379・380は有文深鉢の体部片と思われ、379

は縦位の隆帯と条線による矢羽根状文が認められる。

381は無文浅鉢の口縁部片と思われる。内外面とも

ミガキにより丁寧に調整している。

382～385はＰ４から出土した。382は浅鉢ないし

鉢である。口縁部のやや下に横位の隆帯を貼り付け、

隆帯より下位には縄文を施す。口縁部付近の外面と

内面はミガキにより丁寧に調整している。383は有

文深鉢の体部の破片で、細い沈線で矢羽根状文が描

かれている。384は深鉢ないし浅鉢の底部である。

385は剥片である。下呂石で、長さ6.4㎝とかなり大

型である。一部に原石面が残っており、原石面の風

化状況からみると、原石は大型の転石であったと推

定される。原石が採取できる木曽川流域から離れた

小牧南遺跡でこれほどの大きさの剥片が出土したこ

とや、剥片の剥離技術を窺い知ることができる点に

おいて、貴重な資料と思われる。

386～389はＰ５から出土した。いずれも縄文土器

である。386・387は有文深鉢の体部片と思われ、沈

線が認められる。388は縄文と沈線が施されている。

389は深鉢ないし浅鉢の底部片である。

390～393はＰ６から出土した。いずれも縄文土器

である。390は浅鉢の口縁部片と思われる。沈線が

施されている他に、外面にごくわずかに赤彩と思わ

れる痕跡が認められる。この赤彩は、水銀朱の可能

性がある（第Ⅷ章第12節）。391は深鉢の口縁部片と

思われる。392・393は有文深鉢の体部片と思われ、

沈線や条線が施されている。

394・395はＰ７から出土した。いずれも縄文土器

深鉢と思われる。394は沈線により矢羽根状文が描

かれている。395は無文である。

396はＰ８から出土した。縄文土器で、深鉢の破

片と考えられるが、細片のため不確実である。沈線

が認められる。

397はＰ９から出土した。縄文土器で、深鉢の破

片と思われる。連続刺突による沈線と、縄文が施さ

れている。

398はＰ10から出土した。縄文土器で、縄文のみ

が認められる。

399～402は建物内のピットなどから出土した。い

ずれも縄文土器である。399～401は有文深鉢の破片

と思われる。399は口縁部に２列の列点文を施し、

その下に沈線による区画文を配している。区画文内

は斜行沈線で充填している。401は貝殻を原体とす

ると思われる擬縄文を地文とし、わずかに隆起する

文様の周囲に沈線を施している。こうした擬縄文を

施文したものは小牧南遺跡において特異な存在で、

他地域からの搬入品の可能性が高い。402は無文深

鉢である。平口縁で、口縁部はやや帯状に肥厚させ

ている。

ＳＢ287（第74図403～420） 403～416はＰ２から

出土した。いずれも縄文土器である。

403～408は有文深鉢の口縁部や口縁部付近の破片

である。403は外面に刺突が施されている。404は口

縁端部を拡張し、拡張面に沈線と縄文を施している。

口縁部外面にも沈線と縄文による文様が認められる。

縄文はやや不鮮明であるが、縄以外の施文具を用い

た擬縄文の可能性もある。405は大波状口縁の小片

である。406は小片で、１箇所に刺突と思われる痕

跡が認められる。407は平口縁で、粘土紐を蛇行す

る隆帯状に貼り付け、その上に縄文を施文して立体

的な装飾としている。他には見られない特徴的な個

体で、他地域からの搬入品の可能性も考えられる。

408も特徴的な個体で、同一個体と思われる破片が

多数出土している。全体的に器壁が薄く、胎土は精

良で、堅緻に焼成されている。口縁部や体部にやや

細い沈線で主に横方向に流れる文様帯を描き、沈線

内は縄文で充填する。文様の重複関係から、縄文は

沈線より後に施文されていると推定される。沈線の

一部は渦巻文状に入り組む。無文となっている部分

にはミガキが施されている可能性が高い。また、外

面には広い範囲にかなり厚くススが付着している。

ススの放射性炭素年代測定では、他の柱穴から検出

された炭化材よりも若干新しい測定年代が出されて

おり（第Ⅷ章第３節）、文様や上層から出土してい

ることを踏まえれば、他の縄文土器と比べて新しい



―104―

第74図 ＳＢ287・292・327・173/362出土遺物（1/4、1/3）
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様相をもつものとも考えられる。

409～411は有文深鉢の体部片である。410は沈線

で区画文状の文様を描き、内部を縄文で充填してい

る。411は細い縦位の多条並行沈線が施されている。

412～413は無文深鉢と思われる。412には沈線状

の痕跡がわずかに残り、有文深鉢の可能性もある。

413は口縁部がやや屈曲して立ち上がる。

415・416は深鉢ないし浅鉢の底部片である。415

の底部外面には刺突状の痕跡が残る。

417～419はＰ４から出土した。いずれも縄文土器

である。417は有文深鉢の口縁部付近の破片で、沈

線により区画文と思われる文様を描く。418は沈線

と細い条線が施されている。419は深鉢ないし浅鉢

の底部である。

420はＰ６から出土した。縄文土器の有文深鉢の

体部片で、縦位の多条並行沈線が施されている。

ＳＢ292（第74図421～425） 421～423はＰ１から

出土した。いずれも縄文土器である。421・422は有

文深鉢と思われ、隆帯を貼り付けている。423は深

鉢ないし浅鉢の底部片である。

424はＰ２から出土した。有文深鉢の頸部付近の

破片と思われる。沈線で弧状の文様を描いている。

425はＰ３から出土した。深鉢の体部片と思われ

るが、小片のため不明である。沈線による文様が認

められる。

ＳＢ327（第74図426～434） 426・427はＰ１から

出土した。いずれも縄文土器深鉢の体部片である。

426は沈線による矢羽根状文が施されている。427は

沈線と条線が施されている。

428～430はＰ２から出土した。いずれも縄文土器

である。428は縦位の沈線と幅広の条線ないし斜行

沈線が施されている。429は沈線と条線、430は沈線

のみが認められる。

431はＰ３から出土した。土師器のく字状口縁甕

の口縁部片で、古墳時代前期のものである。混入し

たと考えられる。

432はＰ４から出土した。縄文土器の深鉢の体部

片で、深く鋭い条線が施されている。

433・434はF-W6Pit2から出土した。いずれも縄文

土器で、細片である。433は刺突、434は沈線と条線

が施されている。

ＳＢ173/362（第74図435～439） 435～437はＰ１

から出土した。435・436は縄文土器で、435は有文

深鉢の口縁部である。口縁部は内傾し、口縁端部は

やや面をなす。口縁部直下には連続刺突による沈線

が施されており、おそらく区画文を配しているもの

と思われる。区画文内と思われる箇所には斜行沈線

が施されている。436は有文深鉢の体部片で、沈線

による渦巻文の一部と思われる文様がわずかに遺存

する。また、不明瞭ながら低い隆帯が貼り付けられ

ている可能性もある。437は大型の石皿（台石）で

ある。火砕岩で、上面が緩やかに凹み、使用によっ

て摩滅している。また、敲打による凹みも認められ、

複数の用途に用いられていたものと思われる。

438・439はＰ３から出土した。いずれも縄文土器

である。438は深鉢の体部片で、縦位の沈線が施さ

れている。439は台付深鉢の脚台部である。楕円形

を呈すると思われる透孔が一部遺存している。

ＳＸ149（第75図440） 440は縄文土器の有文深鉢

である。ほぼ全形が復元できた。頸部は緩やかに括

れ、口縁部はやや内湾し、キャリパー形に近い器形

を呈する。口縁部直下には横位の隆帯を２条貼り付

け、隆帯間は沈線による矢羽根状文で充填する。口

縁部付近は遺存している破片が少ないため、２条の

隆帯としたが、下位の隆帯はやや湾曲するようにも

見受けられるため、把手もしくは突起で区切られる

区画文となる可能性もある５）。横位の隆帯より下位

には縦位の隆帯が貼り付けられ、隆帯間には細い沈

線による矢羽根状文が施されているが、体部下半は

ほぼ無文となる。底部外面には編物状の敷物痕が認

められる。

ＳＸ250（第76図441・442） 441は縄文土器深鉢で

ある。頸部から底部にかけて遺存しているが、無文

である。内外面ともナデや工具ナデによって調整さ

れており、内面には粘土接合痕が顕著に残る。

442は埋設土器内から出土した。長さ2.8㎝の小型

の石製垂飾で、側縁に抉り状の凹みを作り出してお

り、勾玉に近い形状を呈する。色調は黄褐色に近く、

丁寧に研磨され表面は光沢をもつ。穿孔は両面から

行われている。おそらく蛇紋岩製と思われる（第Ⅷ

（３）埋設土器出土遺物
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第75図 ＳＸ149出土遺物（1/3）
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第76図 ＳＸ250・251・279出土遺物（1/3、2/3）
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章第８節）。

ＳＸ251（第76図443） 443は縄文土器の無文深鉢

である。完全な形には復元できなかったが、キャリ

パー形を呈するものと思われる。外面及び内面上半

はミガキによって丁寧に調整されている。

ＳＸ279（第76図444） 444は縄文土器深鉢である。

縦位の隆帯が貼り付けられている他は、無文である。

内面にはコゲが付着しており、煮沸に使用された可

能性がある。

ＳＫ133（第77図445～448） 445～448は縄文土器

である。445は口縁部片で、やや肥厚しており、断

面形は三角形を呈する。446は口縁部の小片で、器

壁は薄い。条線が認められる。447は沈線による区

画文と斜行沈線と思われる文様が一部遺存している。

区画文より下には縄文が施されている。448には隆

帯状の盛り上がりと列点文が認められる。

ＳＫ138（第77図449） 449は縄文土器である。口

縁部片で、やや内湾し口縁部外面は面をなす。遺存

している範囲に文様は認められない。

ＳＫ181（第77図450～453） 450～453は縄文土器

である。450は有文土器深鉢で、波状口縁である。

体部から口縁部にかけて直線的に外方へ開くものと

思われる。口縁端部は面をなす。沈線による渦巻文

と縄文が認められる。451は口縁部の小片で、沈線

と縄文が認められる。452は連続する刺突による沈

線で文様を描く。453は深鉢の体部片と思われ、細

い沈線で矢羽根状文ないし斜行沈線を施している。

ＳＫ192（第77図454～459） 454～459は縄文土器

である。454は太い沈線で文様が描かれている。口

縁端部は面をなす。大波状口縁になる可能性も考え

られる。455は沈線と縄文が施文されている。やは

り大波状口縁の可能性がある。456は横位の隆帯を

貼り付ける。458・459は深鉢の体部片と思われ、沈

線によって文様が施されている。

ＳＫ241（第77図460） 460は剥片である。チャー

トで、上下２方向からの剥離が認められ、両極剥片

とも考えられる。

ＳＫ242（第77図461～469） 461～469は縄文土器

である。462は口縁部直下の破片と思われ、区画文

の一部と思われる沈線と条線が認められる。463も

横位の隆帯と区画文の一部と考えられる沈線が認め

られる。464は体部片で、内傾するものと思われる

が、小片のため傾きは不確実である。比較的細い沈

線によって、逆Ｕ字形の沈線と、それを軸とした矢

羽根状文が描かれている。465・466も細い沈線によっ

て文様が施されている。467は沈線と縄文、468は縄

文のみが施されている。469は深鉢の底部で、底部

外面に敷物痕が残る。

ＳＫ263（第77図470・471） 470は縄文土器で、有

文深鉢の頸部付近の破片と思われる。太い沈線によ

る区画文と思われる文様が一部遺存し、区画文内は

縄文で充填される。

471は剥片である。チャートの横長の剥片で、一

部に原石面が残る。

ＳＫ264（第77図472・473） 472・473は縄文土器

である。472には細い沈線で矢羽根状文が描かれて

いる。473は風化により文様が不鮮明であるが、縄

文が施されているものと思われる。

ＳＫ267（第77図474） 474は縄文土器の有文深鉢

の口縁部片である。波状口縁の波頂部付近の破片で、

口縁部には矢羽根状文が施されている。また、波頂

部間の口縁部を一部肥厚させて口縁端部に斜めの広

い面を作り、そこにも矢羽根状文を施す。波頂部間

の口縁部直下にも沈線と矢羽根状文が認められる。

ＳＫ271（第77図475） 475は縄文土器で無文の深

鉢ないし浅鉢の口縁部片である。口縁端部はやや面

をなす。

ＳＫ284（第77図476・477） 476は縄文土器深鉢の

口縁部片である。口縁端部に粘土を貼り付けて肥厚

させ、口縁部外面に面を作る。遺存している範囲に

文様は認められない。

477は剥片である。サヌカイトで、やや質が良く

ないものと思われる。一部に原石面が残る。

ＳＫ308（第77図478～480） 478・479は縄文土器

である。478は深鉢の口縁部片で、口縁部内面が肥

厚し、蓋受け状になる。断面からみると、内側へ屈

曲する口縁部の外面に粘土を付け足して新たに口縁

部を作り出していると思われる。口縁端部には大き

な押圧が連続して施されている。その他に文様は認

められない。479は口縁部の小片で、やや口縁部外

（４）土坑出土遺物
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第77図 ＳＫ133・138・181・192・241・242・263・264・267・271・284・308出土遺物（1/3、2/3）
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第78図 ＳＫ311・315・341・342出土遺物、ピット出土遺物①（1/4、1/3）
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面が肥厚する。沈線による文様が一部遺存している

可能性もある。

480は石器で、打製石鏃である。サヌカイト製の

凹基無茎のもので、片方の脚を欠損する。剥片の主

剥離面をほとんど残していない。

ＳＫ311（第78図481） 481は石器で、石皿（台石）

である。砂岩製で、半分程度を欠損する。肌理が粗

い石材で風化も進んでいるため摩滅などの使用痕は

不明瞭であるが、上面はかなり平坦で、側面との間

は明瞭な稜をなす部分もあり、使用や整形によって

平坦面が形成された可能性が高い。不明瞭ながら敲

打痕と思われるものも認められる。片方の側面もや

や面をなしており、使用面とされていた可能性も考

えられる。

ＳＫ315（第78図482） 482は縄文土器深鉢の体部

片と思われる。小片で、縦位の条線がわずかに遺存

している。

ＳＫ341（第78図483～488） 483～488は縄文土器

である。

483～485は有文深鉢である。483は全体のかなり

の部分が復元できたもので、口縁部は内湾し、やや

キャリパー形を呈するが、頸部の括れは弱い。口縁

端部は内傾する面をなす。口縁部直下には太い沈線

で横位の直線と２条の連弧文が施されているが、そ

れ以外に文様は認められない。体部外面は工具ナデ

等で調整されている。484は口縁部外面に隆帯状に

粘土を貼り付け、押圧による列点文を施す。それ以

外に文様は認められない。485は483に類似する器形

と思われ、やはり口縁部直下に太い沈線による文様

を配するが、簡略な文様構成であった可能性が高い。

486は無文深鉢である。口縁部はやや強く内側に

屈曲する。内外面ともナデやオサエによって調整さ

れており、全体的に粗雑である。

487・488は深鉢ないし浅鉢の底部である。488は

底部の周囲が高台状に突出する。体部は内湾しなが

ら立ち上がる。外面はナデやオサエによって調整さ

れ、やや粗雑である。484～486のいずれかの底部と

思われる。

ＳＫ342（第78図489～491） 489～491は縄文土器

である。いずれも深鉢の体部片と思われる。489は

細い隆帯を貼り付けている。491は縦位の隆帯を貼

り付けている。

B-R23Pit1（第78図492） 492は縄文土器深鉢の口

縁部付近の破片である。太い沈線による区画文と思

われる文様と、斜行沈線が認められる。

B-T21Pit2（第78図493） 493は縄文土器深鉢の体

部片と思われる。縦位の多条並行沈線が施されてい

る。

B-U23Pit5（第78図494） 494は縄文土器の台付深

鉢の脚台部片である。縦位の沈線を２条施し、その

間に列点文を縦位に施している。透孔は一部しか遺

存していないが、大きな楕円形のものと、やや小型

の円形に近いものがあると思われる。脚端部の内側

には粘土が貼り付けられ肥厚している。

B-U25Pit2（第78図495） 495は縄文土器の深鉢の

体部片である。文様は認められず、外面はミガキで

調整されている。

B-U25Pit3（第78図496） 496は縄文土器深鉢の体

部片と思われる。沈線による文様が一部遺存してい

る。

B-V21Pit1（第78図497） 497は縄文土器である。

沈線による渦巻文が一部遺存している。

B-W22Pit3（第78図498） 498は縄文土器の口縁部

の小片である。沈線が施されている。

B-X24Pit4（第78図499） 499は縄文土器の体部片

である。縄文が施されている。

B-Y21Pit2（第78図500） 500は縄文土器の体部片

である。縄文が施されている。

B-Y22Pit3（第78図501） 501は縄文土器である。

太い沈線により曲線的な文様が描かれている。

B-Y23Pit1（第78図502） 502は縄文土器深鉢の体

部片である。縦位の隆帯を貼り付け、その横に条線

を施している。

B-Y24Pit1（第79図503） 503は縄文土器深鉢の破

片である。口縁部付近の破片の可能性が高いと思わ

れる。条線を地文とし、隆帯と沈線で文様を描いて

いる。

C-A20Pit2（第79図504） 504は縄文土器深鉢の体

部片である。細い沈線による文様が認められる。

C-A22Pit2（第79図505～508） 505～508は縄文土

（５）ピット出土遺物６）
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第79図 ピット出土遺物②（1/3、2/3）
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器である。いずれも深鉢の可能性が考えられる。505

は口縁部の小片で、太い沈線が残る。506は隆帯に

よる区画文と思われる文様の一部が認められる。507

は渦巻文と隆帯による区画文と思われるものの一部

が遺存しており、区画文内には竹管状の工具による

刺突が施されている。508は体部片と思われ、沈線

と条線が認められる。

C-A22Pit6（第79図509・510） 509・510は縄文土

器である。いずれも口縁部の小片である。509には

沈線による文様が一部遺存し、縄文が施されている。

510は無文である。

C-A22Pit7（第79図511） 511は石器で、打製石斧

である。完形で、長さ９㎝の小型品である。緑色片

岩製で、片面に主剥離面を大きく残す。もう片方の

面には原石面とも思われるものが残り、円礫状の原

石を打割して製作したと推測される。また、原石面

と思われる箇所には不明瞭ながら長軸に並行する方

向に擦痕が残されており、使用痕等の可能性が考え

られる。

C-A22Pit10（第79図512・513） 512・513は縄文土

器である。いずれも細片である。512には沈線、513

は縄文が認められる。

C-A23Pit1（第79図514） 514は小型の石核ないし

剥片である。赤色のチャートで、片面に原石面を大

きく残す。

C-A23Pit2（第79図515） 515は縄文土器深鉢の口

縁部片である。口縁端部は肥厚し、丸く収められて

いる。沈線と条線による文様が認められる。

C-A23Pit4（第79図516） 516は縄文土器である。

口縁部の小片で、沈線による文様がごくわずかに遺

存している。

C-A24Pit1（第79図517） 517は縄文土器である。

深鉢ないし浅鉢の底部片である。

C-A25Pit7（第79図518） 518は縄文土器である。

沈線と縄文が施されているが、縄文は貝殻等による

擬縄文の可能性が高い。

C-B21Pit2（第79図519） 519は縄文土器深鉢の口

縁部片である。口縁部は内側にやや拡張されている。

口縁部直下には沈線と縄文による区画文と思われる

文様が認められる。

C-B22Pit1（第79図520） 520は縄文土器である。

口縁部の小片で、器形や文様などは不明であるが、

口縁部付近で若干外方へ屈曲し、口縁端部が肥厚す

るようである。

C-B22Pit2（第79図521・522） 521・522は縄文土

器である。521は有文深鉢の口縁部片である。口縁

部は内湾し、口縁端部は外傾する面をなす。口縁部

直下には沈線と条線による文様が施されている。522

は無文深鉢である。体部から頸部にかけての破片が

遺存する。口縁端部はやや面をなす。

C-B22Pit5（第79図523） 523は縄文土器である。

沈線による文様が認められる。

C-B23Pit1（第79図524） 524は縄文土器である。

小片で、沈線と縄文による文様がわずかに遺存して

いる。

C-B23Pit5（第79図525） 525は縄文土器で、深鉢

ないし浅鉢の底部片である。底部外面には敷物痕が

残る。

C-B23Pit6（第79図526～528） 526・527は縄文土

器である。526は口縁部の小片で、沈線による文様

がわずかに遺存している。口縁端部は面をなす。527

は深鉢の体部片と思われ、太い沈線による文様が認

められる。

528は石器である。サヌカイト製で、一端が尖っ

ており石錐と思われるが、調整剥整が丁寧に行われ

ておらず、主剥離面を大きく残しているため、剥片

の可能性もある。

C-B24Pit2（第79図529） 529は縄文土器である。

台付深鉢の脚台部片と思われる。両側に透孔がわず

かに遺存しおり、片方は縦長の楕円形の透孔と思わ

れるが、もう片方は遺存する部位が少なく形状は不

明で、円形になる可能性もある。

C-B24Pit3（第79図530） 530は縄文土器である。

小片であるが口縁端部を欠損した口縁部片と思われ

る。わずかに屈曲して面を作り、縄文を施す。

C-C21Pit1（第79図531） 531は縄文土器深鉢の体

部片である。条線が施されている。

C-C21Pit4（第79図532） 532は縄文土器深鉢の頸

部から体部にかけての破片である。頸部は横位の隆

帯を貼り付けて画し、隆帯に沿って刺突による列点

文が施される。体部には縦位の太い沈線と斜行沈線

が施されている。
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C-C22Pit1（第79図533） 533は縄文土器である。

小片で、条線が施されている。

C-C22Pit5（第79図534） 534は縄文土器深鉢の体

部片と思われ、縦位の太い沈線と矢羽根状の条線が

施されている。

C-C22Pit7（第79図535～538） 535・536は縄文土

器である。535は有文深鉢の口縁部片である。波状

口縁で、口縁部には斜行沈線が列点文状に施されて

いる。また、口縁部直下にはかなり太い沈線による

区画文と思われる文様が配されている。区画文内に

は条線と思われる文様がわずかに遺存する。

537・538は剥片である。537は風化が著しいが、

サヌカイトの可能性が高い。側面に原石面が残る。

538もサヌカイトである。

C-C23Pit4（第79図539） 539は縄文土器である。

口縁部の小片で、口縁端部は面をなす。外面にはミ

ガキが施されているものと思われる。

C-C23Pit5（第80図540・541） 540・541は縄文土

器である。540は深鉢の体部片で、縦位の沈線によっ

て区画し、区画内に縄文を充填する。また、蛇行沈

線も施されている。

C-C25Pit4（第80図542） 542は縄文土器深鉢の頸

部付近の破片と思われ、沈線による文様が認められ

る。区画文の可能性もある。

C-D19Pit1（第80図543） 543は縄文土器である。

口縁部の破片で、器壁はやや薄い。短い沈線による

矢羽根状文が施されている。

C-D20Pit1（第80図544） 544は縄文土器である。

小片で、沈線による文様が一部遺存している。

C-D20Pit2（第80図545） 545は縄文土器の把手と

思われる。かなり小型のもので、文様も認められな

い。

C-D24Pit5（第80図546） 546は小型の石核である。

褐色で光沢がある石英質の石材で、メノウの可能性

がある。こうした石材で製作された石器は、今回の

調査では他に出土していない。

C-E22Pit1（第80図547・548） 547・548は縄文土

器である。いずれも小片で、深鉢の体部片の可能性

がある。547は細い沈線で文様が描かれている。

C-E22Pit4（第80図549） 549は縄文土器である。

深鉢の体部片と思われ、縦位の並行沈線の他、斜行

沈線ないし矢羽根状文と思われる文様がわずかに遺

存している。

C-F21Pit1（第80図550・551） 550・551は縄文土

器である。550は口縁部の小片で、沈線による区画

文と思われる文様が認められ、区画文内は縄文で充

填されている。551は条線が施されている。

C-F21Pit2（第80図552） 552は石器で、敲石であ

る。やや扁平な砂岩の円礫の一端に敲打痕が残る。

また、一部被熱している。

F-Q1Pit3（第80図553） 553は縄文土器である。や

や細い沈線による文様が一部遺存している。

F-Q8Pit1（第80図554） 554は縄文土器深鉢の体部

片と思われ、沈線と条線が施されている。

F-R7Pit1（第80図555） 555は縄文土器である。小

片で、条線が認められる。

F-S1Pit3（第80図556） 556は縄文土器の深鉢ない

し浅鉢の底部である。

F-S2Pit1（第80図557） 557は石器で、凹石である。

花崗岩の円礫を利用しており、半分以上を欠損する。

遺存する面には敲打による凹みが明瞭に残る。

F-V1Pit1（第80図558） 558は縄文土器深鉢の口縁

部片と思われる。おそらく平口縁で、口縁端部外面

は肥厚する。沈線による文様が認められる。

F-V2Pit2（第80図559） 559は縄文土器である。か

なり内傾するものと思われ、浅鉢の口縁部付近の破

片である可能性が考えられる。細い沈線による文様

の間に、縄文が施されている。

F-W3Pit1（第80図560） 560は縄文土器である。内

傾する破片で、浅鉢の口縁部付近の破片である可能

性が考えられる。沈線と縄文による文様が認められ、

全体的に559と似る。

F-W6Pit5（第80図561） 561は縄文土器である。沈

線による文様が認められる。

F-W8Pit7（第80図562） 562は縄文土器である。や

や薄手の小片で、沈線による文様が認められる。

F-X1Pit1（第80図563） 563は縄文土器深鉢の口縁

部片と思われる。口縁部外面は肥厚させ、面を作っ

ている。

F-X1Pit2（第80図564） 564は縄文土器の有文深鉢

である。体部から口縁部にかけてわずかに外反しな

がら直線的に外方へ開く器形を呈する。口縁部外面
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は肥厚させて面を作っており、口縁部の断面形は三

角形を呈する。口縁部の面には沈線を施し、その下

に縄文を施す。口縁部直下から体部にかけては縦位

の沈線で画し、沈線間を縄文で充填する。また、口

縁部内面にも縄文を施している。

F-X1Pit3（第80図565） 565は縄文土器である。小

片で、沈線による文様が認められる。

F-X2Pit1（第80図566） 566は縄文土器深鉢の体部

片である。縄文のみが施されている。

F-X7Pit1（第80図567） 567は縄文土器深鉢の体部

片と思われる。小片で、沈線と条線が施されている。

F-Y1Pit2（第80図568） 568は縄文土器である。口

縁部付近の小片と思われ、沈線と縄文がわずかに遺

存している。

F-Y1Pit4（第80図569） 569は縄文土器である。小

片で、沈線による文様と縄文がわずかに遺存する。

F-Y1Pit5（第80図570） 570は縄文土器である。口

縁部の小片で、やや内湾する。口縁端部は面をなす。

沈線による文様が認められる。

F-Y1Pit6（第80図571） 571は縄文土器である。深

鉢の体部片と思われ、縄文が施されている。

F-Y6Pit5（第80図572） 572は小型の石核である。

青色のチャートである。

F-Y7Pit1（第80図573） 573は縄文土器深鉢の体部

片と思われる。細い沈線で矢羽根状文ないし斜行沈

線が施されている。

F-Y7Pit4（第80図574） 574は縄文土器深鉢の体部

片と思われる。条線が施されている。

F-Y7Pit6（第80図575） 575は縄文土器である。深

鉢の口縁部から頸部にかけての破片である可能性が

考えられる。太い沈線による曲線的な文様と、縄文

が認められる。

G-A1Pit5（第80図576） 576は縄文土器深鉢の体部

片と思われる。横位の隆帯と斜行沈線と思われる文

様が認められるが、小片のため、破片の向きは不確

実である。

G-A6Pit2（第80図577・578） 577・578は縄文土器

である。577は縦位の沈線と斜行沈線が施されてい

る。578は内傾する可能性が高い。縄文を施す。

G-A6Pit3（第81図579～582） 579～582は縄文土器

である。579は有文深鉢の大波状口縁の小片である。

口縁端部は面をなし、沈線と縄文が施されている。

580・581は深鉢の体部片と思われる。582は壺形の

土器である。一部の破片はG-A7Pit5から出土してい

る。頸部はかなり締まり、口縁部は頸部から短く外

反する。肩部には把手を貼り付ける。遺存する破片

が少ないため、把手の数は不明であるが、おそらく

２箇所程度と思われる。口縁部から頸部にかけては

無文であるが、頸部直下には横位の隆帯状の盛り上

がりと列点文がめぐらされている。体部には沈線に

よって文様を描き、その内部に縄文を充填している。

また、把手の裾には竹管状の工具による刺突が施さ

れている。

G-A6Pit4（第81図583・584） 583・584は縄文土器

である。583は口縁部の小片で、薄手である。浅鉢

の口縁部の可能性が考えられる。やや間隔が広く雑

な列点文が施されている。

G-A6Pit7（第81図585～587） 585～587は縄文土器

である。いずれも深鉢の体部の可能性がある。585

には縦位の隆帯の痕跡と思われるものが認められる。

586・587は沈線による文様が一部遺存している。

G-A7Pit3（第81図588～590） 588～590は縄文土器

深鉢の体部片である。588はやや太い沈線により矢

羽根状文が描かれている。589は縦位の隆帯と細い

沈線による矢羽根状文が認められる。590は縄文を

地文とし、縦位の沈線と蛇行沈線が描かれている。

G-A7Pit4（第81図591） 591は縄文土器深鉢の体部

片である。縦位の沈線とそれを軸とした矢羽根状文

が描かれている。

G-A7Pit5（第81図592～594） 592～594は縄文土器

である。592は内湾する体部片で、沈線で曲線的な

文様を描き、その内部を縄文で充填している。文様

の特徴や器形などからみて、582の壺形の土器と同

一個体の可能性が高い７）。593・594は深鉢の体部片

で、593は縄文を地文とし、縦位の沈線と蛇行沈線

が描かれている。590と似る。594は細い沈線で文様

が施されている。

G-B2Pit2（第81図595） 595は縄文土器である。小

片で、細い沈線による文様がわずかに遺存する。

G-B8Pit3（第81図596） 596は縄文土器である。小

片で、太い沈線による文様がわずかに遺存する。

G-B9Pit2（第81図597～601） 597～600は縄文土器
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深鉢である。597は口縁部片で、沈線が２条施され、

その間に縄文と思われるものがわずかに認められる。

598は直線的に外方に開く口縁部で、横位の隆帯が

貼り付けられるが、それ以外に文様は認められない。

600は縦位の沈線と、条線と思われるものがわずか

に遺存する。

601は石器で、石皿（台石）である。溶結凝灰岩

もしくは火砕岩の扁平な円礫を利用したものである

が、大部分を欠損しており、遺存する部分も２片に

割れている。上面はやや平滑で、わずかに擦痕と思

われるものも認められる。敲打による顕著な凹みが

１箇所あり、他にも２箇所程度の敲打の集中部が認

められる。

G-C3Pit2（第81図602・603） 602・603は縄文土器

深鉢である。602は口縁部の小片で、口縁部に列点

文が施される。口縁部直下には沈線と斜行沈線ある

いは矢羽根状文と思われる文様が一部遺存しており、

区画文の可能性がある。603は縦位の隆帯と条線が

施されている。

G-C4Pit2（第81図604） 604は縄文土器である。深

鉢ないし浅鉢の頸部付近の破片と思われる。横位の

隆帯が貼り付けられ、隆帯上には押圧が施されてい

る。

G-D8Pit3（第81図605） 605は縄文土器深鉢の体部

片と思われる。太い沈線による文様が施されており、

区画文の一部と考えられる。

G-D9Pit1（第81図606） 606は縄文土器深鉢の体部

片である。縦位の隆帯が貼り付けられている。

G-H2Pit2（第81図607） 607は石器で、小型の打製

石斧である。片岩製で、大部分を欠損する。

包含層（第82・83図608～655） 608～650は縄文土

器である。

608は押型文土器の口縁部片と思われる。器壁は

薄く、外面に楕円形の押型文とみられる文様がわず

かに遺存する。

609～622は有文深鉢の口縁部ないし口縁部付近の

破片である。

609～614は口縁部直下に沈線による区画文を配す

るものである。609・610などは区画文内を斜行沈線

で充填する。610は口縁端部をやや肥厚させ、刻目

を施している。612・613は口縁部がやや内湾し、口

縁部を肥厚させ、口縁部外面に面を作る。口縁部外

面には区画文とともに縄文が施されている。615～

619も口縁部直下に区画文を配している可能性があ

る。617は波状口縁である。619は連続刺突による沈

線で文様を描く。

620・621は立体的な装飾をもつものである。620

は口縁部外面に縦位に粘土を貼り付けて、短い沈線

で文様を施している。区画文の間を区切るつまみ状

把手と思われる。621は口縁端部に陸橋状の装飾を

付け、矢羽根状文や列点文を施している。

622は大波状口縁の破片である。沈線による文様

が一部遺存している。

623～630は有文深鉢の体部片と思われるものであ

る。

623・624には太い沈線で文様が描かれる。625は

並行する２条の蛇行沈線と条線が施されている。627

には多条の弧状の沈線が認められる。628は頸部付

近の破片と思われ、隆帯が貼り付けられ、隆帯上に

押圧状の刻目が施されている。629・630には縄文が

施されている。

631・632は有文深鉢の口縁部片であるが、他とや

や異なる特徴をもつものである。631は波状口縁で、

２条の太い沈線の間に縄文を充填する。口縁端部は

丸く収められる。632も沈線で区画した内部に縄文

が充填されている。口縁部については、口縁部直下

の沈線と口縁端部の間に縄文を施す。この破片を見

る限り口縁部が内傾するように見受けられるが、小

片のため器形の復元は確実ではない。そのため、文

様やススの付着状況などの特徴が類似するＳＢ287

出土の408と同一個体である可能性も高い。

633～635は無文深鉢である。634・635は口縁部が

わずかに内湾する。

636～640は有文浅鉢と思われるものである。

636は口縁部直下に隆帯を貼り付け、刻目を施し

ている。器壁はやや薄い。637～639は口縁部の小片

で、いずれも縄文を地文とし、太い沈線による区画

文と思われる文様を描く。639のみ口縁端部に押圧

を施しているが、文様や胎土などからみて、同一個

体の可能性が高い。640は縄文が施されており、波

（６）包含層出土遺物
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状口縁の可能性が高い。

641・642は無文浅鉢と思われる。いずれも口縁部

片で、641は口縁端部を丸く収める。

643～648は深鉢ないし浅鉢の底部である。648は

底部外面に敷物痕と思われるものが認められるが、

不明瞭である。

649・650は台付深鉢ないし台形土器と思われる。

649は深鉢等の底部片とも思われるが、底部外面に

あたる部分に沈線が施されており、おそらくこの面

が上面になると考えられる。小片のため、透孔の有

無などは不明であるが、台付深鉢か台形土器の破片

の可能性が高い。650は台付深鉢の脚部片である。

縦位の隆帯と、透孔の一部が遺存している。透孔は

おそらく縦長の楕円形になると思われる。

651～655は石器や剥片である。

651は石錐である。やや不整形なサヌカイトの剥

片を素材とし、一端の側縁に細かな調整剥離を加え

て尖らせている。

652・653は石皿（台石）である。単独で包含層内

から出土しているため、古墳時代前期の台石の可能

性もある。652は砂岩製で、半分以上を欠損するが、

明瞭な平坦面をもち、縁がわずかに盛り上がる。平

坦面は使用により摩滅している。653は溶結凝灰岩

または火砕岩製である。大部分を欠損しているが、

元はかなり大型品であったものと思われる。上面は

明瞭な平坦面となっており、使用等による摩滅が顕

著に認められる。ごくわずかに敲打痕や擦痕も残る。

654・655は剥片である。654は黒曜石で、両側か

ら抉り状の剥離が施されているようにも見受けられ

るため、小型の石匙の可能性もある。ただし、刃部

となるのは片側の側縁のみである点や、原石面の可

能性もある風化面を広く残すなど、意図的に製作さ

れた石器とみるには問題もあるため、剥片とした。

ＲＦないしＵＦとも思われる。655は下呂石で、側

面に原石面が残る。

表土（第83図656～658） 656・657は縄文土器であ

る。656は有文深鉢の口縁部から頸部にかけての破

片と思われる。横位に隆帯が貼り付けられ、沈線に

よる文様が認められる。657は台付深鉢の脚台部上

半の破片である。脚台部の上端は粘土を貼り付けて

幅広の隆帯状とし、端面に刺突による列点文を施す。

脚台部にはおそらく縦長の楕円形と考えられる透孔

が一部遺存している。脚台部の上面には、体部が剥

離したような痕跡が認められる。

658は石器で、ナイフ形石器と思われるものであ

る。赤色のチャートの縦長剥片を素材とし、片側の

側縁に刃潰し状の剥離を施している。

出土位置不明（第83図659） 659は石器で、磨製石

斧である。遺構内から出土したものの、その後の取

り扱いの中で出土遺構が不明となった。安山岩製で

ある。小型の定角式の磨製石斧で、全体的に丁寧な

研磨によって整形されており、両側には明瞭な面を

作り出している。基部と刃部は欠損しており、欠損

後に敲石として再利用されている。刃部の欠損面に

は明瞭な敲打痕が認められる。

撹乱等（第83図660～683） 660～683は、風倒木痕

等から出土した遺物である。

660～680は縄文土器である。

660～666は有文深鉢の口縁部片である。660は波

状口縁で、口縁部内面は肥厚する。刺突による列点

文が施されている。662は波状口縁で、沈線による

文様が一部遺存している。663は口縁部の一部に粘

土を貼り付け、その上に竹管状の工具で刺突を施し

ている。また、粘土が貼り付けられていない部分に

は太い沈線が認められる。664・665は口縁端部を欠

損するが、口縁部の断面形が三角形を呈し、沈線に

よる文様が認められる。666は口縁部直下に横位の

隆帯を貼り付ける。その他に文様は認められず、無

文深鉢の可能性もある。

667～672は有文深鉢の体部片と思われるものであ

る。667は太い沈線による渦巻文が描かれている。

669は横位の隆帯を貼り付け、隆帯上に刺突による

列点文を施す。隆帯の下位には斜行沈線あるいは矢

羽根状文が一部遺存する。670は縄文を地文とし、

縦位の沈線と蛇行沈線が施される。G-A7Pit3出土の

590や、G-A7Pit5出土の593と同一個体の可能性もあ

る。671・672は縄文のみが認められる。

673・674は浅鉢と思われるものである。673は口

縁部の小片で、器壁は薄い。沈線の間に縄文が充填

されている。口縁端部には押圧が認められる。674

（７）表土・撹乱等出土遺物
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は波状口縁で、文様と思われるものがわずかに遺存

する。

675・676は深鉢ないし浅鉢の底部片である。675

の底部外面には押圧状の凹みが２箇所認められる。

676の底部外面には編物状の敷物痕が残る。

677・678は把手である。678は深鉢に付属するも

のと思われるが、明瞭な文様は認められない。

679・680は台付深鉢と思われる。679は脚台部の

破片で、縦位の隆帯が貼り付けられ、横長の楕円形

の透孔が２段に開けられている。680は外面に縄文

が施されている。透孔が一部遺存している。

681～683は石器や剥片である。681はサヌカイト

の石鏃の破片と思われる。682・683はチャートの剥

片で、いずれも原石面が残る。

註

１）正式には「Ｓ字状口縁台付甕」と呼称すべきである

が、ほぼすべての個体に脚台が付くことや、脚台の有

無が不明な他の形態の甕との呼称の統一などから、本

報告では「台付」を省き「Ｓ字状口縁甕」と略称する。

２）小片のため、他の個体と同一個体の可能性もあるが、

形状や文様、胎土等の特徴からは、確実に他の個体と

同一とは判断できなかった。なお、同一個体の可能性

があるものについては、一覧表・写真図版編第８表の

備考欄に示している。

３）石器石材の中で、溶結凝灰岩や火砕岩、石英斑岩、

流紋岩としたものの多くは、いわゆる湖東流紋岩類に

含まれるものと思われる。なお、石器石材については

三重県総合博物館の津村善博氏にご教示頂いた。

４）形状や文様、胎土等の特徴からは確実に他の個体と

同一と判断できなかったため、個別に掲載した。

５）津市大石遺跡ＳＨ48などに類例がある。三重県教育

委員会・三重県埋蔵文化財センター1992『平成３年度

農業基盤整備事業地域埋蔵文化財発掘調査報告』第１

分冊

６）ここで報告する遺物を出土したピットについては、

本報告内では特に位置を示していない。詳細なピット

の位置については、調査時に作成した遺構カードに記

録されている。第Ⅴ章についても同様である。

７）確実に同一個体とは判断できなかったため、別個体

として図化した。
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ＳＨ142（第84図） 第２次調査区の南東端で検出

した建物で、南側は調査区外へと続く。平面形は長

軸4.2ｍ以上の方形を呈すると考えられるが、やや

不整形である。

主柱穴は２基検出されたが、調査区外へと続くた

め、総数は不明である。今回調査を行った範囲では、

貯蔵穴や壁際溝、焼土、貼床は確認できなかった。

遺物は、埋土中から縄文土器や土師器が出土して

いるが、出土量は少ない。また、床面で検出された

ピット（G-F13Pit1）１）から縄文土器深鉢の破片が

まとまって出土している。

ピットの出土遺物から縄文時代の遺構とも思われ

るが、平面形や出土遺物からは、遺構の時期は古墳

時代前期初頭～前葉の可能性が高いと考えられる。

ＳＨ145（第85図） 第２次調査区の東端で検出し

た建物で、大部分が調査区外となっている。平面形

は長軸3.4ｍ以上の方形を呈すると考えられる。

調査を行った範囲では炉や貯蔵穴、壁際溝、貼床

などの建物に伴う構造物は確認できず、竪穴建物で

なく土坑の可能性もある。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、い

ずれも細片で図化できるものはなかった。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉と考えられる。

ＳＨ166・205（第85・86図） 第２次調査区の北東

部で検出した建物である。ＳＨ205は平面形が長軸

4.7ｍ、短軸4.2ｍの隅丸方形を呈する。

主柱穴は検出できなかった。建物中央よりやや西

側の床面から焼土が検出されており、炉の痕跡と考

えられる。貯蔵穴とみられる土坑は、南隅から検出

された。壁際溝はほぼ全周するが、東側の中央部の

み途切れる。

また、床面からは建物の構築材と考えられる多数

の炭化材が検出されたほか、東部では屋根材等とし

て用いられた可能性がある焼土塊も検出されている

ことから、焼失建物と考えられる。

ＳＨ205を完掘後、その下層の地山上面で一回り

小さい方形の落ち込みが検出された。竪穴建物の痕

跡である可能性が考えられたため、これをＳＨ166

とした。主柱穴の可能性があるピットが４基検出さ

れている。また、南側や東側では、壁際溝の一部と

考えられる細い溝が検出されている。ＳＨ205と主

軸方向などが揃っていることを鑑みれば、ＳＨ166

を拡張する形でＳＨ205が造られた可能性もある。

遺物は、ＳＨ205の埋土中から土師器、石杵、砥

石、台石が出土した他、大きな粘土塊が出土してい

る。粘土塊は、土器の製作に用いるためのものであっ

た可能性がある。また、縄文時代の切目石錘も出土

した。

出土遺物からみて、ＳＨ205の時期は古墳時代前

期後葉と考えられる。ＳＨ166の時期は出土遺物が

ないため判然としないが、ＳＨ205との重複状況な

どから、両者には大きな時期差はないと推測される。

ＳＨ169/324（第87・88図） 第２次調査区と第３

次調査区との境で検出した建物である。大部分は第

３次調査において検出された。ＳＨ198・183・323

など、多数の竪穴建物が重複する中に位置する。平

面形は長軸6.5ｍ、短軸6.4ｍのほぼ正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明であるが、北

西と南西の主柱穴を結ぶラインよりやや東側で土坑

が検出されており、炉であった可能性もある。

貯蔵穴とみられる土坑は、南東隅から検出された。

第２次調査区と第３次調査区にまたがって検出され

たため、正確な形状は復元できなかったが、平面形

は円形を呈すると思われる。深さは0.3ｍほどある。

壁際溝は、ほぼ全周するとみられる。貼床は明確

には確認できなかった。周溝状掘形２）も認められな

いが、逆に北半部の壁に沿って床面がわずかに高く

第Ⅴ章 古墳時代前期の遺構・遺物

第１節 遺構

（１）竪穴建物
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第84図 ＳＨ142（1/40）
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第85図 ＳＨ145、ＳＨ166・205①（1/40）
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第86図 ＳＨ166・205②（1/40、1/20）
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第87図 ＳＨ169/324①（1/50）
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第88図 ＳＨ169/324②（1/20）

なっている。ベッド状遺構ほど明瞭な高まりではな

く、建物に伴う何らかの施設とは考えにくい。

建物内北東隅部では、床面が若干高くなっている

部分で多量の土師器が固まって出土した。床面から

は若干浮いた位置で検出されている（A-A'断面）。

壺や甕、高坏など複数の器種を含む数十個体以上の

土師器が存在したと思われるが、破片は混在してお

り、整然と並べられている様子は認めがたい。壺や

甕、高坏にはほぼ完形に復元できた個体もある（687・

694・768・769・802など）。

遺物は、埋土中から土師器や土製品、砥石が出土

している。土師器の出土量は非常に多く、壺、甕、

高坏、器台、鉢など多様な器種が含まれている。ま

た、縄文土器や磨製石斧も出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ175（第89図） 第２次調査区の南端で検出し

た建物である。南側の一部は調査区外へと続く。ま

た、北西隅は農業用水管埋設時の掘削によって削平

を被っている。平面形は長軸6.1ｍ、短軸5.9ｍの正

方形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。貯蔵

穴とみられる土坑は南西隅付近から検出された。平

面形が円形の土坑で、一部は壁際溝にかかっている。

壁際溝は、南半部のみで確認できた。北半部では

平面的に検出できなかったが、土層断面では壁際溝

と思われる土層が確認できる（A-A'・B-B'断面第７

層）。当該建物が位置する場所は地山中に礫を多く

含んでいるため、その影響で認識できなかった可能

性がある。建物床面付近では貼床と考えられる土層

が確認できる（A-A'・B-B'断面第６・８層）。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ176（第90図） 第２次調査区の西部で検出し

た建物である。平面形は長軸5.7ｍ、短軸5.5ｍの正

方形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。うち３基では、土層

断面で柱痕ないし柱の抜き取り痕と考えられる痕跡

が確認できた。

炉は建物中央より西に寄った位置で検出された。

浅い土坑で、底面は被熱する。炉の周囲には花崗岩

や砂岩などの拳大の礫が配置されており、添石炉３）

と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近で検出され

た。平面形が円形の小型の土坑で、深さは0.4ｍほ

どと深い。貯蔵穴付近には白っぽい砂質土からなる

貼床が施されており、貯蔵穴はその上から掘り込ま

れている。また、貯蔵穴の北側には、低く土手状に

0.1ｍほど盛り上がる部分が認められ、西壁から東

に2.5ｍほど延びている。壁際溝はほぼ全周する。
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第89図 ＳＨ175（1/40）
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第90図 ＳＨ176（1/40）
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第91図 ＳＨ177（1/40、1/20）
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第92図 ＳＨ178①（1/40）
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北側で一部途切れるが、撹乱等の影響で確認できな

かった可能性がある。貼床は東側から南側にかけて

顕著に見られた。周溝状掘形を埋める形で貼床が施

されている。

建物内部の南東隅部では、炭化物が混じる焼土が

検出された。ただし、建物全体が火災にあった痕跡

は認めがたく、焼土の生成要因は不明である。

遺物は、埋土中から土師器と砥石が出土している。

遺物の出土量は少ない。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ177（第91図） 第２次調査区の西部で検出し

た建物である。平面形は長軸5.0ｍ、短軸4.9ｍのほ

ぼ正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。ただ

し、建物中央からやや北東に寄った位置に浅い土坑

状の遺構がみられ、内部から拳大の礫が検出されて

おり、これが炉にあたる可能性が考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は南隅付近から検出された。

平面形が円形の小型の土坑である。

壁際溝は全周する。貼床は東側に顕著に見られた。

東側を中心に周溝状掘形が存在し、これを埋める形

で貼床が施されている。

この他に、南東部の壁際で土坑状の落ち込みが２

基検出されている。埋土の堆積状況からこの建物に

伴うものと考えられるが、機能などは不明である。

出入り口に関わる遺構の可能性もある。

建物内東部では、床面に近い位置で完形に近い土

師器広口壺が検出された。また、中央部からやや東

に寄った位置で、大型の礫が検出されている。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。壺が

多く、特に大型の広口壺が複数個体存在する点が特

徴的である。甕など他の器種は少ない。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ178（第92・93図） 第２次調査区及び第３次

調査区の中央部で検出した建物である。第２次調査

で南半部が調査され、第３次調査で北半部が調査さ

れた。平面形は長軸5.8ｍ、短軸5.7ｍのほぼ正方形

を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

正方形に配置されている。うち２基では、柱痕ない

第93図 ＳＨ178②（1/40）
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第94図 ＳＨ183①（1/40）
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第95図 ＳＨ183②（1/40）

し柱の抜き取り痕と考えられる痕跡が確認できた。

特に、Ｐ２では土層断面でも明瞭に確認できる。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。貯蔵

穴とみられる土坑は、南西隅付近から検出された。

平面形が円形の小型の土坑で、深さは0.4ｍほどと

深い。また、周囲の床面が浅く落ち込んでいる。

壁際溝は、ほぼ全周する。ただし、南西隅の貯蔵

穴付近では若干断続的になっている。

南半部では床面に貼床が施されている（A-A'・C-

C'断面第11～13・15層）。貼床除去後に、ごく浅い

周溝状掘形が部分的に検出されている。北半部では

貼床の有無は不明確であるが、撹乱とされる浅い落

ち込みが壁際で検出されており、南半部の周溝状掘

形と連続する。したがって、これが周溝状掘形であっ

たと考えられ、北半部でもこうした部分を中心に貼

床が施されていたと考えられる。また、周溝状掘形

の底面には不整形な窪みが複数確認された（写真図

版32）。後述のＳＨ338ほど明瞭ではないが、竪穴掘

削時の土木具による掘削痕の可能性が高い。

建物内西部の壁際からは、大型の扁平な礫が検出

された。床面直上から検出されており、土層断面か

らみると貼床にも食い込んでいる。壁際溝にも一部

かかっているようである。建物構築時に据えられた

可能性も考えられるが、用途は不明である４）。

遺物は、埋土中や床面上から土師器が出土してい

る。小片ながら手焙形土器も出土した。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ183（第94・95図） 第２次調査区と第３次調

査区との境で検出した建物である。ＳＨ198・187・

323など、多数の竪穴建物が重複する中に位置する。

ＳＨ188より後出する可能性が高い。東側は建物の

範囲が判然としないが、平面形は長軸5.6ｍ、短軸

5.4ｍほどの正方形に近い方形を呈するものと思わ

れる。

主柱穴は３基検出された。ＳＨ169/324の床面で

検出された小型のピットがもう１基の主柱穴である

可能性があり、元は４基の主柱穴が建物の平面形に

沿ってほぼ正方形に配置されていたものと考えられ

る。建物中央よりやや西側の床面から焼土が検出さ

れており、炉の痕跡と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近から検出さ

れた。平面形がやや不整形な楕円形の土坑で、壁面

は一部オーバーハング気味となる。

壁際溝は、第２次調査で調査された南半部でのみ

確認されている。ただし、北半部においても、土層
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断面をみると壁際溝が存在していた可能性も考えら

れる（C-C'断面第１層、D-D'断面第５層）。

貼床は、建物全体に施されていた可能性が高い

（A-A'断面第７・８層）。また、南半部西側では周溝

状掘形状の落ち込みが検出されており、こうした周

溝状掘形を埋める形で厚く貼床が施されていたもの

と考えられる。

この他に、南側の壁面の中央付近から細い溝が建

物中央に向かって延びる。間仕切りなど、建物に伴

う構造物の可能性が考えられる。

遺物は、貯蔵穴から土師器高坏の脚部片が出土し

た。埋土中からも土師器が出土しているが、小片が

多い。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ187（第96図） 第２次調査区と第３次調査区

との境で検出した建物である。ＳＨ198・183・323

など、多数の竪穴建物が重複する中に位置する。Ｓ

Ｈ188に先行し、この建物によって北東隅の一部が

削平を被っている。ＳＨ183・189よりは後出する。

東側は建物の範囲が判然としないが、平面形は長軸

5.8ｍ、短軸5.0ｍ以上の正方形に近い方形を呈する

ものと思われる。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。建物中央よりやや北

西側の床面から焼土が検出されており、炉の痕跡と

考えられる。建物中央よりやや西側でも焼土がわず

かに検出されているが、性格は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近で検出され

た。２基の土坑が東西に並んで検出されたが、西側

の平面形が楕円形の小型の土坑は建物の壁に一部か

かっており、深さも0.1ｍほどと浅い。また東側の

平面形が方形の土坑も深さが数㎝しかなく、中央の

み深くなっているものの径0.3ｍとピット程度の規

模である。したがって、どちらも貯蔵穴とするには

疑問が残るが、深さや位置からみれば東側の土坑が

貯蔵穴である可能性の方が高いだろう。

壁際溝は平面ではほとんど検出できず、南側でご

くわずかに検出されたのみである。ただし、土層断

面からは南側だけでなく西側にも壁際溝が存在した

ことが窺われる（第２層）。

貼床は床面全体に施されている。周溝状掘形の存

在は明瞭ではないが、北西部で若干の落ち込みが検

出されていることや、土層断面からみると南側の壁

沿いに若干凹みが存在していることから、不明瞭な

がら周溝状掘形を有する建物であると考えられる。

遺物は、埋土中や床面上から土師器が出土してい

る。ほぼ全形が復元できたく字状口縁台付甕もある。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ188（第97図） 第２次調査区と第３次調査区

との境で検出した建物である。ＳＨ198・183・187・

323など、多数の竪穴建物が重複する中に位置する。

ＳＨ183に先行し、ＳＨ187・189にも先行する可能

性が高い。ＳＨ190より後出する。平面形は長軸6.1

ｍ、短軸6.0ｍのほぼ正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

正方形に配置されている。

炉は、建物中央より西に寄った位置で検出された。

焼土の広がりがみられ、その横に長径20㎝ほどの礫

が配置されており、添石炉と考えられる。建物中央

よりやや東側でも焼土が数箇所から検出されている

が、性格は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南東隅付近で検出され

た。平面形が円形の小型の土坑で、深さ0.3ｍほど

の浅い椀形に掘り込まれている。南西隅付近でも貯

蔵穴とも考えられる土坑が検出されているが、深さ

0.2ｍほどとやや浅い。

壁際溝は全周する。北東部では壁際溝が二重になっ

ているようにもみえる。後述するように建物の建て

替えによるものとも考えられるが、土層断面からみ

ると内側の溝状のものは幅が狭い周溝状掘形である

可能性が高い。

床面には貼床が施されている（A-A'・C-C'断面第

11層）。土層断面からは、壁面に沿って幅の狭い周

溝状掘形が存在し、そこにも貼床が施されており、

その上から壁際溝が掘り込まれている状況が確認で

きる。

なお、主柱穴については、南側の２基は平面形が

不整形で、北側の２基はそのすぐ横に別のピットが

存在している。焼土が炉以外にも検出されているこ

とや、貯蔵穴とみられる土坑が２基存在することな
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第96図 ＳＨ187（1/40）
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第97図 ＳＨ188（1/50、1/40）
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第98図 ＳＨ189①（1/50）
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どを鑑みれば、建物の建て替えが行われた可能性も

考えられる。

遺物は、貯蔵穴から土師器が出土している。壺や

甕があるが、いずれも小片である。埋土中や床面の

ピットからも土師器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ189（第98・99図） 第２次調査区中央部で検

出した建物である。ＳＨ198・183・187・323など、

多数の竪穴建物が重複する中に位置する。ＳＨ187

に先行する可能性が高く、ＳＨ188・190より後出す

る。ＳＨ188と重複する部分が十分に検出できなかっ

たために建物の北側の範囲が不明で、若干残る北東

隅部分も撹乱の影響を受けて形状が乱れている。そ

のため、平面形については不明な部分もあるが、お

そらく長軸6.8ｍほど、短軸6.4ｍの正方形に近い方

形を呈するものと思われる。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。Ｐ３・５では土層断

面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認できる。

北東隅付近で焼土や炭化物が少量検出されたが、

撹乱の影響もあり、この建物に伴うものとは判断し

がたい。この他に焼土の広がりは検出されず、炉の

位置は不明である。建物中央部の床面に撹乱とされ

る土層の乱れがあるため、これによって炉の痕跡が

確認できなかったとも考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近から検出さ

れた。平面形が円形の小型の土坑で、深さは0.6ｍ

ほどとかなり深い。埋土中には礫が数点含まれてい

た。なお、周囲の床面が浅く落ち込むが、これは調

査時に周囲の貼床を掘削したために生じた可能性も

ある。また、その西側にも平面形が楕円形の土坑状

のものが検出されているが、深さが0.1ｍほどと浅

く、貯蔵穴とは考えにくい。

壁際溝は全周すると思われるが、北側については

不明である。貼床は部分的に確認された（A-A'・B-

第99図 ＳＨ189②（1/50、1/40）
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B'断面第９層）。西側の壁沿いには浅い落ち込みが

あり、周溝状掘形と思われる。土層断面からは南側

や東側の壁沿いにも周溝状掘形が存在することが窺

われ、貼床は、周溝状掘形内を中心に施されている。

遺物は、埋土中や床面上から土師器が出土してい

る。装飾性の高い広口壺、いわゆるパレススタイル

壺などが認められる。また、鎌倉時代に下る山茶碗

の小片もわずかに出土した。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ190（第100図） 第２次調査区と第３次調査区

との境で検出した建物である。ＳＨ198・183・323

など、多数の竪穴建物が重複する箇所で最も東側に

位置する。ＳＨ188・189に先行し、それらの建物に

よって西側の一部が削平を被っている。ＳＨ183・

189よりは後出する。西側は建物の範囲が判然とし

ないが、平面形は長軸7.6ｍほど、短軸7.3ｍの正方

形に近い方形を呈するものと思われる。ただし、北

側と西側の壁面は直線的ではなく、やや外方へ膨ら

んでいる。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。Ｐ２～４では土層断

面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認できる。

建物中央及び中央よりやや西側の床面から焼土が

検出されており、炉の痕跡と考えられる。南西隅付

近のＳＨ189床面で検出された土坑が、この建物に

伴う貯蔵穴であると考えられる。平面形が円形の小

型の土坑で、深さは0.3ｍほどある。

壁際溝は全周する可能性が高い。北東隅と南東隅

ではやや壁よりも内側に掘り込まれている。

建物床面には周溝状掘形が認められ、貼床はその

部分を中心に施されている。周溝状掘形は平面的に

は北側と東側で検出されているが、土層断面からみ

ると南側の壁沿いにも認められる。また、Ｐ４付近

の浅い落ち込みも建物西側の周溝状掘形である可能

性が考えられ、壁沿いを全周していたものと推定さ

れる。

この他に、南側の壁面の中央付近から細い溝が建

物中央に向かって延びる。長さ0.8ｍほどと短いが、

間仕切りなど、建物に伴う構造物の可能性が考えら

れる。

遺物は、主柱穴Ｐ３から土師器甕が出土している。

埋土中からも土師器が出土している。この他、縄文

時代の打製石斧や弥生時代中期の弥生土器壺の小片、

古墳時代後期の須恵器が出土している。特に須恵器

は複数出土しており、付近に古墳時代後期の遺構が

存在したものと考えられる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ195（第215・216図） 第２次調査区の北東部

で検出した建物である。古墳時代後期の竪穴建物Ｓ

Ｈ203と完全に重複している。土器の出土状況や貼

床とみられる土層（A-A'・B-B'断面第６層）の存在

などから建物と考えたが、ごく浅い落ち込みしか検

出できず、全体の形状は不明確である。竪穴建物と

すれば、平面形が長軸8.3ｍ、短軸7.9ｍほどの方形

を呈するかなり大型の建物と推定される。

ピットを多数検出したものの、主柱穴は明確では

なく、炉と思われる痕跡や貯蔵穴、壁際溝も確認で

きなかった。こうした点からみても、竪穴建物とす

るには疑問が残る。

明確にこの建物に伴う遺物は確認できなかったが、

ＳＨ203の埋土中から古墳時代前期の土師器が出土

している。いずれも小片である。

ＳＨ203の埋土中から出土した遺物からみて、遺

構の時期は古墳時代前期初頭～前葉の可能性が考え

られる。

ＳＨ198（第101・102図） 第２次調査区と第３次

調査区との境で検出した建物である。ＳＨ198・183・

187・323など、多数の竪穴建物が重複する中に位置

する。ＳＨ169/324に先行し、それによって東側の

一部が削平を被っている。ＳＨ199とも重複し、お

そらく後出すると思われるが、明確ではない。平面

形は長軸6.6ｍ、短軸6.5ｍのほぼ正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近から検出さ

れた。平面形が円形の小型の土坑で、深さは0.4ｍ

ほどと深い。また、周囲の床面が浅く落ち込んでい

る。土層断面からみると、一度埋没した後に上部が

再掘削された可能性がある（D-D'断面第１～３層）。
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第100図 ＳＨ190（1/50）
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第101図 ＳＨ198①（1/50）
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この再掘削とみられる部分の最下層にあたる位置で、

土師器Ｓ字状口縁甕の上半部が口縁部を上にして出

土した。肩部では拳大の礫が検出されている。

壁際溝は、第２次調査で調査された範囲では壁面

に沿って途切れることなく検出されたが、第３次調

査で調査された範囲では平面的には検出されなかっ

た。土層断面からも存在が確認できない。

貼床も、第２次調査で調査された範囲のみで確認

された（A-A'断面第５層）。周溝状掘形は明確には

検出されなかったが、第３次調査では建物中央より

やや南東側で浅い落ち込みが検出されており、部分

的に周溝状掘形が存在していた可能性がある。

遺物は、主柱穴Ｐ１から土師器台付甕が出土して

いる。また、貯蔵穴からも土師器が出土しており、

Ｓ字状口縁甕の大きな破片が認められる。埋土中か

らも土師器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ199（第103図） 第２次調査区の中央部の第３

次調査区との境付近で検出した建物である。ＳＨ198・

183・187・323など、多数の竪穴建物が重複する中

に位置する。ＳＨ299に先行し、それによって南隅

の一部が削平を被っている。ＳＨ198にも先行する

ものと考えられるが、明確ではない。北隅付近が削

平を被っており形状が不明確であるが、東隅の角は

丸みを帯びており、平面形は長軸5.2ｍ、短軸5.0ｍ

ほどの隅丸方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。柱穴はかなり深く、

Ｐ１・２は深さ0.6ｍほどあり、土層断面で柱痕な

いし柱の抜き取り痕が明瞭に確認できる。

建物中央よりやや南西側の床面から焼土が検出さ

れており、炉の痕跡と考えられる。貯蔵穴とみられ

る土坑は、南隅付近から検出された。平面形が楕円

形の小型の土坑で、深さは0.3ｍほどある。

壁際溝はほぼ全周する。東隅や北隅付近では途切

れるが、削平や撹乱などによるものと思われる。

貼床は、建物全体に施されている（A-A'・B-B'断

面第８層）。また、周溝状掘形が建物の壁に沿って

検出されており、この周溝状掘形を埋める形で貼床

第102図 ＳＨ198②（1/40、1/20）
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第103図 ＳＨ199（1/40）
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が厚く施されている。

この他に、南東側の壁面の中央付近から細い溝が

建物中央に向かって延びる。間仕切りなど、建物に

伴う構造物の可能性が考えられる。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。広口

壺の大きな破片や、手焙形土器の小片などがみられ

る。また、縄文土器の小片も出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ201（第104図） 第２次調査区の北東端で検出

した建物である。東半分が撹乱によって削平を被っ

ているため、全体の規模や形状は不明であるが、平

面形は長軸8.8ｍ、短軸7.0ｍ以上の方形を呈すると

思われる。かなり大型の建物である。

主柱穴は残存している部分で２基検出された。建

物の壁と平行するように配置されており、本来は４

基の主柱穴が方形に配置されていたものと考えられ

る。柱穴はかなり深く、Ｐ１・２は深さ0.6ｍほど

ある。土層断面では柱痕と思われる土層も確認され

た（A-A'・B-B'断面第10層）。Ｐ２からはクリの炭

化材が検出されており（第Ⅷ章第３節）、クリが柱

材に用いられていた可能性もある。

炉は建物中央で検出された。不整形な浅い土坑が

検出され、焼土の広がりが認められた。土層断面か

らみると、２基の土坑が重複しているものとみられ、

炉の造り替えが行われた可能性もある。建物中央か

ら南西側にかけても焼土が数箇所から検出されてい

るが、性格は不明である。

貯蔵穴は、残存する部分では検出されなかった。

壁際溝は、残存する部分では全周している。

貼床は、建物全体に施されている。また、周溝状

掘形が建物の壁に沿って検出されており、この周溝

状掘形を埋める形で貼床が厚く施されている。

また、壁面に壁際溝と重複する形で小型のピット

が複数検出された。土層断面から、壁際溝より前に

掘り込まれたものと考えられる。西壁では2.4ｍ間

隔、南壁では3.0ｍ間隔で確認されており、北壁で

も１箇所認められる。建物の壁の構造と関係する壁

柱穴と考えられる。土層断面で柱痕とみられる土層

が確認できることから（D-D'・E-E'断面第３層）、

細い柱または杭状のものが立てられていた可能性が

ある。

遺物は、主柱穴Ｐ１から土師器高坏の脚部片が出

土している。埋土中からも土師器や台石が出土した。

また、貼床中からは縄文土器深鉢が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉と考えられる。

ＳＨ202（第105図） 第２次調査区の北東部で検出

した建物である。東隅が削平により不明瞭であるが、

平面形は長軸4.6ｍ、短軸3.9ｍの長方形を呈する。

やや小型の建物である。

明確な主柱穴は検出できなかった。建物中央より

やや東側の、浅い土坑状の遺構の付近で焼土が検出

されており、炉の痕跡と考えられる。

貯蔵穴は検出されていない。壁際溝は削平を受け

ている東隅付近では確認できなかったが、断続的に

全周していたものと思われる。建物の西側では壁際

溝の外側に沿って浅い落ち込みが検出されているが、

建物構造との関係は不明である。

貼床は、建物全体に施されている。また、周溝状

掘形が建物の壁に沿って検出されており、この周溝

状掘形を埋める形で貼床が厚く施されている。

遺物は、埋土中や床面のピットから土師器が出土

しているが、いずれも小片である。また、主に貼床

中から縄文土器の破片が多数が出土している。先行

して縄文時代の遺構が存在していた可能性が高い。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ204（第106図） 第２次調査区の北東部で検出

した建物である。平面形は長軸4.6ｍ、短軸3.9ｍの

長方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

長方形に配置されている。Ｐ３では平面で柱痕状の

痕跡を確認したが、その上面から完形に近い土師器

小型丸底壺が出土しているため、柱は抜き取られた

か切断されたものと考えられる。

建物中央付近の床面の複数箇所から焼土が検出さ

れており、炉の痕跡と考えられる。貯蔵穴とみられ

る土坑は、東隅から検出された。平面形が円形の小

型の土坑で、東側が一段深く掘り込まれている。

壁際溝は全周する。建物床面には周溝状掘形が認

められ、貼床はその部分を中心に施されている。周
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第104図 ＳＨ201（1/60）
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第105図 ＳＨ202（1/40）
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第106図 ＳＨ204（1/40）
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溝状掘形は壁に沿ってロ字形に全周する。

建物内からは、多数の土師器や台石、砥石などが

検出されている。建物内全体から散在的に出土した

が、特に西隅付近で多数の遺物が集中して出土した。

また、建物中央付近では多数の炭化材が検出された。

クリやコナラ節の材が中心で（第Ⅷ章第３節）、建

物の構築材として用いられていたものと思われ、焼

失建物である可能性が高い。

遺物は、埋土中から土師器や砥石、台石が出土し

ている。土師器には小型丸底壺や精製の広口壺が目

立つ。砥石が複数出土している点も特徴的である。

また、剣形石製品と思われるものが１点出土した。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期後

葉と考えられる。

ＳＨ206（第107図） 第２次調査区の東端で検出し

た建物である。東側の一部は調査区外の道路下へと

続くが、道路建設時に削平を受けている可能性が高

い。ＳＫ151の北側を一部壊して構築されている。

平面形は長軸5.7ｍ、短軸5.6ｍの正方形に近い方形

を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。柱穴はかなり深く、

Ｐ３・４は深さ0.5ｍほどあり、土層断面で柱痕な

いし柱の抜き取り痕が明瞭に確認できる。

建物中央よりやや南西側の床面から焼土が検出さ

れており、炉の痕跡と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南隅付近から検出され

た。平面形がやや不整形な円形の小型の土坑で、深

さは0.4ｍほどある。まっすぐに掘り込まれ、壁面

はほぼ垂直となる。また、土層断面では周囲が浅く

落ち込む様子が確認できる。

壁際溝はほぼ全周するが、西隅付近で若干途切れ

る。壁に沿ってやや幅が狭い周溝状掘形が検出され

ており、この周溝状掘形を埋める形で貼床が施され

ていた。ただし、周溝状掘形は西隅付近では検出さ

れなかった。

遺物は、主柱穴Ｐ５から土師器壺の口縁部片が出

土している。埋土中からも土師器が出土しているが、

出土量は少ない。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉の可能性が高い。

ＳＨ207（第108・109図） 第２次調査区の東端で

検出した建物である。東隅の一部をＳＫ151によっ

て削平されている。ＳＨ214より後出する。遺存状

況が悪いが、平面形は長軸5.7ｍ、短軸5.6ｍの正方

形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。柱穴はＰ５・７は深

さ0.5ｍほどと深いが、Ｐ８は0.4ｍほどで若干浅い。

いずれの柱穴においても土層断面で柱痕ないし柱の

抜き取り痕が明瞭に確認できる。また、Ｐ８の周囲

には柱穴に伴う貼床と考えられる土層が認められる

（D-D'断面Ｐ８第６層）。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。貯蔵

穴とみられる土坑は、南隅付近から３基検出された。

いずれも平面形が円形ないし不整形な円形の小型の

土坑である。最も東側の土坑は深さが0.6ｍとかな

り深いが、残りの２基は深さ0.3ｍほどとやや浅い。

貯蔵穴の造り替えが行われた可能性もあるが、この

３基には重複関係がないため、新旧があるのか不明

である。

壁際溝は北隅付近でわずかに検出されたのみであ

る。貼床は調査時には確認されていないが、土層断

面からみると壁に沿って浅い周溝状掘形が存在し、

その部分を中心に貼床が施されているものと考えら

れる（A-A'・B-B'断面第７・８層）。

建物西隅では、土師器壺（1155）が１個体出土し

ている。

遺物は、中央の貯蔵穴から縄文土器深鉢の小片が

出土している。埋土中からも土師器が出土している。

遺物の出土量は少ないものの、柳ヶ坪型壺の口縁部

や、壺の体部の大きな破片がみられる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期前

葉～中葉と考えられる。

ＳＨ208（第110図） 第２次調査区の東部で検出し

た建物である。ＳＨ209・211・213・214など、多数

の竪穴建物が重複する中に位置する。ＳＨ209・238・

213・214に先行し、それらの建物によって大部分が

削平を被っている。そのため全体の形状が不明確で

あるが、平面形は長軸5.7ｍほどの方形を呈するも

のと思われる。

明確な主柱穴は検出できなかった。建物東隅付近
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第107図 ＳＨ206（1/40）
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第108図 ＳＨ207①（1/40）
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第109図 ＳＨ207②（1/40、1/20）
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第110図 ＳＨ208（1/40）
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で焼土が検出されているが、ＳＨ214に伴うもので

ある可能性が高い。他には焼土は検出されておらず、

炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は南隅から検出された。平

面形が楕円形の小型の土坑で、浅い椀形に掘り込ま

れている。

壁際溝は、東隅付近で途切れている。また、北隅

付近についても途切れている可能性がある。

貼床は、建物全体に施されているようである。土

層断面からみると、建物中央付近がやや深く掘り込

まれており、それを埋める形で貼床が厚く施されて

いる。

遺物は、埋土中や床面上から土師器や台石が出土

している。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ209（第111・112図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。ＳＨ208・211・213・214など、

多数の竪穴建物が重複する中に位置する。古墳時代

後期の建物ＳＨ213によって北東部が削平を被って

いる。ＳＨ208・238より後出する。ＳＨ238とは全

体が重複しているが、ＳＨ209の方が一回り規模が

大きく、入れ子状になっている。北東隅付近が削平

を被っており形状が不明確であるが、平面形は長軸

5.9ｍ、短軸5.8ｍの正方形に近い方形を呈する。た

だし、東側と南側の壁面は直線的ではなく、やや外

方へ膨らむ。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。南西隅の主柱穴はＳ

Ｈ238の貯蔵穴と重複する。柱穴の土層断面では、

柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認できる。

ＳＨ209の床面からは焼土は検出されず、炉の位

置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅から検出された。

平面形が円形の小型の土坑で、周囲から土師器甕・

高坏・器台の破片や砥石と思われる石製品が集中的

に検出された。

壁際溝は南東隅付近で途切れ、東側では検出でき

なかった。貼床は、建物全体に施されている。先行

するＳＨ238の窪みを埋めるように厚く土が入れら

れており（A-A'断面第６層、B-B'・C-C'断面第８・

９層）、それが貼床としても機能している。ＳＨ238

との間には、床面に高低差があり主軸方向も揃わな

いなど拡張や建て替えとは考えにくい点もあるが、

ＳＨ238が床面直上からほぼＳＨ209の貼床を兼ねた

埋土で埋積されていることを鑑みれば、両者に大き

な時期差を想定することは難しい。

遺物は、主柱穴Ｐ２から土師器が出土している。

貯蔵穴からは、遺存状況が良好な土師器の小型高坏

が出土した。埋土中からも土師器や砥石と思われる

ものが出土している。貯蔵穴付近からまとまって出

土したものの他、全形が復元できる高坏形装飾器台

などが認められる。また、須恵器坏身も出土してい

るが、ＳＨ213からの混入と思われる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ210（第113図） 第２次調査区の東部で検出し

た建物である。ＳＨ209・211・213・214など、多数

の竪穴建物が重複する箇所で最も南側に位置する。

ＳＨ208・214に先行し、それらの建物によって北隅

付近が削平を被っている。平面形は長軸4.8ｍ、短

軸4.7ｍの正方形に近い方形を呈する。ただし、南

西側の壁面は直線的ではなく、やや外方へ膨らむ。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。柱穴はかなり深く、

Ｐ１・３は深さ0.6ｍほどあり、土層断面で柱痕な

いし柱の抜き取り痕が明瞭に確認できる。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。ただ、

建物中央より南西側で浅い小型の土坑が検出されて

おり、これが炉の可能性もある。

貯蔵穴とみられる土坑は南隅から検出された。平

面形が楕円形の小型の土坑で、壁際溝と重複して掘

り込まれている。

壁周溝は全周すると思われるが、ＳＨ208と重複

する付近では途切れている可能性もある。

貼床は明瞭には検出できなかったが、部分的に施

されている可能性がある。

遺物は、主柱穴Ｐ５から土師器高坏の脚部片が出

土している。埋土中からも土師器が出土しているが、

古墳時代後期の土師器が少量混じる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。
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第111図 ＳＨ209・238①（1/40）
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第112図 ＳＨ209・238②（1/40、1/20）
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第113図 ＳＨ210（1/40）
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第114図 ＳＨ211①（1/60）
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ＳＨ211（第114・115図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。ＳＨ209・210・213・214・230

など、多数の竪穴建物が重複する中に位置する。北

西部の壁面付近が近世以降の大溝状の撹乱によって

失われているほか、古墳時代後期の建物ＳＨ213に

よって南隅付近が削平を被っている。また、ＳＨ207・

214・230・240に先行し、それらの建物によって一

部削平を被っている。そのため全体の形状が不明確

であるが、平面形は長軸8.3ｍほどの正方形に近い

方形を呈するものと思われる。かなり大型の建物で、

重複するＳＨ214と同程度の規模である。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。柱穴はかなり深く、

西隅の柱穴は深さ0.8ｍほどあり、土層断面で柱痕

ないし柱の抜き取り痕が確認できる。

建物中央付近では、焼土が複数箇所で検出された。

炉の存在を示すと考えられるが、比較的広い範囲に

わたっており、いずれが炉の痕跡かは判別できない。

貯蔵穴とみられる土坑は、南隅付近から検出され

た。平面形が円形の小型の土坑で、まっすぐに掘り

込まれ、壁面はほぼ垂直となる。また、上層部では

壁面の一部に段が付けられている。

壁際溝は南半部では検出されたが、撹乱によって

削平を被るなどした北半部では検出されなかった。

貼床は、建物全体に施されている。また、周溝状

掘形が建物の壁に沿って検出されており、この周溝

状掘形を埋める形で貼床が厚く施されている。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、出

土量は少なく、いずれも小片である。また、縄文土

器も少量出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭の可能性が高い。

ＳＨ212（第116・117図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。ＳＨ209・211・213・230など、

多数の竪穴建物が重複する箇所で最も西側に位置す

る。ＳＨ230に先行し、それによって大部分が削平

を被っている。ＳＨ236よりは後出するとみられる

ものの、新旧関係は確実には判断できなかった。全

体の形状は不明確であるが、平面形は一辺6.6ｍほ

どの方形を呈するものと思われる。

主柱穴は遺存している南半部で２基検出された。

元は４基の主柱穴が建物の平面形に沿って方形に配

置されていたものと考えられる。

南壁沿いで焼土が検出されており、付近に炉が存

在した可能性がある。貯蔵穴は検出されなかった。

壁際溝は遺存している範囲ではほぼ全周する。

貼床は建物が遺存している範囲では全面にわたっ

て施されていたが、周溝状掘形は認められなかった。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、出

土量は少ない。小片であるが、手焙形土器も出土し

第115図 ＳＨ211②（1/40）
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第116図 ＳＨ212・230・236①（1/60）
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第117図 ＳＨ212・230・236②（1/60、1/40）



―163―

第118図 ＳＨ214①（1/60）
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ている。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉と考えられる。

ＳＨ214（第118・119図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。ＳＨ209・210・213・230・236

など、多数の竪穴建物が重複する中に位置する。古

墳時代後期の建物ＳＨ213によって西隅付近が削平

を被っている。また、ＳＨ207より先行し、それに

よって北東部が削平を被っている。ＳＨ210・211よ

り後出する。平面形は長軸・短軸ともに7.7ｍのほ

ぼ正方形を呈する。かなり大型の建物である。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。柱穴はかなり深く、

Ｐ６では深さ0.7ｍ近くある。Ｐ３では、土層断面

で柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認できる。

建物の床面では複数箇所から焼土が検出されてい

第119図 ＳＨ214②（1/60、1/40）
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るが、中でも建物中央よりやや東側ではかなりの焼

土の分布が見られ、炉の痕跡と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、３基検出された。１基

は南隅から検出された、平面形が不整形な楕円形の

小型の土坑である。土層断面からは、一度埋没した

後に再掘削されたような状況も認められる。残りの

２基は南東壁沿いで検出された。いずれも平面形が

円形の土坑で、南側のものは深さ0.8ｍほどとかな

り深い。

壁際溝は全周する。南隅と東隅では、壁よりやや

内側に掘り込まれている。

貼床は、建物全体に施されていたようである。ま

た、周溝状掘形が建物の壁に沿って検出されており、

この周溝状掘形を埋める形で貼床が厚く施されてい

る。

壁面からは、壁際溝と重複する形で小型のピット

が複数検出された。北西壁では1.0～2.0ｍ間隔で４

箇所、北東壁では2.5ｍ間隔で３箇所、南東壁では

2.0ｍ間隔で４箇所、南西壁では1.5～2.0ｍ間隔で

３箇所確認されている。いずれも建物外へやや張り

出すように設けられており、中には完全に壁の外に

設けられているものもある。建物の壁の構造と関係

する壁柱穴の可能性が考えられる。土層断面では柱

痕とみられる土層が確認されており（D-D'断面第１・

２層）、細い柱ないし杭状のものが立てられていた

可能性がある。

この他、北東部では壁面方向から建物中央に向かっ

て延びる細い溝が検出されている。西側と南側の主

柱穴の間にも細い溝が検出されており、これらは間

仕切りなど、建物に伴う構造物の可能性が考えられ

る。

なお、西側では粘質土の焼土塊とともに、炭化物

が出土しており、焼失建物の可能性もある。

遺物は、南東壁沿い南側の貯蔵穴と南隅貯蔵穴か

ら土師器が出土している。南東壁沿い南側貯蔵穴か

ら出土した遺物には、ほぼ全形が復元できる高坏な

どがある。南隅貯蔵穴からは内面に水銀朱が付着し

た鉢が出土した。埋土中からも土師器が出土してい

る。その中には、東海地方東部の影響を受けたと考

えられる壺なども認められる。この他、縄文土器や

剥片も出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ216（第120図） 第２次調査区の南東部で検出

した建物である。古墳時代後期の建物ＳＨ215・217

によって一部削平を被っているが、深く掘り込まれ

ているために全体がよく遺存している。ＳＨ218よ

り後出する。平面形は長軸4.3ｍ、短軸3.4ｍの長方

形を呈する。比較的小型の建物である。

明確な主柱穴は検出できなかった。

焼土は平面では明瞭な広がりは東隅でしか確認で

きなかったが、土層断面では建物中央よりやや北西

側で床面直上において焼土層が確認されており、こ

の付近に炉が存在したものと考えられる。建物中央

より西側で浅い小型の土坑が検出されており、これ

が炉の可能性もある。

貯蔵穴とみられる土坑は、南隅から検出された。

平面形が楕円形の小型の土坑で、壁際溝とほぼ接し

て掘り込まれている。土層断面からは、一度埋没し

た後に再掘削されたような状況も認められる。

壁周溝は全周する。平面では明瞭に検出できなかっ

たが、土層断面では周溝状掘形の存在が確認でき、

貼床はその部分を中心に施されている。周溝状掘形

は、壁沿いを全周していたものと推定される。

また、南東側の壁面の中央付近から細い溝が建物

中央に向かって延びる。間仕切りなど、建物に伴う

構造物の可能性が考えられる。

床面からは、多数の炭化材が検出されている。一

部は壁際溝の上面からも検出された。ほとんどがク

ヌギ節の材であるが、アカガシ亜属の丸木材やツバ

キ属の材も検出されている（第Ⅷ章第３節）。これ

らは建物の構築材として用いられていたものと思わ

れ、焼失建物である可能性が高い。

遺物は、埋土中から土師器や軽石が出土している。

土師器には赤彩された壺などが認められる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期前

葉～中葉と考えられる。

ＳＨ218（第121・122図） 第２次調査区の南東部

で検出した建物である。古墳時代後期の建物ＳＨ217

によって一部削平を被っている。また、ＳＨ216・

219・233より先行し、それらの建物によって北壁の

一部や南西隅付近が削平を被っている。平面形は長
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第120図 ＳＨ216（1/40）
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第121図 ＳＨ218①（1/40）
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軸6.3ｍ、短軸6.0ｍの正方形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。Ｐ３・４では土層断

面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認できる。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。貯蔵

穴とみられる土坑は、南壁付近から２基検出された。

南東隅のものは平面形が楕円形の大型の土坑で、主

柱穴Ｐ４と一部重複している。南西隅付近のものは

平面形が楕円形のやや小型の土坑で、ＳＨ219によっ

て一部削平を被っている。埋土中から古墳時代後期

のものと思われる土師器椀が出土しているため、上

部から掘り込まれた新しい土坑の可能性もあるが、

ＳＨ219との重複関係から当該建物に伴うものと判

断した。

壁際溝は、ＳＨ216と重複する付近でやや途切れ

るものの、ほぼ全周する。

貼床は、建物全体に施されている。また、かなり

幅が広い周溝状掘形が建物の壁に沿って検出されて

おり、この周溝状掘形を埋める形で貼床が厚く施さ

れている。

遺物は、西側貯蔵穴から土師器椀が出土している。

古墳時代後期のものの可能性が高く、ＳＨ217から

の混入と考えられる。埋土中や床面のピットからも

土師器や須恵器が出土している。須恵器は古墳時代

後期のもので、土師器にも長胴の土師器甕が認めら

れるが、やはりＳＨ217からの混入の可能性が高い。

出土遺物やＳＨ219・233との重複関係からみて、

遺構の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ219（第123・124図） 第２次調査区の南東部

で検出した建物である。ＳＨ221に先行し、この建

物と大きく重複するためかなり削平を被っているが、

一段深く掘り込まれているために、床面付近はほぼ

全体が遺存している。ＳＨ218・233より後出する。

平面形は長軸5.4ｍ、短軸5.1ｍの正方形に近い方形

を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。貯蔵

穴とみられる土坑は、南隅付近から検出された。平

面形が円形の小型の土坑である。

第122図 ＳＨ218②（1/40）
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第123図 ＳＨ219・221・233①（1/50）
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壁際溝は全周する。北隅と東隅では壁面よりやや

内側に掘り込まれている。

貼床は明瞭には確認できず、周溝状掘形も認めら

れないが、土層断面では一部に貼床と思われる土層

も確認できる（A-A'・B-B'・C-C'断面第13層）。

遺物は、埋土中から土師器や須恵器が出土してい

る。小片が多いが、赤彩された壺の体部片や、ほぼ

全形が復元できた鉢などが認められる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ221（第123・124図） 第２次調査区の南東部

で検出した建物である。ＳＨ219・233より後出する。

平面形は長軸・短軸5.7ｍの正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

正方形に近い形に配置されているが、南側の柱穴の

位置がずれており、やや歪な配置となっている。Ｐ

２では土層断面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認

できる。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。貯蔵

穴とみられる土坑は、南隅付近から検出された。平

面形が楕円形の小型の土坑である。

壁際溝は、南西壁沿いと南東壁沿いの一部で検出

されたが、それ以外では遺構の重複や地山に礫が多

く含まれていたことなどによって明瞭に検出できな

かった。ただし、土層断面からみると北西壁沿いや

北東壁沿いにも壁際溝が存在したものと思われる。

貼床は調査時には検出できず、周溝状掘形も検出

されなかったが、土層断面では貼床と思われる土層

が確認できる（A-A'・B-B'・C-C'断面第５・６層）。

床面では、主柱穴Ｐ２の東側で人頭大の礫と完形

に近い土師器広口壺（1288）が出土した。また、北

側や南西側でも土師器や礫が散在する状況が認めら

れた。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。遺物

の出土量はかなり多く、壺や甕、高坏、器台、鉢な

ど複数の器種が含まれている。中でも壺・甕・高坏

は個体数が多い。壺には広口壺の他、瓢形壺や短頸

壺など、多様な器形のものが認められる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ222（第125図） 第２次調査区の南東部で検出

した建物である。北東部が風倒木痕と思われるもの

で撹乱を被っている。そのため、平面形については

不明な部分もあるが、現状では長軸・短軸3.4ｍほ

どの正方形を呈している。

これを小型の竪穴建物とみた場合、主柱穴にあた

るような柱穴は認めがたいが、四隅にあたる部分か

らはピットが検出されている。これを主柱穴と考え

れば、当該建物は本来もう少し規模が大きいもので、

削平により建物中央部分の掘形のみが遺存した可能

性が高い。北壁付近が一部突出して不整形になる点

も、これが建物掘形と考えれば整合的であろう。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。貯蔵

穴とみられる土坑や壁際溝は、建物と認識していた

方形の掘り込み内からも、その周囲からも検出され

なかった。

土層断面では、方形の掘り込み内に貼床と思われ

る土層が確認できる。建物掘形とすれば、これを埋

める形で貼床が施されていたものと考えられる。

遺物は、主柱穴Ｐ３から土師器のＳ字状口縁甕の

破片がほぼ１個体分出土している。埋土中からも土

師器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ223（第126図） 第２次調査区の南東部で検出

した建物である。平面形は長軸5.1ｍ、短軸4.0ｍの

長方形を呈する。

明確な主柱穴は検出できなかった。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。貯蔵

穴とみられる土坑も検出されなかった。

壁際溝は南隅付近では不明瞭であったが、ほぼ全

周している。

貼床は、建物全体に施されている。建物の中央部

がやや深く掘り込まれており、それを埋めるように

貼床が厚く施されている（第５・６層）。建物中央

部のみ別の質の貼床が上面に施されているようで

（第２層）、その貼床の変化が床面で確認できた。

東隅付近では、床面付近で土師器がまとまって出

土している。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。遺物

の出土量は比較的多い。小片が多いが、遺存状況が

良好な小型丸底壺や赤彩された広口壺の口縁部など



―172―

第125図 ＳＨ222（1/40）
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第126図 ＳＨ223・240（1/40）
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が認められる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期後

葉と考えられる。

ＳＨ230（第116・117図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。ＳＨ209・211・213・236など、

多数の竪穴建物が重複する中に位置する。北隅が近

世以降の大溝状の撹乱によって削平を被っている。

ＳＨ211・212・236より後出し、多数の建物が重複

する中で、最も新しい時期に構築されたものの一つ

である。また、重複している３棟の建物よりもかな

り深く掘り込まれている。平面形は長軸7.0ｍ、短

軸6.8ｍの正方形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。柱穴はＰ３など深い

もので深さ0.6ｍほどあるが、Ｐ２はやや浅い。い

ずれの柱穴でも土層断面で柱痕ないし柱の抜き取り

痕が確認できる。

建物中央よりやや北東側の床面から焼土が検出さ

れており、炉の痕跡と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南隅から検出された。

平面形が不整形な楕円形の大型の土坑で、長径1.7

ｍほどある。北東側は段状に浅くなる。ほぼ壁に接

するように掘り込まれている。また、東隅よりやや

南側の壁沿いでも貯蔵穴の可能性がある土坑が検出

された。平面形が円形の小型の土坑で、深さは0.5

ｍほどある。両側からは、浅い溝状の遺構が検出さ

れた。貯蔵穴ではなく、他の施設とも考えられる。

壁際溝は、貯蔵穴と重複する箇所以外は全周する

と思われる。

床面ではごく浅い周溝状掘形が建物の壁に沿って

検出されており、貼床はこの部分を中心に施されて

いる。

また、南東側の壁面の中央付近から細い溝が建物

中央に向かって延びる。間仕切りなど、建物に伴う

構造物の可能性が考えられる。

遺物は、埋土中から土師器や鉄製品が出土してい

る。土師器は小片が多いが、高坏形装飾器台などが

認められる。鉄製品は棒状の鉄製品が１点出土した。

この他、縄文土器も少量出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ233（第123・124図） 第２次調査区の南東部

で検出した建物である。ＳＨ219・221に先行し、そ

れらの建物と大きく重複するためかなり削平を被っ

ており、北東側の一部が遺存しているのみである。

ＳＨ218より後出する。全体の形状は不明確である

が、平面形は一辺4.4ｍ以上の正方形に近い方形を

呈するものと思われる。

削平を被っていたものの、主柱穴はＳＨ219の床

面でも確認でき、４基検出することができた。建物

の平面形に沿ってほぼ正方形に配置されている。柱

穴の土層断面では、柱痕ないし柱の抜き取り痕が確

認できる。

遺存状態が悪いため、炉やそれに伴う焼土、貯蔵

穴は確認できなかった。壁際溝も遺存している部分

では検出できなかったが、土層断面からみると、壁

際溝が存在していた可能性が高い（A-A'・B-B'・C-

C'断面第16層）。

貼床は、建物が遺存している範囲ではほぼ全体に

施されているが、周溝状掘形は認められない。

遺物は、埋土中から土師器や台石が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ236（第116・117図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。ＳＨ211・212・213・230など、

多数の竪穴建物が重複する中に位置する。ＳＨ230

に先行し、それによって大部分が削平を被っている。

また、ＳＨ212よりも先行するとみられるものの、

新旧関係は確実には判断できなかった。全体の形状

は不明確であるが、平面形は一辺4.9ｍ以上の方形

を呈するものと思われる。

他の建物による削平が大きく、貯蔵穴や貼床は確

認できなかった。主柱穴も確実なものは確認できな

かったが、主柱穴の可能性があるピットはいくつか

検出されている。焼土も検出されなかったため、炉

の位置は不明である。

壁際溝は、建物が遺存する部分では確認できたが、

南隅付近では途切れる可能性がある。

遺物は、主柱穴の可能性もあるピット（Ｐ１）か

ら鉄鏃が１点出土している。埋土中からも土師器が

出土しているが、小片が少量出土したのみである。

赤彩された壺の体部片などが認められる。
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出土遺物やＳＨ230との重複関係からみて、遺構

の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ238（第111・112図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。ＳＨ208・211・213・214など、

多数の竪穴建物が重複する中に位置する。ＳＨ209

に先行し全体が重複しているが、ＳＨ209の方が一

回り規模が大きく、入れ子状になっている。ＳＨ209

よりも一段深く掘り込まれているため、床面はほぼ

全体が遺存している。ＳＨ208より後出する。平面

形は長軸5.2ｍ、短軸4.6ｍの方形を呈する。ただし、

北東隅の角はやや丸みを帯びる。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

方形に配置されている。

建物中央や、中央よりやや西側の床面から焼土が

検出されており、炉の痕跡と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近から検出さ

れた。平面形が円形の小型の土坑で、ＳＨ209の柱

穴と重複している。

壁際溝は全周する。貼床は、建物全体に施されて

いる。南側では周溝状掘形が建物の壁に沿って検出

されており、この周溝状掘形を埋める形で貼床が厚

く施された後に、床面全体に及ぶ貼床が施されてい

るようである（B-B'・C-C'断面第15層）。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。出土

量は少量で、小片のみである。

出土遺物とＳＨ209との重複関係からみて、遺構

の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ240（第126図） 第２次調査区の東部で検出し

た建物である。ＳＨ209・211・213・230など、多数

の竪穴建物が重複する箇所で最も北側に位置する。

ＳＨ211より後出する。大規模な撹乱溝によって北

側が大きく削平を被っており、南東隅が一部遺存し

ているのみである。そのため全体の形状は不明であ

るが、平面形は方形を呈する可能性が高い。

主柱穴は１基検出され、土層断面で柱痕とみられ

るものが確認されている。削平により総数は不明で

あるが、主柱穴が遺存する位置からみて、４本の主

柱穴が方形に配されていた可能性が高い。

遺存している範囲では、炉やそれに伴う焼土など

は確認できなかった。貯蔵穴も検出されていない。

壁際溝は、遺存している範囲では途切れずめぐら

されている。

貼床は、部分的に確認された。西壁沿いに幅が狭

い周溝状掘形が検出されており、その部分を中心に

貼床が施されている。

また、南側の壁面から細い溝が建物中央に向かっ

て延びる。間仕切りなど、建物に伴う構造物の可能

性が考えられる。

ごく一部しか遺存していないこともあり、遺物は

出土しなかった。

ＳＨ211との重複関係や、間仕切り溝らしい構造

物が存在することなどからみて、遺構の時期は古墳

時代前期初頭～前葉の可能性が高いと考えられる。

ＳＨ243（第127図） 第２次調査区の中央部で検出

した建物である。平面形は長軸4.1ｍ、短軸3.4ｍの

長方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。貯蔵

穴とみられる土坑としては、北隅で平面形が円形の

小型の土坑が検出されたものの、後出する遺構の可

能性が考えられる。この他には貯蔵穴に該当する遺

構は確認されていない。

壁際溝は、南東壁沿いで断続的に検出されたのみ

である。

貼床は、建物全体に施されている。周溝状掘形は

明確には検出されていないが、土層断面では南東壁

付近に不整形な落ち込みが確認でき、部分的に周溝

状掘形のような掘り込みが施されていた可能性があ

る。

建物内からは、土師器片が散在的に出土している。

東隅付近では完形に近い土師器小型壺（1521）がほ

ぼ床面直上で検出された。また、南東壁沿いで径50

～60㎝ほどの粘土塊が出土した。

遺物は、埋土中や床面上から土師器や鉄鏃が出土

している。土師器には先述の小型壺の他、甕や高坏

の大きな破片が認められる。鉄鏃は１点出土した。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ244（第128図） 第２次調査区の中央部で検出

した建物である。平面形は長軸5.5ｍ、短軸5.5ｍの

正方形を呈する。
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第127図 ＳＨ243（1/40、1/20）
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第128図 ＳＨ244（1/40）
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主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。Ｐ４では、土層断面

で柱痕とみられるものが確認できる。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、北東隅付近から検出さ

れた。平面形が円形のピット状の小型のもので、深

さは0.5ｍほどある。また、周囲は方形に浅く掘り

下げられており、有機質の蓋などが存在した可能性

も考えられる。

壁際溝はほぼ全周するが、北西壁沿いでは一部が

途切れている。

貼床は、建物全体に施されている。また、周溝状

掘形が建物の壁に沿って検出されており、この周溝

状掘形を埋める形で貼床が厚く施されている。なお、

いくつかの主柱穴の周囲では、平面で貼床の様相が

やや異なる状況が確認できた。土層断面からみると、

柱穴の周囲に質の異なる貼床状の粘質土が施されて

いることが分かる（C-C'断面第１層）。さらに、Ｐ

２では柱穴付近が皿状に浅く掘り窪められ、建物全

体に貼床を施す前にその窪みを埋める形で粘質土が

施され（E-E'断面第３・５層）、貼床を施した上に、

また別途粘質土を施している（E-E'断面第１層）。

これらは、建物の柱を強固に据えるために行われた

ものと考えられる。

遺物は、貯蔵穴から縄文土器深鉢の口縁部片が出

土している。混入したものと考えられる。埋土中か

らも土師器が出土している。遺構の遺存状況は比較

的良好であるにも関わらず、遺物の出土量は少なく

小片が多い。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉と考えられる。

ＳＨ245（第129・130図） 第２次調査区と第３次

調査区との境で検出した建物である。平面形は長軸

5.5ｍ、短軸5.2ｍの正方形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明であるが、南

西側の主柱穴間で大型の礫が検出されており、これ

が炉と関係するものであれば、添石炉であった可能

性も考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、東隅付近から検出され

た。平面形が円形の小型の土坑で、周囲が段状に掘

り込まれている。貯蔵穴内からは土器片が複数出土

しているが、埋没過程で落ち込んだものと考えられ

る。また、北東壁沿いでも楕円形の土坑が検出され

た。ただし、かなり浅いもので、貯蔵穴とは考えに

くい。床面の一部がピット状に窪んでおり、その箇

所から完形に近い土師器高坏（1565）が出土した。

壁際溝は、第２次調査区内ではほぼ全周する。南

東壁中央付近では途切れているようにみえるが、土

層断面からはこの箇所にも壁際溝が存在した可能性

が窺われる（C-C'断面第４層）。第３次調査区内で

は壁際溝の存在は確認されていないが、本来は壁際

溝が存在していた可能性が高い。

貼床は、建物全体に厚く施されている。また、建

物南半部では周溝状掘形が検出されており、特に南

東壁沿いではかなり深く掘り込まれていることが確

認できる。

また、北隅の主柱穴から北東壁と北西壁に向かっ

て細い溝が延びている。他の建物で検出されている

ものとは位置が異なるが、やはり間仕切りなどの建

物に伴う構造物の可能性が考えられる。

建物内からは、多数の土師器が出土している。特

に、南隅付近では完形に近いものも認められた。ま

た、南隅の主柱穴の横からは長径50㎝を超えるよう

な大型の粘土塊が検出された。良質な粘土で、土器

製作のために保管されていた可能性なども考えられ

よう。

遺物は、貯蔵穴から土師器の高坏や有孔鉢の破片

が出土している。埋土中からも土師器や鉄製品、粘

土塊が出土している。土師器には完形に近い壺や高

坏の他、遺存状況が良好な鉢が複数個体認められる。

鉄製品は、棒状鉄製品の小片が１点出土した。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ246（第131図） 第２次調査区の中央部で検出

した建物である。平面形は長軸4.5ｍ、短軸4.4ｍの

ほぼ正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

正方形に配置されている。Ｐ２では、土層断面で柱

痕とみられるものが確認できる。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。ただ
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第129図 ＳＨ245①（1/40）
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第130図 ＳＨ245②（1/40、1/20）

し、建物中央付近で細長い大型の礫が検出されてお

り、添石炉であった可能性も考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、東隅から検出された。

平面形が円形のピット状の小型のもので、深さは0.4

ｍほどある。壁面の一部はオーバーハングしている。

壁際溝は途切れず全周する。

貼床は、建物全体に施されている。また、周溝状

掘形が建物の壁に沿って検出されており、この周溝

状掘形を埋める形で貼床が厚く施されている。なお、

いくつかの主柱穴の周囲では、平面でやや貼床の様

相が異なる状況が確認できた。土層断面からみると、

柱穴の周囲に質の異なる貼床状の粘質土が施されて

いることが分かる。Ｐ２では床面に貼床を施した後

に、柱周辺を掘り窪めてシルト質土を充填し（C-C'

断面第２層）、根固め状にしている。これらは、建

物の柱を強固に据えるために行われたものと考えら

れる。

建物内からは、多数の土師器が出土している。た

だし、一定の箇所に集中する様子は認めがたく、散

在的である。また、南隅付近の床面からは長径50㎝

ほどの大型の粘土塊が検出された。良質な粘土で、

土器製作のために保管されていた可能性も考えられ

よう。

遺物は、主柱穴Ｐ１から土師器台付甕の脚台部片

が数点出土している。埋土中や床面から検出された

ピットなどからも土師器や粘土塊が出土している。
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第131図 ＳＨ246（1/40）
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出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ254（第132・133図） 第２次調査区の北東部

で検出した建物である。平面形は長軸・短軸ともに

6.0ｍの正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。いずれの主柱穴にお

いても検出時に柱痕とみられる痕跡が認められ、土

層断面でも明確に確認できる。

建物中央よりやや北西側の床面から、広い範囲で

焼土が検出されているようで、その付近に炉が存在

したと考えられる。焼土に伴って大型の礫も検出さ

れており（写真図版49）、添石炉であった可能性も

考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、西隅及び南隅から検出

された。西隅のものは、平面形が楕円形のやや大型

の土坑である。土層断面からは、埋没後に再掘削さ

れた可能性も窺われる。南隅のものは、平面形が円

形のピット状の小型のものである。

壁際溝は全周する。南東壁沿いでは一部が壁面よ

りもやや内側に掘り込まれている。

床面からは壁に沿ってやや幅が狭い周溝状掘形が

検出されており、この周溝状掘形を埋める形で貼床

が施されていた。ただし、周溝状掘形より内側につ

いては明確な貼床は検出されていない。周溝状掘形

は北東壁沿いでは検出されなかったが、土層断面か

らは北東部にも存在した可能性が高く、基本的に建

物を全周するように掘り込まれていたものと考えら

れる。

南東壁沿いでは、Ｓ字状口縁甕（1631）の大型の

破片が検出されている。ただし、出土位置は壁際溝

上で、床面からも若干浮いている。また、南西部で

は壺（1610）の上半部が口縁部を下にした状況で検

出されている（写真図版49）。

遺物は、西隅貯蔵穴から土師器高坏、東側貯蔵穴

から須恵器坏蓋の破片が出土している。埋土中から

も土師器が出土している。遺物の出土量は比較的多

く、完形に近い小型高坏なども認められる。また、

縄文土器や剥片なども出土した。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期前

葉と考えられる。

ＳＨ299（第134図） 第２次調査区の中央部で検出

した建物である。平面形は長軸5.6ｍ、短軸5.5ｍの

ほぼ正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

正方形に配置されている。北隅の主柱穴では、土層

断面で柱痕とみられるものが確認できる。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、東隅から検出された。

平面形が円形の小型の土坑で、深さは0.4ｍほどあ

る。また、周囲は浅く掘り込まれている。

壁際溝はほぼ全周するが、西隅付近のみ途切れて

いる。土層断面では、貼床を施した上から掘り込ま

れている状況が明瞭に看取される。

貼床は、建物全体に施されている。また、周溝状

掘形が建物の壁に沿って検出されており、この周溝

状掘形を埋める形で貼床が厚く施されている。ただ

し、周溝状掘形内を埋める貼床と、建物中央部付近

に施された貼床には明瞭な土色や土質の差は認めら

れなかった。

遺物は、貯蔵穴から土師器高坏の脚部片が出土し

ている。埋土中からも土師器が出土している。小片

が多いが、壺の体部の大きな破片なども認められる。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ305（第135図） 第３次調査区の東部の第２次

調査区との境付近で検出した建物である。平面形は

長軸・短軸ともに6.1ｍの正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

建物中央よりやや西側の床面から、焼土及び浅い

ピット状の遺構が検出されており、炉の痕跡と考え

られる。ピット状の遺構は、円形のものと楕円形の

ものが隣接しており、添石炉の礫が抜き取られた痕

跡である可能性も考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近と南東隅付

近から検出された。南西隅付近のものは平面形が不

整形な隅丸方形のやや大型の土坑で、深さも0.5ｍ

ほどと深い。南東隅付近のものは、平面形が不整形

な円形の小型の土坑である。埋土上層からは土師器

片が複数出土している。

壁際溝は途切れず全周する。
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第132図 ＳＨ254①（1/40）
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第133図 ＳＨ254②（1/40、1/20）
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第134図 ＳＨ299（1/40）
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貼床は、ほぼ建物全体に施されている。北壁付近

では浅い周溝状掘形が検出されており、不明瞭なが

ら東壁や西壁沿いにも存在していた可能性がある。

遺物は、貯蔵穴から土師器壺や高坏の破片が出土

している５）。埋土中や床面上からも土師器が出土し

た。大型の壺が目立つ他、ほぼ全形が復元できた高

坏や鉢などがみられる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ306（第136図） 第３次調査区の東部で検出し

た建物である。ＳＨ307より後出する。平面形は長

軸・短軸ともに5.5ｍの正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南東隅付近から検出さ

れた。平面形が不整形な楕円形を呈する小型の土坑

である。

壁際溝はほぼ全周するが、北東部や北西部では一

部途切れている可能性がある。

貼床は、建物全体に施されている。また、周溝状

掘形が建物の壁に沿って断続的に検出されており、

この周溝状掘形を埋める形で貼床が厚く施されてい

る。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。体部

外面が赤彩された大型の壺や、手焙形土器などがみ

られる。また、縄文土器の小片も出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ307（第137図） 第３次調査区の東部で検出し

た建物である。ＳＨ306に先行し、それによって北

西隅が一部削平を被っている。また、一次調査の調

査坑の痕跡が建物中央付近に残る。平面形は長軸・

短軸ともに5.5ｍの正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

方形に配置されているが、やや歪みがあり、また全

体的に建物の西側に寄っている。北西隅の主柱穴は

ＳＨ306の床面で確認されているが、その東側に重

複するピットが本来の主柱穴である可能性も考えら

れる。

建物中央よりやや西側の床面から焼土が検出され

ており、炉の痕跡と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅から検出された。

平面形が不整形な円形の小型の土坑で、深さは0.4

ｍほどある。

壁際溝は、ＳＨ306や一次調査の調査坑と重複す

る部分では確認できていないが、おそらく全周する

ものと思われる。

貼床は、建物全体に施されている可能性が高い。

平面では検出されていないが、土層断面からみると、

南壁沿いや東壁沿いには幅の狭い周溝状掘形が存在

した可能性がある。

また、南側の壁面から細い溝が建物中央に向かっ

て延びる。間仕切りなど、建物に伴う構造物の可能

性が考えられる。

遺物は、埋土中や床面上から土師器が出土してい

る。遺物の出土量は少ない。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ319（第138図） 第３次調査区の東部で検出し

た建物である。平面形は長軸・短軸ともに5.6ｍの

正方形を呈する。深さが0.3ｍほどある部分もあり、

全体的に遺存状態が良好であった。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南隅付近から検出され

た。平面形が円形の小型の土坑である。

壁際溝は、調査時には平面的に検出することがで

きなかったが、土層断面からみると、建物内の南側

には幅の狭い壁際溝が掘り込まれていたものと考え

られる。ただし、北側では土層断面でも確認できず、

壁際溝は存在しなかった可能性が高い。

貼床は、建物全体に施されている。また、周溝状

掘形が建物の壁に沿って検出されており、この周溝

状掘形を埋める形で貼床が厚く施されている。貼床

と考えられる土層中にはかなり大きな礫が少量含ま

れている（第４層）。

遺物は、埋土中や床面上から土師器が出土してい

る。遺存状況が良好な器台や鉢が認められる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。
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ＳＨ321（第139図） 第３次調査区の東側で検出さ

れた建物である。平面形は長軸4.1ｍ、短軸3.9ｍの

方形を呈するが、北西辺が3.3ｍ、南東辺が4.2ｍと

全体的に台形になっている。比較的小型の建物であ

る。遺存状況は悪く、浅い落ち込みと壁際溝を検出

したのみで、建物内の埋土や貼床はほとんど遺存し

ていなかった。

明確な主柱穴は検出できなかった。ただし、建物

の四隅に近い位置にピットが存在しており、これが

建物の柱穴である可能性も考えられる。

建物中央よりやや東側の浅い落ち込み内から焼土

が検出されているが、炉の痕跡か不明である。

貯蔵穴は検出されていない。貼床は削平などのた

めに確認できず、周溝状掘形も明確ではない。壁際

溝は、途切れず全周する。

遺物は、埋土中や床面上から土師器が出土してい

る。遺構の遺存状況が悪いこともあり、遺物の出土

量はごく少量である。

第139図 ＳＨ321（1/40）
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遺物が少ないため時期の比定は困難であるが、床

面上から出土した土師器壺（1783）を考慮すれば、

遺構の時期は古墳時代前期初頭の可能性が高い。

ＳＨ322（第140図） 第３次調査区の東部で検出し

た建物である。ＳＤ329より後出する。北壁付近は

かなり削平を被っており、遺存状態が悪い。そのた

め全体の形状は不明確であるが、長軸5.2ｍ、短軸

2.0ｍ以上の正方形に近い方形を呈するものと思わ

れる。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

建物中央よりやや西側及びやや東側の床面から焼

土が検出されており、いずれかが炉の痕跡と考えら

れる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南東隅から検出された。

平面形が隅丸方形に近い小型の土坑である。

壁際溝は検出されなかった。貼床は、建物内の北

側及び東側で部分的に確認できた。東壁沿いでは浅

い落ち込みが検出されており、その内部にも貼床と

思われる土層が認められ（第５・６層）、周溝状掘

形の一部と思われる。ただし、建物内の西側や南側

では周溝状掘形は検出されず、一部のみに掘り込ま

れていた可能性が高い。

また、南側の壁面から細い溝が建物中央に向かっ

て延びる。間仕切りなど、建物に伴う構造物の可能

性が考えられる。

遺物は、貯蔵穴から土師器の高坏や器台の破片が

出土している。埋土中からも土師器が出土した。遺

物の出土量は少ないが、瓢形壺の体部などがみられ

る。なお、土層の記録用に残したアゼを除去する際

に釘状の鉄製品が１点出土しているが、形態から近

世以降のものが混入した可能性が高い６）。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ323（第141図） 第３次調査区の南東部で検出

した建物である。ＳＨ169/324に先行し、それによっ

て南半分が削平を被っている。そのため、全体の形

状は不明確であるが、長軸5.4ｍ、短軸2.6ｍ以上の

方形を呈するものと思われる。

主柱穴は残存している部分で２基検出された。建

物の壁と平行するように配置されており、本来は４

基の主柱穴が方形に配置されていたものと考えられ

る。

遺存している部分では焼土は検出されず、炉の位

置は不明である。貯蔵穴も検出されなかった。

壁際溝は北壁沿いで検出されているが、東・西壁

沿いでは確認できなかった。

貼床は、建物が遺存している範囲全体で確認でき

た。周溝状掘形が建物の壁に沿って検出されており、

この周溝状掘形を埋める形で貼床が厚く施されてい

る。周溝状掘形内を埋めるように施された貼床と、

それ以外の部分に施された貼床には、明瞭な土色や

土質の差は認められなかった。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。小片

が多いが、かなりの部分が遺存する甕が認められる。

また、縄文土器も少量出土した。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ331（第142図） 第３次調査区の南部で検出し

た建物である。ＳＨ332より後出する。平面形は長

軸5.4ｍ、短軸5.2ｍの正方形に近い方形を呈する。

深さが0.4ｍほどある部分もあり、全体的に遺存状

態が良好であった。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、東隅から検出された。

平面形が隅丸方形の小型の土坑である。底面は、中

央部が若干深く掘り込まれている。埋土には、焼土

粒のような赤褐色土が少量含まれていた。

壁際溝は、四周の壁沿いから断続的に検出されて

いる。ただし、南東壁沿いではごく一部でしか検出

されていない。北東壁沿いでは、壁際溝の上面に一

部かかる形で大型の台石が検出されている。

周溝状掘形は認められないが、建物中央付近がや

や深く掘り込まれており、それを埋める形で貼床が

施されている。

また、北西・南西・南東の各壁面では壁面と重複

する形で小型のピットが複数検出されている。建物

との新旧関係は不明であり、また、北東壁では検出

されていない点や、各壁面で検出されたピットの数

や位置にばらつきがある点などから当該建物との関
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係は不確実であるが、ＳＨ201の事例などを鑑みれ

ば、建物の壁の構造と関係する壁柱穴の可能性も考

えられよう。

遺物は、貯蔵穴から土師器高坏の坏部片が出土し

ている。埋土中や床面上からも土師器や台石が出土

した。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ332（第143図） 第３次調査区の南部で検出し

た建物である。ＳＨ331に先行し、それによって西

壁付近が大きく削平を被っている。また、ＳＨ331

との重複箇所付近では、上面から中世の火葬土坑Ｓ

Ｘ333も掘り込まれている。そのため、全体の形状

は不明確であるが、長軸5.8ｍ、短軸5.6ｍ程度の正

方形に近い方形を呈するものと思われる。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

遺存している部分では焼土は検出されず、炉の位

置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南東隅付近と北東隅か

ら検出された。南東隅付近のものは、平面形が不整

形な楕円形の小型の土坑で、周囲は段状に浅く掘り

込まれている。北東隅のものは、平面形が円形の小

型の土坑である。底面付近から粘土塊が検出されて

いる。

壁際溝は、東壁沿いと北壁沿いで検出された。南

壁沿いでは検出されていない。東壁・北壁のいずれ

においても壁際溝は壁際だけでなく、やや内側から

も検出されており、二重になっている。

貼床は、ほぼ建物内全体に施されている。南壁沿

第141図 ＳＨ323（1/40）
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いでは周溝状掘形が検出されており、土層断面から

みると北壁や東壁沿いにも周溝状掘形が存在するこ

とが窺われ、貼床はこの周溝状掘形を埋める形で厚

く施されている。

なお、壁際溝は二重になっているが、土層断面か

らみると内側の壁際溝は周溝状掘形によって一部削

平を被っているようである（A-A'・B-B'断面第７・

９層）。主柱穴についても、南東隅のものは２基の

ピットが重複したような形態を示しており、北東隅

のものもかなり掘形が大きい。さらに、貯蔵穴とみ

られる土坑が２基存在することも鑑みれば、建物の

建て替えが行われ、その際に規模が若干拡張された

可能性が高い。

遺物は、南東隅貯蔵穴から土師器と磨石が出土し

ている。また、北東隅貯蔵穴からは粘土塊が出土し

た。埋土中からも土師器が出土しているが、小片が

多い。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ337（第144図） 第３次調査区の東部で検出し

た建物である。遺存状況が悪く、北東隅付近は削平

を被っている。平面形は長軸5.6ｍ、短軸5.5ｍのほ

ぼ正方形を呈するが、北壁と南壁が平行せず、やや

不整な方形となっている。

主柱穴は４基検出された。建物の北壁と西壁に沿っ

てほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅と、そのやや東

側から検出された。南西隅のものは、平面形が円形

の小型の土坑で、深さは0.3ｍほどある。その東側

で検出されたものは、平面形が不整形な円形のピッ

ト状の小型のもので、深さも0.2ｍとかなり浅く、

貯蔵穴ではない可能性もある。

壁際溝はほぼ全周するが、北西隅付近と削平を被っ

ている北東隅付近では検出されなかった。

貼床は、床面の大部分に施されていた可能性が高

い。土層断面からみると、南壁付近では落ち込み状

のものが確認できるため（A-A'・B-B'断面第２層）、

部分的に周溝状掘形が存在し、その部分を中心に貼

床が施されていたものと思われる。この貼床内から

は、南壁沿いの壁際溝との境付近で大型の礫が検出

されている。

なお、南西隅の貯蔵穴の調査時に、貯蔵穴埋土上

面を被覆するように堆積した土層が貼床と推測され

た。これが貼床であれば、建て替えないし改修が行

われていた可能性もある。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。遺構

の遺存状況が悪いこともあって、遺物の出土量は比

較的少ないものの、完形に近い壺や甕が数個体出土

している。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ338（第145図） 第３次調査区の東部で検出し

た建物である。平面形は長軸5.0ｍ、短軸4.8ｍの正

方形に近い方形を呈する。深さが0.4ｍほどある部

分もあり、全体的に遺存状態が良好であった。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

建物中央よりやや西側で、掘形底面の地山が広い

範囲にわたって被熱している状況が認められ、この

付近に炉が存在したと考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近から検出さ

れた。平面形が円形の小型の土坑である。

壁際溝は、掘削時の記録によればほぼ全周するも

のと思われる。土層断面からみても、その可能性が

高い。

床面では不整形な周溝状掘形が建物の壁に沿って

検出されており、貼床はこの部分を中心に施されて

いる。この周溝状掘形の底面からは、幅15㎝前後の

楕円形ないし隅丸方形を呈するような浅い窪みが多

数検出されている。窪み内はブロック土を顕著に含

む貼床と思われる土で充填されていた。また、こう

した窪みが比較的整然と並ぶような箇所も認められ

る。この建物は地山が堅く締まった箇所に位置して

おり、窪みは竪穴掘削時の土木具による掘削痕と推

定される。特に建物内東側で多く検出されているが、

明瞭に輪郭を検出することが困難であったものの西

側でも多数確認されている。本来は周溝状掘形の底

面は全体にわたって掘削時の凹凸が激しく、それを

埋めるように貼床を施すことによって建物の床面が

整えられたと考えられる。

床面からは、西壁中央付近で壁に接するように大
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型の台石が検出された。また、南東隅付近でも、南

壁に近い箇所から大型の礫が検出されている。

遺物は、埋土中や床面上から土師器や台石が出土

している。土師器は多量に出土しており、赤彩され

たいわゆるパレススタイル壺をはじめとする加飾さ

れた大型壺が数個体認められる他、甕や高坏にも遺

存状況が良好なものがみられる。また、縄文時代の

ものと考えられる打製石斧も出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ339（第146図） 第３次調査区の北部で検出さ

れた建物である。縄文時代の竪穴建物ＳＨ344とほ

ぼ全体が重複している。平面形は長軸5.7ｍ、短軸

5.6ｍの方形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近から検出さ

れた。平面形が不整形な楕円形の小型の土坑である。

埋土下層からは土器片が複数出土した。

壁際溝は全周する。貼床は、ほぼ建物全体に施さ

れており、ＳＨ344の埋土上面にも貼床が施されて

いる。周溝状掘形は検出されなかった。

遺物は、貯蔵穴から土師器がまとまって出土して

いる。ほぼ完形の高坏が２個体存在する他、台付甕

の脚台部片などが複数認められる。埋土中や床面上

からも土師器が出土した。甕の破片が目立つ。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ346（第147図） 第３次調査区の南西部で検出

した建物である。平面形は長軸5.1ｍ、短軸4.9ｍの

正方形に近い方形を呈する。西半部は一次調査Ｔ10

で検出されており、一部にその痕跡が残る。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。北西隅の柱穴は鎌倉

時代の火葬土坑ＳＸ351内で検出された。

建物中央よりやや西側の床面から焼土が検出され

ており、また、この焼土の南側に隣接して小規模な

土手状の土の盛り上がりが検出されている。おそら

く、炉の痕跡と考えられる。なお、さらに西側の壁

付近からも焼土及びピットが検出されたが、ピット

はかなり小さなもので、炉の痕跡の可能性は低いと

思われる。

貯蔵穴とみられる土坑は南西隅から検出された。

平面形が不整形な楕円形の小型の土坑で、深さは0.4

ｍほどある。

壁際溝は全周する。貼床は確認できず、周溝状掘

形も検出されなかった。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。出土

量はごく少量である。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ347（第148図） 第３次調査区の南西部で検出

した建物である。ＳＨ350より後出する。平面形は

長軸6.2ｍ、短軸5.7ｍの方形を呈する

主柱穴は４基検出された。建物の北壁と西壁に沿っ

てほぼ正方形に配置されている。西隅の主柱穴のみ

大きいが、ＳＨ350の主柱穴と重複しているためと

みられる。

建物中央よりやや南側と北東側の２箇所の床面か

ら焼土が検出されているが、北東側のものは浅い掘

り込みを伴っており、これが炉と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、東隅付近から検出され

た。平面形が不整形な円形の小型の土坑で、深さは

0.4ｍほどある。これとは別に、南東壁沿いに２基

の不整形な土坑が連接したようなものが検出されて

いるが、深さは0.2ｍほどと浅いため貯蔵穴とは考

えにくく、周溝状掘形の一部である可能性が高い。

壁際溝は、調査時には平面的に検出することがで

きなかったが、土層断面からみるといずれの壁沿い

にも壁際溝が掘り込まれていたと考えられる。

床面からは壁に沿って幅広の周溝状掘形が検出さ

れており、この周溝状掘形を埋める形で貼床が厚く

施されていた。ただし、周溝状掘形より内側につい

てはごく一部の窪みを埋めるように施されているの

みである。

北東壁沿いでは、床面直上で大型の礫が検出され

ている。

遺物は、主柱穴Ｐ１から遺存状況が良好な土師器

器台が１点出土している。埋土中や床面から検出さ

れたピットからも土師器や台石が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初
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第146図 ＳＨ339（1/40）
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第147図 ＳＨ346（1/40）
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第148図 ＳＨ347・350（1/40）
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頭と考えられる。

ＳＨ349（第149図） 第３次調査区の南西部の第２

次調査区との境で検出した建物である。南東隅のご

く一部のみが第２次調査区内で検出されたが、第３

次調査ではこの部分の調査区を若干拡張し、改めて

精査している。平面形は長軸5.3ｍ、短軸5.2ｍの正

方形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

建物中央や、中央よりやや南側の床面から焼土が

検出されており、炉の痕跡と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南東隅付近から検出さ

れた。平面形が不整形な円形の小型の土坑である。

壁際溝は検出されず、土層断面でも確認できない。

貼床は、調査時には確認されておらず、周溝状掘形

も検出されなかったが、土層断面からみると壁に沿っ

て浅い周溝状掘形が存在し、その部分を中心に貼床

が施されているものと考えられる（A-A'・B-B'断

面第２層）。建物中央付近には貼床は施されていな

い。

西壁付近の床面からは、多数の炭化材が検出され

ている。スダジイ及びツブラジイ材で、建物の構築

材として用いられていたものと思われ、また、炭化

材と共にイネ科植物や広葉樹樹皮の炭化物が検出さ

れており、屋根材として使用されていたものと考え

られる（第Ⅷ章第９節）。こうした点から、当該建

物は焼失建物である可能性が高い。

遺物は、貯蔵穴から土師器壺と高坏の破片が出土

している。埋土中からも土師器が出土した。小片が

多いが、甕の大きな破片などもみられる。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＨ350（第148図） 第３次調査区の南西部で検出

した建物である。ＳＨ347に先行し、それによって

大きく削平を被っており、北西隅付近と北東隅付近

が遺存するのみである。そのため全体の形状が不明

確であるが、平面形は長軸5.5ｍほどの方形を呈す

るものと思われる。

主柱穴は３基検出された。南西隅の主柱穴はＳＨ

347の主柱穴と重複しているとみられ、本来は４基

の主柱穴が建物の西壁と北壁に沿ってほぼ正方形に

配置されていたと考えられる。

床面がほとんど遺存していないため、炉の痕跡は

確認できなかった。

貯蔵穴も明確には確認できなかったが、ＳＨ347

の南隅主柱穴のすぐ東側で深さ0.3ｍほどのピット

（F-P12Pit1）が検出されており、ＳＨ350の南東隅

付近にあたると推測されることから、これが当該建

物の貯蔵穴である可能性が高い。

壁際溝は遺存している範囲では検出されなかった。

貼床は、土層断面で存在が確認できる（第７層）。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。遺構

の遺存状況が悪いこともあり、遺物の出土量はごく

少量である。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ353（第150図） 第３次調査区の南西部で検出

した建物である。平面形は長軸6.8ｍ、短軸6.6ｍの

正方形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。西隅及び南隅の主柱

穴は２基の柱穴が重複しているようで、建物の建て

替えないし、柱の抜き取りがあった可能性を示して

いる。ただし、この２基の主柱穴以外に建て替えを

示すような痕跡は確認できない。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、東隅付近から検出され

た。平面形が不整形な楕円形の小型の土坑である。

周囲は浅く一段掘り窪められており、有機質の蓋な

どが存在した可能性も考えられる。

壁際溝は全周する。貼床は部分的に施されている

と考えられる（A-A'・B-B'断面第７層）７）。周溝状

掘形は検出されなかった。

遺物は、主柱穴Ｐ１から土師器が出土している。

埋土中からも土師器や砥石が出土した。遺物は比較

的多量に出土しているが、小片が多い。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ354（第151図） 第３次調査区の北部で検出し

た建物である。縄文時代の竪穴建物ＳＨ355と一部

重複している。北東隅付近が削平を被っているもの

の、ほぼ全体が遺存しており、平面形は長軸・短軸
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第149図 ＳＨ349（1/40）
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第150図 ＳＨ353（1/50、1/40）
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第151図 ＳＨ354（1/40）
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ともに5.5ｍの正方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。南西隅及び南東隅の

主柱穴は掘形が不整形で壁面が段をなしており、建

物の建て替えないし、柱の抜き取りがあった可能性

を示している。ただし、この２基の主柱穴以外に建

て替えを示すような痕跡は確認できない。

建物中央よりやや西側の浅い土坑状の遺構の付近

で焼土が検出されており、炉と考えられる。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近から検出さ

れた。平面形が不整形な円形の小型の土坑で、ＳＨ

355の主柱穴と重複している（C-C'断面第２層）。一

部が建物南壁の外側まで及んでいるが、この土坑の

南壁は非常に不整形で、埋没前に崩落した可能性が

高い。埋土下層からは土器片が出土した。

壁際溝は、削平により失われている北東隅付近を

除いて全周する。

貼床は、部分的に確認された。周溝状掘形は調査

時には検出されなかったが、土層断面からみると南

壁付近には周溝状掘形が存在するようで、この部分

に厚く貼床が施されている（A-A'・B-B'断面第５層）。

また、東壁や北壁付近でも貼床が施されているが、

建物中央部では確認できない。

遺物は、貯蔵穴から土師器や砥石が出土している。

土師器には、ほぼ全形が復元できる小型の壺や、高

坏の坏部片が認められる。埋土中からも土師器や磨

石が出土した。遺物の出土量は少ないが、やや特殊

な器形の高坏などが認められる。また、縄文土器も

少量出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ356（第152図） 第３次調査区の北部で検出し

た建物である。平面形は長軸5.1ｍ、短軸5.0ｍの正

方形に近い方形を呈する。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は南西隅付近から検出され

た。平面形が不整形な楕円形の小型の土坑である。

壁際溝は検出されず、土層断面でも確認できない。

貼床は調査時には確認されておらず、土層断面でも

明確ではないが、床面上に薄く広がる土層の存在は

確認でき（A-A'・B-B'断面第２層）、これが貼床の

可能性も考えられる。

南壁沿いの床面直上からは、土師器高坏の坏部

（2114）が口縁部を下にして伏せた状態で出土した。

遺物は、埋土中や床面上から土師器が出土してい

る。先述の高坏坏部以外は小片で、出土量も少ない。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ357（第153図） 第３次調査区の中央部で検出

した建物である。平面形は長軸5.1ｍ、短軸5.0ｍの

正方形に近い方形を呈する。深さが0.4ｍほどある

部分もあり、全体的に遺存状態が良好であった。

明確な主柱穴は検出できなかった。炉やそれに伴

う焼土、貯蔵穴、壁際溝も検出されていない。

貼床も確認できなかった。ただ、調査時に撹乱と

判断された床面の不整形な落ち込みの埋土上面に、

薄く黄褐色の土層が堆積している状況が、調査時の

写真で確認できる。この黄褐色土層が貼床である可

能性も考えられる。

このように、遺存状態が良好であるにもかかわら

ず、各種施設がほとんど確認できなかった点からは、

この建物が他の竪穴建物とは性格や構造を異にして

いた可能性も考えられよう。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。甕や

高坏の大きな破片がわずかに認められる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＨ359（第154図） 第３次調査区の北西部で検出

された建物である。北東隅付近が削平を被っている

が、北壁・東壁ともにわずかに遺存しており、平面

形は長軸4.8ｍ、短軸4.6ｍほどの正方形に近い方形

を呈するものと思われる。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。

焼土は検出されず、炉の位置は不明である。

貯蔵穴とみられる土坑は、南西隅付近から検出さ

れた。平面形が不整形な楕円形の小型の土坑である。

埋土上層からは土師器が出土した。

壁際溝は、削平や撹乱によって失われた部分を除

き、全周する。
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第152図 ＳＨ356（1/40、1/20）
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第153図 ＳＨ357（1/40）
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第154図 ＳＨ359（1/40）
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貼床は確認できなかった。周溝状掘形も検出され

ていない。ただ、床面から不整形な落ち込みが検出

され、撹乱と判断されているが、一部は建物の掘形

とも考えられ、その部分には貼床が施されていた可

能性もある。

遺物は、主柱穴Ｐ２から土師器高坏の坏部片が出

土している。貯蔵穴の埋土中からは、土師器台付甕

やＳ字状口縁甕の脚台部片が出土した。埋土中から

も土師器が出土しているが、出土量は少なく、いず

れも小片である。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＢ141（第155図） 第２次調査区の東端で検出し

た側柱建物である。

桁行が３間で3.6ｍ、梁行は２間で3.2ｍであり、

平面形は長方形を呈する。柱間は梁側で1.6ｍある

のに対して、桁側は1.2ｍ前後とやや狭い。いずれ

の柱穴も小型である。Ｐ２では土層断面で柱痕ない

し柱の抜き取り痕が確認できる。

遺物は、Ｐ１・２から土師器甕の小片が出土して

いる。

出土遺物が僅少のため、遺物から時期を判断する

ことは困難であるが、出土遺物や柱配置、周辺の遺

構の状況などからみて、遺構の時期は古墳時代前期

初頭～前葉である可能性が高い。

ＳＢ152（第155図） 第２次調査区の北東部で検出

した側柱建物である。ＳＢ160と一部重複している。

桁行が２間で3.3ｍ、梁行は２間で3.1ｍであり、

平面形は正方形に近い方形を呈する。ただし、南東

側の梁行では梁間の柱穴が検出できなかった。柱間

は桁側・梁側ともに1.6ｍ前後である。いずれの柱

穴も比較的小型である。

遺物は、Ｐ１から土師器甕の破片が少量出土して

いるが、小片のため図化できなかった。Ｓ字状口縁

甕の破片と思われる。

出土遺物が僅少のため、遺物から時期を判断する

ことは困難であるが、出土遺物や柱配置、周辺の遺

構の状況などからみて、遺構の時期は古墳時代前期

である可能性が高い。

ＳＢ155（第156図） 第２次調査区及び第３次調査

区の東部で検出した側柱建物と考えられるものであ

る。第２次調査で東半部が調査され、第３次調査で

西半部が調査された。

第２次調査で検出された梁行部分では1.7ｍほど

の間隔で３基の柱穴が確認されたため、梁行２間の

建物と考えて調査を行ったが、第３次調査では隅柱

の柱穴とも思われる浅いピットが検出されたのみ

で、梁行・桁行ともに間柱にあたる柱穴は確認でき

なかった。また、北西隅の柱穴については撹乱の可

能性もある。そのため、確実に掘立柱建物とは断定

できない。掘立柱建物とすれば、桁行3.8ｍ、梁行

3.4ｍの平面形が正方形に近い方形を呈する建物で

ある。

遺物は、柱穴にあたるF-Y7Pit5とF-Y7Pit7から土

師器壺の破片が出土しているが、いずれも小片ため

図化できなかった。

出土遺物が僅少のため、遺物から時期を判断する

ことは困難であるが、出土遺物や柱配置、周辺の遺

構の状況などからみて、遺構の時期は古墳時代前期

である可能性が高い。

ＳＢ156（第157図） 第２次調査区の東部で検出し

た側柱建物である。ＳＨ190及びＳＢ157と一部重複

している。

桁行が３間で4.9ｍ、梁行は１間で3.4ｍであり、

平面形は長方形を呈する。北西隅の柱穴は撹乱とも

考えられる溝状遺構によって削平を被っているが、

溝状遺構底面で柱穴の痕跡と思われる浅い小型のピッ

トを検出した。桁側の柱間は1.4～1.8ｍと不統一で、

特に西側では不均等である。

また、南側の梁間の中央外側でピット（Ｐ１）が

検出されており、土層断面では柱が立てられていた

ものと思われる。そのため、これが棟持柱となる可

能性もある。建物北側ではこれに対応するような柱

穴は確認できなかったが、調査時には撹乱と判断し

たピット状のものが該当箇所に存在しており、これ

が北側の棟持柱の痕跡である可能性も考えられる。

遺物は、Ｐ１から土師器が出土している。台付甕

の脚台部片であるが、細片で図化できなかった。

出土遺物が僅少のため、遺物から時期を判断する

ことは困難であるが、柱配置や周辺の遺構の状況な

（２）掘立柱建物・柱列
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どからみて、遺構の時期は古墳時代前期である可能

性が高い。

ＳＢ157（第156図） 第２次調査区の東部で検出し

た側柱建物である。ＳＨ222及びＳＢ156と一部重複

している。

桁行が２間で3.0ｍ、梁行は１間で3.0ｍであり、

平面形はほぼ正方形を呈する。梁行の南西側では間

柱の可能性が考えられる柱穴が柱筋上で２基検出さ

れているものの、片方はＳＢ156の柱穴とみられ、

これらに対応する間柱の柱穴は北東側の梁行では検

出されていないため、梁行１間の建物と考えた。桁

側の柱間は1.3～1.7ｍと不統一で、特に南東側では

不均等である。

桁行の柱間が不均等である一方、四隅の柱穴はか

なり深くしっかりしたものであることや、平面形が

正方形を呈することを鑑みれば、桁行・梁行ともに

１間の側柱建物ないし、全体に削平を被り主柱穴の

み遺存する竪穴建物である可能性も考えられる。

遺物は、Ｐ１・４から土師器甕の破片が出土して

いる。Ｐ１から出土したＳ字状口縁甕の破片は、ほ

ぼ１個体分に相当すると思われる。この他、Ｐ２か

ら土師器甕や高坏の破片が出土しているが、小片の

ため図化できなかった。

出土遺物及びＳＨ222との重複関係からみて、遺

構の時期は古墳時代前期初頭～前葉と考えられる。

ＳＢ158（第157図） 第２次調査区の東部で検出し

た側柱建物である。ＳＨ230・236及びＳＫ294と一

部重複している。

桁行が３間で4.2ｍ、梁行は１間ないし２間で3.0

ｍであり、平面形は長方形を呈する。ＳＨ230と重

複する部分は深く掘り込まれた貯蔵穴の箇所に該当

しており、北西隅の柱穴と桁柱の柱穴１基は確認で

きなかった。梁行においても、南側では間柱と考え

られる柱穴が検出されたが、ＳＨ236と重複する北

側では対応する柱穴が確認できなかった。柱間は桁

側で1.2～1.9ｍ、梁側で1.3～1.8ｍと不統一である。

柱間がかなり不統一であることや、一部の柱穴が

検出できなかったことから、掘立柱建物ではない可

能性も残るが、桁柱の柱穴と考えられるＰ１では土

層断面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認できる。

このＰ１と南東隅の柱穴（G-D8Pit5）までが3.0ｍ

であることを鑑みれば、Ｐ１を北東隅の柱穴とする、

桁行が１間ないし２間、梁行が１間ないし２間の正

方形の側柱建物か、あるいは全体に削平を被り主柱

穴のみが遺存する竪穴建物の可能性も考えられる。

遺物は、柱穴にあたるG-D8Pit5から土師器壺と思

われる小片が出土している。

出土遺物が僅少のため、遺物から時期を判断する

ことは困難であるが、出土遺物や柱配置、周辺の遺

構の状況などからみて、遺構の時期は古墳時代前期

である可能性が高い。

ＳＢ159（第158図） 第２次調査区の南端で検出し

た側柱建物と考えられるものである。柱穴は４基の

みしか検出されていないが、等間隔に並ぶことや、

他の古墳時代の掘立柱建物と主軸方位が近いことか

ら、掘立柱建物と判断した。南側は調査区外へ続い

ており、調査区内で検出できたのは北側の半分程度

である。

桁行は２間ないし３間で3.7ｍ以上、梁行は２間

で3.1ｍ以上と推定され、平面形は長方形を呈する

ものと思われる。柱間は桁側・梁側ともに1.8ｍ前

後である。いずれの柱穴も小型である。

遺物は出土しなかった。そのため、時期を判断す

ることは困難であるが、柱配置や周辺の遺構の状況

などからみて、遺構の時期は古墳時代前期である可

能性が高い。

ＳＢ160（第158図） 第２次調査区の北東部で検出

した側柱建物である。ＳＢ152と一部重複している。

桁行が３間で4.0ｍ、梁行は２間で3.3ｍであり、

平面形は長方形を呈する。柱間は梁側で1.7ｍ前後

あるのに対して、桁側は1.3ｍ前後とやや狭い。い

ずれの柱穴も小型である。Ｐ１では土層断面で柱痕

ないし柱の抜き取り痕が確認できる。

遺物は出土しなかった。そのため、時期を判断す

ることは困難であるが、柱配置や周辺の遺構の状況

などからみて、遺構の時期は古墳時代前期である可

能性が高い。

ＳＢ161（第159図） 第２次調査区の東部で検出し

た側柱建物である。ＳＨ212・232と一部重複してい

る。

桁行が３間で5.7ｍ、梁行は２間で3.0ｍであり、

平面形は長方形を呈する。北側の桁柱の柱穴はＳＨ
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232の床面で検出されている。柱間は桁側で1.6～1.8

ｍあるのに対して、梁側は1.5ｍ前後とやや狭い。

桁側の柱間はやや不統一で、特に北側の桁行で不均

等である。

遺物は出土しなかった。そのため、時期を判断す

ることは困難であるが、柱配置や周辺の遺構の状況

などからみて、遺構の時期は古墳時代前期である可

能性が高い。

ＳＢ162（第160図） 第２次調査区の東部で検出し

た側柱建物である。ＳＨ190と一部重複している。

桁行が３間で3.8ｍ、梁行は２間で3.7ｍであり、

平面形はほぼ正方形を呈する。北東隅の柱穴及び、

西側の桁柱の柱穴１基と北側の梁柱の柱穴１基は調

査時には確認されていないが、該当箇所にピット状

の撹乱が検出されており、これが柱穴ないし柱穴が

破壊された痕跡と考えられる。柱間は梁側で1.8ｍ

前後あるのに対して、桁側は1.3ｍ前後とやや狭い。

Ｐ７では土層断面で柱の抜き取り痕と思われるもの

が確認できる。

遺物は、Ｐ１から土師器台付甕の破片が多数出土

している。完形には復元できなかったが、ほぼ１個

体分に相当するものと思われる。

出土遺物及びＳＨ190との重複関係からみて、遺

構の時期は古墳時代前期初頭～前葉と考えられる。
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第160図 ＳＢ162（1/50）

ＳＢ164（第161図） 第２次調査区の中央部の第３

次調査区との境付近で検出した側柱建物である。Ｓ

Ｈ198・183・187・323など、多数の竪穴建物が重複

する中に位置しており、当該建物もＳＨ183・187・

199と一部重複する。

桁行が１間ないし２間で3.7ｍ、梁行は３間で3.5

ｍであり、平面形は正方形に近い方形を呈する。ま

た、南西側の梁行の外側にもう一列、同じく３間の

柱列が検出されている。庇状の張り出しとも考えら

れるが、梁行の柱列との間は0.4ｍと狭く、柱穴の

大きさもほぼ同じであるため、建物の建て替えや拡

張に伴うものである可能性が高い。

また、南西側の桁行には間柱と考えられる柱穴が

存在するが、北東側の桁行では対応する位置で柱穴

が検出されなかった。ただし、桁行の柱筋よりも外

側で柱穴（Ｐ５）８） が検出されており、土層断面で
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は柱痕ないし柱の抜き取り痕と考えられる土層が確

認されている（G-G'断面第２層）。先の庇状の張り

出しも含め、建物の建て替えや拡張などによるもの

とも考えられ、本来の建物は調査によって想定した

ものとは異なった平面形であった可能性もある。

梁側の柱間は1.2ｍ前後であり、比較的間隔が揃っ

ている。

遺物は、Ｐ９から土師器の破片が出土している。

また、Ｐ７の柱痕ないし柱の抜き取り痕と考えられ

る土層中から土師器のＳ字状口縁甕の破片が出土し

ているが、小片のため図化できなかった。

出土遺物及びＳＨ183・187・199との重複関係か

らみて、遺構の時期は古墳時代前期と考えられる。

ＳＢ260（第162図） 第２次調査区の北東部で検出

した側柱建物である。

桁行が２間で2.9ｍ、梁行は２間で2.8ｍであり、

平面形はほぼ正方形を呈する。柱間は桁側・梁側と

もに1.5ｍ前後であるが、梁側では若干狭い。いず

れの柱穴も比較的小型である。Ｐ３・６などでは土

層断面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が認められる。

遺物は出土しなかった。そのため、時期を判断す

ることは困難であるが、柱配置や周辺の遺構の状況

などからみて、遺構の時期は古墳時代前期である可

能性が高い。

ＳＢ283（第162図） 第２次調査区の北東部で検出

した側柱建物である。

桁行が３間で3.6ｍ、梁行は１間ないし２間で3.2

ｍであり、平面形は長方形を呈する。北東側の梁行

には間柱の柱穴の可能性があるピットが認められる

が、南西側の梁行では対応する柱穴は検出されなかっ

た。桁側の柱間は1.2ｍ前後である。梁側の柱間は、

北東側が２間とするならば1.6ｍ前後で、桁側より

広い。

遺物は、Ｐ１から土師器壺の口縁部片が出土して

いる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉と考えられる。

ＳＡ134（第163図） 第２次調査区の東端部で検出

した柱列と考えられるものである。一列に並ぶ４基

の柱穴で構成され、柱間は1.2ｍ前後である。

柱穴には規模の差があり、深さも一定していない

が、柱間はほぼ一定である。さらに、主軸方向は付

近に存在するＳＨ124・206・207など古墳時代前期

初頭の竪穴建物の主軸方向と一致している。こうし

た点から、柵や掘立柱建物の一部である可能性が考

えられる。

遺物は、Ｐ２から土師器の瓢形壺の口縁部片が出

土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＡ150（第163図） 第２次調査区の北東部で検出

した柱列と考えられるものである。一列に並ぶ３基

の柱穴で構成され、柱間は1.8ｍ前後である。

３基の柱穴しか確認できていないため、柵などの

構造物であったかは不明である。すぐ東側が撹乱に

より大きく削平されており、掘立柱建物の中に1.8

ｍ前後の柱間のものが存在することを考慮すれば、

掘立柱建物の一部の可能性もある。

遺物は、柱穴にあたるG-F1Pit1から土師器の破片

が数点出土しているが、いずれも細片で図化できな

かった。

出土遺物が僅少のため、遺物から時期を判断する

ことは困難であるが、出土遺物や柱穴の形態、周辺

の遺構の状況などからみて、遺構の時期は古墳時代

前期である可能性が高い。

ＳＡ154（第163図） 第２次調査区の東部の第３次

調査区との境付近で検出した柱列と考えられるもの

である。ＳＢ155と一部重複している。一列に並ぶ

３基の柱穴で構成され、柱間は2.7～3.2ｍである。

３基の柱穴しか確認できず、柱間も不統一である

上に、両端の柱穴は浅いことから、柵などの遺構で

はない可能性もある。

遺物は出土しなかった。そのため、時期を判断す

ることは困難であるが、柱穴の形態や周辺の遺構の

状況などからみて、遺構の時期は古墳時代前期であ

る可能性が高い。

ＳＡ237（第163図） 第２次調査区の北東部で検出

した柱列と考えられるものである。４基の柱穴がほ

ぼ一列に並び、それに直交するように２基の柱穴が

存在し、全体としてＴ字形をなす。ただし、４基並

ぶ柱穴のうち、北から３番目の柱穴は若干西にずれ

ており、柱列を構成するものではない可能性がある。
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柱間は1.0～1.6ｍである。

主軸方位はＳＢ152などと近いため、掘立柱建物

の一部の可能性もあるが、柱間が不統一であること

や、柱穴の中にはかなり浅いものもあることから、

掘立柱建物や柵などの遺構ではない可能性もある。

遺物は、柱穴にあたるC-E24Pit3から土師器の破

片が数点出土しているが、いずれも細片で図化でき

なかった。

出土遺物が僅少のため、遺物から時期を判断する

ことは困難であるが、出土遺物や柱穴の形態、主軸

方位、周辺の遺構の状況などからみて、遺構の時期

は古墳時代前期である可能性が高い。

ＳＫ144（第164図） 第２次調査区の東端で検出し

た土坑である。東側は調査区外へと続いており、全

体の形状は不明である。

検出した時点では方形の竪穴建物の一部と想定し

たが、深さ0.2ｍほどの浅い落ち込み状のもので、

最終的に竪穴建物ではないと判断した。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、細

片で図化できるものはなかった。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期と

考えられる。

ＳＫ146（第164図） 第２次調査区の東端で検出し

た土坑である。ＳＨ145及びＳＢ141と一部重複して

おり、両建物より後出する。平面形は長径2.2ｍの

やや不整形な円形を呈し、深さは0.15ｍほどである。

底面は比較的平坦で、壁面は緩やかに立ち上がる。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。

出土遺物及びＳＢ141との重複関係からみて、遺

構の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＫ151（第164図） 第２次調査区の東端で検出し

た土坑である。ＳＨ206・207と一部重複しており、

ＳＨ206に先行するが、ＳＨ207よりは後出する。平

面形は長径3.2ｍ、短径2.3ｍの不整形な楕円形を呈

し、深さは0.5ｍほどである。

壁面は緩やかに立ち上がり、全体的に浅い皿状を

呈するが、西側の壁面は一部段状をなす。土層断面

からみると、一度埋没した後に再掘削が行われ（第

１～６層）、その際に段状の部分が形成された可能

性が考えられる。

遺物は、埋土中から土師器や台石が出土している。

特に、第６層からの出土が目立った。

出土遺物及びＳＨ206・207との重複関係からみ

て、遺構の時期は古墳時代前期初頭～前葉と考えら

れる。

ＳＫ163（第164図） 第２次調査区の東部で検出し

た土坑である。多数の竪穴建物が密集した中に位置

する。ＳＨ211の床面で検出されており、ＳＨ211に

先行するか、この建物に伴う遺構と考えられる。平

面形は長径1.4ｍ、短径0.8ｍの隅丸方形を呈する。

深さは0.8ｍほどと、かなり深い。

底面は平坦で、壁面はほぼ垂直に立ち上がる。竪

穴建物が複雑に重複した中で検出されたこともあり、

削平等によって確認できなかった竪穴建物の貯蔵穴

の可能性もあるが、規模や形状からみると違和感が

ある。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、細

片で図化できるものはなかった。

出土遺物及びＳＨ211との重複関係からみて、遺

構の時期は古墳時代前期と考えられる。

ＳＫ165（第165図） 第２次調査区の東部で検出し

た土坑である。多数の竪穴建物が密集した箇所の西

端に位置する。ＳＨ212と一部重複し、この建物に

先行する。平面形は長径1.6ｍ、短径1.2ｍの楕円形

を呈し、東端は浅い溝状に突出する。深さは0.8ｍ

ほどと、かなり深い。

壁面はかなり急に立ち上がり、一部オーバーハン

グする。また、東側は中位で段をなす。竪穴建物が

複雑に重複した箇所に隣接するため、削平等によっ

て確認できなかった竪穴建物の貯蔵穴の可能性もあ

る。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。小片

が多いが、甕の口縁部片が目立つ。また、縄文時代

の切目石錘も１点出土した。

出土遺物及びＳＨ212との重複関係からみて、遺

構の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＫ167（第165図） 第２次調査区の東部で検出し

た土坑である。多数の竪穴建物が密集した中に位置

する。ＳＨ213の床面で検出されており、主柱穴と

の重複関係からみて、この建物に先行する可能性が

（３）土坑
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高い。平面形は長径1.7ｍ、短径1.3ｍの不整形な楕

円形を呈する。

深さは0.2ｍと浅く、全体的に浅い皿状を呈する

が、ＳＨ213によって削平を被っているＳＨ236の東

隅付近と推定される箇所に位置することから、ＳＨ

236に伴う貯蔵穴の可能性がある。ただし、規模的

にかなり大きいなど疑問が残る点もあり、確定的で

はない。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、細

片のみで図化できるものはなかった。

出土遺物及びＳＨ213との重複関係からみて、遺

構の時期は古墳時代前期と考えられる。

ＳＫ168（第165図） 第２次調査区の東部で検出し

た土坑である。多数の竪穴建物が密集した中に位置

する。ＳＨ213の床面で検出されており、ＳＨ213に

先行するか、この建物に伴う遺構と考えられる。平

面形は長径1.5ｍ、短径1.3ｍの不整形な円形を呈し、

深さは0.3ｍほどである。

壁面は比較的緩やかに立ち上がり、全体的に浅い

皿状を呈する。埋土最上層には焼土がブロック状に

含まれている。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、細

片のみで図化できるものはなかった。

出土遺物及びＳＨ213との重複関係からみて、遺

構の時期は古墳時代前期の可能性が考えられる。

ＳＫ170（第165図） 第２次調査区の東端で検出し

た土坑である。近世以降の大溝状の撹乱によってか

なり削平を被っており、西側はほとんど失われてい

る。遺存している範囲では、長径1.1ｍ、短径0.8ｍ

ほどの不整形な楕円形を呈する。深さは0.4ｍほど

あったものと推定される。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉と考えられる。

ＳＫ171（第165図） 第２次調査区の東端で検出し

た土坑である。ＳＫ170のすぐ南側に位置する。平

面形は長径1.7ｍ、短径1.0ｍの不整形な楕円形を呈

し、深さは0.4ｍほどである。

底は比較的平坦で、壁面は緩やかに立ち上がる。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉と考えられる。

ＳＫ180（第165図） 第２次調査区の東部の第３次

調査区との境付近で検出した土坑である。平面形は

長径1.3ｍ、短径0.8ｍの三角形に近い不整形な楕円

形を呈し、深さは0.2ｍほどである。

底は比較的平坦で、東側は段をなす。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。甕の

破片が多い。また、検出面のやや上層から土師器片

がまとまって検出された。ただし、ＳＫ180に伴う

遺物かどうか不明である。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＫ290（第166図） 第２次調査区の北東部で検出

した土坑である。この土坑より北側では古墳時代の

建物はほとんど検出されておらず、居住域の北縁部

に位置すると思われる。平面形は長径2.3ｍ、短径1.8

ｍの不整形な円形を呈し、深さは0.7ｍほどである。

底面には緩やかな凹凸があり、壁面は基本的にほ

ぼ垂直に立ち上がり、下位では顕著にオーバーハン

グしている。東側の壁面のみは緩やかに立ち上がり、

一部不明瞭な段状を呈する。形状からみると粘土採

掘坑の可能性も考えられるが、良好なシルト層に達

するには浅く、別の性格を有する土坑であろう。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。特に、

第４～７層に遺物や礫が集中しており、壺や高坏の

かなり大きな破片も認められた。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＫ294（第167図） 第２次調査区の東部で検出し

た土坑である。多数の竪穴建物が密集した箇所の西

端に位置し、ＳＫ165と近接する。ＳＢ158と一部重

複し、この建物より後出する。平面形は長径1.9ｍ、

短径1.2ｍの楕円形を呈する。深さは0.8ｍほどと、

かなり深い。

壁面は北側は緩やかに立ち上がり、南側はかなり

急に立ち上がる。一部の壁面は不明瞭な段状をなす。

竪穴建物が複雑に重複した箇所に隣接するため、削

平等によって確認できなかった竪穴建物の貯蔵穴の

可能性もある。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。また、

縄文時代の石鏃も出土した。
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第166図 ＳＫ290（1/20）
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第167図 ＳＫ294・304・312・318・326（1/40）
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出土遺物及びＳＢ158との重複関係からみて、遺

構の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＫ304（第167図） 第３次調査区の北東部で検出

した土坑である。平面形は径0.8ｍの円形を呈する。

深さは0.1ｍと浅く、底は平坦で、全体的に浅い

皿状を呈する。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、細

片のみで図化できるものはなかった。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期と

考えられる。

ＳＫ312（第167図） 第３次調査区の東部で検出し

た土坑である。平面形は長径2.0ｍ、短径1.6ｍの不

整形な楕円形を呈し、深さは0.6ｍほどである。

底面にはかなり凹凸があり、北側の壁面は大きく

オーバーハングしている。それに対して、南側の壁

面は緩やかに立ち上がる。埋土はほぼ１層である。

底や壁面に粘土層の露出は認められず、粘土採掘坑

とは考えがたい。規模や形状、埋土の様相からみる

と、風倒木痕の可能性も考えられる。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。小片

のみであるが、甕が目立つ。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＫ318（第167図） 第３次調査区の東部で検出し

た土坑である。平面形は長径1.2ｍ、短径1.0ｍの不

整形な円形を呈する。

深さは0.2ｍほどと浅く、全体的に浅い皿状を呈

するが、底面には凹凸が目立つ。土坑というよりも、

浅い落ち込みに近い。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、細

片のみで図化できるものはなかった。また、埋土に

は握り拳大の礫が複数含まれていた。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期と

考えられる。

ＳＫ320（第169図） 第３次調査区の東部で検出し

た土坑である。平面形は長径0.8ｍ、短径0.7の不整

形な円形を呈し、深さは0.3ｍほどである。

他の溝や土坑状の遺構と重複しており、元の形状

をとどめていない部分もあるが、壁面は比較的急に

立ち上がる。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉と考えられる。

ＳＫ326（第167図） 第３次調査区の東部で検出し

た土坑である。多くの撹乱と重複しており、北半分

の形状は判然としない部分がある。北端部はＳＨ319

と一部重複するが、この部分については別の遺構の

可能性もある。ＳＨ319まで続くとすれば、平面形

は長径5.8ｍ以上、短径1.1ｍの長楕円形を呈する。

深さは0.2ｍほどと浅く、底面には小さなピット

状の凹みが多数認められる。土坑というよりも、浅

い落ち込みに近い。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。出土

量はごく少ない。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭～前葉と考えられる。

ＳＫ328（第168図） 第３次調査区の東部で検出し

た土坑である。ＳＤ329と一部重複し、この溝に先

行する。平面形は長径1.8ｍ、短径1.5ｍの不整形な

円形を呈し、深さは0.4ｍほどある。

底面には緩やかな凹凸があり、東側の壁面は大き

くオーバーハングしている。それに対して、西側の

壁面は緩やかに立ち上がる。埋土はほぼ１層である。

底や壁面に粘土層の露出は認められず、粘土採掘坑

とは考えがたい。規模や形状、埋土の様相からみる

と、風倒木痕の可能性も考えられる。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。遺物

の出土量は比較的多く、特に中央部では第１層の中

位において大きな土器片が面的に検出されている。

ほぼ全形が復元できた高坏や鉢の他、東海地方東部

との関係が窺われる壺などが認められる。

出土遺物及びＳＤ329との重複関係からみて、遺

構の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＫ334（第169図） 第３次調査区の中央部で検出

した土坑である。平面形は長径1.5ｍ、短径1.1ｍの

不整形な円形を呈する。深さは0.8ｍほどと、かな

り深い。

底は一部が浅く落ち込む以外は平坦で、壁面は全

体的にオーバーハングしている。底や壁面に粘土層

の露出は認められず、粘土採掘坑とは考えがたい。

中央部からは、多量の土師器片が出土している。

ほとんどは上層（第１層）に集積されたような状況
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で検出されており、比較的細片化したものが上面に

堆積し、その下位から高坏や甕などのかなり大型の

破片がまとまって検出されている。こうした土器の

出土状況からみて、埋没の最終段階では廃棄土坑と

して利用されたものと推測される。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。先述

のように遺物の出土量は非常に多く、ほぼ全形が復

元できる壺や甕、高坏が複数認められる。

出土遺物からみて、遺構の時期は弥生時代終末期

～古墳時代前期初頭と考えられる。

ＳＫ348（第170図） 第３次調査区の南東部で検出

した土坑である。平面形は長径3.6ｍ、短径3.1ｍの

不整形な円形を呈し、深さは0.5ｍほどある。大型

の土坑である。

底面はかなり凹凸が激しく、壁面も不整形である。

埋土はほぼ１層である。やや規模は大きいが、形状

や埋土の様相からみると、風倒木痕の可能性も考え

られる。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。赤彩

された壺などがみられる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＫ352（第169図） 第３次調査区の南東部で検出

した土坑である。平面形は長径0.3ｍ、短径0.2ｍの

円形を呈し、深さは0.3ｍほどある。

底面は平坦で、壁面はほぼ垂直に立ち上がる。規

模や形態からみるとピットとした方が適当であろう

が、土層断面では柱痕や柱の抜き取り痕は確認でき

なかったことや、土師器高坏（2277）の脚部の大き

な破片が意図的に入れられたような状況で出土した

ことから、土坑とした。

遺物は、先述のように埋土中から土師器高坏が１

第168図 ＳＫ328（1/20）
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第169図 ＳＫ320・334・352（ＳＫ334出土状況・ＳＫ352は1/20、その他1/40）
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第170図 ＳＫ348、ＳＤ329（1/40、1/60）
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点出土しているが、その他に出土遺物はなかった。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代前期初

頭と考えられる。

ＳＤ329（第170図） 第３次調査区の東部で検出し

た溝である。一端がＳＨ322によって削平を被って

おり、この建物に先行する。また、ＳＫ328とも一

部重複しているが、この土坑よりは後出する。

残存長9.7ｍ、幅0.9ｍ、深さ0.1ｍと幅広で浅く、

直線的にのびている。底面に凹凸はあまり認められ

ない。

遺物は、埋土中から土師器が出土しているが、出

土量は少なく、いずれも小片である。

出土遺物及びＳＨ322、ＳＫ328との重複関係から

みて、遺構の時期は古墳時代前期初頭と考えられる。

註

１）注記には出土したグリッドがG-G14と記載されているが、遺

構カードの記録等を参照すればG-F13の誤記の可能性が高い。

２）竪穴建物の構築に際して、幅広で浅い掘り込みを壁に沿っ

て施した後に貼床等で埋める事例が、弥生時代後期後葉以

降に伊勢湾沿岸地域の各地で認められる。これらは周溝状

掘形、床下周溝、周溝状床下施設などと呼ばれているが、

いずれも定着した用語ではない。本報告では竪穴建物の掘

形と捉え、周溝状掘形という用語を採用する。（財）愛知県

教育サービスセンター愛知県埋蔵文化財センター1999『門

間沼遺跡』、（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県

埋蔵文化財センター2018『宮下遺跡・下懸遺跡Ⅱ・五反田

遺跡・惣作遺跡Ⅲ』、東海市教育委員会2016『平成26年度畑

間・東畑遺跡発掘調査報告』

３）地床炉の端部に礫を置く炉を指す。地床石添炉などと呼

ばれることもある。及川良彦2015「道具と生活」『新八王子

市史』通史編１原始・古代 八王子市、及川良彦2017「炉

を巡る諸問題１ 石床炉の研究（１ 前編）」『西相模考古』

第26号 西相模考古学会

４）台石等に使用された可能性もあるが、明瞭な使用痕は認

められなかった。

５）貯蔵穴の埋土中から出土した遺物の一部はＳＫ309出土遺

物として第208図に掲載している。

６）断面が丸い棒状品で、円形を呈する釘頭状の部分もある

ことから、洋釘の可能性が高いと思われる。そのため、図

は掲載しなかった。ただし、古墳時代の何らかの鉄製品の

一部である可能性も否定できない。

７）建物中央より西側の床面で検出された撹乱とされる落ち

込みは、貼床とみられる土層で充填されていることから、

建物掘形の可能性も考えられる。

８）調査時にはＳＢ164を構成する柱の柱穴と判断していた。

（４）溝

ＳＨ142（第171図684～686） 684は土師器高坏で

ある。脚部片で、ハ字状に大きく開く。透孔が遺存

する。

685・686は縄文土器深鉢である。685は波状口縁

で、文様は認められない。686は建物内のピットか

ら出土した。先行して存在した縄文時代のピットの

可能性が高い。体部片で、縦位の太い沈線と条線が

認められる。

ＳＨ169/324（第171～174図687～845） 687～841

は土師器である。

687～694は小・中型の壺である。687は体部が完

全に遺存する小型の壺である。やや下ぶくれの体部

から頸部が直立して立ち上がり、口縁部は強く外方

に屈曲して開くものと思われる。肩部には直線文と

列点文が施されており、体部下半と頸部の外面には

ベンガラによる赤彩が施されている。また、体部下

半には小さな焼成後穿孔が１箇所認められる。688

も小型の壺で、外面はミガキで調整される。689は

中型の壺で、口縁部は直線的に開く。外面はミガキ

によって丁寧に調整される。690～692は口縁部が単

純に外方に開く壺と思われ、いずれも外面はハケに

よって調整されている。693・694はやや口縁部が直

立気味に立ち上がる。694は全体が復元できたもの

で、口縁部は不明瞭ながら受口状を呈する。内外面

ともハケで調整される。

695～701は広口壺を中心とする、中・大型の壺の

口縁部である。695は口縁部が直立し、口縁端部は

わずかに外反する。外面は粗いハケで調整されてい

第２節 遺物

（１）竪穴建物出土遺物
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第171図 ＳＨ142出土遺物、ＳＨ169/324出土遺物①（1/4、1/3）
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る。体部内面にはケズリが施されている。696～698

は広口壺の口縁部の小片である。697の口縁端部に

はわずかに赤彩の痕跡が残る。699は頸部が体部か

ら直立気味に立ち上がり、口縁部が屈曲して外方に

開くものである。700は口縁端部を上下に拡張し、

口縁部外面に棒状浮文を貼り付ける。口縁部内面に

ヘラ状工具による列点文と、竹管文が施されている。

701～708は中・大型の壺の頸部から体部にかけて

の破片である。701は口縁部が直線的に開くものと

思われる。704はいわゆるパレススタイル壺の肩部

片と思われる。突帯が１条認められるが、剥離痕が

残ることから頸部にも突帯が貼り付けられていたも

のと思われる。突帯付近には列点文が認められる。

現状で外面には赤彩は遺存していないが、内面には

わずかに赤彩の痕跡が認められる。705・706は広口

壺の肩部片である。直線文や列点文が認められる。

708は大型の壺の底部付近の破片である。外面はミ

ガキで丁寧に調整されている。

709～726は壺ないし鉢の底部と思われるものであ

る１）。709・710は小型の底部で、710は外面を工具

ナデで調整しており、鉢の可能性がある。711は底

部外面中央を凹ませており、内湾口縁壺の底部の可

能性がある。712は底部が輪台状のものである。713

は粗いハケを施した後に、部分的にミガキを施して

いる。716は底部がやや突出する。722は内面をケズ

リによって調整する。725・726は大型の壺の底部で、

内面はハケによって調整されている。

727～734はく字状口縁甕である。728・729は口縁

部内面にも薄くハケが認められる。730は口縁部が

長くのび、体部はなで肩である。内外面ともナデで

調整されており、外面にはススが付着している。731

は口縁部が直立気味に立ち上がる。口縁部内面には

段状の凹みが認められ、受口状を指向した可能性が

ある。732は口縁端部付近で外反する。口縁部内面

にはハケが施される。733・734は口縁部がやや受口

状を呈する。

735・736は受口状口縁甕である。735は口縁部の

屈曲が弱く不明瞭な受口状を呈するが、736は明瞭

な受口状を呈し、口縁端部は面をなす。頸部外面に

は粗いハケが施され、頸部内面にもハケが一部遺存

する。

737～741は甕の頸部から体部にかけての破片であ

る。737・740は体部内面にケズリが施されている。

ケズリは頸部まで及ばない。741は内外面ともハケ

で調整される。外面に粘土接合痕が顕著に残り、破

片の上部も粘土接合箇所で剥離しているものと思わ

れる。脚台が付く可能性が高い。

742～755は台付甕の脚台部である。く字状口縁や

受口状口縁の甕のものと思われる。742・743はＳ字

状口縁甕の脚台部と似るもので、743は脚台部外面

にＳ字状口縁甕と同様の断続的なハケが認められる。

ただし、底部内面や脚頂部２）に粗い砂粒を含む粘土

の貼り付けが認められず、脚台部内面の調整や胎土

等にもＳ字状口縁甕と異なる特徴が認められる。在

地産のＳ字状口縁甕の可能性もある。745は脚台の

側面から体部を成形するが、底部中央には円板充填

状の痕跡も認められる。747は小型の台付甕と思わ

れる。748は外面にタタキと思われる痕跡が認めら

れるが、不明瞭であり、粗いハケの可能性もある。

ただし、脚台部内面にもシボリ痕が認められるなど、

他の台付甕とはやや製作技法が異なる。749の外面

には全面にハケが明瞭に残る。751・754は外面に粗

いハケが部分的に残る。755はやや低い脚台部であ

る。

756～794はＳ字状口縁甕である。

756～778は口縁部の破片や、ほぼ全形が復元でき

たものなどである。756は小型のものである。757・

758なども比較的小型のものであるが、766・769・

778など、かなり大型のものもあり、法量にはかな

りのバリエーションがある。口縁部形態にもいくつ

かのバリエーションがあり、多くは口縁部上半３）が

短く直立し口縁端部が上面のナデによってやや面を

もちながら外反するが、760・767のように口縁部上

半がやや長くのびながら外反し口縁部内面の屈曲が

緩いもの、761・774・775のように口縁端部のナデ

が強くやや凹む幅広の面を作り出しているもの、776・

777のように口縁部上半が矮小で口縁端部のナデも

不明瞭なものなどが認められる。また、口縁部外面

をみると、762・763・770～772のように押引列点文

を施すものが複数含まれている。ただし、多くの個

体には押引列点文は認められない。756・758のみ、

頸部外面に沈線状の調整痕が認められるが、不明瞭



―237―

第172図 ＳＨ169/324出土遺物②（1/4）



―238―

である。頸部内面は、小型品ではすべてナデで調整

されているが、中・大型品については767など少数

を除いてハケが施されている。肩部のヨコハケは、

765・768・771・772などではほぼ頸部直下に施され

ているが、756・767・769・777などでは頸部から少

し下がった位置に施される。なお、769については

他の個体と胎土が異なる。ハケはやや乱雑で、肩部

のヨコハケも工具ナデ状でシャープさに欠けており、

底部内面や脚頂部に粗い砂粒を含む粘土の貼り付け

が認められない点や、頸部の締まりが弱く器形に違

和感がある点なども踏まえれば、在地産のＳ字状口

縁甕の可能性が高い。

779は体部片で、肩部のヨコハケが残る。器壁は

厚く、Ｓ字状口縁甕としては若干の違和感が残る。

780～794は脚台部である。780は小型のものであ

る。783・785は底部内面や脚頂部に粗い砂粒を含む

粘土を貼り付けている。784は底部内面に粘土を貼

り付けているが、粗い砂粒があまり含まれない。791

は底部内面には粗い砂粒を含む粘土を貼り付けるも

のの、脚頂部には粗い砂粒があまり含まれない粘土

を貼り付けている。脚端部は788・792・793のよう

にわずかに内面に折り返すものや、787・790のよう

に比較的大きく折り返すものがある。791は脚裾部

付近に粘土接合痕が認められるものの、折り返しは

不明瞭である。Ｓ字状口縁甕としては違和感が残る。

795～822は高坏である。

795～804は有稜高坏の坏部片や、ほぼ全形が復元

できたものなどである。795はやや小型である。796・

798・799などは坏部がかなり浅く、801・802も比較

的浅い。797はかなり深い坏部の破片と思われ、口

縁端部には内傾する面が認められる。また、798・

799・800・804などは坏部の底部と口縁部の境の屈

曲が緩く、外面にはほとんど稜が形成されていない。

801・802・803は比較的強く屈曲し、外面に明瞭な

稜をもつ。坏部内外面には、基本的にハケを施した

後にミガキが施されているが、798・799はヨコミガ

キが主体となる。800はヨコミガキの後にタテミガ

キが施されている。また、799の内面のミガキは全

体的に波状になるように施されている可能性がある。

脚部が遺存する801・802では脚部は比較的低く、あ

まり内湾せず直線的にハ字状に開く。

805は椀形高坏である。全形が復元できるもので、

緩やかに外反する脚をもつ。透孔はないと思われる。

坏部内外面と脚部外面はハケを施した後にヨコミガ

キで調整する。坏部内面のミガキは全体的に波状に

なるように施されている。

806～822は脚部である４）。816・818・820などは

緩やかに内湾する。811・817・822は外反するもの

と思われる。809・812の脚柱部には直線文が施され

ているが、809に施されているものはかなり粗雑で

不明瞭である。透孔は３方向に開けられているもの

がほとんどであるが、820のみは４方向である。ま

た、外面がヨコミガキによって調整されている点に

も特徴がある。なお、ほとんどの高坏は坏部を脚部

上端側面から成形している。

823～831は器台である。

823～828は受部の破片や、ほぼ全形が復元できた

ものである。受部には、823・827のように小型の皿

状を呈し、口縁端部が外面のナデによってはね上げ

られるものがある。823はかなり小型のもので、内

外面を細かいミガキによって丁寧に調整する。827

は緩やかに外反する脚部をもち、脚柱部には直線文

が施されている。828も小型の皿状の受部をもつが、

口縁端部がナデによって面をなし、口縁部外面に直

線文を施す。824は受部が直線的に開くものである。

825・826は受部が浅い椀形を呈する。826はやや大

型のもので、脚部は緩やかに外反しながら開く。823・

826・827・828などは受部から脚部内面にかけて貫

通する孔がなく、小型高坏状の器台となる。

829～831は脚部の破片である。829は脚柱部付近

の破片で、浅い椀形の受部をもち、受部から脚部内

面に貫通する孔が開けられている。830も孔を開け

るものである。831は小型のもので、直線的にハ字

状に開く。内面もハケを施した後にミガキで丁寧に

調整されており、受部の可能性もある。脚部とすれ

ば、824のような受部をもつものと考えられる。

832～839は鉢である。

832は小型の鉢で、底部は輪台状を呈する。833は

深い椀形の鉢で、底部も緩やかに湾曲する。内外面

ともミガキによって調整するが、全体として粗雑な

感がある。底部には大きな孔があり、意図的に開け

られたものと思われる。834は小さな平底をもつ砲
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弾形のものである。口縁部は屈曲して短く外反する。

837は口縁部がＳ字状口縁甕に近い形態である。ハ

ケはＳ字状口縁甕に比べてやや細かく、ヨコハケも

施されていない。また、ススの付着は認められない。

838は深い椀形のもので、底部には高台状に粘土が

貼り付けられている。壺の可能性もあるが、全体的

に調整が粗雑なことなどから鉢とした。839は口径

が40㎝を超える大型の鉢である。器壁をわずかに屈

曲させて頸部としており、頸部外面は太い沈線状の

ナデによって調整している。この頸部で体部と口縁

部とを接合している状況が、接合部の剥離によって

確認できる。口縁部は長く直線的に上方にのびる。

体部は浅い椀形を呈するものと思われる。内外面と

もハケによって調整されている。ススの付着は認め

られない。古墳時代前期初頭頃の同様の形態の大型

鉢は、近隣地域でも少数ながら認められる５）。

840・841は有孔鉢である。840は底部付近の破片

で、内面にハケが施されている。841はほぼ全形が

復元できたもので、体部は緩やかに内湾する。内外

面ともハケで調整されている。

842は何らかの土製品の小片である。薄い板状を

呈し、角が１箇所残る。表面はハケによって調整さ

れており、一辺の側縁には刻目が施されている。

843は石製品で、砥石である。砂岩製で、一部を

欠損するが、断面形が方形の整った形状を呈する。

側面の４面すべてを砥面として使用している。風化

が進んでいるが、一部に擦痕や線条痕が残る。

844は縄文土器の有文深鉢の破片である。頸部付

近の破片と思われ、外面に幅広の把手状の装飾を貼

り付け、沈線や押圧による文様を施している。

845は下層のピットから出土した石器で、磨製石

斧である。先行する縄文時代の遺構が存在したもの

と考えられる。安山岩製で、全体を研磨によって丁

寧に整形しており、側面には明瞭な面が作り出され

ている。刃部を欠損しているが、欠損後に敲石とし

て転用されており、刃部の欠損面には敲打痕が顕著

に認められる。

ＳＨ175（第174図846～850） 846～850は土師器で

ある。

846は壺である。体部片がかなり遺存する。肩部

に二枚貝の貝殻腹縁を用いたと思われる山形文が施

され、その下位にも二枚貝貝殻腹縁による列点文が

施されている。体部外面は風化により調整は不明瞭

だが、一部にベンガラによる赤彩が認められる。

847・848は甕である。847はく字状口縁甕の口縁

部で、やや内湾しており、受口状口縁に近い。848

は台付甕の脚台部で、外面には粗いハケが施されて

いる。脚端部は折り返さない。

850は器台である。受部は直線的に開き、口縁端

部は面をなす。口縁部外面に小さな粘土塊が貼り付

けられているが、意図的なものかは不明である。脚

部は大きく外反しながら開く。受部から脚部へ貫通

する孔は開けられていない。透孔の有無は不明であ

る。また、外面にススが付着する。

ＳＨ176（第174図851～854） 851～853は土師器で

ある。

851は壺である。口縁部の小片で、緩やかに内湾

する。852は台付甕の脚台部で、外面には粗いハケ

が施されている。853は有稜高坏である。坏部の屈

曲は緩く、稜は不明瞭である。脚部は外反しながら

開く。

854は石製品で、砥石または台石である。砂岩製

で、大型の礫を利用している。上面は明瞭な平坦面

となっており、平滑である。その平坦面の縁辺部に

太く浅い線条痕が複数認められる。石材の質や使用

痕、形態などからみて、元は台石であったものを、

破損した後に砥石に転用した可能性がある。

ＳＨ177（第175図855～866） 855～866は土師器で

ある。

855～858は小・中型の壺の口縁部である。855は

短頸の瓢形壺で、口縁部は内湾し、口縁端部はわず

かに外反し内傾する面をもつ。口縁部に文様は認め

られず、外面はハケを施した後にタテミガキで調整

される。856は頸部がく字状に屈曲し、口縁部は直

線的に開く。口縁端部は丸く収める。857・858は広

口壺で、口縁端部は拡張して面を作る。858は頸部

外面に粘土を貼り付けて補強している様子が明瞭で

ある。

859～864は大型の壺である。859は広口壺で、口

縁端部に粘土を貼り付けて上下に拡張し、外面に擬

凹線文を施す。擬凹線文付近には赤彩が一部残る。

また、頸部には細い沈線と思われるものが１条認め
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られるが、文様の一部かどうか不明である。860は

頸部が直立気味に立ち上がり、口縁部が外方に屈曲

して開くものである。口縁端部は下面に粘土を貼り

付けて拡張し、擬凹線文を施す。頸部には突帯を貼

り付け、突帯に一部かかる形でハケ状工具による列

点文を施す。体部外面上半には、口縁端部と同じ工

具で直線文を広い範囲に施す。その下位には列点文

を施している。赤彩されている可能性があるが、不

明瞭である。861は広口壺の体部で、内外面ともハ

ケによって調整されている。文様は認められないが、

赤彩が体部外面上半や頸部内面の一部に残る。全体

を赤彩していたかは不明である。862も文様は認め

られず、体部外面全体をハケで調整している。863

は体部下半で、外面はハケを施した後にヨコミガキ

で調整されている。

865・866は台付甕の脚台部である。865は脚台部

上端の側面から体部を成形しているが、底部内面に

粘土を貼り付けて接合部を補強しているものと思わ

れる。866は内面をケズリ状の工具ナデで調整する。

外面にはススが付着する。

ＳＨ178（第176図867～891） 867～891は土師器で

ある。

867～873は壺である。867は頸部片で、外面はハ

ケで調整される。868は大型の壺の体部下半で、底

部は突出する。外面はハケで調整される。869～872

は小・中型の壺ないし鉢の底部で、869・870などは

鉢の底部の可能性が高い。873は中・大型の壺の底

部で、外面にはハケが施されている。

第175図 ＳＨ177出土遺物（1/4）
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874～884は甕である。

874～876はく字状口縁甕で、875は口縁部がやや

内湾して口縁端部に面をもち、受口状口縁に近い形

状を呈する。875・876は体部外面を粗いハケで調整

しており、肩部にはヨコハケが施される。

877は受口状口縁甕である。明瞭な受口状を呈す

る小片である。口縁部外面の屈曲部に列点文が施さ

れている。

878・879は体部片である。878は頸部の破片と思

われるが、破断面の風化が著しく、上下逆で口縁部

になる可能性もある。879は脚台部が剥離した痕跡

が認められる。

880～883は台付甕の脚台部である。881はハ字状

にやや大きく開く。882は脚端部の折り返しは認め

られないが、形態などからＳ字状口縁甕の脚台部の

可能性もある。883は脚台部上端の側面から体部を

成形している。

884はＳ字状口縁甕と思われる。ただし、口縁部

の断面形はＳ字状を呈するものの受口状に近く、口

縁部内面には連続するユビオサエが残るなど、典型

的なＳ字状口縁甕とは異なっている。

885～890は高坏である。

885は有稜高坏で、ほぼ全形が復元できたもので

ある。坏部は浅く、口縁端部は丸く収められている。

脚部は低く、わずかに内湾する。

886・887は椀形高坏の坏部である。886の坏部は

浅く、口縁端部には不明瞭な内傾面が認められる。

887は小型のもので、内外面ともミガキによって丁

寧に調整される。

888～890は脚部である。888は中空の脚部の内部

に坏部側から粘土を詰めて塞いでいる。889はハ字

状に直線的に開く。890はわずかに内湾する。内面

はハケやヨコナデで調整されている。坏部は脚部上

端の側面から成形されている。また、坏部内面中央

の凹みに薄く粘土を貼り付けたものが剥離した痕跡

が残る。

891は手焙形土器の覆部の破片である。口縁端部

に粘土を貼り付けて拡張し、拡張した面に２条の細

い突帯を貼り付けている。内側の突帯は剥離してい

る。外面はハケで調整されている。

ＳＨ183（第176図892～903） 892は貯蔵穴から出

土した。土師器高坏で、ハ字状に直線的に開く。外

面はミガキで調整される。

893～903は埋土中などから出土した。いずれも土

師器である。

893・894は壺である。893は短頸の瓢形壺で、口

縁部は内湾する。口縁端部内面に明瞭な内傾面は認

められないが、ヨコナデが施されている。口縁部外

面には、二枚貝の貝殻腹縁による逆位の連弧文が２

段に施文されている。また、頸部直上には浅く不明

瞭な直線文が施されている。894は広口壺の口縁部

の小片で、口縁端部にヨコナデによる面を作り出し

ており、一部に列点文が遺存する。

895～898は甕である。895は受口状口縁甕で、器

壁は薄く、明瞭な受口状を呈する。屈曲部外面には

櫛状工具による列点文が施されている。また、頸部

内面にはハケが施されている。896は体部片で、脚

台が付くと思われる。内面にはケズリが施されてい

る。897は台付甕の脚台部片である。898はＳ字状口

縁甕の脚台部片で、底部内面にはユビオサエの凹み

を埋めるように粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられ

ている。

899～903は高坏である。899は有稜高坏の坏部片

で、外面はミガキで調整される。900～903は脚部で、

900は小片であるが外面に直線文が施され、透孔が

わずかに残る。903は中空の脚部の頂部を粘土を詰

めて閉塞し、さらに坏部内面中央にも凹みを埋める

ように粘土を貼り付けている。

ＳＨ187（第176図904～910） 904～910は土師器で

ある。

904・905は壺の底部である。904は小型のもので、

底部が突出する。905は底部を成形した際の粘土接

合痕が比較的明瞭に観察できる。

906はく字状口縁台付甕で、ほぼ全形が復元でき

たものである。頸部は緩やかに屈曲し、口縁部はく

字状に単純に外反する。口縁端部は丸く収められる。

体部外面は粗いハケで調整される。体部下半には製

作時の乾燥単位を示す接合痕と調整の変化が明瞭に

認められる。脚台部の内面はハケで調整されており、

脚端部は明瞭な面をもつ。外面にはススが付着する。

907～909は高坏である。907は有稜高坏の口縁部

片と思われる。口縁端部には不明瞭ながらも内傾す
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第176図 ＳＨ178・183・187出土遺物、ＳＨ188出土遺物①（1/4）
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第177図 ＳＨ188出土遺物②、ＳＨ189出土遺物（1/4）
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る面が認められる。外面はハケを施した後にタテミ

ガキで調整されている。908は脚部で、頂部に凹み

をもつ。坏部を脚部上端の側面から成形した後に、

この凹みを埋める形で坏部内面中央に粘土を貼り付

けていたが、それが剥離したものと考えられる。909

はやや内湾する脚部で、外面上半に直線文を施す。

910は手焙形土器の体部片と考えられる。小片で、

全体の形状は不明である。屈曲部で粘土を接合した

際に一部をはみ出させ、突帯状にしている。外面は

ハケによって調整されている。

ＳＨ188（第176・177図911～938） 911～913は貯

蔵穴から出土した。いずれも土師器である。

911は壺の底部片と思われる。912は甕の体部片で、

脚台が付く可能性が高い。913はＳ字状口縁甕であ

る。口縁部の屈曲は明瞭で、口縁部上半は直立気味

に立ち上がり、口縁端部に強いナデを施して外方へ

引き出し、面を作り出している。口縁部外面に押引

列点文は認められない。頸部直下にはヨコハケがわ

ずかに残る。最上段のヨコハケはかなり深く沈線状

になっている。頸部内面にはハケが施されている。

914～938は埋土中などから出土した。いずれも土

師器である。

914～916は壺である。914は口縁部が単純に外反

して開く広口壺である。口縁端部は面をなす。外面

はハケで調整されるが、粘土接合痕が残るなど、や

や粗雑である。915は広口壺の口縁部で、中位でや

や外方に屈曲する。口縁端部は下方に折り返して肥

厚させ、面を作る。口縁端部の面には擬凹線文と棒

状浮文が認められる。916は大型の壺の体部片で、

外面はハケで調整される。鋭い工具痕と思われる痕

跡が数箇所認められる。

917～929は甕である。

917～919はく字状口縁甕である。918は口縁部が

強く外方へ屈曲し、頸部内面は明瞭な稜をなす。919

は口縁部外面の上半にやや強いヨコナデを施してお

り、口縁端部はわずかに面をなすなど、受口状口縁

に近い。体部外面のハケは粗い。

920は受口状口縁甕で、口縁部は緩やかな受口状

を呈し、口縁端部は不明瞭ながら面をなす。

921は頸部から体部にかけての破片で、内面はケ

ズリやハケによって調整されている。

922～927は台付甕の脚台部である。922は、断面

の粘土接合痕からみて、脚台部を成形した後に別に

成形した体部を上に載せ、接合部に粘土を貼り付け

て一体化させた可能性が高い。923は体部下半まで

遺存するもので、体部・脚台部ともに内面はハケで

調整する。925は小型の台付甕の脚台部と思われ、

やや内湾する。926・927は脚台部内面をハケで調整

している。

928・929はＳ字状口縁甕の脚台部片である。いず

れも脚端部は欠損しており、底部内面及び脚頂部に

粗い砂粒を含む粘土を貼り付けている。

930～935は高坏である。

930は有稜高坏の口縁部片と思われる。内面にス

スが付着する。931は坏部下半から脚部上半にかけ

て遺存している。坏部の底部付近に接合痕が残るた

め有稜高坏と思われるが、坏部の屈曲は不明瞭で、

形態は椀形高坏に近い。

932～935は脚部である。いずれも脚部上半の破片

で、頸部からハ字状に開く。933は脚部外面上半に

直線文が施されている。また、坏部中央は剥離面と

なっており、脚部上端の側面から坏部を成形した後

に、脚部上面から坏部に及ぶように粘土を貼り付け

ていたと考えられる。

936～938は器台である。936は小型器台の受部片

で、直線的に外方に開き、口縁端部は面をなす。全

体に丁寧にミガキによって調整され、口縁端部の面

にもミガキが施される。937は脚部上半の破片であ

る。受部から脚部にかけて孔が貫通しているが、孔

内面にはシボリ痕と思われるものが認められ、シボ

リによって筒状のものを成形し、その後、脚部や受

部を作り出していったと推測される。また、脚頂部

には部分的に粘土が粗く貼り付けられ、孔を一部塞

いでいる。938は受部から脚部方向へ棒状工具を通

すことによって貫通孔を成形していると思われるが、

受部内面の孔付近にはシボリ痕と思われる痕跡がわ

ずかにみられ、やはりシボリによって筒状のものを

成形し、全体の成形に合わせて孔も棒状工具によっ

て整形した可能性が考えられる。外面にはミガキが

施されているものの、ミガキ前に施されたケズリが

広範に残されており、調整はやや粗雑である。

ＳＨ188・189（第177図939～942） 939～942は一
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次調査時にＳＨ188ないしＳＨ189から出土したもの

で、どちらの遺構に属するか不明である。いずれも

土師器である。

939は壺の口縁部片で、口縁端部はやや拡張して

面をなし、ハケ状工具による列点文が施されている。

940・941は台付甕の脚台部片である。940は脚台部

内面にも粗いハケが施されている。942は高坏の脚

部片である。内面にはケズリが施されている。こう

した調整や、器壁がやや薄く小型であることなどか

ら、器台の脚部の可能性も考えられる。

ＳＨ189（第177図943～972） 943～970は土師器で

ある。

943～949は壺である。

943～945は小・中型の壺である。943は口縁部が

直立気味で、口縁端部は丸く収める。944は短頸の

瓢形壺で、文様は認められない。945も瓢形壺の肩

部片である。二枚貝の貝殻腹縁による連弧文が施さ

れており、連弧文より上には浅く不明瞭な直線文が

施されている。

946～949は中・大型の壺である。946は若干内湾

する短い口縁部で、内外面に赤彩が認められる。947

は広口壺の口縁部で、かなり加飾されているもので

ある。口縁端部は上下に拡張して擬凹線文を施し、

４本を一組とする棒状浮文を貼り付ける。口縁部内

面には列点文と竹管文が施されており、赤彩も認め

られる。頸部外面には突帯が貼り付けられている。

948は大型の壺の肩部片で、直線文と波状文が認め

られる。949は体部から底部にかけての破片で、体

部外面に粘土接合痕が残るなど、調整は全体的に粗

雑である。底部付近の外面に、楕円形の粘土塊が付

着しているが、意図的なものかは不明である。

950～963は甕である。

950～954はく字状口縁甕である。950は口縁部が

直線的に外方に開き、口縁端部はわずかに面をなす。

952は特徴的な個体で、頸部が緩やかに屈曲し、口

縁部は外面に大きく折り返して肥厚させている。口

縁部外面は粗いヨコハケによって調整している。953

は甕としたが、口縁部が短く直立し、短頸壺や鉢に

近い形状である。口縁部外面には粘土接合痕が残る

など、調整は粗い。外面にはススが付着している。

954は頸部が強く屈曲し、口縁部は短い。

955は受口状口縁甕である。口縁部の屈曲は緩い。

956～960は台付甕の脚台部である。956は体部下

半まで遺存しており、外面は粗いハケで調整される。

脚台部は内湾し、脚端部は面をなす。957はやや大

型のものである。外面には粗いハケが施されている。

959は直線的にハ字状に開く。内面下半に粘土接合

痕が認められるが、Ｓ字状口縁甕にみられるような

脚端部の折り返しとは異なり、脚端部は明瞭な面を

なす。ＳＨ169/324出土の791に近い作りのものと考

えられる。960は内面に断続的なヨコハケを施して

いる。

961～963はＳ字状口縁甕である。961は口縁端部

に強いナデを施して面を作ると同時に大きく外方へ

引き出している。962・963はいずれも口縁部外面に

押引列点文が施されている。頸部内面にはハケが施

されている。963の口縁端部は強いナデによって凹

線状に凹む。

964～970は高坏である。

964・965は有稜高坏の坏部である。964は深い坏

部で、口縁端部にはヨコナデによって内傾する面を

作り出す。坏部の屈曲は緩く、外面には明瞭な稜が

認められない。坏部外面は全体的にヨコミガキが施

された後に、タテミガキによって調整している。965

は964に比べると坏部の屈曲が明瞭で、外面に不明

瞭ながらも稜が認められる。

966は有稜高坏ないし椀形高坏の坏部片と思われ

るが、小片で全体の形状は不明である。小型のもの

で、外面はハケを施した後に幅広のミガキによって

調整している。内面にはヨコミガキが施される。壺

や器台の破片の可能性も残る。

967～970は脚部である。967は透孔の数は不明で

あるが、おそらく３方向と思われる。脚はあまり開

かず、内湾も弱い。968は低い脚部で、内面は断続

的なヨコハケによって調整されている。970は脚部

外面上半に直線文を施している。

971・972は山茶碗である。いずれも口縁部の小片

で、混入したと考えられる。

ＳＨ190（第178図973～1011） 973は主柱穴Ｐ３か

ら出土した。土師器甕で、口縁部は直立気味に短く

立ち上がり、やや受口状に内湾する。体部外面はハ

ケによって調整される。
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第178図 ＳＨ190出土遺物（1/4、1/3）
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974～1011は埋土中などから出土した。

974～1003は土師器である。

974～982は壺である。

974・975は小・中型の壺の口縁部である。974は

口縁部が短く外反し、口縁端部は丸く収められる。

975は口縁部が外反しながら大きく開く。肩部に直

線文と思われる痕跡がわずかに残る。

976・977は中・大型の壺である。976は口縁部内

面に屈曲部を作り出す。屈曲部は突帯状に若干突出

し、成形時のユビオサエが明瞭に残る。口縁端部は

面をなし、ハケ状工具による列点文が施されている。

977は肩部片で、小片のため器形は不明である。直

線文、竹管文、矢羽根状文が施されており、直線文

より上位にも曲線的な沈線が認められ、波状文が施

されていた可能性もある。かなり加飾された壺と思

われる。

978～982は中・大型の壺の底部である。978・979

は輪台状の底部で、底部外面中央が凹む。981は体

部外面が工具ナデとヨコミガキによって調整されて

いる。

983～994は甕である。

983・984はく字状口縁甕である。983は頸部が明

瞭に屈曲し、口縁端部は面をなす。内外面ともハケ

で調整されている。古墳時代後期に下るものの可能

性もある。984は頸部の屈曲が緩く、口縁部は外反

する。口縁端部は丸く収められる。内外面ともナデ

を主体として調整されている。古墳時代後期のもの

である可能性が高い。

985は体部下半の破片である。大型の甕で、外面

は粗いハケで調整されており、ススが付着する。お

そらく脚台が付くものと思われる。

986～990は台付甕の脚台部である。986は体部下

半もかなり残る。体部から脚台部にかけて、外面は

全体的に粗いハケで調整されている。脚台部は直線

的にハ字状に開き、脚端部は面をなす。987は内面

に粘土接合痕を残す。988はハ字状に開く。脚裾部

外面にはユビオサエが残る。989は脚端部が面をな

すが、若干内側にハミダシ状に突出する。調整等の

特徴からみて、在地で製作されたＳ字状口縁甕の脚

部になる可能性も考えられる。990は緩やかに内湾

する。

991～994はＳ字状口縁甕である。991・992は口縁

部外面に押引列点文を施し、頸部内面には粗いハケ

を施す。993は小片で押引列点文の有無は不明確で

ある。頸部は緩やかに屈曲し、内面にハケは確認で

きない。994は脚台部片で、器壁は薄い。底部内面

に粗い砂粒を含む粘土を貼り付けている。

995～1001は高坏である。

995・996は有稜高坏ないし椀形高坏の坏部片であ

る。995はやや深い坏部で、口縁端部には内傾する

面をもつ。有稜高坏の坏部の可能性が高い。内外面

とも、幅広のヨコミガキを施した後に、細いタテミ

ガキによって調整している。996は小型の椀形高坏

と思われる。坏部は浅く、口縁端部は面をなす。

997～1001は脚部である。997は坏部が一部遺存し

ている。坏部は不明瞭ながらも屈曲しているように

見受けられ、有稜高坏と思われる。脚部上端の側面

から坏部を成形している。999は器壁が薄く、やや

内湾する。1000は透孔が３方向に開けられてる。外

面はハケを施した後にミガキによって調整されてい

る。一部が二次的に被熱している。1001は頸部外面

にヨコ方向の幅が狭い断続的なヨコナデが認められ

る。坏部の成形や調整に伴う痕跡と考えられる。

1002は有孔鉢である。底部の破片で、焼成前に穿

孔が施されている。おそらく、底部外面から内面に

向かって太い棒状工具によって穿孔されたと推定さ

れる。

1003は手焙形土器の体部片と思われる。緩やかに

屈曲する体部の外面に突帯を貼り付け、突帯上に連

続的な押圧を加えて列点文状にしている。押圧には

ハケ状工具などが用いられている可能性もあるが、

風化のため不明確である。

1004は弥生土器である。受口状を呈する細頸壺の

口縁部片で、口縁部外面には凹線文が２条施されて

いる。頸部外面はハケで調整されている。弥生時代

中期後葉のもので、混入したと考えられる。今回の

調査で確認された弥生時代中期の遺物は、この土器

片のみである。

1005～1010は須恵器である。まとまった量が出土

したため、付近に古墳時代後期の遺構があり、そこ

から混入したと考えられる。

1005・1006は坏蓋である。いずれも口縁部と天井
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部の境の稜は明瞭で、1006では比較的シャープに突

出する。また、1006の口縁部内面には幅広の凹み状

の段が作り出されている。

1007～1009は坏身である。1007は口縁端部を丸く

収める。底部外面のヘラケズリの範囲は狭い。1008

は口縁端部がわずかに外反するが、明瞭な段や内傾

面は作り出していない。1009は立ち上がりが短く、

口縁端部は丸く収められる。

1010は壺の口縁部である。大きさや形態からみて、

提瓶の口縁部の可能性が高い。

1011は石器で、打製石斧である。流紋岩製で、長

さ9.8㎝の小型品である。両面に主剥離面を大きく

残す。混入したと考えられる。

ＳＨ198（第179図1012～1028） 1012は主柱穴Ｐ１

から出土した。土師器台付甕の脚台部である。外面

は粗いハケで調整されるが、脚裾部のみやや細かい

ハケで調整されている。断面の粘土接合痕からみる

と、筒状の脚台部を成形後、底部を円板充填によっ

て成形している可能性が高い。

1013～1015は貯蔵穴から出土した。いずれも土師

器である。1013は壺の底部で、輪台状である。1014

は台付甕の脚台部から体部下半にかけての破片であ

る。1015はＳ字状口縁甕である。口縁部から体部下

半までが残る。口縁端部は強いヨコナデによって面

をなし、外方へ強く引き出される。口縁部外面には

押引列点文が施されている。頸部は緩やかに屈曲し、

内面には粗いハケが施されている。体部は若干胴が

張り、球形に近くなっている。

1016～1028は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。

1016～1020は壺である。

1016・1017は小型の壺である。1016は外面をハケ

で調整する。体部外面には粘土接合痕が顕著に認め

られるなど、全体的に粗雑である。1017は風化のた

め調整は不明瞭であるが、体部外面にヘラ状工具に

よる山形文が施されている。

1018～1020は中・大型の壺である。1018は口縁部

が外反しながら開き、口縁端部は面をなす。口縁部

内面には、鋭利な工具で縦位の直線状の線刻が６本

施されている。1019は口縁部が直立気味に立ち上が

り、中位で外方に強く屈曲する。口縁端部は下方に

拡張されている。頸部外面には突帯を貼り付けてい

る。1020は体部下半の破片である。成形時の乾燥単

位を示すと思われる接合部で緩やかに屈曲し、外面

には稜が形成されている。外面はハケを施した後に

ヨコミガキによって調整されている。

1021～1027は甕である。

1021・1022は受口状口縁甕である。1021は口縁部

の器壁が薄く、明瞭に屈曲する。1022は口縁部の屈

曲が不明瞭であるが、屈曲部の外面は稜をなす。

1023・1024は台付甕の脚台部である。1023はわず

かに内湾する。脚台部を成形後、脚台部上端の側面

から体部を成形しており、また、底部中央の凹みを

埋めるように粘土を貼り付けている。1024はハ字状

に開く。内面はハケで調整されている。

1025～1027はＳ字状口縁甕である。1025は口縁部

の小片で、外面には押引列点文が施されている。

1026は体部下半から脚台部にかけての破片で、底部

内面及び脚頂部には粗い砂粒を含む粘土を貼り付け

ている。また、外面にはススが付着し、内面にもわ

ずかにコゲが付着する。1027は脚台部片で、脚端部

は内側にわずかに折り返す。

1028は高坏である。外反しながら開き、脚端部に

は外面に強いナデが施され、爪先立ちとなる。内外

面ともヨコナデで調整されている。古墳時代後期の

もので、混入したと考えられる。

ＳＨ199（第179図1029～1034） 1029～1033は土師

器である。

1029は広口壺で、口縁部は外反し、口縁端部は面

をなす。口縁部外面には工具のアタリとも考えられ

る細い沈線状の痕跡が残る。体部外面はハケによっ

て調整されている。また、体部外面には帯状にスス

が付着する。1030は受口状口縁甕で、頸部は強く屈

曲し内面は明瞭な稜をなすが、口縁部の屈曲は緩い。

口縁部外面にはハケ状工具による列点文が施される。

1031は台付甕の脚台部である。1032は鉢と思われる。

内外面をハケで調整しており、器壁はやや厚く、口

縁端部は明瞭な面をなす。有孔鉢の可能性もある。

1033は手焙形土器の覆部の小片である。内外面とも

ハケで調整されている。

1034は縄文土器で、有文深鉢の体部片である。縦

位の隆帯が貼り付けられ、その横には条線が施され
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ている。混入したと考えられる。

ＳＨ201（第179図1035～1048） 1035は主柱穴Ｐ１

から出土した。土師器高坏で、脚部の破片である。

1036～1048は埋土中などから出土した。

1036～1046は土師器である。

1036・1037は壺である。いずれも中・大型の広口

壺である。1037は口縁部が大きく外反しながら開く。

口縁部内外面に赤彩が残る。

1038～1040は甕である。1038はく字状口縁甕で、

口縁端部は丸く収められ、刻目が施されている。

1039は台付甕の脚台部片で、外面はハケで調整され

る。また、爪痕状の工具痕が複数認められる。1040

はＳ字状口縁甕である。口縁部上半は大きく外反し

ながら開き、口縁端部のヨコナデによる面は不明瞭

である。頸部内面にハケは認められない。

1041～1045は高坏である。1041は有稜高坏の坏部

である。坏部は深い。口縁端部には不明瞭な内傾す

る面が認められる。1042はやや小型のもので、椀形

高坏の坏部の可能性もある。口縁端部には明瞭な内

傾面をもつ。1043～1045は脚部である。1043は坏部

が一部遺存する。有稜高坏で、脚部外面上半に直線

文を施す。1045は脚部内面頂部が孔状となっている

が、軸芯痕ではない。

1046は器台の脚部片と思われるものである。小型

で器壁が薄く、外面にわずかに赤彩が残る。

1047は石製品である。台石と思われる。明瞭な加

工痕は認められないが、平坦な面があり、一部被熱

している。平坦面にはわずかに敲打痕と思われる痕

跡が残る。

1048は縄文土器である。深鉢の口縁部片と思われ

る。口縁端部は丸く収めており、外面には沈線と思

われる痕跡がわずかに認められる。混入したと考え

られる。

ＳＨ202（第180図1049～1063） 1049～1057は土師

器である。

1049は小型の壺と思われる、口縁部の小片である。

1050～1055は甕である。

1050～1052はく字状口縁甕である。1050はわずか

に受口状を呈し、口縁端部は面をなす。1051・1052

も口縁部がやや内湾し、受口状に近い形態となる。

1053～1055はＳ字状口縁甕である。いずれも口縁

部の破片である。1053は小片で、口縁部上半は外反

する。風化していることもあり、口縁端部の面は不

明瞭である。外面には列点文が施されている。施文

時に工具を引きずった様子は明瞭ではなく、押引列

点文とはいいがたい。頸部内面にはわずかにハケが

残る。1054は口縁端部にヨコナデによって凹む明瞭

な面をもつ。1055も小片で、屈曲部はかなり明瞭な

稜をなし、口縁部上半は外反するが、口縁端部の内

面に不明瞭なヨコナデによる幅広の面をもつ。頸部

内面にはハケが施されている。

1056・1057は器台である。1056は小型器台の受部

片で、器壁は厚く、内湾する。口縁端部は面をなす。

受部外面はハケを施した後、下半をヨコミガキによっ

て丁寧に調整する。1057は脚部片である。大きく開

く脚部で、脚端部でわずかに内湾する。外面には工

具痕とみられる痕跡が認められる。

1058～1063は縄文土器である。1058～1063は有文

深鉢の体部片と思われる。1058は頸部付近の破片で、

横位の隆帯と縦位の隆帯が認められる。1060・1061

も縦位の隆帯を貼り付けており、1061は沈線や条線

も施されている。1063は小片で、台付深鉢の破片の

可能性も考えられる。剥離した隆帯状の破片で、刻

目が施されている。

ＳＨ204（第180・181図1064～1107） 1064～1101

は土師器である。

1064～1080は壺である。

1064～1072は小・中型の壺である。1064～1066は

小型丸底壺で、いずれも比較的丁寧な作りであるが、

形態は個体差が大きい。1064は外面をヨコミガキで

調整しており、頸部内面には明瞭な稜をもつ。1065

はハケやナデ、オサエによって調整されており、や

や粗雑である。1066は全体が復元できたものである。

体部外面はヨコミガキで調整されるが、口縁部内外

面はタテミガキによって調整されている。断面から

みると、頸部で体部と口縁部とが接合されているよ

うである。1067も小型丸底壺と思われる。体部がヨ

コミガキによって調整されており、外面にはススが

付着する。1068は小型丸底壺に近いが、体部が扁平

な球形を呈し、外面はハケで調整される。1069は小

型の壺で、体部は下ぶくれの形状を呈する。肩部外

面にはヨコハケと思われる痕跡が一部認められる。
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1070は小型丸底壺より一回り大型の壺である。口縁

部はやや内湾し、口縁端部は丸く収められる。体部

は扁平な球形を呈する。体部外面下半はケズリによっ

て調整されている。また、底部付近には焼成後に打

ち欠きによって開けられた大きな孔が半分程度遺存

している。1071・1072は頸部が明瞭に屈曲し、口縁

部が直線的にのびるものである。外面は全体的に細

いヨコミガキによって丁寧に調整されるが、1072は

底部付近にミガキの前に施されたケズリが一部に認

められる。また、いずれも外面にススが付着してい

る。

1073～1077は中・大型の壺である。1073は口縁部

が直立気味に立ち上がり、直線的にのびる。口縁部

外面はハケで調整されるが、ユビオサエの痕跡が明

瞭に残るなど、調整はやや粗い。体部内面にはケズ

リが施されている。1074も口縁部が直線的にのびる。

口縁部や体部外面は工具ナデで調整されており、や

はり調整は粗い。1075・1076は肩部の破片で、1075

は外面がミガキで調整されている。1077は肩部の小

片で、直線文と列点文が施されている。また、列点

文より下には赤彩が施されている。

1078～1080は中・大型の壺の底部である。1079は

底部外面中央が大きく凹む。

1081～1089は甕である。

1081・1082はく字状口縁甕である。1081は口縁部

が直線的にのびる。1082は口縁部が短く外反する。

体部外面はケズリなどによって調整されており、全

体的に粗雑である。

1083・1084は台付甕の脚台部である。1083は1082

と同様に外面がケズリによって調整されている。内

面はハケ状の工具ナデで調整されている。1084は直

線的に開く。脚端部は面をなす。外面には工具痕と

思われる痕跡が一部に残る。

1085～1089はＳ字状口縁甕である。1085は上半部

と下半部の破片があり、同一個体と考えられる。口

縁部は器壁が厚く、口縁部内面の屈曲は緩い。口縁

部上半は大きく外反し、口縁端部はやや肥厚して面

をなす。体部には羽状にタテハケが施されているが、

肩部にヨコハケは施されていない。底部内面及び脚

頂部には粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられてい

る。また、外面にはススが顕著に付着し、内面にも

コゲが認められる。1086・1097は脚台部片で、脚端

部は欠損する。いずれも底部内面及び脚頂部に粗い

砂粒を含む粘土を貼り付けている。1088・1089も脚

台部で、外面は工具ナデで調整されており、ハケは

認められない。脚端部は明瞭に内側に折り返されて

いる。

1090～1098は高坏である。

1090～1094は坏部である。1090・1091は坏部下半

が明瞭に屈曲し、外面は稜をなす。内外面ともヨコ

ナデなどによって調整されている。1092は口縁部の

破片で、内外面ともヨコミガキが施されている。

1093は椀形の坏部である。外面は工具ナデやヨコミ

ガキによって調整されている。脚部との接合部には

剥離面が認められ、脚部上端側面から坏部を成形し、

脚部上面から坏部底部内面にかけて粘土を貼り付け

ていると思われる。1094は深い椀形の坏部をもつ小

型のものである。坏部内外面と脚部外面は細かいヨ

コミガキによって調整されている。

1095～1098は脚部である。1095～1097はいわゆる

屈折脚で、1095・1096は脚柱部の外面をナデや工具

ナデによって調整し、内面にはケズリを施している。

1097は脚柱部がややエンタシス状を呈し、外面に細

いヨコミガキを施す。1098は小型のものである。

1099～1101は鉢と思われる。1099は小型のもので、

底部が高台状を呈する。1101は椀形を呈し、底部は

丸底である。外面はハケで調整される。1101はやや

大型のもので、頸部の締まりは弱い。口縁部は直線

的に開く。

1102～1107は石製品である。

1102は剣形石製品または鏃形石製品と考えられる

ものである。肌理の細かい砂岩ないしホルンフェル

ス製で、薄い板状を呈する。剥離によって大まかな

形を成形した後に、全体を研磨して整形する。側縁

も研磨され、面をなす。そのため、明瞭な刃部は認

められない。なお、刃部が認められないことや、比

較的大型であること、弥生時代の遺物が僅少である

ことなどからみて、弥生時代の磨製石鏃ではないと

判断した。

1103～1106は砥石である。1103はホルンフェルス

製で、板状を呈する。半分程度を欠損する。表裏に

使用による擦痕が認められ、一部には敲打痕も残る。
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1104はやや軟質の泥岩製で、断面形は四角形を呈す

る。主要な面２面と、内湾する側面、そして片方の

小口面の４面を使用面としている。使用面にはいず

れも擦痕や線状痕が明瞭に残るが、主要な２面には

先端が尖った工具による敲打痕が集中する箇所が認

められる。この敲打痕は大きさの割にかなり深く形

成されており、鉄製の工具による痕跡の可能性が高

い。1105は火砕岩の扁平な礫を利用したもので、片

面に顕著に擦痕が認められる。もう片面にもわずか

に擦痕と敲打痕が残る。1106は軽石である。小型の

円礫状のもので、平坦面が１箇所認められる。その

面に、深い線状痕が格子状に残されている。

1107は台石である。斑れい岩の扁平な礫を利用し

たもので、大部分を欠損しているが、かなり大型で

ある。上面は使用等に伴う摩滅によってかなり平滑

であるが、使用痕は不明瞭で、擦痕や敲打痕と思わ

れるものが、ごくわずかに認められる。

ＳＨ205（第181・182図1108～1149） 1108・1109

は貯蔵穴から出土した。いずれも土師器である。

1108は小型の台付甕の脚台部である。1109はＳ字状

口縁甕の脚台部で、脚端部は内側に折り返す。脚裾

部外面にも粘土接合痕が認められる。また、底部内

面のみに粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられている。

1110～1149は埋土中などから出土した。

1110～1143は土師器である。

1110・1111は小・中型の壺である。1110は小型丸

底壺で、全形が復元できたものである。内外面とも

ナデやユビオサエによって調整されている。器壁は

厚く、一部に粘土接合痕が残るなど、全体的に粗雑

な印象を受ける。1111は瓢形壺の肩部の小片である。

二枚貝の貝殻腹縁による連弧文が施されている。

1112～1115は中・大型の壺である。1112～1114は

いずれも口縁部で、やや外反しながら開く。口縁端

部は面をなす。1115は底部で、外面にはケズリが施

されている。鉢の底部の可能性もある。

1116～1134は甕である。

1116・1117はく字状口縁甕である。いずれも口縁

部の小片である。

1118は受口状口縁甕である。口縁部は明瞭に屈曲

するが、屈曲部の外面の稜は甘い。口縁端部は面を

なす。また、頸部外面には幅広の沈線状のものが認

められる。

1119～1123は台付甕の体部片や脚台部である。

1119は体部片で、脚台部との接合部で剥離している。

内面には粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられている。

1121も底部内面及び脚頂部に粘土が貼り付けられて

いるが、粗い砂粒は含んでいない。1122は外面に非

常に粗いハケが施されている。1123はハ字状に直線

的に開く。低い脚台で、内外面ともハケで調整され

ている。

1124～1134はＳ字状口縁甕である。

1124～1131は口縁部などの破片である。1124は体

部下半まで遺存する。口縁部の屈曲は内面ではほぼ

失われており、外面のみが突帯状の稜として屈曲の

痕跡を残す。口縁端部はやや肥厚し面をなす。体部

外面には粗いタテハケが羽状に施されるが、肩部に

ヨコハケは施されていない。体部内面には調整時の

ものと思われる鋭い沈線状の工具痕が、縦方向に複

数残されている。他の口縁部片はいずれも小片であ

るが、1125・1126には外面に押引列点文が認められ、

頸部内面には粗いハケが施されている。1127は口縁

部上半が短く、口縁端部の外方への引き出しも弱い

ため、受口状口縁に近い。1128・1129は口縁部上半

が強く外反し、口縁端部は丸く収められるが、口縁

端部内面にわずかにヨコナデによる面が認められる。

1129は頸部内面にヨコハケを施しており、また頸部

外面には頸部調整に伴う沈線と思われるものが認め

られる。1130は口縁部上半が若干長くのびる。口縁

端部内面には不明瞭ながら面が認められる。

1132～1134は脚台部である。1132は底部内面にや

や粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられている。1133

は小型のものである。外面には粘土接合痕が残る。

1134は脚端部を内側に折り返す。その後、折り返し

た部分をヨコナデによって調整している。また、底

部内面及び脚頂部に粘土を貼り付けているが、粗い

砂粒は含まれていない。胎土や器壁が若干厚い点な

どからみても、在地産のＳ字状口縁甕の脚台部と考

えられる。

1135～1141は高坏である。

1135～1138は全形が復元できたものや、坏部の破

片である。1135は脚部が途中で屈曲して外方に開く、

いわゆる屈折脚の高坏である。坏部は底部と口縁部
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との境でやや屈曲する。全体的にナデやヨコナデに

よって調整されるが、粗雑な印象を受ける。1136・

1137も坏部に不明瞭な屈曲が認められる。1136は脚

柱部にミガキが施されている可能性がある。1137は

坏部内外面をヨコナデや斜め方向のナデによって調

整しているが、ユビオサエの痕跡が明瞭に残るなど、

粗雑である。1138は小型のもので、底部と口縁部と

の境で強く屈曲する。外面にはミガキが施されてい

る。

1139～1141は脚部である。1139は屈折脚で、脚柱

部内面にはシボリ痕と爪痕状の工具痕が残る。外面

はミガキによって調整されている。1140は内湾気味

の脚部である。1141は外面にヨコミガキが施されて

いる。

1142・1143は鉢である。1142は短く外方に開く口

縁部をもつ。体部は椀形で、外面は粗いハケによっ

て調整される。1143は無頸の鉢と思われるもので、

全体的に内湾し、口縁端部は内側に突出する。内外

面ともユビオサエの痕跡が顕著に残り、粗雑な印象

を受ける。

1144～1149は石器や石製品である。

1144は石杵で、硬質砂岩の棒状礫の一端に、敲打

によって作業面を作り出している。作業面には敲打

痕以外に部分的に不明瞭な擦痕を伴う摩滅が認めら

れ、敲打成形後のものと考えられる。ただし、整形

時の研磨か、使用に伴う摩滅かは判断できない。作

業面以外にも全体的に研磨や敲打痕が認められ、特

に基部先端は研磨により平滑な面となっている。た

だし、基部側の面には使用に伴う擦痕や敲打痕は認

められない。作業面には赤色顔料などの付着は確認

できなかった６）。

1145～1147は砥石である。1145は肌理がかなり細

かいホルンフェルス製のもので、精美な直方体を呈

する。かなりの部分を欠損するが、小口面を除く４

面に擦痕や線状痕が認められる。1146はホルンフェ

ルスの扁平な礫を利用したものである。かなり大型

で、元は台石であったものを砥石として再利用した

可能性もある。片面と、側面のうち１面に擦痕や鋭

い線状痕が認められる。1147も大型のものである。

泥岩の扁平な礫を利用したもので、形状や一部に敲

打痕が遺存していることなどから、やはり台石を砥

石として再利用した可能性がある。大きく欠損して

いるが、上面と遺存している側面に擦痕が認められ

る。

1148は台石である。溶結凝灰岩の扁平な礫を利用

しているが、上面には明瞭な面が作り出されており、

使用等に伴う摩滅によってかなり平滑になっている。

ただし、擦痕や敲打痕などはほとんど認められない。

一部を欠損するが、遺存する長さ35.9㎝と、かなり

大型のものである。

1149は切目石錘である。泥岩と思われる扁平な円

礫を利用したもので、半分程度を欠損するが、一端

に研磨による施溝が認められる。縄文時代のもので、

混入したと考えられる。

ＳＨ206（第183図1150～1152） 1150は主柱穴Ｐ５

から出土した。土師器の壺で、口縁端部は上下に拡

張される。内外面とも風化により調整は不明瞭だが、

わずかにハケと思われる痕跡が認められる。

1151・1152は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。1151は台付甕の脚台部で、底部内面

は貼り付けた粘土が剥離している。1152は高坏の脚

部で、透孔は遺存していない。脚部上端の側面から

坏部を成形している。

ＳＨ207（第183図1153～1157） 1153は貯蔵穴から

出土した。縄文土器深鉢の体部片と思われる。斜行

沈線ないし矢羽根状文が一部遺存している。混入し

たと考えられる。

1154～1157は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。1154は二重口縁壺の口縁部である。

口縁端部は不明瞭な内傾面をなす。二次口縁の内外

面にはハケ状工具による矢羽根状文が施されている。

一次口縁の外面はハケ、内面は幅広のミガキによっ

て調整される。いわゆる柳ヶ坪型壺である。1155は

大型の壺の体部である。球形を呈し、外面にはハケ

の他にミガキやケズリと思われる痕跡が認められる

が、風化により不明瞭である。外面にはススが付着

している。1156は台付甕の脚台部の小片である。

1157はＳ字状口縁甕の脚台部の破片で、外面には粗

いハケが施されている。

ＳＨ208（第183図1158～1167） 1158～1166は土師

器である。

1158は広口壺の口縁部である。口縁端部はわずか
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に屈曲して上方に立ち上がり、受口状を呈する。口

縁部内面には、鋭い工具による線刻が一部遺存して

いる。

1159～1161はＳ字状口縁甕である。1159・1161は

口縁端部に強いヨコナデによる明瞭な面をもつ。口

縁部外面には押引列点文が施されており、頸部内面

にはハケが施される。1160には押引列点文や頸部内

面のハケは認められない。

1162～1165は高坏である。1162は有稜高坏の坏部

下半から脚部にかけてが遺存する。坏部の屈曲は緩

く、外面の稜は不明瞭である。脚部はわずかに内湾

し、透孔が３方向に開けられている。脚裾部外面は

ヨコミガキによって調整される。1164はハ字状に開

く脚部である。1165は中実の短い脚柱部をもち、脚

柱部から脚裾部に向かって大きく開く、低い脚部で

ある。透孔は小さく、３方向に開けられている。お

そらく、椀形高坏ないし小型有稜高坏の脚部と思わ

れる。

1166は器台の脚部と思われる。やや内湾してエン

タシス状になった部分から、外方に屈曲して直線的

にのび、脚端部に至る。こうした器形や、内外面と

も幅広のヨコミガキで調整されていることなどから、

ＳＨ209出土の1192などに近い形態の器台の破片と

推測される。

1167は石製品で、台石である。小片であるが、元

はかなり大型のものであったと思われる。砂岩製で、

上面は摩滅により平滑になっている。敲打痕や擦痕

がわずかに残る。

ＳＨ209（第183図1168～1195） 1168は貯蔵穴から

出土した。土師器の高坏で、小型のものである。椀

形の坏部に、ハ字状に開く脚部をもつ。透孔は認め

られない。

1169・1170は主柱穴Ｐ２から出土した。いずれも

土師器甕である。1169は台付甕の脚台部で、外面は

ハケで調整される。脚端部は折り返していない。

1170はＳ字状口縁甕である。口縁端部のヨコナデは

弱く、ほとんど面をなさない。外面のハケはやや雑

である。外面にはススが付着している。

1171～1195は埋土中などから出土した。

1171～1192は土師器である。

1171は壺の口縁部である。器壁は厚く、頸部には

体部と剥離した面が残る。外面はハケで調整されて

いる。

1172～1189は甕である。

1172はく字状口縁甕である。口縁部の小片で、口

縁端部は丸く収められる。外面には一部に粘土接合

痕が残る。

1173～1176は台付甕の脚台部である。1174は脚台

部上端の側面から体部を成形している。1175も断面

で脚台部と体部の接合痕が観察できる。1176はわず

かに内湾する。脚端部は若干内側に突出するが、明

瞭に折り返されてはいない。

1177～1189はＳ字状口縁甕である。

1177～1180は口縁部から体部にかけての破片であ

る。1177は小型のもので、口縁端部を欠損する。体

部はやや扁平で、器壁は厚い。Ｓ字状口縁甕として

は違和感があり、受口状口縁の甕か鉢、あるいは手

焙形土器の鉢部の可能性も考えられる。1778・1179

は口縁部上半が短く直立気味に立ち上がり、口縁端

部はヨコナデによって面をなし、外方へ引き出され

る。1179は頸部内面にハケが施されている。1180は

体部下半まで遺存する破片である。体部は肩があま

り張らない形状を呈する。頸部内面はヨコナデによっ

て調整されている。

1181～1189は脚台部である。1181・1182は小型の

ものである。1182は底部内面及び脚頂部に粗い砂粒

を含む粘土が貼り付けられている。1183は底部内面

及び脚頂部に粗い砂粒を含む粘土の貼り付けは認め

られない。1184・1185は脚端部を明瞭に内側に折り

返している。それに対して、1186～1188はほとんど

折り返していない。1188は外面に粘土接合痕が残る。

1189は同一個体と考えられる破片を図上復元したた

め、形状は不確実である。脚端部は明瞭に折り返し

ており、底部内面及び脚頂部には粗い砂粒を含む粘

土を貼り付けている。また、底部内面にはコゲが付

着している。

1190は高坏である。坏部は比較的深く、有稜高坏

と思われる。坏部の屈曲は不明瞭であるが、坏部外

面では屈曲部を境として上下でミガキの方向が異なっ

ている。

1191・1192は器台である。1191は受部が内湾する。

受部から脚部にかけて貫通する孔が認められるが、
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孔内にシボリ痕と思われる痕跡が認められることか

ら、工具による穿孔ではなく、シボリによって筒状

に成形された可能性が高い。脚部はハ字状にやや外

反しながら開き、３方向に透孔が開けられている。

1192は高坏形を呈する。受部は椀形を呈し、中位で

屈曲し外反しながら開く。受部中位には円形の透孔

が、おそらく４方向に開けられていると思われる。

脚部にも透孔が開けられているが、脚部のものは３

方向である。受部内外面と脚部外面下半はヨコミガ

キによって丁寧に調整されている。特に、受部外面

は単位ごとに方向を変えて全体が波状になるように

ミガキを施している。

1193は石製品である。砥石と思われるもので、砂

岩の円礫の一部に、複数の浅い線状痕が礫の長軸に

直交するように残されている。他に顕著な摩滅や擦

痕は認められない。

1194・1195は須恵器で、いずれも坏身である。

1194は小型のもので、立ち上がりは低く、口縁端部

は丸く収められる。1195は立ち上がりが直立気味で

ある。口縁部内面には沈線状の凹みが認められる。

底部外面にはロクロケズリが施されているが、風化

によりケズリの方向等は不明である。これらは混入

したと考えられる。

ＳＨ209・238（第184図1196～1200） 1196～1200

はＳＨ209・238のどちらから出土したか、判然とし

ないものである。いずれも土師器である。

1196は壺ないし甕の肩部である。外面はハケで調

整される。1197はく字状口縁甕である。口縁部はや

や外反しながら外方へ開く。外面にはススが付着す

る。1198・1199はＳ字状口縁甕である。1198は口縁

端部にヨコナデによる面が認められ、口縁端部は外

方へ引き出される。頸部内面はヨコナデによって調

整されている。1199はＳ字状口縁甕としてはやや器

壁が厚く、ハケも乱雑である。在地産のＳ字状口縁

甕か、受口状口縁甕などの可能性もある。1200は高

坏の脚部である。坏部内面側から脚部に向かって孔

状の凹みが認められるが、脚部内面まで貫通してい

ない。

ＳＨ210（第184図1201～1212） 1201は主柱穴Ｐ５

から出土した。土師器高坏の脚部で、外面はタテミ

ガキによって調整されている。内面には全体的にハ

ケが施されている。

1202～1212は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。

1202・1203は小・中型の壺である。1202は短頸の

瓢形壺の口縁部で、口縁端部に明瞭な内傾面は認め

られない。内面はヨコミガキによって調整されてい

る。外面にはわずかに二枚貝の貝殻腹縁による連弧

文が遺存している。1203は底部の破片である。鉢の

底部の可能性もある。

1204～1210は甕である。

1204はく字状口縁甕である。頸部は明瞭に屈曲し、

口縁部は直線的に外方へ開く。口縁端部は丸く収め

られる。外面は粗いハケで調整されている。

1205～1207は台付甕の脚台部である。1205は緩や

かに内湾する。1206は外面にタタキが施されている

と思われる。タタキを施した後に、ハケを施してい

る。内面は断続的なクモの巣状のハケによって調整

されている。1207は直線的に開く。

1208～1210はＳ字状口縁甕である。1208は口縁部

片で、外面には押引列点文が施されている。頸部内

面にはハケがわずかに遺存している。1209は外面全

体をやや細かいハケで調整しており、Ｓ字状口縁甕

としては違和感がある。脚端部もごくわずかに折り

返されているのみである。ただし、底部内面及び脚

頂部には粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられている。 

1210は脚台部で、小型のものである。脚端部は内側

に折り返されている。

1211は高坏ないし器台の脚部片と思われる。外面

はハケとヨコミガキによって調整されている。

1212は甕ないし甑の把手である。古墳時代後期の

もので、混入したと考えられる。

ＳＨ211（第184図1213～1217） 1213～1216は土師

器である。

1213は受口状口縁甕である。口縁部内面の屈曲は

不明瞭であるが、外面の屈曲部は明瞭な稜をなす。

口縁部外面には一部に粗いハケが施されている。 

1214は高坏の坏部である。細かいミガキで丁寧に調

整されている。坏部と脚部の接合部には円板充填状

の痕跡が認められるが、この円板充填状の粘土の下

面にも剥離痕が認められる。坏部と脚部を一体成形

したのではなく、脚部上端の側面から坏部を成形し
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た後に、坏部の底部中央の凹みを円板充填状に埋め

たものと考えられる。1215は高坏の脚部で、1214と

同様の製作技法によって作られたと思われる。1216

は壺ないし鉢の底部と考えられる。器壁が薄い点や、

外面が縦方向のナデで調整されていることなどから、

鉢の可能性が高い。

1217は縄文土器の深鉢の底部である。混入したと

考えられる。

ＳＨ212（第184図1218～1224） 1218～1224は土師

器である。

1218は壺で、口縁部の小片である。途中で外方に

強く屈曲し、内面の屈曲部は突帯状に上方にやや突

出する。

1219～1223は甕である。1219は受口状口縁甕であ

る。口縁部の屈曲は緩い。肩部外面には粗いヨコハ

ケが施されている。1220～1222は台付甕の脚台部で

ある。1221は外面に粘土接合痕が残る。1222は緩や

かに内湾しながらハ字状に開く。1223はＳ字状口縁

甕の脚台部の破片である。底部内面及び脚頂部に粗

い砂粒を含む粘土を貼り付けている。

1224は手焙形土器の鉢部と思われる。内外面とも

ハケで調整されており、突帯が貼り付けられている。

ＳＨ212・230（第184図1225・1226） 1225・1226

は一次調査時にＳＨ212ないしＳＨ230から出土した

もので、どちらの遺構に属するか不明である。いず

れも土師器である。

1225は壺の底部片である。底部の器壁は薄い。

1226は高坏の脚部である。

ＳＨ214（第184図1227～1244） 1227～1230は南東

壁沿いの南側に位置する貯蔵穴から出土した。いず

れも土師器である。

1227は台付甕の脚台部である。内湾しながらハ字

状に開き、内外面とも粗いハケで調整されている。

1228は高坏で、ほぼ全形が復元できた。有稜高坏と

思われるが、坏部の屈曲は非常に不明瞭である。坏

部は内外面ともハケを施した後にヨコミガキで調整

されている。脚部は直線的に開き、外面はタテミガ

キで調整されている。1229は高坏の脚部で、脚部上

半には直線文が施されている。1230は器台である。

小型のもので、脚部内面にはユビオサエの痕跡が残

る。坏部外面にも粘土接合痕が残るなど、やや粗雑

である。

1231は南隅の貯蔵穴から出土したもので、土師器

鉢である。平底の椀形を呈するもので、口縁端部に

はヨコナデにより内傾する面が作り出されている。

口縁部は半分程度しか遺存しておらず、片口の有無

は不明である。外面の中位には工具のアタリ状の不

明瞭な沈線が認められる。内面には水銀朱が付着し

ており（第Ⅷ章第12節）、一部は器壁の細かいヒビ

に入り込むように付着している。また、外面にはス

スが付着しており、いわゆる内面朱付着土器と思わ

れる７）。

1232～1244は埋土中などから出土した。

1232～1242は土師器である。

1232～1235は壺である。1232は口縁部で、口縁端

部は外方に折り返して肥厚させる。口縁部内面には

ハケ状工具による列点文が施されている。内外面と

もハケで調整されている。特徴的な個体で、東海地

方東部の土器と類似するが、胎土の特徴などからは

搬入品とは断定できない。1233は大型の壺の頸部片

で、外面には突帯が貼り付けられている。赤彩が施

されている可能性もあるが、不明瞭である。1234・

1235は底部である。1235は器形などからみて鉢の可

能性もある。

1236～1240は甕である。1236はく字状口縁甕で、

内外面ともハケで調整している。1237は受口状口縁

甕で、口縁部の小片である。口縁端部は明瞭な面を

なす。1238・1239は台付甕の脚台部である。1239は

脚端部を内側へ大きく折り返している。Ｓ字状口縁

甕と似るが、脚端部の折り返し方や外面調整などは

典型的なＳ字状口縁甕とは異なる。1240はＳ字状口

縁甕の脚台部である。脚端部は若干内側へ突出する

が、明確には折り返していない。器壁は薄い。底部

内面及び脚頂部に粗い砂粒を含む粘土を貼り付けて

いる。

1241・1242は高坏である。1241は脚部外面上半に

直線文を施す。1242は脚裾部の小片である。

1243は縄文土器で、有文深鉢の大波状口縁の破片

である。斜位の隆帯を貼り付け、隆帯上には押圧を

列点文状に施す。

1244は剥片で、灰色のチャートである。1243・1244

は縄文時代のもので、混入したと考えられる。
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ＳＨ216（第185図1245～1258） 1245～1257は土師

器である。

1245～1248は壺である。1245は小型丸底壺の口縁

部と思われる。調整は粗雑で、外面にはケズリが認

められる。1246は広口壺の口縁部で、頸部から直立

気味に立ち上がり、その後外方へ大きく屈曲する。

内外面に赤彩が残る。1247・1248は底部である。

1247は体部が直立気味に立ち上がり、壺ではなく鉢

の可能性もある。1248は器壁が薄い。

1249～1256は甕である。

1249は受口状口縁甕である。口縁部の屈曲は緩く、

不明瞭である。口縁端部は面をなす。

1250・1251は台付甕である。1250はやや小型のも

ので、器壁が厚く全体的に粗雑である。1251は脚台

部上端の側面から体部を成形していると思われる。

1252～1256はＳ字状口縁甕である。1252・1254は

形態が類似する。屈曲部外面は突出気味で、口縁部

上半が屈曲部からやや内傾して立ち上がり、口縁端

部の内面にはヨコナデが施され、口縁端部は外方へ

強く引き出される。1253は口縁部外面の屈曲部が明

第185図 ＳＨ216・218・219出土遺物（1/4、1/3）
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瞭な稜をなす。1255・1256は脚台部で、いずれも脚

端部はわずかに内側へ折り返されている。

1257は高坏の脚部である。いわゆる屈折脚で、屈

曲部を欠損するものの、脚裾部は大きく外方へ屈曲

して開くと思われる。

1258は軽石である。砥石として利用されたと思わ

れ、面を有する。使用痕は不明瞭だが、擦痕や線状

痕とみられる痕跡がわずかに確認できる。

ＳＨ218（第185図1259～1267） 1259は西側の貯蔵

穴から出土した。土師器椀で、丸底である。調整は

粗雑で、粘土接合痕やユビオサエの痕跡が明瞭に残

る。内面にはススと思われる痕跡が認められる。古

墳時代後期のものである可能性が高く、混入したと

考えられる。

1260～1267は埋土中などから出土した。

1260～1265は土師器である。

1260・1261は壺である。1260は外反する口縁部で、

口縁端部は丸く収め、刻目が施されている。1261は

底部で、明瞭に突出する。

1262・1263は甕である。1262は台付甕の脚台部片

で、器壁はかなり厚い。1263はＳ字状口縁甕の口縁

部で、頸部内面にはハケが施されている。

1264・1265は高坏である。いずれも脚部上端の側

面から坏部を成形していることが、断面の粘土接合

痕から推測される。

1266は須恵器の坏身である。やや小型で、立ち上

がりや底部を欠損する。混入したと考えられる。

1267は土師器甕である。建物内のピットから出土

したもので、長胴甕の体部片と思われる、外面はタ

テハケで調整され、内面にはケズリが施されている。

古墳時代後期のものである。

ＳＨ219（第185図1268～1279） 1268～1278は土師

器である。

1268～1273は壺である。1268は中型の壺の口縁部

で、器壁は厚く、口縁端部は丸く収める。外面の頸

部付近には沈線と思われるものがわずかに遺存する。

内面には竹管文が施されている。1269は小型の壺の

底部で、丸底である。古墳時代後期に下るものの可

能性がある。1270は大型の壺の肩部片で、外面に波

状文が施されている。1271は体部片で、外面はミガ

キによって丁寧に調整され、赤彩が施されている。

1272・1273は中・大型の壺の底部である。1272は上

げ底状を呈する。1273は器壁がかなり厚い。

1274～1276は甕である。1274はく字状口縁甕で、

口縁端部は明瞭な面をなす。外面は粗いハケで調整

されている。1275は受口状口縁甕の口縁部片で、屈

曲は緩い。外面には列点文が施されており、ススが

付着する。1276は体部片で、内面には一部にケズリ

が認められる。

1277は高坏である。外面はハケとミガキによって

調整されている。

1278は鉢である。体部は外方へ直線的に開き、口

縁端部はわずかに面をなす。底部外面は広く凹み、

縁が高台状になっている。内外面ともミガキで調整

されている。

1279は須恵器の坏身である。立ち上がりは低く、

口縁端部は丸く収められる。焼成が甘く、土師質で

ある。混入したと考えられる。

ＳＨ221（第186・187図1280～1387） 1280～1387

は土師器である。

1280～1300は壺である。

1280・1281は小型の壺の口縁部である。1280は短

頸の瓢形壺で、口縁部の内湾は弱い。口縁端部には

不明瞭ながら内傾する面を作り出している。外面は

ハケで調整されており、文様は施されていない。

1281は外反しながら開き、口縁端部は下方へ拡張さ

れている。外面には部分的に赤彩が残る。

1282～1289は中・大型の壺やその口縁部である。

1282は短頸壺で、球形の体部に短い口縁部が付く。

口縁部はわずかに内湾し、内面には竹管状の工具に

よる刺突が列状に施されている。この刺突はかなり

深く、遺存しているもののうち３箇所では外面まで

貫通している。貫通している孔の位置に規則性は看

取できず、蓋を綴じるなどの機能があったかは不明

である。調整は全体に粗雑で、頸部から口縁部にか

けては縦方向のナデが明瞭に残る。体部外面はハケ

で調整されている。1283はほぼ全形が復元できた。

内湾する短い口縁部をもつ短頸壺で、体部は下ぶく

れの器形を呈する。風化によって不明瞭であるが、

外面はミガキによって調整されている。内面はハケ

によって調整されているが、製作時の乾燥単位と思

われる接合箇所より上のみに施されており、調整の
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変化が明瞭である。また、体部下半に焼成後穿孔が

１箇所施されている。1284～1287は緩やかに外反し

ながら開く口縁部である。1284・1285は口縁端部を

丸く収める。1286・1287は外反がやや強く、口縁端

部は面をなす。1288は1284・1285と同様の口縁部を

もつ広口壺で、底部を除く大部分が復元できたもの

である。球形の体部に直線的に外方へ開く口縁部が

付き、口縁端部は丸く収められる。口縁部には２孔

一対となる孔が、焼成前に内面から外面に向かって

穿たれている。外面は全体的にハケによって調整さ

れる。体部内面はナデやユビオサエによって調整さ

れるが、粘土接合痕が明瞭に残る。また、体部下半

の外面にはススが付着する。1289はやや薄手で、内

湾する口縁部である。外面はミガキで調整されてい

る。器壁が薄い点などから、鉢の可能性もある。

1290～1292は大型の壺の頸部から体部にかけての

破片である。1290は頸部付近の小片で、内面には赤

彩が残る。1291は頸部片である。1292は体部片で、

外面は粗いハケで調整されている。1291と同一個体

の可能性も考えられるが、1292の方が若干ハケが粗

く、別個体と判断した。

1293～1300は底部である。1293は外面に粗いハケ

が一部遺存している。1295は輪台状のもので、底部

外面中央が凹んでいる。1296は小型の壺の底部と思

われ、器壁が薄い。内外面とも工具ナデで調整され

ている。1297・1299は輪台状の底部で、底部外面中

央が凹む。外面には粗いハケが施されている。1300

は外面がミガキにより丁寧に調整されている。

1301～1354は甕である。

1301～1306はく字状口縁甕である。1301は口縁部

が直立気味に立ち上がる。1302はやや粗雑な口縁部

で、外面にはユビオサエや粘土接合痕が明瞭に残る。

1304・1305は頸部の屈曲が明瞭で、口縁部が短く直

線的に外方へ開く。口縁端部は丸く収める。1304は

口縁部内面に爪痕状の痕跡が残る。1305は体部内面

をケズリによって調整しており、外面にもケズリと

思われる痕跡が部分的に認められる。1306は口縁部

から体部にかけてかなり復元できたものである。脚

台が付くもので、脚台部との剥離痕が認められる。

外面は粗いハケによって調整される。また、頸部外

面には調整と思われる沈線状の痕跡が認められる。

体部内面はナデや工具ナデ、ハケによって調整され

ており、一部にはケズリも施されている。外面の体

部中位以下と口縁端部付近にはススが顕著に付着す

る。

1307～1310は受口状口縁甕の口縁部である。1307

は屈曲が緩く、口縁端部にはヨコナデによる面をも

つ。体部には非常に粗いハケが一部遺存している。

1309は屈曲が強く、内側に向かって屈曲する。屈曲

部外面には列点文が施されている。1310は比較的長

くのびる口縁部で、屈曲は緩い。口縁端部に明瞭な

面をもつ。頸部内面にはハケが施されている。

1311～1317は体部片である。1311は小型のもので、

肩部外面にはかなり粗いヨコハケが施されている。

器壁は厚い。1312も肩部に粗雑なヨコハケを施す。

頸部付近のみ細かいヨコハケが施されているが、ハ

ケではなくヨコナデの痕跡とも考えられる。1315は

体部下半の破片で、外面は粗いハケで調整される。

内面にも粗いヨコハケが施されている。1316は製作

時の乾燥単位を示すと思われる粘土接合痕が外面に

明瞭に残されており、その箇所で器形にも歪みが生

じている。外面にはススが付着する。1317は台付甕

の体部下半の破片で、脚台部は欠損している。筒状

の脚台部に、ある程度成形した体部を載せて接合し

た可能性がある。

1318～1337は台付甕の脚台部である。1318はやや

小型のものである。1320は脚頂部に粘土塊を貼り付

けている。底部内面には粘土の貼り付けは認められ

ない。1322はわずかに外反しながら開く。1323は緩

やかに内湾するもので、脚台部上端の側面から体部

を成形している。1324は外面にかなり粗いハケを施

している。1325は小型のもので、脚端部を内側へ折

り返している。Ｓ字状口縁甕と類似するが、器壁が

厚いなど、やや違和感がある。1327はハ字状に直線

的に開く。脚端部は面をなす。1328は直立気味で、

脚端部がわずかに外反する。1329は断面の粘土接合

痕からみて、筒状の脚台部を成形後、体部の成形に

伴って底部を閉塞していると推測される。1331～

1334は内外面ともハケで調整される。1333の内面に

は断続的なクモの巣状のハケが施されている。1334

は脚台部上端の側面から体部を成形している。1335

は直線的に開き、脚端部は明瞭な面をなす。1336は
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下半部で強く内湾し、脚端部は面をなす。

1338～1354はＳ字状口縁甕である。

1338～1343は口縁部から体部にかけての破片であ

る。1338は口縁部の小片で、口縁部外面には櫛状工

具による列点文が施される。工具を引きずった痕跡

は不明瞭で、押引列点文とはいいがたい。頸部内面

にはハケが施されている。1339～1341は口縁部外面

に押引列点文が施される。いずれも口縁端部に強い

ヨコナデを施し、面を作り出すとともに、口縁端部

を外方に引き出している。1339・1340では外面の頸

部直下の比較的広い範囲にヨコハケを施しており、

1341も頸部直下にヨコハケを施すが、やや雑である。

また、1341では口縁部外面の押引列点文も不明瞭な

ものである。1342は口縁部外面に押引列点文は確認

できない。1343は口縁端部に強いヨコナデを施して

面を作り出すとともに外方に引き出しており、口縁

部の断面形状はＳ字状を呈する。ただし、口縁部外

面に押引列点文ではなく刻目状の列点文を施す点や、

体部がなで肩状の器形を呈する点、頸部内面のハケ

が広範囲に及ぶ点など、典型的なＳ字状口縁甕とし

ては違和感がある。在地産のＳ字状口縁甕の範疇で

把握できるものと考えられる。

1344～1354は脚台部である。1344は底部内面及び

脚頂部に粗い砂粒を含む粘土を貼り付けている。

1345は脚部が直立気味であるが、小片のため器形の

復元に不安を残す。脚頂部には粗い砂粒を含まない

粘土を貼り付けている。1346は底部内面、1347は脚

頂部に粗い砂粒を含む粘土を貼り付けている。1348

～1349・1351などは底部内面及び脚頂部に粗い砂粒

を含む粘土を貼り付けている。1351は直線的に開く

もので、脚端部は内側に小さく折り返す。外面には

断続的な粗いハケが施されている。1352～1354も脚

端部を内側に折り返しており、1352・1353では若干

折り返しが大きい。1354は破片が接合しないため図

上で復元したもので、本来はもう少し高い脚台部の

可能性もある。

1355～1382は高坏である。

1355～1359は坏部の破片である。1355・1356は直

線的に外方へ大きく開くもので、比較的浅い坏部と

思われる。1356は不明瞭ながら口縁端部に内傾する

面をもつ。1357は小型のものと思われる。内外面と

もヨコミガキによって調整されている。1358はやや

内湾し、口縁端部に明瞭な面をもつ。外面はハケを

施した後にタテミガキで調整している。1359は深い

坏部をもつ。坏部内外面はヨコミガキで調整されて

いるが、単位ごとに少し方向を変えて全体的に波状

になるようにミガキが施されているものと思われる。

脚部外面の上半部には不明瞭ながら直線文が施され

ている。

1360～1382は脚部である。1361は円板充填によっ

て脚部上面を閉塞していると思われる。1364・1365・

1368・1372は脚部外面上半に直線文が施文されてい

る。ただし、こうした文様をもつものは少数派であ

る。1370・1377などは大きく外反する。1377は透孔

が小さく、脚部内面頂部に棒状工具による深い軸芯

痕が認められる。1362もごく浅い軸芯痕と思われる

ものが確認できる。1376は頸部の締まりが弱く、緩

やかに外反する低い脚部である。外面は上半はタテ

ミガキ、下半はヨコミガキである。透孔はやや小さ

い。また、二次的に被熱しており、外面にはススが

付着する。こうした特徴からみると、台付壺の脚部

の可能性も考えられる。1379・1380は内湾する。

1379は外面をハケとヨコミガキを施した後にタテミ

ガキによって調整している。1380は脚端部が面をな

す。内面は断続的なヨコハケによって調整されてい

る。1382はやや小型のもので、器台の脚部の可能性

もある。

1383～1386は器台である。1383は小型器台の受部

で、途中で緩やかに屈曲して口縁部が立ち上がる８）。

内外面ともヨコミガキによって丁寧に調整されてお

り、赤彩が認められる。1384も小型のものの受部で

ある。やや内湾し、口縁端部は面をなす。内外面と

もミガキによって丁寧に調整されている。1385も受

部の破片で、受部から脚部にかけて焼成前に孔が開

けられている。1386は透孔が６方向に開けられてい

た可能性がある。

1387は鉢である。底部は平底で、わずかに上げ底

状を呈する。体部は内湾しながら立ち上がり、口縁

端部は丸く収められる。内外面ともナデで調整され

ている。

ＳＨ222（第188図1388～1401） 1388は主柱穴Ｐ３

から出土した。土師器のＳ字状口縁甕で、接合しな
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いものの、体部上半と体部下半、脚台部付近の破片

があり、同一個体と考えられる。口縁部の屈曲は緩

く、屈曲部の内面にはユビオサエの痕跡が残る。口

縁部上半はやや外反しながら立ち上がり、口縁端部

にはヨコナデによる不明瞭な面が作り出されている。

頸部内面はナデによって調整されている。底部内面

及び脚頂部には顕著に砂粒を含む粘土が貼り付けら

れているが、砂粒自体はそれほど粗くない。口縁部

の形態や肩部外面の調整など、典型的なＳ字状口縁

甕としては違和感があり、在地産のＳ字状口縁甕の

可能性が考えられる。

1389～1401は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。

1389～1391は壺である。1389は同一個体と考えら

れる大型の壺の口縁部と底部付近の破片である。口

縁部は受口状に屈曲する。体部は底部から大きく横

に広がり、おそらく体部の形状は下ぶくれ状を呈す

るものと思われる。他に体部片もいくつか出土して

おり、外面にはＳ字状口縁甕にも近い粗いハケが施

されている。1390・1391は底部である。1391は輪台

状を呈する。

1392～1396は甕である。1392・1393は台付甕の脚

台部で、1392は脚端部が面をなす。1393は脚頂部に

精良な粘土を貼り付けている。1394～1396はＳ字状

口縁甕である。1394は屈曲部が突出気味で、口縁部

上半がやや内側に立ち上がり、口縁端部は強いヨコ

ナデによって面を作り出すとともに外方へ引き出さ

れている。頸部内面はハケで調整されている。1395

は口縁部上半が矮小である。頸部外面には列点文状

に工具痕が残る。1396は口縁部外面に押引列点文が

施されている。

1397～1401は高坏である。1397・1398は有稜高坏

の坏部である。1397は比較的浅い坏部で、口縁端部

に明瞭な面は認められない。内外面ともタテミガキ

で調整されている。1398は1397よりも深い坏部と思

われる。坏部の屈曲はかなり明瞭である。1399～1401

は脚部である。1399・1401は緩やかに外反しながら

ハ字状に開く。1400は小型の有稜高坏と思われる。

ＳＨ223（第188図1402～1438） 1402～1438は土師

器である。

1402～1411は壺である。

1402・1403は小型の壺である。1402は小型丸底壺

で、ほぼ全形が復元できた。粗雑な印象を受けるも

ので、頸部の屈曲はかなり小さく不明瞭である。外

面は全体的にケズリによって調整され、頸部の屈曲

もケズリによって作り出されていると思われる。口

縁部外面のみハケを施す。内面もケズリや工具ナデ

によって調整されている。頸部内面の稜は比較的シャー

プであるが、これも体部内面にケズリを施すことで

作り出されている。1403は直立気味に立ち上がる口

縁部である。外面はケズリを施した後に、部分的に

ハケで調整している。

1404～1407は中・大型の壺の口縁部から体部にか

けての破片である。1404は口縁部の小片で、途中で

屈曲して外方に開き、口縁端部は小さく受口状に屈

曲する。1405は広口壺の口縁部で、口縁端部は上下

に拡張し、擬凹線文を施し、棒状浮文を貼り付けて

いる。棒状浮文には貼り付け時のユビオサエの痕跡

が明瞭に残る。内面には赤彩が施されている。1406

は頸部外面に突帯を貼り付けている。1407は肩部の

破片で、直線文と直線文の間に細い半裁竹管を束ね

たような工具による列点文が施されている。また、

下段の直線文の下方にも扇状文と思われる文様がわ

ずかに遺存している。

1408～1411は中・大型の壺の底部である。1408は

丸底に近い。外面にはケズリが一部に認められる。

内面は工具ナデによって調整されている。1409も外

面がケズリによって調整されている。

1412～1423は甕である。

1412はく字状口縁甕である。頸部は明瞭に屈曲し、

口縁部は直線的に開く。外面にはススが付着してい

る。

1413～1417は台付甕の脚台部である。1413・1414

の底部はかなり厚い。いずれも底部内面の凹みに粘

土を貼り付けて整形していると思われる。1416は内

面をハケで調整し、脚端部は明瞭な面をなす。1417

はやや大型のものであるが、小片であるため、もう

少し径が小さくなる可能性もある。

1418～1423はＳ字状口縁甕である。1418～1421は

口縁部で、1418・1421は口縁部上半が大きく外反し、

口縁端部内面にはヨコナデが施され外方へと引き

出されているが、面は明瞭に作り出されていない。
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1419は口縁部の屈曲が弱く、Ｓ字状口縁甕としては

若干の違和感がある。体部外面の調整は風化のため

不明である。1420は口縁部上半が矮小で、頸部内面

にはハケが施されている。1422・1423は脚台部であ

る。1422は底部内面及び脚頂部に粗い砂粒を含む粘

土を貼り付けている。ただし、胎土や器壁の厚さな

どの点で典型的なＳ字状口縁甕としては違和感があ

るため、在地産のＳ字状口縁甕と思われる。1423は

脚端部を内側に折り返す。内外面に粘土接合痕がわ

ずかに残る。

1424～1433は高坏である。

1424～1426は坏部である。1424は直線的に開くも

ので、器壁がやや厚い。外面はヨコナデ、内面は粗

いハケで調整されており、こうした調整からみると

鉢などの可能性も考えられる。ただし、内外面とも

赤彩と思われる痕跡がわずかに認められることも考

慮し、高坏の坏部とした。1425は屈折脚高坏の坏部

と思われる。器壁は比較的薄く、坏部は中位でわず

かに屈曲する。内外面ともナデで調整されている。

1426は内外面ともハケを施した後にミガキによって

調整されている。

1427～1433は脚部である。1429は脚部外面上半に

直線文を施す。1431は坏部が一部遺存している。椀

形高坏の可能性もある。1432・1433は屈折脚高坏の

脚部である。1428も屈折脚高坏の可能性がある。

1432は脚柱部から脚裾部に向かって外方へ強く屈曲

する。脚柱部はタテナデによって調整されるが、一

部に工具痕状の細いヨコミガキと思われるものが施

されている。また、坏部の底部中央には、Ｓ字状口

縁甕の脚台部と同様の粗い砂粒を含む粘土の貼り付

けが認められる。1433は脚柱部がエンタシス状を呈

しており、内面はヨコナデによって調整されている。

1432と同様に坏部の底部中央に粘土の貼り付けが認

められるが、粗い砂粒は含んでいない。

1434～1436は器台である。1434は直線的に大きく

外方へ開く受部である。口縁端部は欠損する。脚部

も大きくハ字状に開く可能性が高い。外面にはスス

が付着する。1435・1436は脚部である。いずれも高

坏の脚部の可能性もあるが、1435は小型で器壁が厚

いことから器台の脚部と考えられる。1436も大きく

開く器形などから器台の可能性が高い。

1437・1438は鉢である。1437はグラス形の小型鉢

である。口縁端部は丸く収められる。外面はハケや

ヨコナデで調整されている。1438はやや大型のもの

で、椀形の体部に直線的に外方へ開く短い口縁部が

付く。頸部は比較的強く屈曲し、頸部内面には明瞭

な稜が作り出されている。

ＳＨ230（第189図1439～1488） 1439～1485は土師

器である。

1439～1450は壺である。

1439～1442は中・大型の壺の口縁部や体部の破片

である。1440は明瞭に屈曲する頸部から口縁部が直

線的に外方へ開く。口縁端部は面をなし、列点文が

施される。1441は口縁部が緩やかに外反し、口縁端

部は面をなす。頸部外面には突帯が貼り付けられ、

突帯にはハケ状工具による列点文が施されている。

1442は頸部から口縁部が直立気味に立ち上がり、中

位で外方へ屈曲する。頸部外面には突帯が貼り付け

られており、突帯の下部にはヘラないし棒状工具の

刺突による列点文が施されている。内面には赤彩が

施されている。1443は肩部の小片で、直線文とハケ

状工具による矢羽根状文が施されている。

1444～1450は壺ないし鉢の底部である。1444～

1446は小型の壺の底部と考えられるが、鉢の底部の

可能性もある。1447は平底である。1449は大型の壺

の底部から体部下半にかけての破片である。底部は

輪台状を呈する。体部下半には製作時の乾燥単位と

思われる粘土接合痕が内外面に明瞭に認められ、そ

の部分で緩やかに屈曲する。1450はハ字状に開く脚

が付く台付壺と思われる。脚部外面にはかなり粗い

タテハケが施されている。

1451～1474は甕である。

1451はく字状口縁甕である。口縁部の小片である。

1452～1455は受口状口縁甕の口縁部である。1452

は強く屈曲し、屈曲部外面は明瞭な稜をなす。屈曲

部にはハケ状工具による幅広の列点文が施されてい

る。外面にはススが付着している。1453・1454の屈

曲は緩い。いずれも口縁部外面に列点文が施されて

いる。1455は口縁端部が明瞭な面をなす。頸部内面

にはハケが施されている。

1456～1467は台付甕の脚台部である。1456は体部

下半も一部遺存しており、体部内面はハケで調整さ
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第189図 ＳＨ230・233出土遺物（1/4、1/3）
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れている９）。1459は脚頂部に内側から粘土塊を貼り

付けて底部を閉塞している可能性がある。1461は脚

台部上端の側面から体部を成形しており、剥離痕が

認められる。1463・1464は直線的にハ字状に開く。

1464は円板充填状の粘土接合痕が認められるが、脚

台部と体部を一体成形したかは不明瞭である。1465・

1466は比較的低い脚台部である。いずれも脚台部上

端の側面から体部を成形しており、体部が剥離した

痕跡が認められる。1467は直立気味で、脚端部は面

をなす。外面にはかなり粗いハケが部分的に施され

ている。

1468～1474はＳ字状口縁甕である。1468は口縁部

片で、口縁端部は外方へ大きく引き出されている。

1469は口縁部外面に押引列点文が施されており、頸

部内面にはハケが施されている。1472は脚台部の破

片で、底部内面及び脚頂部に粗い砂粒を含む粘土が

貼り付けられている。器壁はやや厚い。1473・1474

も脚台部で、いずれも脚端部を内側に折り返してい

る。

1475～1482は高坏である。1475は坏部で、有稜高

坏と思われるが、坏部の屈曲は緩い。1476～1482は

脚部である。1476・1479・1480は脚部外面上半に直

線文を施す。1477は緩やかに外反しながらハ字状に

開く。透孔は３方向に開けられている。1481は脚部

下半が外方へ屈曲して開き、屈折脚とも思われる。

ただし、脚柱部は明瞭な柱状を呈していない。外面

の調整は風化により不明瞭である。1482は低平な脚

部である。小型の高坏と思われるが、台付壺の脚部

の可能性もある。透孔は認められない。内面には一

部にケズリと思われる調整も施されている。

1483・1484は器台と思われるものである。1483は

有稜高坏の坏部に似た形状の受部で、体部と底部と

の境が強く屈曲し、口縁部外面に外方へのびる鍔状

の突出部をもつ。体部と底部との境の屈曲部の外面

には、やや垂下するように突帯が貼り付けられてい

る。鍔部と内面はヨコミガキで調整され、体部外面

はタテミガキで調整されている。あまり類例のない

器形であるが、高坏形の器台とされるものの中に共

通性が窺われるものがある。1484はかなり器壁が厚

い脚部片である。小型であることなどから、器台の

脚部と推定した。

1485は有孔鉢である。外面はハケで調整されてお

り、内面には工具痕が残る。

1486は鉄製品である。小型の板状のもので、一端

は元の形状を留めているとみられる。片面には円形

の膨らみが認められるが、錆膨れの可能性が高い。

ヤリガンナや刀子の茎片の可能性が考えられる。

1487・1488は縄文土器の深鉢の体部片である。い

ずれも沈線による斜行沈線あるいは矢羽根状文が認

められる。混入したと考えられる。

ＳＨ233（第189図1489～1511） 1489～1510は土師

器である。

1489～1495は壺である。1489は口縁部を欠損する

が、瓢形壺の体部と思われる。体部は下ぶくれ状の

器形を呈し、外面はハケを施した後にタテミガキで

調整している。1490・1491は大型の壺の頸部で、

1491は頸部外面に突帯を貼り付けている。1492は調

整が比較的丁寧なことから壺としたが、体部内面に

ケズリを施して器壁を薄く仕上げており、甕の可能

性もある。1493～1495は壺ないし鉢の底部である。

1494・1495は小型のものである。

1496～1506は甕である。

1496・1497はく字状口縁甕である。いずれも口縁

部片で、明瞭に屈曲する頸部から口縁部が直線的に

外方へ開く。口縁端部は丸く収められる。1497は頸

部内面にハケを施している。

1498・1499は受口状口縁甕である。いずれも口縁

部片である。1498は明瞭に屈曲し、口縁端部は明瞭

な面をなす。1499は若干屈曲が緩い。口縁端部には

内傾する面が認められるが、不明瞭である。屈曲部

内面にはユビオサエが認められる。口縁部外面には

ハケ状工具による列点文が施されている。

1500・1501は台付甕の体部や脚台部である。1500

は脚台部から剥離した痕跡が明瞭に認められる。

1501は器壁が厚く、口縁端部は面をなす。内外面と

もハケで調整されている。

1502～1506はＳ字状口縁甕である。1502は口縁部

から肩部にかけての破片である。口縁端部はヨコナ

デを施すとともに外方に引き出されており、断面形

はＳ字状を呈するが、肩部のヨコハケはかなり乱雑

で、典型的なＳ字状口縁甕とはいいがたい。1504は

口縁端部にかなり強いヨコナデが施されており、凹
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線状に凹む面が明瞭に作り出されている。口縁端部

もかなり強く外方へ引き出されている。頸部内面は

ナデによって調整されている。1505・1506はともに

底部内面及び脚頂部に粗い砂粒を含む粘土を貼り付

けている。1506は脚台部上端の側面から体部を成形

しており、体部が剥離した部分では、脚台部の上端

を連続的につまみ出して突帯状に突出させ、体部と

の接合部が強固になるようにしている様子が確認で

きる。また、脚端部は明瞭に内側に折り返している。

1507～1509は高坏である。1507は椀形高坏の坏部

である。脚部が剥離した痕跡が認められる。外面は

ハケを施した後にタテミガキが施されている。1508

は脚部で、外面上半に直線文が施されている。また、

二次的に被熱している。1509は内湾する脚部である。

透孔は認められず、脚端部は丸く収められる。器台

の脚部の可能性も考えられる。

1510は鉢である。平底の底部から、体部が直線的

にやや外方へ開き、コップ形を呈する。器壁は厚く、

調整も比較的粗雑で、内外面ともユビオサエやナデ

の痕跡が明瞭に残る。

1511は石製品で、台石である。砂岩の扁平な円礫

を利用したもので、半分程度を欠損している可能性

がある。片面は凹んでいるが、その面は使用してお

らず、やや凸面となる側を使用しており、使用等に

よる摩滅が顕著に認められる。また、側面にも一部

摩滅して面をなす部分がある。側縁には不明瞭な敲

打痕も複数残る。

ＳＨ236（第190図1512～1515） 1512は主柱穴の可

能性があるＰ１から出土した。鉄製品で、鉄鏃であ

る。やや大型で幅広の柳葉形の鏃身部をもつもので、

鏃身部の断面形は薄い凸レンズ状を呈し、鎬は明瞭

ではない。茎部は欠損している。

1513～1515は土師器である。1513は壺の肩部の小

片で、直線文とハケ状工具による列点文が施されて

いる。また、赤彩も認められる。1514は受口状口縁

甕の口縁部片である。屈曲は明瞭で、屈曲部から口

縁端部にかけて内傾し、口縁端部は面をなす。屈曲

部外面には櫛状工具による列点文が施されている。

外面にはススが付着している。1515は台付甕の体部

下半から脚台部にかけての破片である。内面には薄

くコゲが付着している。

ＳＨ238（第190図1516～1520） 1516～1520は土師

器である。

1516は壺の底部片で、上げ底状を呈する。1517は

台付甕の脚台部で、ハ字状に直線的に開き、脚端部

は面をなす。内面はハケで調整されている。1518・

1519はＳ字状口縁甕である。1518は口縁端部に強い

ヨコナデが施され、凹線状を呈する幅広の面が作り

出されているが、外方への引き出しは弱い。頸部内

面にはハケと思われるものがわずかに遺存している。

1519は脚台部で、小型のものである。脚端部は内側

へ折り返している。1520は高坏の脚部である。

ＳＨ243（第190図1521～1536） 1521～1534は土師

器である。

1521～1523は壺である。1521はかなり小型の壺で、

ミニチュアに近い。大部分が遺存する。口縁部外面

には帯状に粘土を貼り付け、その上に棒状工具の刺

突による列点文を施しているが、粘土の貼り付けは

粗雑で、この粘土の貼り付けによって口縁部の器形

にかなりの歪みが生じている。また、口縁部内面に

も面的に粘土を貼り付け、その部分にも３箇所の刺

突と、長短３本の縦線状の太い線刻を施している。

体部外面の調整は不明瞭であるが、底部付近はハケ

で、肩部もハケないし工具ナデによる調整と思われ

る。1522は広口壺の口縁部の小片で、口縁端部を上

下に若干拡張し、擬凹線文を施している。内外面に

赤彩の痕跡が残る。1523は頸部の屈曲が緩い中型の

壺である。

1524～1530は甕である。1524・1525は受口状口縁

甕である。ただし、口縁部の屈曲は緩く、特に内面

の屈曲はかなり不明瞭で、く字状口縁甕に近い。一

方で、口縁部外面には強いヨコナデが施されており、

そのため外面は受口状を呈している。1524は体部上

半まで遺存するもので、肩部外面にはヨコハケが施

されている。

1526～1528は台付甕の体部下半の破片や脚台部で

ある。1527は体部下半まで遺存するもので、体部は

内外面とも粗いハケで調整されている。脚台部内面

は断続的なハケによって調整され、脚端部は面をな

す。1528は脚台部上端の側面から体部を成形してい

る。

1529・1530はＳ字状口縁甕である。1529は肩部片
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で、ヨコハケが施されている。内面には粘土接合痕

が認められる。器壁はやや厚い。1530は脚台部で、

小型のものである。脚端部は折り返していない。

1531～1534は高坏である。1531は有稜高坏で、か

なり深い坏部である。ただし、坏部の屈曲は弱く不

明瞭である。口縁端部には内傾する面が作り出され

ており、その面にはヨコミガキが施されている。

1532・1533は比較的浅い坏部である。1533は坏部の

屈曲部が明瞭で、外面には明瞭な稜が認められる。

内外面ともハケを施した後にタテミガキによって調

整されている。

1535は鉄製品で、鉄鏃である。やや大型で幅広の

柳葉形の鏃身部をもつもので、ＳＨ236出土の1512

と近い形態である。鏃身部の断面形は薄い凸レンズ

状を呈し、鎬は明瞭ではない。茎部は欠損している。

1536は石器で、凹石の可能性があるものである。

砂岩の扁平な円礫で、片方の面が凹んでいるが、明

瞭な加工痕や使用痕は認められず、自然礫とも考え

られる。石器であるとすれば縄文時代のもので、混

入したと考えられる。

第190図 ＳＨ236・238・243・244出土遺物（1/4、1/3）
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ＳＨ244（第190図1537～1545） 1537は貯蔵穴から

出土した。縄文土器深鉢の口縁部片で、口縁端部は

丸く収める。口縁部直下に沈線による区画文が配さ

れ、その内部には斜行沈線が施されている。混入し

たと考えられる。

1538～1545は埋土中などから出土した。

1538～1544は土師器である。1538は瓢形壺の口縁

部の小片である。口縁端部は丸く収める。ヘラ状工

具による二重の連弧文が一部に遺存している。1539

は受口状口縁甕の口縁部の小片である。1540は小型

の甕の頸部から体部にかけての破片である。1541も

甕の体部片で、体部内面には一部にケズリが施され

ている。1542は有稜高坏の坏部である。小型で、外

面はハケを施した後にタテミガキによって調整され

ている。1543は高坏の脚部片である。透孔がごく一

部遺存している。1544は器台の頸部片である。

1545は縄文土器深鉢の体部片である。沈線による

区画文と、斜行沈線が認められる。混入したと考え

られる。

ＳＨ245（第191図1546～1585） 1546・1547は貯蔵

穴から出土した。いずれも土師器である。1546は高

坏の脚部と思われる。外面はハケとミガキによって

調整する。脚端部は丸く収められており、ヨコナデ

によってわずかに外反する。外面にはススが付着す

る。1547は有孔鉢である。外面にはユビオサエの痕

跡が残り、器形にも歪みがあるなど、全体的に粗雑

である。

1548～1585は埋土中などから出土した。

1548～1584は土師器である。

1548～1552は小型の壺である。1548は口縁部の小

片で、外面にはタテミガキを施す。高坏や器台の脚

部片の可能性もある。1549は短頸の瓢形壺の口縁部

である。口縁端部には強いヨコナデが施され、短く

外反する。1550はほぼ全形が復元できたものである。

口縁部は不明瞭な受口状を呈する。口縁端部は丸く

収める。体部の下半には内外面ともケズリが認めら

れる。体部外面上半には部分的にミガキが施されて

いる。1552は小型壺の体部片と思われる。体部外面

下半には製作時の乾燥単位と思われる粘土接合痕が

明瞭な段となって残されている。外面にはミガキも

施されているが部分的で、全体的に粗雑である。外

面にはススが付着している。

1553・1554は中・大型の壺の体部片である。1553

は櫛状工具による山形文が施されており、その文様

に沿って赤彩が施されている。1554は直線文と列点

文を施している。

1555・1556は底部である。1555は外面に粗いハケ

を施している。

1557～1564は甕である。

1557～1559はく字状口縁甕である。1557は頸部の

締まりが弱く、口縁部は直立気味である。外面には

粗いハケを施している。1558は口縁端部を丸く収め

ている。口縁部内面にはハケを施している。

1560は台付甕の脚台部である。脚台部上端の側面

から体部を成形しており、剥離痕が残る。

1561～1564はＳ字状口縁甕である。いずれも口縁

部から肩部にかけての破片である。1561・1562は口

縁部が強く屈曲し、口縁端部には強いヨコナデによ

る面が作り出されている。口縁部外面には押引列点

文が施され、頸部内面にはハケが施されている。

1562の頸部外面には細い沈線状のものが認められる。

1563は外面に押引列点文が施されておらず、頸部内

面はナデによって調整されている。他の個体に比べ

ると、若干ハケが細かい。1564は外面に押引列点文

が認められるが、1561・1562に比べて、口縁部上半

が外方へ開く。口縁端部には強いヨコナデによる面

が作り出されている。

1565～1574は高坏である。

1565～1571は有稜高坏と思われるものである。

1565はほぼ全形が復元できた。坏部は浅く、口縁端

部には内傾する面が認められる。坏部内外面はヨコ

ミガキによって調整されており、外面のみ暗文状に

粗くタテミガキを施している。頸部外面はミガキが

及んでおらず、ハケが残る。脚部は低く、ハ字状に

緩やかに外反しながら開く。1566も浅い坏部である。

口縁端部は丸く収められる。内外面とも、ハケを施

した後に粗くヨコミガキによって調整し、その後に

タテミガキを施している。坏部の屈曲は緩いが、外

面には比較的明瞭な稜が形成されている。1567は口

縁部の小片で、口縁部付近が内湾する可能性が高く、

椀形高坏とも考えられる。1569も口縁部の小片であ

る。浅い坏部と思われ、口縁端部は丸く収められる。
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内外面ともハケを施した後に粗くヨコミガキによっ

て調整し、その後にタテミガキを施している。1570

は口縁端部を欠損するが、比較的深い坏部である。

1571は坏部から脚部上半にかけて遺存しているが、

坏部の屈曲は緩く不明瞭である。

1572は小型の椀形高坏である。口縁端部には強い

ナデが施され、やや凹む内傾面となっている。内外

面ともハケを施した後に粗くヨコミガキによって調

整し、その後にタテミガキを施している。

1573・1574は脚部である。1573は1565などと比べ

ると高い脚部で、若干内湾する。1574は外面が赤色

を呈するが、赤彩ではなく器面が赤く発色しており、

スリップが施されている可能性がある。

1575～1578は器台である。いずれも小型のもので

ある。1575はほぼ全形が復元できたものである。全

体的に作りは粗く、器形には若干の歪みがあり、外

面にはナデやユビオサエの痕跡が顕著に残る。受部

から脚部にかけて貫通する孔をもたない。透孔は小

さく、３方向に開けられている。1576は口縁端部が

面をなす。坏部外面はヨコミガキによって調整され

ているが、坏部内面や脚部外面にはタテミガキが施

されている。1577も作りが粗い。外面にはナデや粗

いハケが施されている。脚部は強く内湾し、小さい

透孔が開けられている。1578は坏部から脚部にかけ

て孔が貫通している。外面はケズリで調整した後に

ミガキを施している。

1579～1583は鉢である。1579は手捏ね成形のミニ

チュアともいえるものである。1580は体部がわずか

に内湾する。内外面ともミガキで丁寧に調整されて

いる。1581・1582は体部が直線的に外方へ開く。底

部外面は凹み、やや上げ底状になる。形態的には類

似しているが、1581は内外面ともにヨコミガキの後

にタテミガキによって調整されているのに対して、

1582は外面がハケを施した後にヨコミガキによって

調整されている。1583は低い脚台が付く。外面は粗

いハケで調整されている。台付鉢と考えたが、小型

の台付甕の可能性もある。

1584は手焙形土器の鉢部片である。緩やかに屈曲

し、屈曲部外面には細い突帯を貼り付け、刻目を施

している。外面には粗いハケが一部に遺存している。

1585は鉄製品である。薄い板状の破片で、一端は

原形を留めているものと思われる。ごくわずかに木

質と思われるものが付着している。ヤリガンナや刀

子の茎片の可能性が考えられる。

ＳＨ246（第191・192図1586～1607） 1586～1588

は主柱穴Ｐ１から出土した。いずれも土師器台付甕

の脚台部である。1586は内外面ともハケで調整して

いる。1587は体部下半が一部遺存している。体部内

外面はハケで調整されており、製作時の乾燥単位と

思われる粘土接合痕を明瞭に残す。1588は脚端部が

明瞭な面をなす。

1589～1607は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。

1589・1590は壺である。1589は短頸の瓢形壺で、

口縁部は頸部直上で強く内湾した後に直立気味に立

ち上がる。口縁部内面はナデによって調整されてい

る。1590は底部で、外面にはナデが施されている。

1591～1600は甕である。

1591・1592は受口状口縁甕である。1591はやや小

型のもので、口縁部が強く内側に屈曲する。外面は

ハケで調整される。1592は口縁部が明瞭に屈曲し、

口縁端部は面をなす。

1593～1595は頸部から体部にかけての破片である。

1593はおそらくく字状口縁甕と思われる。頸部の屈

曲は比較的緩い。外面はハケで調整されており、ス

スが付着する。1594は頸部から肩部にかけての破片

で、頸部内面には明瞭な稜が認められる。1595は体

部下半の破片である。おそらく脚台が付くものと思

われる。外面には製作時の乾燥単位と思われる粘土

接合痕が段となって明瞭に残る。内面はケズリによっ

て調整されており、この接合痕は明瞭ではない。

1596・1597は台付甕の脚台部である。1596は脚端

部を丸く収める。外面には断続的なハケが施されて

いる。1597は体部に比べて底部が薄い。脚端部は面

をなす。

1598～1600はＳ字状口縁甕である。1598は口縁部

の小片で、頸部内面にわずかにハケが遺存する。

1599は頸部が明瞭に屈曲する。口縁部上半は小さく

立ち上がり、口縁端部は強いヨコナデによって面を

なす。口縁部外面には押引列点文が施されている。

頸部外面には沈線状の痕跡が残る。1600は頸部の屈

曲がかなり緩い。頸部外面にはヨコナデないしヨコ
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第192図 ＳＨ246出土遺物②（1/4）

ハケの工具のアタリと思われる痕跡が認められる。

1601～1607は高坏である。1601は小型のもので、

口縁部の少し下でわずかに屈曲する。鉢などの可能

性も考えられる。1602は有稜高坏である。坏部の屈

曲は緩い。脚部は内湾する。1603は脚部外面上半に

直線文を施している。1605は頸部外面にナデを施し

ている。1606は頸部が太く、透孔がかなり高い位置

にある。

ＳＨ254（第193図1608～1654） 1608は西隅貯蔵穴

から出土した。土師器高坏の脚部である。

1609は南隅貯蔵穴から出土した。須恵器坏蓋の口

縁部片の小片である。口縁端部には凹線状の段が作

り出されている。混入したと考えられる。

1610～1654は埋土中などから出土した。

1610～1651は土師器である。

1610～1617は壺である。

1610～1613は中・大型の壺の口縁部である。1610

はわずかに内湾しながら外方へ開く短い口縁部をも

つ。口縁端部は丸く収められる。口縁部内面と体部

外面はヨコミガキによって調整されるが、口縁部外

面はハケやヨコナデによって調整されている。1611

は広口壺の口縁部である。口縁端部は上下に拡張し、

擬凹線文を施した後に棒状浮文と円形浮文を貼り付

ける。棒状浮文は２本一組で５～６箇所に貼り付け

られていたものと推測される。頸部には突帯が貼り

付けられている。1612も口縁端部に棒状浮文を貼り

付けている。

1614～1617は体部や底部片である。1614は体部下

半の破片である。内外面ともハケで調整される。甕

とも思われるが、器壁の厚さなどからみて壺の可能

性が高い。1615は底部が突出する。1617は底部外面

が凹む。内外面ともハケで調整されている。

1618～1638は甕である。

1618・1619はく字状口縁甕である。1618は口縁部

が直立気味に立ち上がる。1619は口縁部の小片で、

器壁が厚い。大型に復元されるが、口径の復元には

不安を残す。古墳時代後期に下るものの可能性もあ

る。

1620は受口状口縁甕である。口縁部の小片で、屈

曲は明瞭である。口縁端部には強いヨコナデが施さ

れており面をなす。

1621・1622は頸部から肩部にかけての破片である。

1621は頸部と肩部に直線文状の粗いヨコハケが施さ

れている。受口状口縁甕の可能性が高い。1622は頸

部の屈曲が比較的緩い。外面はハケで調整されてい

る。

1623～1625は台付甕の脚台部である。1623・1624

は底部内面側から円板充填状に粘土を充填して、底

部を閉塞している。1625は直線的にハ字状に開く。

やや小型のもので、脚裾部外面には不明瞭ながら直

線文が施されている。台付壺の脚部とも考えられる。

1626～1638はＳ字状口縁甕である。

1626～1633は口縁部から体部にかけての破片であ

る。1627・1628は口縁部外面に押引列点文を施し、

頸部内面にはハケを施している。1627の頸部外面に

は沈線状の痕跡が認められる。1630は口縁部上半が

直立し、口縁端部は強いヨコナデが施されるととも

に外方へ引き出されている。頸部外面には沈線状の

痕跡が認められる。1631は体部下半まで遺存する。

口縁部の屈曲は緩く、特に内面の屈曲はヨコナデに

よる凹み状となり不明瞭である。肩部のヨコハケは

頸部からかなり下がった位置に施されている。1632

は口縁部の屈曲が明瞭である。頸部外面には沈線状

のナデが認められる。1633は口縁端部のヨコナデが
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やや不明瞭である。肩部のヨコハケは頸部から少し

下がった位置に施されている。

1634～1638は脚台部である。1634は底部内面及び

脚頂部に粗い砂粒を含む粘土を貼り付けるが、他の

Ｓ字状口縁甕に貼り付けられているものとは砂粒の

様相が異なるようにも見受けられる。1635は大型の

脚台部であるが、若干の歪みがあり、形状の復元に

は不安を残す。1637は底部内面及び脚頂部に粗い砂

粒を含む粘土を貼り付けており、体部は脚台部上端

の側面から成形されている。1638は脚端部を内側に

明瞭に折り返している。

1639～1648は高坏である。

1639～1643は有稜高坏と思われるものである。

1639は坏部が深い。坏部の屈曲は緩く、外面の稜は

不明瞭である。口縁端部は丸く収められる。坏部外

面はタテミガキで調整されるが、その後に部分的に

ヨコミガキを施している。タテミガキの前にもヨコ

ミガキが施されている可能性がある。一方、坏部内

面はヨコミガキを施した後に粗いタテミガキを暗文

状に施している。脚部については、外面の頸部付近

を細いヨコミガキで調整しており、内面にはケズリ

と思われる痕跡が認められる。1640は坏部片で、坏

部の屈曲が比較的明瞭である。内外面とも、単位ご

とに方向を変えて全体的に波状になるようにヨコミ

ガキを施しているものと思われる。1641・1642も坏

部の屈曲は比較的明瞭である。1643については外面

に不明瞭な稜が認められるが、器壁が厚く、外面が

ヨコナデで調整されるなど、他の個体と比べて違和

感がある。内面にわずかにミガキと思われる痕跡が

残ることから高坏としたが、古墳時代前期後葉まで

下る高坏、あるいは古墳時代後期の坏などの可能性

もあろう。

1644は椀形高坏である。小型のもので、全体のか

なりの部分が遺存するが、器形の歪みが大きい。坏

部は椀形を呈し、口縁端部は丸く収められる。坏部

内外面はヨコミガキによって調整される。透孔は認

められない。鉢を逆位にしたような脚部を成形後、

脚部上端の側面から坏部を成形し、坏部内面から脚

部上面にかけての凹みを埋め、頸部には粘土を厚く

貼り付けて補強している。

1645～1648は脚部である。1645は脚部外面上半に

直線文が施されている。1646は小型でわずかに内湾

するもので、小型器台の可能性もある。1647は直線

的に開く大型の脚部で、内外面ともハケで調整され

ている。古墳時代後期の甑の口縁部等の可能性も考

えられる。1648も小型器台の脚部の可能性があろう。

1649は器台である。頸部で強く屈曲し、受部が外

方に大きく開く。

1650は鉢の底部と思われる。平底で、体部は内湾

しながら立ち上がる。外面はハケで調整されている。

1651は甑の可能性がある。直線的に開く口縁部片

で、内外面ともハケで調整される。甑とすれば古墳

時代後期のもので混入したと考えられるが、鉢や甕

の破片の可能性も残る。

1652・1653は縄文土器である。1652は深鉢ないし

浅鉢の口縁部で、口縁部外面に粘土を貼り付けて肥

厚させ、その部分に太い沈線による文様が描かれて

いる。1653は深鉢の底部片で、沈線による文様が認

められる。

1654は剥片である。溶結凝灰岩で石鏃等の製作に

は適さないが、人為的に剥離されたものの可能性が

高い。打製石斧などの製作に伴う剥片とも思われる。

縄文時代のものが混入したと考えられる。

ＳＨ299（第194図1655～1694） 1655は貯蔵穴から

出土した。土師器高坏の脚部である。わずかに内湾

し、脚端部は丸く収められる。内面はハケで調整さ

れている。

1656～1694は土師器である。

1656～1667は壺である。

1656～1659は小・中型の壺の口縁部である。1656・

1657は直線的に外方に開く。1658は大きく外反し、

口縁端部は面をなす。口縁端部には列点文が施され

ている。1659も口縁端部が面をなす。

1660～1662は体部片である。1660は小型壺の肩部

付近の破片である。粘土接合痕やユビオサエの痕跡

が残り、やや粗雑である。1661は大型の壺の肩部の

小片である。頸部直下に２条の突帯を貼り付けてい

る。内外面に赤彩が認められる。1662は体部の小片

であるが、外面に鋭い工具による線刻が認められる。

放射状に短い線が刻まれている。

1663～1667は体部から底部にかけての破片である。

1663は体部上半から底部までが遺存する。体部は球
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形を呈し、底部はボタン状に突出している。外面は

粗いハケで調整されている。1664は底部外面が上げ

底状に凹む。1666は平底で、内外面にハケが認めら

れる。1667は外面にヨコミガキが施されている。

1668～1689は甕である。

1668～1675はく字状口縁甕である。1668・1669は

頸部が明瞭に屈曲し、口縁部が短く外方へ開く。口

縁端部は面をなす。1668の肩部外面にはヨコハケが

施されている。1670は口縁部が直立気味に立ち上が

る。内外面とも粗いハケが施されている。1672は口

縁部が短く立ち上がり、口縁端部付近で外反する。

1673は口縁部の小片で、体部外面には粗いハケが施

されている。1674は口縁部が直線的にやや長くのび

る。口縁端部内面には強いヨコナデによって凹んだ

面が作り出されている。1675は口縁部に明瞭な屈曲

部が認められないものの、口縁部外面に列点文を施

したり、頸部内面に粗いハケを施すなど、受口状口

縁甕やＳ字状口縁甕との共通性が高い。口縁部外面

の上部には強いヨコナデによって面が作り出されて

おり、本来は受口状口縁の甕として作られたものと

も考えられる。

1676～1678は受口状口縁甕である。いずれも口縁

部片である。1676は口縁部が直立気味に立ち上がる。

口縁端部には強いヨコナデが施され、明瞭な面が作

り出されている。頸部内面には粗いハケが施されて

いる。1677は口縁端部が丸く収められている。外面

にはススが付着している。1678は小片で、口縁端部

を欠損する。屈曲部の外面には櫛状工具による列点

文が施されている。

1679～1688は台付甕の脚台部である。1680は底部

内面及び脚頂部に粗い砂粒を含まない粘土を貼り付

けている。1681は小型のもので、直線的にハ字状に

開く。1683は脚台部上端の側面から体部を成形して

いる。1684はハ字状に大きく開く。上面には底部内

面に貼り付けた粘土の剥離痕が認められる。1685は

脚頂部に粗い砂粒を含まない粘土を貼り付けている。

内外面とも粗いハケで調整している。1688は大型の

もので、内湾している。

1689はＳ字状口縁甕である。脚台部の破片で、外

面には断続的に粗いハケが施される。脚端部はわず

かに内側に折り返されている。

1690～1694は高坏である。1690は口縁部片で、や

や器壁が厚い。口縁端部は内傾する面をなす。1691

は椀形高坏である。外面はハケを施した後にタテミ

ガキによって調整されている。1692は脚部で、透孔

がごくわずかに遺存するが、形状や数は不明である。

1693は外反する脚部である。1694はかなり大型に復

元される。内面がハケによって調整されることから

脚部としたが、透孔は遺存しておらず、高坏の坏部、

あるいは鉢の口縁部の可能性も考えられる。

ＳＨ305（第194・195図1695～1718） 1695は南東

隅貯蔵穴から出土した。土師器壺の口縁部と思われ

るものである。口縁端部にはハケ状工具による刻目

が施されている。

1696～1718は埋土中などから出土した。

1696～1715は土師器である。

1696～1698は壺である。1696はかなり大型のもの

である。口縁部は短く直立し、やや内湾する。口縁

端部には不明瞭ながら内傾する面が作り出されてい

る。頸部は明瞭に屈曲し、外面には突帯が貼り付け

られている。内外面とも、全体的にハケによって調

整されており、一部に工具ナデと思われるものも認

められる。1697は広口壺で、装飾性が高い。口縁部

は外反し、口縁端部は面をなす。口縁端部には列点

文が施されている。肩部外面には直線文、列点文、

連弧文が数段に渡って施されている。連弧文は二枚

貝の貝殻腹縁による施文と思われる。また、列点文

についても、ハケ状工具と棒状工具の２種類の工具

が用いられた可能性がある。1698は大型の広口壺で、

ほぼ全形が復元できた。ただし、部分的に図上復元

を行っている。体部は球形に近い形を呈し、頸部は

鋭く屈曲する。口縁部は直線的に外方へ開く。外面

の調整は粗雑で、全体的に粗いハケが施されており、

体部下半には粘土接合痕が顕著に残る。また、外面

にはススが付着している。

1699～1705は甕である。

1699・1700はく字状口縁甕である。1699は体部下

半まで遺存する。体部は倒卵形を呈し、肩部の張り

は弱い。体部外面は粗いハケで調整し、口縁部内面

にも粗いハケが施されている。1700は口縁部の小片

である。外面にユビオサエの痕跡が残り、粗雑な印

象を受ける。
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1701は受口状口縁甕である。体部下半まで遺存す

る。口縁部は短く上方につまみ上げられて屈曲する。

口縁端部に弱いヨコナデが施され、若干外方に引き

出されているようにも見受けられる。口縁部外面に

は櫛状工具による列点文が施されているが、これも

若干工具を引きずっているようにも思われる。こう

した特徴はＳ字状口縁甕とも共通するが、胎土は典

型的なＳ字状口縁甕とは異なっており、在地産のＳ

字状口縁甕の可能性も考えられる。

1702～1705は台付甕の脚台部である。1702は底部

がかなり厚い。脚台部は直立気味に開く。外面には

粗いハケが施されている。1703は脚端部が面をなす。

1704は器壁が薄く、ハ字状にやや大きく開き、脚端

部は丸く収められる。1705は低い脚台部である。ハ

字状に大きく開き、脚端部は面をなす。底部は円板

充填によって閉塞されていると思われる。

1706～1714は高坏である。

1706～1709は有稜高坏の坏部と思われる。1706は

ほぼ全形が復元できた。坏部は比較的深く、口縁端

部には不明瞭ながら内傾する面が認められる。坏部

の屈曲は明瞭である。脚部はハ字状に直線的に開き、

脚端部は面をなす。脚部外面上半には直線文が施さ

れている。坏部の外面にはわずかにススが付着して

いるほか、外面は全体的に二次的に被熱している。

1707は坏部から脚部にかけての破片で、坏部は浅い。

坏部内外面はヨコミガキを施した後に、粗いタテミ

ガキが施されている。脚部外面上半には直線文が施

されている。また、口縁部内外面にススが付着して

おり、蓋等として転用された可能性もある。1708は

坏部の屈曲が緩い。1709は特異な形態のものである。

頸部が太く、脚部はハ字状に大きく開くようである。

坏部は内外面ともハケで調整されている。脚部と坏

部との接合方法は判然としないが、断面の粘土接合

痕や剥離の状況からみると、筒状の脚部を成形後、

脚部内面側と坏部内面側の両方から粘土を充填して

いると思われる。また、外面にはススが付着し、二

次的な被熱も認められる。台付鉢や台付壺の可能性

も考えられる。

1710～1714は脚部である。1710は大きく外反する。

外面には直線文が施されている。内面の形態からみ

ると、それほど高くない脚部と思われ、台付壺の脚

部の可能性も考えられる。1711は脚部外面上半に直

線文を施す。1712は直線的に開く。外面には工具痕

と思われる鋭い線状の痕跡が数箇所認められる。

1714は直線的にハ字状に開くが、1706よりは高い脚

部である。脚部外面上半には直線文が施されている。

1715は鉢である。椀形の体部に、短く外方へ開く

口縁部が付く。頸部の屈曲は緩く、口縁端部は丸く

収められる。外面は全体的にハケで調整されている

が、内面にはミガキも施されている。

1716～1718は縄文土器である。1716は深鉢の口縁

部片と思われる。口縁部外面に隆帯状に粘土を貼り

付けて肥厚させ、口縁端部に刻目を施している。

1717は深鉢の体部片と思われる。区画文と思われる

太い沈線と、細い沈線による斜行沈線あるいは矢羽

根状文が認められる。1718は底部である。体部が大

きく外方へ開くことから、浅鉢の底部の可能性があ

ろう。これらは混入したと考えられる。

ＳＨ306（第195図1719～1746） 1719～1744は土師

器である。

1719～1725は壺である。

1719～1723は中・大型の壺の口縁部から体部にか

けての破片である。1719は口縁部と体部が遺存して

いる。口縁部は外反するが、口縁端部は上方につま

み上げられて屈曲し、わずかに受口状を呈する。体

部は下ぶくれで、なで肩の器形を呈する。外面は全

体的にハケで調整されている。文様は認められない

が、体部外面に一部赤彩が施されている。1720も

1719と似た口縁部の破片である。1721は直線的に開

く口縁部で、口縁端部は上下に小さく拡張される。

内外面ともハケで調整される。器台の可能性も考え

られる。1722は口縁部の小片である。口縁端部は上

下に拡張され、粗いハケ状の痕跡が認められるが、

粗雑な擬凹線文とも考えられる。また、棒状浮文が

貼り付けられているが、ほとんど剥離しており、ご

く一部しか遺存していない。口縁部内面には赤彩が

施されている。1723は頸部から肩部にかけての破片

である。外面には粗いハケが施されている。

1724・1725は底部である。1724は底部外面が凹み、

上げ底状を呈する。外面にはミガキが施されている。

1725は外面にススが付着している。

1726～1740は甕である。
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1726～1728は受口状口縁甕である。いずれも口縁

部の小片である。1726は屈曲が緩く、口縁端部は丸

く収められる。1727も屈曲が緩い。口縁端部には強

いヨコナデが施され、面をなす。1728は口縁部がや

や外反する。口縁部外面には櫛状工具による列点文

が施されている。

1729～1734は台付甕の脚台部である。1730はおそ

らく脚台部と体部を一連で成形し、円板充填によっ

て底部を閉塞している。そして、さらにその上に粘

土を貼り付けて整形している。1731は小型のもので、

器壁が厚い。1732は内外面を粗いハケで調整してい

る。1733は脚台部上端の側面から体部を成形してい

る。脚端部は面をなす。1734は大型のものである。

1735～1740はＳ字状口縁甕である。1735は口縁部

上半が短く立ち上がり、口縁端部には強いヨコナデ

が施され内傾する面をなす。口縁部外面には押引列

点文が施されており、頸部内面には非常に粗いハケ

がわずかに遺存する。1736～1740は脚台部である。

1736は脚頂部に粗い砂粒を含む粘土を貼り付けてい

る。1737・1738は脚端部を明瞭に内側へ折り返して

いる。1738は底部内面のみに粗い砂粒を含む粘土を

貼り付けている。1739・1740は脚端部が面をなし、

内側へ折り返されていない。1739については台付甕

や在地産のＳ字状口縁甕の可能性も考えられる。

1741～1743は高坏である。1741は口縁部の小片で、

口縁端部には不明瞭な面が認められる。内外面とも

ヨコミガキによって調整されている。1742は椀形高

坏で、坏部は浅い。1743は小型のもので、坏部の屈

曲が明瞭であり、外面は明瞭な稜をなす。器台の可

能性もある。

1744は手焙形土器の鉢部と思われる。体部下半で

明瞭に屈曲している。外面は粗いハケによって調整

されている。また、外面にススが付着している。

1745・1746は縄文土器深鉢の体部片と思われる。

1745には縦位の太い並行沈線が認められる。1746に

は沈線と条線が施されている。これらは混入したと

考えられる。

ＳＨ307（第196図1747～1750） 1747～1749は土師

器である。1747は壺と思われるが、頸部の締まりは

弱い。口縁端部に刻目が施されている。外面はハケ

で調整されている。1748はく字状口縁甕である。口

縁部には内外面に粘土接合痕が明瞭に残り、粗雑な

印象を受ける。外面は粗いハケによって調整されて

いる。1749は有稜高坏の坏部である。比較的深い坏

部で、口縁端部には内傾する面が認められる。内外

面ともタテミガキによって調整されている。

1750は縄文土器深鉢の底部である。混入したと考

えられる。

ＳＨ319（第196図1751～1780） 1751～1780は土師

器である。

1751～1758は壺である。

1751～1754は壺の口縁部である。1751は短頸の瓢

形壺で、口縁部はほとんど内湾せず、ほぼ直立する。

口縁端部に面は認められない。1752は広口壺で、口

縁端部は面をなし、擬凹線文が施される。頸部には

突帯が貼り付けられているが、かなり粗雑でナデ付

けた痕跡が明瞭に残る。1753も広口壺で、口縁部内

面に粗雑な波状文が施されている。1574は頸部の締

まりが弱く、器形や調整からは甕とも思われるが、

胎土が精良で丁寧に成形されているため、壺とした。

高坏の口縁部の可能性もある。

1755・1756は大型の壺の体部片である。1755は球

形を呈する体部で、体部外面下半にはケズリが認め

られる。また、肩部には粗いハケが一部に遺存して

いる。1756は体部下半である。外面は全体的にハケ

で調整され、赤彩が施されている。内面はケズリに

よって調整されている。

1757・1758は底部の小片である。1758は底部がボ

タン状に突出する。

1759～1766は甕である。

1759・1760はく字状口縁甕である。1759は器壁が

厚く、口縁部は頸部から短く外方へ開く。肩部外面

にはヨコハケが施されている。1760は器壁が薄い。

頸部は鋭く屈曲し、口縁端部は丸く収められる。外

面にはわずかにハケが認められる。

1761は受口状口縁甕である。口縁部の小片で、屈

曲は緩いが、屈曲部外面の稜は明瞭である。頸部内

面には粗いハケが施されている。

1762～1765は台付甕の脚台部である。1763はわず

かに内湾する。1764も下半部が内湾しており、脚端

部は内傾する面をなす。脚頂部には粗い砂粒を含ま

ない粘土を貼り付けている。1765はハ字状に大きく
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開く。

1766はＳ字状口縁甕である。体部下半から脚台部

にかけての破片で、体部内面はハケとナデで調整さ

れている。底部内面及び脚頂部には粗い砂粒を含む

粘土を貼り付けている。また、体部内面には製作時

の乾燥単位と思われる粘土接合痕が、段となって明

瞭に残されている。

1767～1777は高坏である。

1767～1769は坏部の破片である。1767は口縁部片

で、口縁端部に内傾する面が認められる。外面はヨ

コミガキを施した後にタテミガキを施していると思

われる。1768は有稜高坏で、坏部の屈曲は比較的明

瞭である。1769も有稜高坏で、屈曲部の接合部で剥

離している。

1770～1777は脚部である。1771は脚部上半外面に

列点文と思われるものが認められ、一部では矢羽根

状を呈する箇所もあるが、工具のアタリ等の可能性

もあり、文様とは断定できなかった。1772・1773は

脚部外面上半に直線文を施している。1775は坏部の

底部中央が深く凹む。凹みを埋めた粘土が剥離して

いる可能性もある。1776はわずかに内湾しながらハ

字状に大きく開く。脚端部は丸く収められる。透孔

は小さい。1777は小型のもので、器台の可能性も考

えられる。

1778は器台である。全形が復元できたものである。

受部は直線的に外方に開き、口縁端部は面をなす。

受部から脚部にかけて孔が貫通している。頸部外面

には直線文が施されている。透孔は比較的小さく、

３方向に開けられている。

1779は鉢である。平底の底部から、体部が内湾し

ながら立ち上がる。口縁端部は丸く収められる。

1780は手焙形土器である。覆部と鉢部は接合しな

いが、同一個体と考えられる。受口状口縁を呈する

鉢部の口縁部からドーム状に覆部が成形されている

ものと思われる。鉢部の屈曲部外面には太い突帯が

貼り付けられている。突帯の下面にはケズリが及ん

でおり、鉢部の底部外面はケズリによって調整され

ていたものと考えられる。内面もケズリによって調

整されている。全体的に調整は粗雑である。

ＳＨ321（第196図1781～1783） 1781～1783は土師

器である。いずれも壺である。1781は頸部片で、外

面はハケで調整されている。頸部の屈曲は緩い。

1782は底部の小片である。1783も底部片で、底部外

面中央が凹む。内外面ともハケで調整されている。

ＳＨ322（第196図1784～1795） 1784～1786は貯蔵

穴から出土した。いずれも土師器である。

1784・1785は高坏で、いずれも有稜高坏である。

1784は坏部片で、坏部の屈曲は明瞭である。内外面

ともタテミガキで調整されており、外面にはススが

付着している。1785は坏部から脚部にかけての破片

である。坏部の屈曲部には接合部で剥離した痕跡が

残る。二次的に被熱している。

1786は小片であるが、おそらく器台の口縁部と思

われる。口縁端部をやや上方にはね上げている。内

面はミガキで調整されており、赤彩がごくわずかに

遺存している。

1787～1795は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。

1787は壺の体部で、瓢形壺と思われる。外面の調

整は風化により不明瞭だが、ミガキが施されている

可能性が高い。底部外面は凹んでいる。

1788～1792は甕である。

1788は受口状口縁甕の口縁部片である。屈曲は緩

く、全体的に内湾する。外面には粗いハケが施され

ている。1789・1790は台付甕の脚台部である。1789

の外面にはススが付着している。1790は内外面とも

ハケやヨコナデによって調整され、脚端部が面をな

す。1791・1792はＳ字状口縁甕である。1791は口縁

部片で、外面には押引列点文が施されている。頸部

内面には粗いハケが施されている。1792は脚台部で、

脚端部は内側に折り返されている。外面下半には、

櫛状の工具を連続で押し当てたような工具痕が認め

られる。部分的なもので、規則性もないことから、

文様とは考えがたい。また、底部内面及び脚頂部に

は粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられている。

1793・1794は高坏である。1793は椀形高坏の口縁

部と思われる。口縁端部内面に強いヨコナデが施さ

れている。外面には幅広のヨコミガキを施した後に

タテミガキを施している。1794は脚部で、坏部が一

部遺存する。おそらく有稜高坏と思われ、坏部は屈

曲部で剥離している。脚部は低く、わずかに外反し

ながらハ字状に開く。
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1795は手焙形土器の鉢部の小片と思われる。く字

状に強く短く外反する鉢部の口縁部の内側に、覆部

がごく一部遺存している。手焙形土器とすると、鉢

部と覆部の接合部が括れるＳＨ319出土の1780とは

異なり、全体的に球形を呈する器形のものである可

能性が高い。

ＳＨ323（第197図1796～1812） 1796～1810は土師

器である。

1796・1797は壺である。1796は口縁部片で、口縁

端部は若干肥厚する。内外面ともハケで調整される

が、内面にはわずかに赤彩の痕跡が認められる。

1797は頸部片で、頸部外面には粗雑な突帯が貼り付

けられている。

1798～1805は甕である。

1798・1799はく字状口縁甕である。1798は体部下

半まで遺存している。口縁部は上方に立ち上がり、

口縁端部は丸く収められる。体部内面はケズリによっ

て調整されている。1799は口縁部の小片で、わずか

に内湾する。調整などからみると、受口状口縁甕と

も考えられる。

1800～1802は台付甕の脚台部である。1800は上面

に剥離した痕跡が認められる。1801はやや内湾し、

脚端部は面をなす。内外面ともハケで調整されてい

る。1803は小片で、外面に粗いハケが施されている。

1804・1805はＳ字状口縁甕である。1804は口縁部

の小片で、口縁端部には強いヨコナデが施されてお

り、わずかに凹んだ面を作り出している。外面には

押引列点文が施されている。1805は肩部の破片であ

る。外面には頸部直下にヨコハケが施されている。

内面にもハケが施されている。

1806～1809は高坏である。1806は椀形高坏と思わ

れる。口縁端部内面にはわずかに内傾する面が認め

られる。1807・1808は有稜高坏の口縁部片と思われ

る。いずれも坏部は浅いと推定される。1807の外面

や1808の内面は、ヨコミガキを施した後にタテミガ

キによって調整されている。1809は脚部である。頸

部外面付近には爪痕状の痕跡が複数認められる。

1810は器台である。小型のもので、受部はわずか

に内湾し、口縁端部は面をなす。内面はハケで調整

した後に細いミガキを暗文状に疎らに施す。外面に

も細いミガキが波状に粗く施されている。

1811・1812は縄文土器である。1811は深鉢の破片

と思われ、沈線と撚糸文状の文様が認められる。沈

線が横位になるよう図化したが、小片のため確定的

ではなく、沈線が縦位になる可能性もある。1812は

深鉢の体部片で、縦位の多条並行沈線３条と縄文が

施されている。これらは混入したと考えられる。

ＳＨ331（第197図1813～1838） 1813は貯蔵穴から

出土した。土師器高坏の坏部片である。小型の椀形

高坏と思われ、口縁端部は丸く収められる。内外面

ともタテミガキで調整されている。

1814～1838は埋土中などから出土した。

1814～1837は土師器である。

1814～1818は壺である。1814は頸部付近の破片で、

粗雑な突帯が貼り付けられている。突帯には貼り付

け時のユビオサエが深い凹みとなって残り、その凹

みを中心に赤彩が認められる。1815は台付壺と思わ

れる。1816～1818は底部である。1816は大型のもの

で、底部の周囲が高台状に突出している。外面はハ

ケとミガキによって調整されているが、内面にも一

部にミガキが施されており、外面にはススが付着し

ている。こうした点を鑑みると、大型の鉢の底部の

可能性も残る。1818は底部外面中央が凹む。

1819～1830は甕である。

1819はく字状口縁甕である。頸部の屈曲は比較的

緩く、口縁部は短く外反する。内外面とも粗いハケ

で調整されている。調整などからみて、1825と同一

個体の可能性も考えられる。

1820は受口状口縁甕である。口縁部内面にはユビ

オサエが認められる。頸部内面にはハケが施されて

いる。

1821は頸部から体部にかけての破片である。外面

にはわずかに粗いハケが遺存している。

1822～1825は台付甕の脚台部等である。1822は脚

頂部に円板充填状の痕跡が認められるが、さらに底

部内面に粘土を貼り付けて体部を成形しており、脚

部と体部を一体的に成形したとは判断できない。

1824は下半部がわずかに内湾する。内面は工具ナデ

で調整されている。1825はほぼ全形が復元できたも

のである。ただし、上半部については歪みもあり、

器形の復元には不安を残す。1819が同一個体とすれ

ば、もう少し頸部が締まる器形を呈する可能性もあ
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る。体部下半には製作時の乾燥単位と思われる粘土

接合痕が明瞭に残る。脚台部はかなり器壁が厚い。

外面にはススが付着しており、脚台部は二次的に被

熱している。

1826～1830はＳ字状口縁甕である。1826・1827は

口縁部片で、いずれも口縁部外面には押引列点文が

施されておらず、頸部内面には粗いハケが施されて

いる。1828～1830は脚台部である。1828は底部内面

及び脚頂部に粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられて

いる。1829は底部内面及び脚頂部に粗い砂粒を含む

粘土が貼り付けられていたと思われるが、剥離して

いる。底部内面の剥離部では、脚部との接合部に沿っ

て連続的なユビオサエが施されている様子が観察で

きる。1830は脚端部に折り返しが認められない。

1831～1835は高坏である。

1831は有稜高坏の坏部片である。口縁端部には強

いヨコナデが施されており、内傾する面をなす。外

面はハケを施した後にタテミガキによって調整され

ている。

1832～1835は脚部である。1833は頸部付近にハケ

が残る。1834は脚部外面上半に直線文が施されてい

る。1835は透孔が遺存しているが、やや小さい透孔

である。器台の脚部の可能性も考えられる。

1836は器台と思われる。小型の壺などの可能性も

考えられるが、器形等からみて器台の可能性が高い

と判断した。受部は二重口縁状を呈しており、屈曲

部はわずかに下方に垂下し、刻目が施されている。

1837は鉢の底部と思われる。小型で、外面にはハ

ケが施されている。

1838は石製品で、台石である。溶結凝灰岩製で、

長さ38.5㎝、重さ34.7㎏と非常に大型のものである。

床面に安置された状態で出土した。上面は全体的に

かなり平滑で、意図的に加工されているものと思わ

れる。使用痕は不明瞭だが、わずかに敲打痕が認め

られる。

ＳＨ332（第198図1839～1869） 1839～1841は貯蔵

穴から出土した。

1839・1840は土師器である。1839は高坏の脚部と

思われる。ハ字状に開く。1840は鉢である。小型の

椀形のもので、体部は内湾する。内外面ともミガキ

で丁寧に調整されている。

1841は石製品で、磨石である。砂岩の円礫を利用

したもので、側面の一部が不明瞭な面をなす。使用

による摩滅は顕著ではない。

1842～1869は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。

1842～1846は壺である。1842は短頸壺で、ごく短

い口縁部が付く。今回の調査では他にみられない器

形である。鉢とした方がよいかもしれない。体部外

面には粗いハケが施されている。1843は広口壺の口

縁部である。口縁端部は上下に拡張されて面をなし、

列点文が施されている。1844は大型の壺の肩部片で

ある。外面には直線文と列点文が認められる。1845・

1846は底部である。1845の底部外面には種子圧痕と

思われるものが認められる。

1847～1864は甕である。

1847～1849はく字状口縁甕である。1847は口縁部

の小片で、若干内湾する。調整などからみて、受口

状口縁甕とも考えられる。1848・1849はかなり似た

口縁部片である。いずれもわずかに内湾し、口縁端

部が面をなす。また、外面上半に強いヨコナデを施

し、その下端に櫛状工具による列点文を施す。同一

個体の可能性もあるが、頸部の屈曲や口縁部の立ち

上がりの角度などから、別個体と判断した。屈曲が

弱いためく字状口縁甕としたが、調整や文様からみ

て受口状口縁甕を意識したものと考えられる。

1850・1851は受口状口縁甕である。1850は口縁部

の小片で、外面の頸部付近に粗いヨコハケがわずか

に遺存する。1851は小型のもので、肩部外面にはヨ

コハケが施されている。頸部内面には粗いハケが施

されている。

1852～1859は台付甕の脚台部である。1852は筒状

に成形した脚台部の上面を円板充填状に粘土を貼り

付けて閉塞し、脚台部上端の側面から体部を成形し

た後に、底部内面に粘土を貼り付けて補強している。

1854は低い脚台部で、全体的に内湾する。1855～

1857は脚台部上端の側面から体部を成形しているこ

とが、断面の粘土接合痕から推測できる。1858はや

や大型のもので、内外面ともハケで調整されている。

器壁が若干薄く、高坏の脚部の可能性も残る。

1860～1864はＳ字状口縁甕である。1860～1862は

口縁部片である。1860は口縁端部に強いヨコナデが
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施されており、わずかに凹んだ面が作り出されてい

る。口縁部外面には押引列点文が施されている。ま

た、頸部外面には沈線状の痕跡が認められるが、頸

部直下までヨコハケが施されており、その工具のア

タリの可能性もある。1861は胎土や調整などからＳ

字状口縁甕と判断されるが、口縁端部のヨコナデが

不明瞭で、口縁部の断面形が明瞭なＳ字状を呈して

いない。ただし、風化等によるものの可能性もある。

1862は口縁部が明瞭に屈曲し、口縁端部には強いヨ

コナデが施されており、わずかに凹んだ面が作り出

されている。ただし、口縁端部の外方への引き出し

は弱い。口縁部外面には列点文が施されている。ハ

ケ状工具によるものと思われ、一般的なＳ字状口縁

甕の押引列点文とは異なる。胎土や調整は典型的な

Ｓ字状口縁甕と比べて大きな違和感はないが、模倣

等によって製作されたＳ字状口縁甕の可能性も考え

られる。1863・1864は脚台部である。1864は脚端部

を内側に折り返している。

1865～1869は高坏である。いずれも脚部片である。

1865は脚部外面上半に直線文を施している。直線的

にハ字状に開く。1866は緩やかに内湾しながらハ字

状に開く。脚端部は面をなす。透孔は、かなり頸部

に近い位置に開けられている。1867は脚部内面頂部

に浅い軸芯痕が認められる。1868は４方向に透孔が

開けられている可能性がある。頸部の締まりが若干

弱い。

ＳＨ337（第198図1870～1880） 1870～1880は土師

器である。

1870～1873は壺である。1870は瓢形壺で、ほぼ完

形である。口縁部の内湾は弱く、口縁端部には内傾

する面をもつ。体部は下ぶくれの器形を呈するが、

下位にやや明瞭な稜をなす屈曲部が認められ、製作

時の乾燥単位を反映したものと思われる。外面は全

体的にタテミガキによって調整されているが、体部

中位にはタテミガキの前にヨコミガキが施されてい

る。また、不明瞭であるが、底部外面はケズリによっ

て調整されている可能性がある。なお、体部外面に

線刻状の鋭い沈線が複数認められるが、これらはタ

テミガキを施す前に付けられており、意図的な線刻

ではない可能性が高い。1871は口縁部の小片で、口

縁端部は面をなす。1872は底部で、内面に爪痕が認

められる。1873は輪台状の底部である。内外面とも

粗いハケで調整されている。

1874～1879は甕である。

1874・1875はく字状口縁甕である。1874は口縁端

部を丸く収める。1875は口縁端部の上面に強いヨコ

ナデを施しており、明瞭な面をなす。また、頸部内

面には粗いヨコハケが施されているなど、全体的に

受口状口縁甕に似た点が見受けられる。

1876～1878は受口状口縁の台付甕及び台付甕の脚

台部である。1876は受口状口縁台付甕で、口縁部は

緩やかに屈曲する。肩部外面には粗いヨコハケが施

されている。また、頸部内面や体部内面下半にも粗

いハケが施されている。脚台部は欠損しているが、

剥離痕からみて脚台部上端の側面から体部を成形し

ていると思われる。1877は小型の受口状口縁台付甕

である。ほぼ全形が復元できた。口縁部は緩やかに

内湾し、屈曲はあまり明瞭ではない。口縁端部には

強いヨコナデが施されており、面をなす。体部外面

は全体的に粗いハケで調整されているが、肩部に明

瞭なヨコハケは認められない。脚台部はやや低い。

1878は台付甕の脚台部で、脚端部は面をなす。外面

にはハケが施されている。

1879はＳ字状口縁甕である。ほぼ全形が復元でき

たが、一部は破片同士が接合せず、図上で復元して

いる。口縁部の屈曲は明瞭で、屈曲部の外面は明瞭

な稜をなす。この稜付近にハケ状工具による列点文

が施されている。口縁端部には強いヨコナデが施さ

れており、明瞭な面を作り出すとともに、外方へ引

き出されている。頸部内面には粗いハケが施されて

いるが、体部内面は比較的細かいハケやケズリで調

整されている。器形や体部外面の調整からみてＳ字

状口縁甕として製作されていることは間違いないが、

口縁部外面に押引列点文ではなく列点文が施されて

いる点や、体部内面がハケやケズリによって調整さ

れている点、器壁がやや厚い点、底部内面及び脚頂

部に粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられていない点、

脚端部の折り返しが不明瞭な点、そして胎土などが

典型的なＳ字状口縁甕とは異なっており、在地産の

Ｓ字状口縁甕と考えられる。

1880は高坏である。脚部片で、上面には丸く凹ん

だ剥離面が認められる。
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ＳＨ338（第199・200図1881～1928） 1881～1926

は土師器である。

1881～1891は壺である。

1881～1884は小・中型の壺である。1881は小型の

壺で、ほぼ全形が復元できた。口縁部は直立気味に

立ち上がり、わずかに内湾する。外面は粗いハケで

調整されている。1882は小型の壺の口縁部で、内外

面ともヨコミガキが施されている。1883は小型の壺

の底部から体部下半にかけての破片で、体部下半に

明瞭な屈曲が認められる。1884は瓢形壺の体部と思

われる。典型的な瓢形壺と比べると、やや縦長の器

形を呈する。外面はヨコミガキを施した後にタテミ

ガキを施しているが、下半部はタテミガキが粗くヨ

コミガキが明瞭に残る。

1885～1888は大型の壺の口縁部等である。1885は

広口壺で、口縁部が直線的に開くが、上半部で緩や

かに外方に屈曲している。口縁端部には刻目が施さ

れている。体部外面は全体的に粗いハケで調整され

ているが、体部の肩部以下にはハケの後にヨコミガ

キが施されている。1886は広口壺である。口縁端部

に粘土を貼り付けて下方へ拡張して面を作り、粗い

ハケ状の擬凹線文を施している。棒状浮文の痕跡も

残るが、ほとんど剥離している。頸部外面には粗雑

な粘土の貼り付けが認められるが、突帯ではなく、

頸部の補強として貼り付けられた可能性が高い。

1887は広口壺であるが、口縁部が途中で屈曲し、有

段口縁状を呈する。屈曲部外面は若干垂下させてい

る。口縁部外面にはハケ状工具による矢羽根状文な

いし列点文が施されている。頸部外面には低い突帯

が貼り付けられている。肩部外面には直線文と列点

文が施されており、文様より下位にはわずかに赤彩

の痕跡が認められる。1888は広口壺で、いわゆるパ

レススタイル壺である。口縁部から底部にかけての

破片が多数出土しているが、全形を復元することは

できなかった。口縁部は大きく外方へ開き、口縁端

部は上下に拡張して擬凹線文を施し、４本一組の棒

状浮文を貼り付けている。口縁部は赤彩されている

が、棒状浮文の部分のみは赤彩されていない。ただ

し、両端の棒状浮文の側面には赤彩が及ぶ。口縁部

内面には低い突帯状の突出部があり、その突出部か

ら口縁端部にかけての範囲に櫛状工具による矢羽根

状文が施されている。体部には直線文や矢羽根状文

が施されており、円形浮文も貼り付けられている。

体部の赤彩は、文様が施文された範囲以外に施され

ているようである。なお、体部の破片には若干文様

構成が異なっていると思われるものが認められ、同

様の壺がもう１個体存在した可能性もある。

1889～1891は中・大型の壺の頸部や体部・底部の

破片である。1889は広口壺の頸部片で、内外面とも

粗いハケで調整されている。1890は大型の壺の体部

である。体部外面は上半部がハケで調整され、やや

雑な波状文や直線文が施されている。下半部は幅広

のヨコミガキで丁寧に調整されている。1891は底部

で、内外面とも粗いハケが施されている。

1892～1909は甕である。

1892～1898はく字状口縁甕である。1892は口縁端

部が丸く収められる。1894～1896は同一個体の可能

性がある。1894は口縁部がわずかに外反し、1895は

直線的にのび、1896は若干内湾するが、胎土や調整

はかなり類似しており、形態の差異も同一個体の部

位による微妙な差異の範疇に収まるものと思われる。

ただし、破片同士が接合せず、別個体の可能性も否

定できないため、個別に図化した。1898は体部下半

まで遺存している。く字状口縁甕としたが、口縁部

は内面が若干屈曲しており、外面には屈曲は明瞭で

ないものの内面の屈曲に対応するような強いヨコナ

デが施されていることから、受口状口縁甕とも考え

られる。体部外面は粗いヨコハケで調整され、頸部

内面にも粗いヨコハケが施されているなど、調整も

受口状口縁甕と共通する。

1899～1901は受口状口縁甕である。1899は口縁部

が明瞭に屈曲して受口状を呈する。口縁端部には強

いヨコナデが施されており、わずかに凹んだ面をな

す。口縁部外面の屈曲部にはハケ状工具による列点

文が施されている。口縁部内面には連続するユビオ

サエが残る。1900は1899より口径が大きく復元され

るが、基本的な特徴は共通しており、同一個体の可

能性がある。1901は口縁端部を欠損する。体部内面

は粗いハケによって調整されている。

1902～1906は台付甕である。1902は体部がかなり

遺存している。小型のもので、体部外面はハケで調

整されている。体部内面には粘土接合痕が顕著に残
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第199図 ＳＨ338出土遺物①（1/4）
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第200図 ＳＨ338出土遺物②（1/4、1/3）
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されている。1903～1904は脚台部である。1904は脚

端部に明瞭な面をもつ。1905は脚台部上端の側面か

ら体部を成形していることが、剥離した痕跡から推

定される。1906は外面を粗いハケで調整している。

1907～1909はＳ字状口縁甕である。1907は口縁部

から肩部にかけての破片で、口縁部の屈曲は比較的

緩い。口縁端部には強いヨコナデが施されており面

をなす。口縁部外面には押引列点文が施されている。

1908は口縁部から体部下半まで遺存する。口縁部の

屈曲は比較的明瞭で、特に外面には明瞭な稜を有す

る。口縁端部には強いヨコナデを施して内傾する面

を作り出すとともに、外方へわずかに引き出す。口

縁部外面には押引列点文を施す。体部は肩が張る無

花果形の器形を呈している。肩部外面にはヨコハケ

が施されているが範囲は狭い。体部内面にはコゲが

付着している。1909は体部下半から脚台部にかけて

の破片である。体部内面には一部にケズリが認めら

れる。

1910～1923は高坏である。

1910～1918は有稜高坏の坏部である。1910は口縁

部付近で明瞭に内湾する。口縁端部には内傾する面

が認められる。内外面ともヨコミガキで調整されて

いる。器形や調整に有稜高坏としては違和感があり、

鉢などの可能性も残る。1911は小型のものである。

内外面とも粗いハケを施した後にタテミガキで調整

しているが、口縁部付近にはタテミガキが及んでい

ないなど、粗雑な印象を受ける。1912は全形が復元

できた。坏部はそれほど深くない。口縁端部には内

傾する面が認められる。坏部外面はハケを施した後

にタテミガキによって調整されている。脚部は内湾

するが、部分的に形状に歪みがある。脚部外面はハ

ケを施した後にヨコミガキを施し、さらにその後に

タテミガキによって調整されている。1913はやや小

型の坏部である。内外面ともタテミガキで調整され

ており、ごく一部にタテミガキ以前に施されたハケ

が遺存する。1914は口縁端部が丸く収められる。坏

部の屈曲部は遺存していないが、外面の下位にはヨ

コミガキが認められ、緩やかに屈曲する有稜高坏の

坏部と思われる。外面にはススが付着しており、二

次的に被熱している。また、破片の一部はＳＨ337

から出土した可能性がある10）。1915は屈曲部付近の

破片で、内外面ともタテミガキが施されている。

1916はやや小型のもので、風化により調整は不明瞭

だが、外面にはヨコミガキとタテミガキが施されて

いるようである。また、脚部との接合部が円板充填

状に剥離しているが、円板充填ではなく、別作りの

脚部上面の凹みを埋めるように粘土を充填したもの

と考えられる。1917にも同様の痕跡が認められる。

1918は屈曲部が若干突出気味となる。内外面ともハ

ケを施した後にヨコミガキで調整し、その後に疎ら

にタテミガキを施している。

1919～1923は脚部である。1919・1920は脚部外面

上半に直線文が施されている。1921は透孔が小さい。

1922は形状に歪みがあるが、ハ字状に開く脚部であ

る。外面はタテミガキで調整され、頸部付近にはヨ

コミガキないし細いナデが１条めぐらされている。

1923は外面にヨコミガキを施した後にタテミガキを

施している。

1924は器台である。坏部が剥離した高坏の脚部の

可能性もあるが、頸部の径が比較的大きいこと、脚

部内面の調整が高坏とは多少異なることから、器台

と考えた。受部は遺存しておらず、形状は不明であ

るが、遺存している部分から判断すると若干内湾す

るものと思われる。

1925は有孔鉢である。底部の破片で、内面には粗

いハケが施されている。

1926は手焙形土器の鉢部の破片と思われる。屈曲

部の破片で、外面には突帯が貼り付けられている。

突帯には刻目が施されている。

1927は石製品で、台石である。上面が凹んでおり、

縄文時代のものの可能性もあるが、出土位置などか

らＳＨ338に伴う古墳時代の遺物と考えられる。砂

岩の大型の礫を使用しており、上面の凹んでいる部

分はかなり摩滅している。部分的に使用痕と考えら

れる擦痕や敲打痕が認められる。

1928は石器である。打製石斧と思われる。流紋岩

製で、全体的に剥離を加えて成形している。細身で、

断面形は三角形を呈する。縄文時代のもので、混入

したと考えられる。

ＳＨ339（第201図1929～1944） 1929～1936は貯蔵

穴から出土した。いずれも土師器である。

1929～1934は甕である。
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1929は台付甕の脚台部である。頸部がかなり締ま

り、ハ字状に大きく開く。

1930～1934はＳ字状口縁甕である。1930～1933は

いずれも底部内面及び脚頂部に粗い砂粒を含む粘土

を貼り付けている。1933は脚端部をわずかに内側に

折り返す。1934は脚端部を折り返していない。やや

器壁が厚く、脚頂部に粗い砂粒を含まない粘土を貼

り付けている。形態はＳ字状口縁甕に近いが、脚部

内面にハケを施している点や、胎土などにも典型的

なＳ字状口縁甕とは異なる点がある。在地産のＳ字

状口縁甕の可能性が高い。

1935・1936は有稜高坏である。両個体ともほぼ全

形が復元できた。1935は大型のもので、坏部は浅く、

口縁端部にはヨコナデが施されており、不明瞭なが

ら面をなす。坏部の屈曲は不明瞭である。脚部はわ

ずかに外反しながらハ字状に開く。坏部の内外面に

はススが付着し、脚部も二次的に被熱している。な

お、破片の一部は貯蔵穴外の床面からも出土してい

る。1936は1935よりも小型のものである。坏部は浅

く、口縁端部にはヨコナデが施されており、不明瞭

ながら内傾する面をなす。坏部外面はハケを施した

後にヨコミガキを施し、その後にタテミガキで調整

している。タテミガキは疎らでヨコミガキがよく遺

存する。坏部内面はハケとタテミガキで調整されて

いる。脚部は直線的にハ字状に開く。この個体も、

破片の一部が貯蔵穴外の床面から出土している。

1937～1944は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。

1937～1942は甕である。1937は口縁部の小片で、

く字状口縁甕である。ただし、口縁端部に列点文が

施されるなど、受口状口縁甕に近い特徴が認められ

る。1938は受口状口縁甕である。口縁部の屈曲は緩

い。体部外面は粗いハケで調整されており、肩部に

はヨコハケが施されている。外面にはススが付着し

ている。1939は体部である。小型のもので、脚台が

付くかどうかは不明である。内外面ともナデや工具

ナデで調整されており、全体的に粗雑である。1940

は台付甕で、体部中位から脚台部にかけての破片で

第201図 ＳＨ339・346出土遺物（1/4）
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ある。外面はハケで調整されており、内面の底部付

近にはケズリと思われる痕跡も認められる。1941は

台付甕の脚台部である。1942はＳ字状口縁甕の脚台

部である。脚端部は内側に折り返されている。また、

内面には横方向に連続的な工具痕が残されている。

1943・1944は高坏である。1943は脚裾部の破片で、

外面にはミガキが施されている。1944は屈折脚高坏

の脚部である。脚頂部上面には坏部が剥離した痕跡

が残る。脚柱部内面はケズリによって調整されてい

る。ＳＨ339出土の他の遺物よりも時期的に下る可

能性がある。

ＳＨ346（第201図1945～1948） 1945～1948は土師

器である。

1945～1947は甕である。1945・1946は台付甕の脚

台部である。1945は器壁が薄く、若干内湾する。内

外面ともハケで調整されている。1946もわずかに内

湾する。外面には粗いハケが施されている。脚端部

はやや面をなす。1947はＳ字状口縁甕の脚台部であ

る。脚端部の折り返しは明瞭ではない。また、脚裾

部の外面には連続的なユビオサエが認められる。

1948は高坏である。脚頂部上面の大きな凹みに坏

部側から粘土を充填している様子が看取される。透

孔がごくわずかに遺存しているが、形状や数は不明

である。

ＳＨ347（第202図1949～1995） 1949は主柱穴Ｐ１

から出土した。土師器器台である。ほぼ全形が復元

できた。受部は内湾し、口縁端部にはヨコナデが施

され、わずかに上方にはね上げられる。脚部はハ字

状に直線的に開き、下半部はごくわずかに内湾する。

脚部外面上半に直線文が施されている。透孔は３方

向に開けられている。受部と脚部との接合部では、

断面で粘土接合痕が観察できるが、それを基に推測

すると、おそらく最初に受部から脚部への貫通孔が

ない高坏状のものを製作し、その後、受部から脚部

に向けて棒状の工具によって穿孔した可能性が高い

と思われる。

1950～1995は埋土中などから出土した。

1950～1994は土師器である。

1950～1958は壺である。

1950～1953は中・大型の壺の口縁部である。いず

れも広口壺である。1950は口縁部が直線的に開く。

口縁部内面には線刻状の縦方向の直線が３本施され

ている。1951は口縁部が大きく外方へ開く。1952は

体部上半まで遺存する。口縁部は緩やかに外反し、

口縁端部は丸く収められる。頸部外面には低い突帯

が貼り付けられている。1953は口縁部の小片である。

口縁端部は上下にわずかに拡張され、擬凹線文と矢

羽根状文が施されている。口縁部内面にも矢羽根状

文や列点文が施されている。

1954～1958は中・大型の壺の体部や底部の破片で

ある。1954は底部から体部にかけての破片で、内外

面ともに粘土接合痕が顕著に残り、やや粗雑である。

1955は輪台状の底部で、体部は直立気味に立ち上が

るため、鉢の底部の可能性もある。1956は突出する

底部で、かなり厚い。1958は輪台状の底部で、内面

にはハケが施されている。

1959～1977は甕である。

1959～1962はく字状口縁甕である。1960は口縁部

が外反し、口縁端部は丸く収められる。1961は体部

上半が遺存する。口縁部はわずかに屈曲しており、

肩部外面にヨコハケが施されていることなどから、

受口状口縁甕とも考えられる。1962は口縁部が直立

気味に立ち上がり、わずかに内湾する。

1963～1969は受口状口縁甕である。1963はやや小

型のもので、口縁端部に強いヨコナデが施されて上

方へはね上げられ、受口状口縁となっている。体部

外面は粗いハケで調整されている。1964・1965は口

縁端部に強いヨコナデが施されて面をなす。1965の

頸部外面には沈線状のものが認められるが、工具の

アタリの可能性もある。1966は口縁部が強く内湾す

る。口縁端部にはヨコナデが施され、わずかに外方

に引き出されている。屈曲部外面には列点文が施さ

れている。また、頸部外面にはヨコハケが認められ

る。1967は口縁部の屈曲が緩いが、屈曲部外面には

列点文が施されている。1968も屈曲部外面にハケ状

工具による列点文が施されている。1969は肩部外面

にヨコハケが施されている。

1970・1971は肩部の小片である。1970は外面にヨ

コハケが施されているが、整然としたものではない。

1971も外面にヨコハケが施されている。

1972は台付甕の脚台部である。外面には爪痕状の

連続する工具痕が認められる。
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1973～1977はＳ字状口縁甕である。1973は口縁端

部に強いヨコナデを施して面を作り出すとともに、

強く外方へ引き出している。口縁部外面に押引列点

文は施されていない。また、体部外面の遺存してい

る範囲にはヨコハケが認められず、頸部からやや下

がった位置に施されていた可能性が高い。1974は口

縁部片で、口縁部上半はほぼ直立し、口縁端部には

強いヨコナデによる面が認められる。口縁部外面に

は押引列点文が施されているが、３本一単位のもの

が二段に施されている可能性がある。1975は口縁部

から体部上半にかけての破片と、脚台部付近の破片

からなる。接合しないが、同一個体と考えられる。

口縁部の屈曲は明瞭で、口縁部上半は強く外反し、

口縁端部の面は不明瞭である。体部はやや肩が張る

形状を呈すると思われる。頸部内面には粗いハケが

施されている。底部内面及び脚頂部には粗い砂粒を

含む粘土が貼り付けられている。1976・1977は脚台

部で、いずれも脚端部を内側にわずかに折り返して

いる。

1978～1991は高坏である。

1978～1982は坏部である。1978は口縁端部に内傾

する面をもつ。1979は椀形高坏の可能性がある。口

縁端部に内傾する面をもつ。1981はやや深い坏部で

ある。有稜高坏の坏部と思われる。1982は小型の有

稜高坏と思われる。坏部の屈曲部がわずかに遺存し

ている。内外面ともミガキによって調整されている。

1983～1991は脚部である。1983は透孔がかなり頸

部に近い箇所に開けられている。1985はハ字状に大

きく外方へ開く。1987は脚頂部上面が大きく凹み、

その部分で剥離した痕跡が認められる。また、脚部

上端側面から坏部を成形しているものと思われる。

1989は脚部外面上半に直線文が施されている。内面

にはハケが施されている。1990は外反しながら開く。

1991は脚裾部の破片と思われるが、内外面とも粗い

ハケで調整されており、高坏ではない可能性もある。

1992・1993は器台と思われる。1992は小型の椀形

の受部で、内外面ともミガキで調整されている。二

次的に被熱している。小型の椀形高坏の可能性もあ

る。1993はほぼ水平に開く受部の上面に波状文を施

している。口縁端部は面をなす。外面はハケで調整

されており、壺の口縁部の可能性もある。

1994は鉢の口縁部と思われるが、小片のため不明

である。口縁部は厚く、短く外方へ屈曲する。内外

面とも粗いハケで調整されている。手焙形土器の可

能性も考えられる。

1995は石製品で、台石である。砂岩の礫を利用し

たもので、上面は長軸に沿って湾曲し、摩滅により

平滑である。わずかに敲打痕や擦痕と思われるもの

も認められる。また、側面や裏面の一部にも摩滅が

認められ、磨面として使用されていた可能性がある。

半分程度を欠損しており、周縁部にも大きな剥離欠

損が認められるが、一部に被熱した痕跡が認められ、

熱が加わったことによって破損した可能性がある。

ＳＨ349（第203図1996～2034） 1996・1997は貯蔵

穴から出土した。いずれも土師器である。

1996は広口壺の口縁部である。口縁端部はわずか

に上下に拡張し、矢羽根状文を施し、棒状浮文を貼

り付けている。棒状浮文は２本一組と思われる。口

縁部内面には櫛状工具による矢羽根状文と列点文が

施されているが、粗雑で雑然としている。1997は有

稜高坏の坏部である。やや深い坏部で、口縁端部に

は強いヨコナデによって内傾する面が作り出されて

いる。

1998～2034は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。

1998～2004は壺である。

1998～2002は中・大型の壺の口縁部である。いず

れも広口壺である。1998は外反し、口縁端部は丸く

収められる。外面は粗いハケで調整されている。

1999は直線的に外方へ開く。口縁部内面には縦位の

短い直線状の線刻が３本施されている。2000は中位

で外方へ屈曲しながら開く。口縁端部はわずかに下

方に拡張し、矢羽根状文が施されている。2001は口

縁端部外面に擬凹線文を施す。棒状浮文も貼り付け

ており、棒状浮文の両側面を工具によって整形した

痕跡が棒状浮文の下方に残されている。口縁部内面

には矢羽根状文が施されている。2002は口縁部の小

片で、口縁端部に擬凹線文が施されている。

2003・2004は小・中型の壺ないし鉢の底部である。

2003は一次調査で出土した。平底の底部である。

2004も平底で、内外面にユビオサエが認められる。

2005～2021は甕である。
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第203図 ＳＨ349・350出土遺物（1/4）
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2005～2009はく字状口縁甕である。2005は口縁部

の小片で、口縁端部は面をなす。2006は小型のもの

で、鉢に近い。外面はハケで調整されている。2007

は明瞭に屈曲する頸部から短い口縁部が直立気味に

立ち上がる。2008は口縁部の小片で、口縁端部は丸

く収められる。内外面ともハケで調整されている。

頸部外面にはやや太い沈線と思われるものが認めら

れる。頸部調整に関わる痕跡の可能性が考えられる。

2009は底部以外ほぼ復元できた。頸部は強く屈曲し、

口縁部は短く外反する。体部は扁平な球形を呈する

が、体部下半は歪みが大きい。外面はハケで調整さ

れるが、内面には一部にミガキも施されている。こ

うした内面調整や器形などを鑑みると、甕というよ

りも大型の鉢とする方が妥当かもしれない。

2010・2011は受口状口縁甕である。2010は口縁端

部を欠損するが、口縁部の屈曲は明瞭である。屈曲

部外面は明瞭な稜をなし、列点文が施されている。

肩部外面にはヨコハケが施されている。外面にはス

スが付着している。2011も口縁端部を欠損する。体

部外面は粗いハケで調整されている。

2012～2021は台付甕の脚台部等である。2012は体

部下半から脚台部にかけての破片である。底部はか

なり厚い。2013は底部の破片である。円板充填状に

底部を閉塞した痕跡が認められる。2014は脚台部上

端の側面から体部を成形している。また、底部内面

にも粘土を貼り付けている。2015は外面に粗いハケ

を施している。2016・2017は小型のもので、直立気

味に立ち上がる。2018・2019はハ字状に開き、脚端

部は丸く収められる。2020は器壁がやや薄い。脚台

部上端の側面から体部を成形している。2021も脚台

部上端の側面から体部を成形しているものと思われ

る。

2022～2032は高坏である。

2022・2023は有稜高坏の坏部の破片である。2022

は器壁が厚い。内外面ともタテミガキによって調整

されている。2023は器壁が薄く、脚部が剥離した痕

跡が残る。

2024～2032は脚部である。2024は坏部も一部遺存

しており、有稜高坏と思われる。坏部の屈曲部で剥

離した痕跡が残る。外面は基本的にタテミガキで調

整されているが、頸部付近に一部ヨコミガキが施さ

れている。2025・2026は脚部外面上半に直線文が施

されている。2028は脚部内面頂部に工具痕が残る。

2029は若干外反しながらハ字状に開く。外面はタテ

ミガキによって調整されているが、頸部付近にヨコ

ミガキがわずかに認められる。また、二次的に被熱

している。2030は緩やかに内湾し、脚端部は面をな

す。脚部外面上半に直線文が施されている。2031も

やや内湾する。2032はハ字状に開く。

2033は器台である。受部はＹ字状に開き、内外面

ともミガキによって調整されている。脚部内面には

小さな単位のケズリが施されている。受部から脚部

にかけて貫通孔が認められるが、孔の内面にはシボ

リ痕と思われるものが認められる。

2034は手焙形土器の覆部の小片である。口縁端部

は拡張され、細い突帯が貼り付けられている。上端

には刻目が施されている。外面は粗いハケで調整さ

れている。

ＳＨ350（第203図2035～2037） 2035～2037は土師

器である。いずれも甕である。

2035は受口状口縁甕である。口縁部の屈曲は緩い。

口縁部外面には列点文が施されている。口縁部内面

には連続的なユビオサエが認められる。体部はあま

り肩が張らない形状を呈する。肩部外面にはヨコハ

ケが施されているが、やや粗雑である。

2036・2037はＳ字状口縁甕である。2036は口縁部

上半が矮小で、口縁部の断面形が明瞭なＳ字状を呈

さない。ただし、風化が著しく、本来の形状ではな

い可能性もある。肩部外面にはヨコハケが施されて

おり、頸部内面にも粗いハケが施されている。外面

にはススが付着している。2037は口縁部の屈曲が明

瞭である。口縁端部には強いヨコナデが施されてい

るが、あまり明瞭な面は作り出されておらず、全体

的に外反するように外方へ引き出されている。頸部

外面には口縁部下半に強いヨコナデを施した際に生

じたと思われる粘土のハミダシが認められる。頸部

内面には粗いハケが施されている。また、外面には

ススが付着している。

ＳＨ353（第204図2038～2094） 2038は主柱穴Ｐ１

から出土した。土師器の小型の壺と思われる。口縁

部の小片で、口縁端部は丸く収められる。

2039～2094は埋土中などから出土した。
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第204図 ＳＨ353出土遺物（1/4、1/3）
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2039～2093は土師器である。

2039～2051は壺である。

2039～2044は中・大型の壺の口縁部や頸部等の破

片である。2039・2040は広口壺の口縁部で、直線的

に外方へ開き、口縁端部は不明瞭な面をなす。2041・

2042は広口壺と思われるが、口縁部が直立気味に立

ち上がり、口縁端部は丸く収められる。外面は粗い

ハケで調整されている。2043は大型の広口壺の口縁

部である。口縁部は外反しながら外方へ大きく開き、

口縁端部はわずかに下方に拡張され面をなす。頸部

外面には突帯が貼り付けられている。肩部外面には

粗雑な直線文が施されている。外面は粗いハケで調

整されておりやや粗雑であるが、口縁部内面にはミ

ガキが施されている。2044は広口壺の頸部片で、頸

部外面に突帯が貼り付けられている。

2045～2051は壺の底部である。2045は体部下半ま

で遺存している。底部外面はわずかに凹む。瓢形壺

の可能性が考えられる。2046は体部が直立気味に立

ち上がり、鉢の底部の可能性もある。2048は底部外

面が皿状に凹む。瓢形壺と思われる。2049・2050は

外面が粗いハケによって調整されている。2051は底

部がボタン状に突出する。

2052～2078は甕である。

2052はく字状口縁甕である。口縁部から体部上半

にかけてが遺存する。頸部の屈曲は比較的緩く、口

縁部は短く外方へ開き、口縁端部は面をなす。体部

外面は粗いハケで調整されており、一部に粗雑なヨ

コハケが施されている。また、頸部外面には沈線状

のものが認められる。

2053は受口状口縁甕である。口縁部の屈曲は緩い。

頸部内面には粗いハケが一部遺存している。

2054～2069は台付甕の脚台部である。2054は体部

下半が遺存する。外面の調整は不明瞭であるが、ナ

デによって調整されているものと思われる。2055は

若干内湾する。内外面ともハケで調整されている。

2056は器壁が厚い。2057も器壁が厚い。底部内面に

厚く粘土を貼り付けている状況が、断面の粘土接合

痕から窺われる。2058は脚頂部に粘土を貼り付けて

いるものと思われる。2060は断面で脚部成形時の粘

土接合痕が観察できる。体部は脚台部上端の側面か

ら成形している。2061は底部内面及び脚頂部に粗い

砂粒を含まない粘土を貼り付けている。2063は内外

面ともハケで調整しており、底部内面には断続的な

クモの巣状のハケが施されている。2064・2065はや

や小型ものである。2066は直線的にハ字状に開く。

内面は工具ナデによって調整されている。2067は底

部内面及び脚頂部に粘土を貼り付けた痕跡が認めら

れるが、かなり厚く貼り付けられており、Ｓ字状口

縁甕にみられるようなものではなく、脚部や体部の

成形に伴うものと思われる。2068はハ字状に大きく

開くが、小片のため形状の復元に不安を残す。2069

は、底部内面側から円板充填状に底部を閉塞してお

り、脚頂部にはその粘土が臍状にはみ出している。

ただし、脚部と体部が一体的に成形されているかは

不明である。

2070～2078はＳ字状口縁甕である。

2070～2076は口縁部等の破片である。2070は口縁

部から肩部にかけての破片で、頸部の屈曲は緩い。

肩部外面の遺存している範囲にはヨコハケは認めら

れず、頸部から少し下がった位置に施されていると

思われる。2071は風化のため外面調整は不明瞭であ

る。2074と同一個体の可能性が高い。2072は口縁端

部に強いヨコナデによる面が作り出されている。口

縁部外面には押引列点文が施されている。2074は口

縁部上半が大きく外反し、口縁端部は強く外方へ引

き出されている。ただし、口縁端部のヨコナデによ

る面は不明瞭である。頸部内面には粗いハケが部分

的に残る。2075は口縁部上半が緩やかに外反するが、

風化のため本来の形状を留めているか不明である。

肩部外面にはヨコハケが施されていると思われるが、

これも風化により不明瞭である。2076は肩部の破片

で、肩部外面にはヨコハケが施されている。また、

頸部内面にも粗いハケが施されている。こうした調

整からみるとＳ字状口縁甕として製作されたものと

思われるが、器壁がやや厚く、胎土も典型的なＳ字

状口縁甕としては多少違和感がある。在地産のＳ字

状口縁甕か、Ｓ字状口縁甕に似た受口状口縁甕の可

能性が考えられる

2077・2078は脚台部である。2077は底部内面及び

脚頂部に粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられている。

一方、2078は脚頂部にのみ粗い砂粒を含む粘土が貼

り付けられている。
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2079～2092は高坏である。

2079～2082は有稜高坏の坏部片である。2079は口

縁部片で、口縁端部には不明瞭ながら内傾する面を

有する。体部外面はハケを施した後にヨコミガキを

施し、その後に細いタテミガキで調整している。外

面には薄くススが付着している。2080は屈曲部の破

片である。外面はケズリを施した後にミガキによっ

て調整されている。2081は器壁が厚い。2082は脚部

上半まで遺存している。坏部の屈曲は比較的明瞭で

ある。

2083～2092は脚部である。2083は坏部・脚部とも

に器壁が厚い。2084は坏部の立ち上がりがやや急で

あり、椀形高坏ないし器台の可能性も考えられる。

2085は内面にシボリ痕が明瞭に残る。2086は外面の

頸部直下に直線文が施されている。2087は脚部上端

側面から坏部を成形しているものと思われる。2089

は大きく外反しながら開く。透孔は開けられていな

い可能性が高い。また、脚部内面頂部には孔が認め

られる。坏部まで貫通していたかは不明であるが、

軸芯痕とも考えられる。2090は脚部上端側面から坏

部を成形しているものと思われる。外面にはハケの

後に幅広のヨコミガキが施されている。2091は全体

的に風化が著しいが、外面にはミガキが一部遺存し

ている。2092はハ字状に直線的に開く。透孔がごく

わずかに遺存している。外面はハケで調整されてお

り、ミガキは認められない。

2093は鉢と思われる。体部外面の底部付近には連

続的なユビオサエが施されている。内面にはミガキ

が認められる。

2094は石製品で、砥石である。頁岩製で、一部欠

損している。扁平な板石状で、上下面及び両側面の

４面が平滑となっており、砥面と考えられる。片面

には先の尖ったものによる敲打痕が顕著に認められ

るが、砥石としての使用痕と思われる線状痕より先

行するものである。

ＳＨ354（第205図2095～2106） 2095～2098は貯蔵

穴から出土した。

2095～2097は土師器である。

2095は小型の壺である。全形が復元できた。頸部

は強く屈曲し、口縁部は外方に直線的に大きく開く。

口縁端部は丸く収められる。底部は平底で、比較的

大きい。体部外面は粗いハケを施した後に、粗雑な

ミガキによって調整している。体部下半には製作時

の乾燥単位を示すと思われる粘土接合痕が明瞭に残

る。2096・2097は有稜高坏である。2096は小型のも

ので、口縁端部は丸く納められている。内面は風化

のため調整が不明瞭であるが、外面はタテミガキに

よって調整されている。脚部との接合部には円板充

填状の剥離痕が認められるが、円板充填によって脚

部上面を閉塞したのではなく、脚部上面の凹みを埋

めるように粘土を充填したものと思われる。2097は

坏部から脚部上半にかけてが遺存する。坏部はやや

器壁が厚く、外面はハケを施した後に粗いヨコミガ

キによって調整している。内面はタテミガキによっ

て調整されている。また、脚部上端側面から坏部を

成形しているものと思われる。

2098は石製品で、砥石である。目の細かい砂岩製

で、ほぼ完形である。砥面は５面あり、断面形が五

角形を呈する。鋭い筋状の線状痕など、使用に伴う

痕跡が多数残されている。

2099～2106は埋土中などから出土した。

2099～2103は土師器である。

2099・2100は壺ないし鉢の底部である。2099は細

い輪台状の底部で、体部の立ち上がりは比較的急で

ある。体部外面は粗いハケで調整されている。鉢の

可能性がある。2100は底部がボタン状に突出する。

外面には粗いハケが認められる。

2101～2103は高坏である。2101は全形が復元でき

た。小型の椀形高坏である。坏部外面はヨコミガキ

を施した後に粗いタテミガキによって調整している。

脚部は低く、脚裾部付近で強く外方に屈曲している。

透孔は小さく、５方向に開けられている。2102・

2103は脚部である。2102は外面の頸部付近にユビオ

サエの痕跡が認められる。2103は脚部内面頂部が孔

状に凹むが、内面にはシボリ痕が残ることから軸芯

痕とは異なる。

2104は石製品で、磨石である。安山岩の円礫を利

用したもので、側縁が不明瞭な面をなし、細かな敲

打痕が多数認められる。縄文時代の石器の可能性も

ある。

2105・2106は縄文土器深鉢の口縁部片である。

2105は連続刺突による沈線が認められる。近接する
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第205図 ＳＨ354・356・357・359出土遺物（1/4、1/3）
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ＳＨ355出土の338と同一個体の可能性があり、混入

したと考えられる。2106は口縁端部を丸く収める。

外面には条線と思われるものが認められる。

ＳＨ356（第205図2107～2114） 2107～2114は土師

器である。

2107は壺の底部片である。内外面ともハケで調整

されている。

2108～2112は甕である。2108・2109はく字状口縁

甕である。2108は頸部が明瞭に屈曲し、口縁部は短

く外反する。口縁端部は丸く収められる。頸部外面

には断続的なヨコナデが施されている。また、肩部

外面にはやや粗雑なヨコハケが施されている。2109

は頸部の屈曲がやや緩い。2110は体部下半の破片で

ある。おそらく台付甕と考えられる。2111は台付甕

の脚台部である。2112はＳ字状口縁甕の脚台部であ

る。脚頂部には粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられ

ているが、底部内面には粗い砂粒を含まない粘土が

貼り付けられている。なお、脚頂部に貼り付けられ

た粘土は、中央部を除く屈曲部のみにドーナツ状に

貼り付けられている。

2113・2114は有稜高坏である。2113は口縁部片で、

坏部は浅いと思われる。口縁端部には強いヨコナデ

による面が作り出されている。外面はハケを施した

後にヨコミガキを施し、その後にタテミガキを疎ら

に施している。外面にはススが付着している。2114

は脚部上半までが遺存する。坏部は浅く、全体的に

内湾し、口縁端部には内傾する面が認められる。内

外面ともハケを施した後にタテミガキで調整されて

いるが、外面のタテミガキはやや粗く、ハケが顕著

に残されている。

ＳＨ357（第205図2115～2123） 2115～2123は土師

器である。

2115は壺である。体部の破片で、外面はハケで調

整される。器壁は厚い。

2116～2120は甕である。2116はく字状口縁甕と思

われる。小型で体部がやや扁平な器形を呈するため、

鉢の可能性もある。口縁部に明瞭な屈曲は認められ

ないが、頸部には強いヨコナデが施され、口縁部外

面は受口状に近い形状となっている。肩部外面には

ヨコハケが施されており、こうした点からみても受

口状口縁甕を意識して製作されたとも考えられる。

2117は台付甕の脚台部である。低い脚台部で、上面

には大きく凹む剥離面が認められる。2118～2120は

Ｓ字状口縁甕である。2118は頸部内面に粗いハケが

施されている。2119・2120は脚台部の破片で、脚端

部は内側に折り返されている。

2121～2123は高坏である。2121は有稜高坏で、脚

部は若干内湾する。全体的に風化が著しいが、脚部

外面上半には直線文がわずかに遺存している。2122

は中実に近い脚部である。2123は坏部内面にミガキ

が施されている。頸部の径がやや大きく、脚部もハ

字状に大きく開くことから、台付壺の可能性も考え

られる。

ＳＨ359（第205図2124～2130） 2124・2125は貯蔵

穴から出土した。いずれも土師器甕である。

2124は台付甕の脚台部である。脚端部は明瞭な面

をなす。内外面ともハケで調整されている。2125は

Ｓ字状口縁甕の脚台部である。脚部内面には粘土接

合痕が認められるが、脚端部の折り返しの痕跡では

なく、成形時のものと思われる。脚端部の折り返し

は明瞭ではない。底部内面及び脚頂部には粗い砂粒

を含む粘土が貼り付けられている。

2126は主柱穴Ｐ２から出土した。土師器の有稜高

坏の坏部片である。坏部は深く、口縁端部には明瞭

な内傾する面が認められる。

2127～2130は埋土中などから出土した。いずれも

土師器である。

2127はく字状口縁甕である。口縁部は直立気味に

立ち上がり、口縁端部は不明瞭な面をなす。口縁部

外面にはユビオサエが顕著に残り、粗雑な印象を受

ける。2128・2129は台付甕の脚台部である。2128は

内外面をハケで調整している。脚端部は面をなす。

2129はハ字状に大きく開く。脚頂部には爪痕状の工

具痕が認められる。2130は高坏の脚部である。外面

にはヨコミガキを施した後にタテミガキが施されて

いる。

ＳＢ141（第206図2131・2132） 2131はＰ１から出

土した。土師器甕で、口縁部の小片である。明瞭な

屈曲部は認められないが、かなり内湾しており、受

口状口縁甕と思われる。

（２）掘立柱建物・柱列出土遺物
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第206図 ＳＢ141・157・158・162・164・283、ＳＡ134出土遺物（1/4）

2132はＰ２から出土した。土師器甕で、Ｓ字状口

縁甕の口縁部の小片である。口縁端部には強いヨコ

ナデによる面が作り出されるとともに、外方へ強く

引き出されている。

ＳＢ157（第206図2133～2136） 2133～2135はＰ１

から出土した。いずれも土師器甕である。

2133は受口状口縁甕と思われる。口縁部外面には

明瞭な屈曲部が認められるが、内面の屈曲は不明瞭

である。体部外面は粗いハケで調整されている。

2134・2135はＳ字状口縁甕である。同一個体の可

能性があるが、確定できなかった。2134は口縁部か

ら体部上半にかけての破片である。口縁端部には強

いヨコナデによる面が作り出されるとともに、外方

へ強く引き出されている。肩部外面には、頸部から

少し下がった位置にヨコハケが施されている。頸部

内面にも粗いハケが施されている。2135は脚台部で

ある。ハ字状に直線的に開く。底部内面及び脚頂部

にはやや粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられている。

脚端部は大きく内側へ折り返されている。

2136はＰ４から出土した11）。土師器のく字状口縁

甕ないし受口状口縁甕と思われる。口縁端部には強

いヨコナデが施されており、わずかに上方につまみ

上げられている。

ＳＢ158（第206図2137） 2137はＳＢ158の柱穴と

考えられるG-D8Pit5から出土した。土師器壺の口縁

部片と思われるが、口縁端部の形状などから高坏の

脚部片の可能性もある。外面にはハケが施されてお

り、成形時の粘土接合痕が明瞭に残る。

ＳＢ162（第206図2138・2139） 2138・2139はＰ１

から出土した。いずれも土師器甕である。同一個体

の可能性があるが、確定できなかった。2138は口縁

部から体部上半にかけての破片で、明瞭に屈曲する

頸部から口縁部が直線的に開く。口縁端部は丸く収

められる。体部は球形を呈するものと思われる。体

部外面には粗いハケが施されている。内面は工具ナ

デで調整されている。2139は体部下半から脚台部に

かけての破片である。体部外面は2138同様に粗いハ

ケで調整されている。脚端部はＳ字状口縁甕のよう

に内側に折り返されている。脚裾部外面には連続す

るユビオサエが残されており、脚端部の折り返しに

伴うものと考えられる。

ＳＢ164（第206図2140） 2140はＰ９から出土した。

土師器の小型台付甕と思われる。かなり小型でミニ

チュアに近く、体部外面にはユビオサエが顕著に残

るなど全体的に粗雑である。底部外面には脚台部が

剥離した痕跡が認められる。脚付の鉢や壺の可能性

も考えられる。

ＳＢ283（第206図2141） 2141はＰ１から出土した。
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土師器壺の口縁部である。中型の広口壺で、口縁端

部は外側に折り返しているか、あるいは粘土を貼り

付けて肥厚させている。外面はハケで調整されてい

る。頸部の屈曲は緩い。

ＳＡ134（第206図2142） 2142はＰ２から出土した。

土師器壺である。瓢形壺の口縁部片で、直立気味に

立ち上がり内湾する。口縁端部には内傾する面が認

められる。内外面とも細いタテミガキによって調整

されており、外面にはやや粗雑な直線文と二枚貝の

貝殻腹縁による逆位の連弧文が施されている。

ＳＫ146（第207図2143～2145） 2143～2145は土師

器である。いずれも高坏である。2143は口縁部の小

片で、口縁端部は丸く収められるが、ヨコナデによ

る沈線状の凹みが認められる。2144は脚部で、わず

かに内湾する。2145も脚部である。低い脚部と思わ

れ、やはりわずかに内湾する。脚端部は丸く収めら

れる。

ＳＫ151（第207図2146～2154） 2146～2153は土師

器である。

2146・2147は壺である。2146は小型壺の口縁部で、

小型丸底壺の可能性が高い。器壁は薄く、やや内湾

し、口縁端部は丸く収められる。図化できなかった

が、同一個体の体部片と思われる破片もあり、外面

がハケで調整され、ススが付着している。2147は大

型の広口壺の口縁部片で、口縁端部は外側に折り返

して肥厚させ、面を作り出している。外面はハケで

調整されている。

2148～2151は甕である。2148は受口状口縁甕であ

る。口縁部の屈曲は緩く、特に外面にはほとんど屈

曲部が認められない。口縁端部には強いヨコナデに

よる面が認められる。口縁部内面には連続するユビ

オサエが残る。2149は体部片である。器壁は厚く、

壺の可能性も残る。外面にはタタキと思われる痕跡

が認められる。タタキとしてはやや細く粗いハケと

も思われるが、数本が一単位をなし、細かいハケが

その上から施されている点などから、タタキの可能

性があると判断した。2150は台付甕の脚台部である。

2151はＳ字状口縁甕の口縁部片である。口縁部上半

はやや矮小で、口縁端部に明瞭な面は認められず、

全体的に短く外反する。

2152・2153は高坏である。いずれも脚部である。

2152は脚部外面上半に直線文が施されている。2153

はハ字状に開く脚部で、わずかに内湾する。脚端部

は丸く収められる。

2154は石製品で、台石と思われる。砂岩製で扁平

な板石状を呈する。欠損していると思われるが、側

面の破断面はかなり風化し、またススが付着してい

るため、最終的な使用時の形状を留めている可能性

もある。上面は摩滅によってかなり平滑になってい

る。ただし、明確な擦痕や敲打痕は認められない。

ＳＫ165（第207図2155～2161） 2155～2160は土師

器である。

2155～2159は甕である。2155はく字状口縁甕であ

る。口縁部はわずかに内湾しており、受口状口縁甕

に近い。2156～2159は受口状口縁甕である。2156は

口縁端部に強いヨコナデによる面が作り出されてい

る。口縁部外面には列点文が施されている。2157も

口縁部外面に列点文がわずかに遺存している。2158

は口縁部の屈曲が緩い。頸部内面にはハケが認めら

れる。2159は口縁部から体部上半にかけての破片で

ある。口縁部は強く屈曲し、外面には明瞭な稜が認

められる。この稜の部分にハケ状工具による幅広の

列点文が密に施されている。体部は内外面ともハケ

で調整されている。外面にはススが付着している。

2160は高坏である。有稜高坏の口縁部片と思われ

る。口縁端部は丸く収められる。内外面とも、ヨコ

ミガキを施した後に細いタテミガキによって調整し

ている。

2161は石器で、切目石錘である。砂岩製で、やや

厚みのある扁平な円礫の両端を研磨によって施溝し

ている。

ＳＫ170（第207図2162） 2162は土師器高坏の脚部

である。外反しながらハ字状に開く。外面はミガキ

によって調整されている。

ＳＫ171（第207図2163・2164） 2163・2164は土師

器である。2163は広口壺で、明瞭に屈曲する頸部か

ら直線的に口縁部が開く。口縁端部は面をなす。内

外面ともハケで調整されている。2164は台付甕の脚

台部である。外面には粗いハケが施されている。

ＳＫ180（第207図2165～2167） 2165～2167は土師

（３）土坑出土遺物
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第207図 ＳＫ146・151・165・170・171・180・290出土遺物（1/4、1/2）
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器である。いずれも甕である。2165はく字状口縁甕

で、口縁部から体部下半にかけてが遺存する。口縁

部はわずかに内湾し、口縁端部は丸く収められる。

体部は球形に近く、外面は粗いハケで調整される。

口縁部内面にも一部に粗いハケが認められる。外面

にはススが付着している。2166はＳ字状口縁甕の口

縁部片である。口縁端部には強いヨコナデが施され、

強く外方へ引き出されているが、それほど明瞭な面

を作り出していない。頸部外面にはタテハケととも

にわずかにヨコハケが遺存している。頸部内面には

粗いハケが施されている。2167はＳ字状口縁甕の脚

台部と思われる。ただし、色調などからみて、2165

の脚部の可能性も残る。直線的にハ字状に開き、器

壁はやや厚い。脚端部は内側へ折り返されている可

能性もあるが、明確には確認できない。

ＳＫ290（第207図2168～2179） 2168～2179は土師

器である。

2168～2172は壺である。2168は明瞭に屈曲する頸

部から口縁部が上方へ直線的に立ち上がり、直口壺

に近い。口縁端部には不明瞭ながら内傾する面が認

められる。内外面ともヨコナデで調整されている。

2169は口縁部の小片である。口縁端部に刻目が施さ

れている。2170は体部の小片である。外面に直線文

と列点文が施されており、直線文より下位には赤彩

が施されている。また、直線文と重なるように曲線

や短い直線が細い沈線で描かれている。何らかの線

刻の一部の可能性もある。2171・2172は大型の壺の

底部である。いずれも底部がボタン状に若干突出す

る。2171は外面を丁寧にミガキで調整している。

2173は甕である。大型のく字状口縁甕と思われ、

口縁部は外反しながらやや長くのびる。口縁端部に

は刻目が施されている。内外面ともハケで調整され

ている。

2174～2179は高坏である。

2174～2176は坏部である。2174は有稜高坏で、口

縁部から脚部上半までが遺存する。坏部は比較的浅

い。口縁端部には強いヨコナデによって内傾する面

が作り出されている。脚部外面上半には直線文が施

されている。2175は有稜高坏と思われる。深さのあ

る坏部と思われるが、小片のため不確実である。外

面はハケを施した後に幅広のヨコミガキで調整され

ている。内面はハケを施した後に細いタテミガキに

よって調整している。2176は有稜高坏である。浅い

坏部で、内外面ともハケを施した後にタテミガキが

施されている。やや器壁が厚い。

2177～2179は脚部である。2177は全体的に風化が

著しいが、脚部外面上半に直線文がわずかに遺存し

ている。2179は緩やかに内湾する脚部である。ただ

し、脚端部付近でわずかに外反し、脚端部は丸く収

められる。脚裾部外面には粘土接合痕が残る。脚頂

部上面には浅い皿状の剥離痕が認められる。

ＳＫ294（第208図2180～2189） 2180～2188は土師

器である。

2180・2181は壺である。2180は中型の広口壺の口

縁部と思われる。口縁端部は面をなす。口縁部内面

には一部に赤彩が遺存している。2181は広口壺の口

縁部の小片である。口縁端部は外側に折り返して肥

厚させて面を作り出し、列点文を施すとともに棒状

浮文を貼り付けている。

2182～2185は甕である。2182～2184は受口状口縁

甕である。2182は口縁部から体部上半にかけての破

片である。口縁部の屈曲は緩い。肩部外面にはヨコ

ハケが施されている。外面にはススが付着している。

2183は口縁部の小片で、明瞭に屈曲する。屈曲部外

面には列点文が施されている。また、頸部外面には

ヨコハケが認められる。2184は口縁部外面に櫛状工

具による列点文が施されている。2185はＳ字状口縁

甕の肩部片と思われる。外面にはヨコハケが認めら

れる。

2186～2188は高坏である。2186は有稜高坏の坏部

である。屈曲は明瞭ではないが、屈曲部にあたる部

位で粘土接合痕が確認できる。外面にはヨコミガキ

を施した後にタテミガキを施している。2187も有稜

高坏の坏部である。屈曲部は明瞭である。脚部との

接合部には円板充填状の剥離痕が認められるが、脚

部と坏部とが一体的に成形された可能性は低く、脚

頂部上面の凹みを埋めるように粘土を充填した痕跡

と思われる。2188は脚部で、外面上半に直線文が施

されている。

2189は石器で、石鏃である。赤色のチャート製で、

先端部をわずかに欠損する。縄文時代のもので、混

入したと考えられる。



―314―

第208図 ＳＫ294・309・312・320・326・328出土遺物（1/4、2/3）



―315―

ＳＫ309（第208図2190） 2190は土師器高坏の坏部

である。全体的に内湾するが、口縁部付近でわずか

に外反する。内外面とも細いタテミガキによって調

整されているが、口縁部内面のみヨコミガキが施さ

れている。外面には全体的にススが付着している。

ＳＫ312（第208図2191～2197） 2191～2197は土師

器である。

2191は壺である。明瞭に屈曲する頸部から口縁部

が直線的に外方に開く。口縁端部は丸く収められる

が、外面にはヨコナデが施され、わずかに面をなす。

内外面ともヨコナデによって調整されている。外面

にはススが付着している。

2192～2197は甕である。2192・2193はく字状口縁

甕である。2192は小型のもので、頸部外面に強いヨ

コナデが施されている。体部外面及び口縁部外面は

ハケで調整されている。2193は大型のもので、口縁

部が若干外反する。口縁端部は丸く収められる。

2194は受口状口縁甕である。口縁部の屈曲は明瞭で

ある。2195は頸部片である。外面にはヨコハケが施

されている。頸部内面にも粗いハケが施されている。

2196は台付甕の脚台部である。内外面とも粗いハケ

で調整されている。2197はＳ字状口縁甕の口縁部の

小片である。口縁端部にヨコナデによって凹む明瞭

な面をもつ。

ＳＫ320（第208図2198～2200） 2198～2200は土師

器である。2198は台付甕の体部下半から脚台部にか

けての破片である。体部内面はハケで調整されてい

る。2199・2200は高坏の脚部である。2199は筒状の

脚部を製作した後に、脚頂部内面から粘土を充填し

て閉塞し、さらにそれによってできた脚頂部上面の

大きな孔状の凹みに粘土を充填し、さらにその上か

ら粘土を薄く貼り付けている様子が、断面の粘土接

合痕から窺われる。2200は脚裾部の小片である。外

面にはハケを施した後にミガキを施している。

ＳＫ326（第208図2201） 2201は土師器広口壺の頸

部片である。大型のものと思われ、器壁は厚い。外

面はハケで調整されている。頸部外面には低い突帯

を貼り付けていると思われる。

ＳＫ328（第208図2202～2217） 2202～2217は土師

器である。

2202～2204は壺である。2202は広口壺の口縁部で

ある。緩やかに屈曲する頸部から、口縁部が外反し

ながら大きく開く。口縁端部は丸く収められる。頸

部外面には突帯が貼り付けられており、突帯には刻

目が施されている。口縁部内面には全面的に赤彩が

施されている。2203は中型の広口壺の口縁部である。

外反しながら開き、口縁端部は外側に折り返して肥

厚させている。口縁端部にはハケ状工具による列点

文が施されており、口縁部内面にもハケ状工具と思

われるもので矢羽根状文が施されている。内外面と

もハケで調整されている。胎土には堆積岩系の岩石

に由来すると思われる黒色や茶色の砂粒が特徴的に

含まれていたり、石英の砂粒も角が取れて丸くなっ

ているなどの特徴があり、口縁部の形態なども鑑み

ると他地域からの搬入品と考えられる。東海地方東

部との関係が想定されよう。2204は体部片である。

矢羽根状文がわずかに遺存している。

2205～2212は甕である。

2205～2207はく字状口縁甕である。2205は直線的

に口縁部が開き、口縁端部は面をなす。内外面とも

粗いハケで調整されている。2206は外反しながら長

くのびる口縁部である。内外面ともハケで調整され

ている。2207は明瞭に屈曲する頸部から口縁部が短

くのびる。口縁部はやや内湾し、口縁端部は丸く収

められる。頸部外面にはユビオサエが認められる。

2208は受口状口縁甕である。口縁部から体部上半

にかけての破片である。口縁部は明瞭に屈曲する。

口縁部外面には列点文が施されており、内面には連

続するユビオサエが認められる。体部外面は粗いハ

ケで調整されているが、羽状にタテハケを施した後

に肩部にヨコハケを施しており、また、頸部外面に

は沈線状のものが認められる。頸部内面にも粗いハ

ケが施されるなど、口縁部を除けばＳ字状口縁甕に

近い。Ｓ字状口縁甕を模倣した可能性も考えられる。

2209・2210は台付甕の脚台部である。2209はやや

小型のもので、内外面ともハケで調整されている。

2210は脚端部が内傾する面をなす。内外面とも粗い

ハケで調整されている。

2211・2212はＳ字状口縁甕である。2211は口縁部

片で、明瞭に屈曲し外面には明瞭な稜が認められる。

口縁端部には強いヨコナデによる面が作り出される

とともに、若干外方へ引き出されている。口縁部外
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面には押引列点文が施されている。頸部内面には粗

いハケが施されている。2212は脚台部で、脚端部は

わずかに内側に折り返されている。

2213～2216は高坏である。2213は有稜高坏で、全

形が復元できた。坏部は浅く、屈曲は不明瞭である。

ただし、外面は屈曲部より上位がタテミガキ、下位

がヨコミガキと、調整が異なっている。脚部はわず

かに内湾する。脚部外面上半に直線文が施されてい

る。脚端部は面をなす。透孔は３方向に開けられて

いる。2214は有稜高坏の坏部である。浅い坏部で、

口縁端部には内傾する面が認められる。内外面とも

ハケを施した後に粗いタテミガキを施している。

2215は坏部の底部付近の破片である。円板充填によっ

て脚頂部を閉塞した痕跡が認められる。ただし、脚

部と坏部とが一体的に成形されているかどうか不明

である。2216は脚部である。低い脚部で、内湾する。

透孔は小さい。器台の可能性も考えられる。

2217は鉢である。口縁部はかなりの部分が遺存し

ているが、覆部が剥離したような痕跡は確認できず、

手焙形土器ではない。口縁部は受口状を呈するが、

屈曲は緩い。体部は扁平で、下位で強く屈曲し、外

面には比較的明瞭な稜が認められる。外面は粗いハ

ケで調整されている。外面にはススが付着しており、

底部付近には二次的な被熱も認められる。

ＳＫ334（第209・210図2218～2268） 2218～2268

は土師器である。

2218～2226は壺である。

2218～2220は中型の壺の口縁部等である。2218・

2219は短頸の瓢形壺である。2218は体部下半までが

遺存する。頸部が強く締まるため口縁部下半は強く

内湾するが、上半は内湾が弱く直立気味に立ち上が

る。口縁部内面には内傾する面が認められるが、そ

の面を越えてヨコミガキが施されているため、面の

範囲は不明瞭となっている。外面の口縁部から体部

上半にかけてはハケを施した後にタテミガキによっ

て丁寧に調整されているが、頸部外面には細いヨコ

ミガキが施されている。また、肩部外面にも１条の

ヨコミガキが認められる。体部下半の外面はヨコミ

ガキによって調整されている。2219は口縁部片で、

全体的に内湾する。口縁部内面には明瞭な面が認め

られる。文様は認められない。2220は広口壺と思わ

れる。口縁部は直線的に外方へ開き、口縁端部は面

をなす。外面は粗いハケで調整されている。

2221～2223は大型の広口壺の口縁部等である。

2221は緩やかに屈曲する頸部から直線的に口縁部が

外方へ開く。口縁端部は丸く収められる。2222は口

縁部から体部下半までが遺存する。口縁部は外反し

ながら短く外方に開く。口縁端部は面をなす。口縁

部には焼成前に開けられた小孔が１箇所認められる。

頸部外面には低い突帯が貼り付けられている。外面

は全体的にハケで調整されており、文様等は認めら

れない。2223は口縁部の小片である。おそらく口縁

部の中位で外方に屈曲しているものと思われる。口

縁端部は面をなし、擬凹線文が施され、棒状浮文が

貼り付けられている。棒状浮文にはハケ状工具と思

われるもので刻目が施されている。

2224～2226は壺ないし鉢の底部である。2224は輪

台状の底部である。鉢の可能性も考えられる。2225

は球形の体部で、底部外面は浅く凹む。体部外面は

ヨコミガキによって丁寧に調整されている。瓢形壺

と思われる。

2227～2250は甕である。

2227～2234はく字状口縁甕である。2227は明瞭に

屈曲する頸部から口縁部が短く外方へ開く。口縁部

の途中で粘土を接合しており、粘土接合痕が明瞭に

残る。2228は外面にはススが付着している。2229は

頸部が締まり、口縁部はやや長くのびるなど、広口

壺に近い形態である。器壁も厚い。体部は内外面と

もハケで調整されている。2230・2231は口縁部の立

ち上がりが比較的急で、口縁端部が丸く収められる。

2232は強く屈曲する頸部からごく短く口縁部が開く。

口縁部はわずかに内湾し、口縁端部は不明瞭な面を

なす。体部は球形を呈し、外面はハケで調整されて

いる。内面には工具ナデが施されている。2233は頸

部の屈曲が緩く、口縁部は肥厚する。口縁部は外面

上半に強いヨコナデが施されており、外面のみが受

口状口縁に近い形態を呈する。外面は粗いハケで調

整されており、受口状口縁甕に近いものと思われる。

2234は口縁部から体部上半にかけての破片である。

2233と同じく口縁部外面上半に強いヨコナデが施さ

れて一部が受口状を呈するが、部位による形態差が

大きく、口縁部内面には明瞭な屈曲が認められない
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ため、く字状口縁甕とした。体部は肩が張らない器

形を呈し、外面は粗いハケで調整されている。

2235・2236は受口状口縁甕である。2235は口縁部

の屈曲が明瞭である。2236は脚台が付く。口縁部の

屈曲はかなり明瞭で、屈曲部外面は明瞭な稜をなす。

口縁端部にも面が認められる。体部はやや扁平で、

肩が張らない。外面は粗いハケで調整されており、

肩部外面にはヨコハケが施されている。脚台部はほ

ぼ欠損するが、断面の粘土接合痕からみると、脚台

部の上面に体部が接合されている可能性がある。

2237は体部片である。外面は粗いハケで調整され

ており、ススが付着している。

2238～2244は台付甕の脚台部である。2238は体部

下半まで遺存している。2239は脚端部をわずかに内

側に折り返している。2240は脚台部上端の側面から

体部を成形している。2241は低い脚台部である。ハ

字状に大きく開く。脚端部はわずかに内側に折り返

されている。2242は器壁が厚く、脚端部は明瞭な面

をなす。2243は内湾し、脚端部は面をなす。2244は

直線的にハ字状に開く。内面にはユビオサエが顕著

に残る。脚端部は丸く収められる。

2245～2250はＳ字状口縁甕である。2245は口縁部

片で、口縁端部にヨコナデによって凹む明瞭な面を

もつ。口縁部外面には押引列点文が施されている。

また、頸部外面には細い沈線が認められるが、ヨコ

ハケのアタリの可能性もある。2246も口縁部片で、

口縁端部には強いヨコナデによって内傾する面が作

り出されているが、外方への引き出しはそれほど強

くない。口縁部外面には押引列点文がわずかに遺存

している。頸部内面には粗いハケが施されている。

2247は脚台部以外ほぼ全形が復元できた。口縁端部

には強いヨコナデによる面が作り出されているとと

もに、外方へ引き出されている。口縁部外面には押

引列点文が施されている。体部は肩が張る無花果形

を呈する。体部下半には成形時の乾燥単位を反映し

たと考えられる粘土接合痕が明瞭に残り、特に外面

では明瞭な段をなす。底部内面には粗い砂粒を含む

粘土が貼り付けられているが、脚頂部については脚

台部ごと剥離しており不明である。体部内面にはコ

ゲが付着している。2248は口縁部から体部上半にか

けての破片である。口縁部外面には押引列点文が施

されている。頸部内面には粗いハケが施されている。

2249も口縁部から体部上半にかけての破片である。

直立気味に立ち上がるため口縁部の屈曲は緩く、特

に内面は不明瞭である。口縁部外面上半に強いヨコ

ナデを施して、外面の屈曲を明瞭にしている。口縁

部外面には押引列点文が施されているが、櫛状工具

による複数一組のものではなく、棒状工具で施され

た可能性が高い。体部は球形に近い形状を呈すると

思われ、外面にはタテハケとヨコハケが施されてい

るが、タテハケはやや乱雑である。Ｓ字状口縁甕と

しては多少違和感がある個体である。2250は全形が

復元できた。口縁端部には強いヨコナデによる面が

作り出されるとともに、外方へ強く引き出されてい

る。口縁部外面に押引列点文は認められない。体部

は肩が張らない倒卵形を呈する。体部内面下半は粗

いハケによって調整されている。脚台部は緩やかに

内湾し、脚端部はわずかに内側に折り返されている。

底部内面及び脚頂部には粗い砂粒を含む粘土が貼り

付けられているが、底部内面のものはかなり剥離し

ている。剥離した部分には、脚台部との接合部の周

囲に沿って連続するユビオサエがドーナツ状にめぐ

らされており、粗い砂粒を含む粘土はその凹みを埋

めるように貼り付けられている。このユビオサエに

ついては細く深いため、指ではなく何らかの工具が

用いられている可能性も考えられる。

2251～2268は高坏である。

2251～2259は有稜高坏である。2251～2254は全形

が復元できた。2251は坏部が深く、坏部の屈曲が明

瞭である。脚部はわずかに内湾し、脚端部は内傾す

る面をなす。脚部外面上半に直線文が施されている。

坏部は脚部上端側面から成形されているものと思わ

れる。また、坏部内面の底部中央には脚頂部上面の

凹みを埋めるように粘土が充填された痕跡が確認で

きる。2252はやや坏部が浅い。口縁端部には不明瞭

ながら内傾する面が認められる。坏部は内外面とも

タテミガキで丁寧に調整されている。脚部は低く、

わずかに内湾する。2251と同様に、坏部内面の底部

中央には脚頂部上面の凹みを埋めるように粘土が充

填された痕跡が確認できる。なお、坏部には内外面

にススが付着している。2253は大型のもので、坏部

は深い。口縁端部は丸く収められる。坏部は基本的
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にタテミガキで調整されているが、口縁端部付近の

み、内外面ともヨコミガキが施されている。脚部は

低く、ほぼ直線的にハ字状に開く。脚端部は丸く収

められる。坏部外面にはススが付着しており、また、

脚裾部外面の一部が二次的に被熱している。2254は

坏部が浅い。口縁端部は丸く収められる。脚部はや

や高く、わずかに内湾する。脚部外面はハケを施し

た後にタテミガキで調整されている。2255は坏部の

破片である。口縁端部は丸く収められる。内外面と

も粗いハケで調整されており、その後にタテミガキ

を疎らに施している。全体的に粗雑な印象を受ける。

2256は坏部片で、口縁端部は若干外傾する面をなす。
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屈曲部は遺存していないが、屈曲部で剥離した痕跡

が認められる。外面はハケを施した後にタテミガキ

によって調整されているが、内面はヨコミガキによっ

て調整されている。2257は口縁部片である。おそ

らく浅い坏部になると思われる。口縁端部には不明

瞭ながら内傾する面が認められる。2258は下面に脚

部が剥離した痕跡が認められる。2259は坏部の破片

で、屈曲は明瞭である。屈曲部内面にユビオサエが

残る。

2260は椀形高坏と思われる。大型のもので、坏部

は内外面ともミガキで調整される。脚部は外反しな

がら大きく開く。坏部は脚部上端側面から成形され

ているものと思われる。

2261～2268は脚部である。2261は中実に近い。断

面の粘土接合痕などから、脚部成形後にその上面に

坏部を接合している可能性が考えられる。透孔はや

や小さい。なお、破片の一部がＳＨ338の床面付近

から出土している。2263は脚部外面上半に直線文が

施されている。2265は脚頂部上面に浅い皿状の剥離

痕が認められる。外面はタテミガキで調整されてい

る。2266はわずかに内湾する。2267は脚部内面に粘

土接合痕が認められる。脚端部を内側に折り返して

いる可能性もある。2268は明瞭に内湾する。脚端部

は欠損しているが、器壁の厚さなどから欠損はわず

かとみられ、それほど高くない脚部と考えられる。

ＳＫ348（第210図2269～2276） 2269～2276は土師

器である。

2269～2275は壺である。

2269～2271は広口壺の口縁部である。2269は中型

のもので、口縁端部は面をなす。外面にはハケが施

されている。2270は短く直線的に外方へ開く。口縁

端部は面をなす。口縁部内面は幅広のヨコミガキに

よって調整されている。2271は口縁端部を外側に折

り返して肥厚させて面を作り出し、擬凹線文を施す

とともに棒状浮文を貼り付けている。内外面とも赤

彩が施されている。

2272は大型の壺の体部である。直線文と列点文が

施されており、列点文より下位には赤彩が施されて

いる。外面はハケとミガキによって調整されており、

内面にはケズリが認められる。

2273～2275は底部である。2273は内面に粘土接合

痕が段となって明瞭に残る。2274は外面に赤彩がわ

ずかに遺存している。一次調査で出土したものであ

る。2275は平底で、底部がボタン状にわずかに突出

する。体部外面には幅広のヨコミガキが施されてい

る。

2276は甕と思われる。小型のもので、鉢の可能性

もある。く字状口縁甕で、頸部の屈曲は緩く、口縁

部は短く外方へ開く。外面には粗いハケが施されて

いる。

ＳＫ352（第210図2277） 2277は土師器高坏の脚部

である。下半部は緩やかに内湾する。外面はタテミ

ガキで調整されている。内面にはシボリ痕が明瞭に

残り、内面下半はハケによって調整されている。透

孔は３方向に開けられている。

ＳＤ329（第210図2278～2280） 2278～2280は土師

器である。2278は甕の頸部片である。外面にはヨコ

ハケが施されている。2279は台付甕の脚台部である。

中空の脚部を成形後、脚台部上端側面から体部を成

形していると思われる。底部内面側に円板状の粘土

を貼り付けて底部を閉塞しているとみられるが、貼

り付けられた粘土はかなり薄く、その下の空間にも

粘土が充填されていたが剥離した可能性が考えられ

る。2280は高坏の脚部である。脚部外面上半に直線

文が施されている。

B-W23Pit2（第211図2281） 2281は土師器高坏で、

有稜高坏の坏部片と思われる。口縁端部には内傾す

る面が認められる。内外面ともタテミガキで調整さ

れる。

C-A25Pit5（第211図2282） 2282は土師器壺の頸部

片である。中型の広口壺と思われる。外面にはハケ

が遺存する。

C-B23Pit4（第211図2283） 2283は土師器広口壺の

口縁部である。明瞭に屈曲する頸部から口縁部がや

や外反しながら外方に開く。頸部外面には太い沈線

状の工具のアタリが認められる。

C-B25Pit3（第211図2284） 2284は土師器甕で、受

口状口縁甕の口縁部の小片である。頸部の屈曲は緩

（４）溝出土遺物

（５）ピット出土遺物
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い。外面にはススが付着する。

F-P9Pit1（第211図2285） 2285は土師器高坏で、

有稜高坏の口縁部片と思われる。口縁端部には内傾

する面が認められる。

F-P14Pit1（第211図2286） 2286は土師器高坏で、

椀形高坏の口縁部片と思われる。緩やかに内湾し、

口縁端部は丸く収められている。

F-U6Pit1（第211図2287） 2287は土師器甕ないし

壺である。直線的にのびる口縁部で、口縁端部は面

をなす。内外面ともハケで調整されている。

F-U11Pit2（第211図2288） 2288は石製品で、小型

の砥石である。肌理の細かい砂岩製である。ほぼ完

形で、直方体を呈し、側面の４面を砥面としている。

砥面には使用に伴う擦痕が部分的に認められる。ま

た、一部にはスス状の黒色物が付着している。古墳

時代前期のものとしたが、時期を示すような土器を

伴っておらず、古墳時代後期に下る可能性もある。

F-X3Pit1（第211図2289） 2289は土師器高坏で、

有稜高坏の坏部片である。外面には明瞭な稜が認め

られる。内外面ともミガキで調整されている。

F-X4Pit4（第211図2290） 2290は土師器甕で、Ｓ

字状口縁甕の頸部から体部下半にかけての破片であ

る。体部は肩が張る無花果形を呈する。肩部外面に

は頸部から少し下がった位置にヨコハケが施されて

いる。頸部内面はナデで調整されていると思われる

が、遺存している部分が少なく、ハケが施されてい

た可能性も残る。なお、体部中位に小さな焼成後穿

孔が１箇所認められる。

F-X4Pit6（第211図2291） 2291は土師器甕である。

口縁部の小片で、わずかに内湾し、口縁端部は丸く

収められる。

F-Y1Pit1（第211図2292） 2292は土師器壺である。

全形が復元できた。ほぼ球形の体部にやや急に立ち

上がり直線的にのびる口縁部が付く。口縁端部は丸

く収められ、わずかに外反する。頸部の屈曲は明瞭

である。口縁部の内外面及び体部外面上半はヨコナ

デによって調整され、体部外面下半はハケによって

調整されている。底部は完全な丸底となっているが、

外面をケズリによって調整している。体部内面は主

にナデや工具ナデによって調整されているが、底部

付近には製作時の乾燥単位を反映したと思われる粘

土接合痕が段となって明瞭に残る。また、外面には

ススが付着しており、煮沸に用いられたものと考え

られる。大きさや頸部の締まり等から壺としたが、

全体の形状や調整には布留式の甕と類似する点があ

り、ススが付着する点からも甕とする方が妥当かも

しれない。

F-Y1Pit3（第211図2293） 2293は土師器広口壺の

口縁部片で、口縁端部は面をなす。内面には波状文

が２段に施されている。

F-Y7Pit2（第211図2294・2295） 2294は土師器台

付甕の脚台部で、器壁は若干厚い。脚端部は丸く収

められる。脚頂部には粘土を貼り付けている。2295

は縄文土器深鉢の体部片である。外面には横位に隆

帯が貼り付けられている。

G-A4Pit3（第211図2296） 2296は土師器のＳ字状

口縁甕である。口縁部の小片で、口縁端部には強い

ヨコナデによって内傾する面が作り出されるととも

に、外方へ引き出されている。頸部内面には粗いハ

ケが施されている。

G-A4Pit6（第211図2297） 2297は土師器のＳ字状

口縁甕である。脚台部の破片で、底部内面及び脚頂

部に粗い砂粒を含む粘土が貼り付けられている。 

G-B1Pit3（第211図2298） 2298は土師器壺の底部

である。外面にはハケが施されている。

G-B1Pit4（第211図2299） 2299は土師器高坏の脚

部である。脚端部は欠損するが、全体的に内湾する。 

G-B7Pit1（第211図2300） 2300は土師器鉢の口縁

部片と思われる。器壁は厚く、口縁端部は強いヨコ

ナデによってわずかに凹む面をなす。内外面ともハ

ケで調整されている。高坏の脚部ないし、古墳時代

後期の甑の可能性も考えられる。

G-C3Pit7（第211図2301） 2301は土師器高坏の脚

部片と思われる。脚端部は丸く収められており、外

面にはハケが施されている。

G-D2Pit1（第211図2302） 2302は土師器壺で、小

型の広口壺の口縁部である。口縁端部には列点文が

施されている。

G-D10Pit2（第211図2303） 2303は土師器壺ないし

甕の口縁部片である。強く外方へ開くが、小片のた

め形状の復元には不安を残す。口縁端部は不明瞭な

面をなす。
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G-F9Pit1（第211図2304～2308） 2304～2308は土

師器である。

2304～2307は甕である。2304・2305は台付甕の脚

台部で、2304は内外面ともハケで調整している。

2305は脚端部が面をなす。2306は小型のもので、筒

状の脚台部の上面を円板充填状に閉塞して底部を成

形しているが、体部は脚台部の上端側面から成形さ

れているようである。2307はＳ字状口縁甕の口縁部

片で、口縁端部は強く外方へ引き出され、外面には

わずかに押引列点文が遺存している。

2308は高坏の脚部と思われる。器壁は若干厚く、

脚端部は面をなす。内外面ともハケで調整し、脚裾

部外面には強いヨコナデが施されている。こうした

特徴はG-B7Pit1出土の2300と比較的似ており、鉢の

口縁部の可能性も考えられる。

G-F9Pit2（第211図2309） 2309は土師器高坏の脚

部と思われる。小片で、脚端部は丸く収められる。

G-F9Pit3（第211図2310） 2310は土師器壺である。

大型の壺の肩部片で、外面には直線文と波状文が施

されている。

G-G4Pit1（第211図2311） 2311は土師器壺ないし

鉢の底部である。平底の底部から体部が直立気味に

立ち上がる。外面にはミガキが施されている可能性

があるが、不明瞭である。

包含層（第211・212図2312～2366） 2312～2365は

土師器である。

2312～2327は壺である。

2312～2315は口縁部である。2312は小型丸底壺で、

口縁端部を除いてほぼ全形が復元できた。体部は小

さく肩が強く張る。底部は平底である。頸部は強く

くびれ、口縁部はやや急に立ち上がり長くのびる。

口縁部外面はヨコハケを施した後に縦方向に粗くナ

デを施している。体部は内外面ともユビオサエやナ

デによって調整されており、ミガキは認められない。

2313は小片で、口縁端部は丸く収められる。甕の口

縁部の可能性もある。2314は広口壺の口縁部の小片

で、口縁端部は面をなし、擬凹線文を施し、棒状浮

文を貼り付けている。内面に赤彩が施されている可

能性もあるが、不確実である。2315も広口壺の口縁

部である。口縁部は頸部から直立気味に立ち上がり、

中位で外方へ強く屈曲する。口縁端部は外方へ折り

返して面を作り、粗いハケを施した後に円形浮文を

貼り付けている。口縁端部の面に施されたハケは他

の部位のハケよりも粗く、擬凹線文として施された

可能性もあるが、かなり乱雑である。

2316～2319は頸部から体部にかけての破片である。

2316は頸部付近の破片で、外面にはハケが施されて

いる。2317は肩部の破片で、外面には突帯が２条貼

り付けられている。下段の突帯に接して直線文と思

われるものがわずかに遺存している。また、赤彩も

認められる。2318も肩部の破片である。器壁は厚く、

外面はハケで調整されている。2319は小型の壺の体

部である。体部下半には製作時の乾燥単位を示すと

思われる粘土接合痕が明瞭に残る。内外面ともナデ

で調整されている。

2320～2327は底部等である。2320は小型の壺の底

部から体部下半にかけての破片である。体部下半の

製作時の乾燥単位と思われる箇所で器形に歪みが生

じている。内外面ともユビオサエが各所に明瞭に残

り、粗雑な印象を受ける。また、外面にはススが付

着している。2321は大型の壺の底部から体部中位に

かけての破片である。内外面ともハケで調整されて

いる。2322・2323は鉢の可能性もある。2323は外面

が工具ナデで調整されているが、一部にケズリと思

われるものも認められる。2325は内面にハケが施さ

れている。2326は底部外面が浅く皿状に凹む。体部

外面にはわずかに赤彩が遺存している。また、外面

にはススが付着している。2327は大型の壺の底部片

と思われる。ただし、内面はミガキによって調整さ

れており、大型の鉢の可能性も残る。

2328～2347は甕である。

2328～2331はく字状口縁甕である。2328は口縁部

が若干内湾し、受口状口縁甕に近い。2329は口縁部

が外反しながら直立気味に立ち上がる。口縁部外面

上半にはハケ状のヨコナデが施されている。また、

口縁端部には刻目が施されている。2330は口縁部か

ら体部下半までが遺存する。緩やかに屈曲する頸部

から口縁部が短く外方へ開く。口縁端部は不明瞭な

面をなす。体部はやや扁平な球形を呈する。外面に

はススが付着している。2331は口縁部の小片で、口

（６）包含層出土遺物
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縁端部は面をなす。

2332・2333は受口状口縁甕である。2332は口縁部

が明瞭に屈曲する。屈曲部の外面は若干突出する明

瞭な稜をなす。口縁端部は内傾する面をなす。口縁

部外面には列点文が施されている。肩部外面にはヨ

コハケが施されており、頸部内面には粗いハケが施

されている。2333は口縁部内面の屈曲は緩いが、外

面には明瞭な稜が認められる。口縁部外面にはハケ

状工具による幅広の列点文が施されている。

2334・2335は頸部から体部にかけての破片である。

2334は外面にタタキが施されている。また、鋭い工

具による線刻が認められる。４本の線が縦・横に刻

まれているが、一部しか遺存しておらず、何を表現

したかは不明である。調整や色調などからみて、搬

入品の可能性が高い。2335は明瞭に屈曲する頸部か

ら口縁部が外反しながら外方に開く。体部外面には

粗いハケが施されている。

2336～2342は台付甕の脚台部等の破片である。

2336は体部下半の破片で、脚台部が剥離した痕跡が

認められる。内外面には成形時の乾燥単位を示すと

思われる粘土接合痕が明瞭に残る。2337は小型のも

ので、体部外面にはケズリが施されている。脚端部

は内側に折り返されている。2338は脚台部が直立気

味となる。脚端部は面をなす。体部内面にはケズリ

が認められる。2339はハ字状に大きく開く。2340は

内湾気味で、脚端部は不明瞭な面をなす。2341は外

面が粗いハケで調整されており、内面には筋状の工

具痕が認められる。

2343～2347はＳ字状口縁甕である。2343は口縁部

から肩部にかけての小片で、口縁部外面には押引列

点文が施されている。2344は口縁端部に強いヨコナ

デによって沈線状に凹む面が作り出されている。頸

部内面にはハケが施されている可能性もあるが、遺

存状況が悪く不明確である。2345は頸部の屈曲が緩

い。2346も頸部の屈曲が緩い。口縁部の屈曲も外面

では多少緩く、明瞭な稜を呈しない。頸部外面は沈

線状に凹むが、口縁部外面下半を強くヨコナデした

際のアタリと考えられる。体部の器壁はやや厚く、

全体的にシャープさに欠ける。胎土は典型的なＳ字

状口縁甕とは異なっており、在地産のＳ字状口縁甕

の可能性がある。2347は大型のものである。口縁部

の屈曲は明瞭で、口縁部外面には押引列点文が施さ

れている。肩部外面には頸部から少し下がった位置

にヨコハケが施されている。口縁部や体部の器壁は

やや厚い。胎土は典型的なＳ字状口縁甕とは異なっ

ており、この個体についても在地産のＳ字状口縁甕

の可能性がある。

2348～2360は高坏である。

2348～2352は坏部の破片である。2348は有稜高坏

の坏部片で、比較的深い坏部である。口縁端部には

内傾する面が認められる。内外面ともハケを施した

後にタテミガキによって調整されている。2349は椀

形高坏の坏部片である。口縁端部には内傾する面が

認められる。外面はヨコミガキを施した後に細かい

タテミガキによって丁寧に調整している。2350は坏

部と脚部の接合部付近の破片である。有稜高坏と思

われる。断面で観察される粘土接合痕を基に考える

と、中空の脚部の上面に坏部を接合し、接合部の側

面に粘土を貼り付けて補強していると推測される。

2351も有稜高坏の坏部片である。2352は有稜高坏の

坏部であるが、脚部上端側面から坏部を成形し、そ

の後、脚頂部上面の凹みから周辺の坏部内面にかけ

て粘土を貼り付けて補強していると思われる。

2353～2360は脚部である。2353は脚部内面頂部に

円板充填状の痕跡が認められるが、脚部と坏部とが

一体的に成形されたとは考えにくい。2355はやや細

身の脚部である。外面上半にはわずかにヨコミガキ

ないし直線文の痕跡が認められる。2356は中実に近

い。下位で外方に強く外反する。外面にはケズリが

認められる。古墳時代後期まで下る可能性もあろう。

2357は緩やかに外反しながらハ字状に大きく開く。

2358はいわゆる屈折脚高坏である。内外面ともナデ

で調整されているが、脚部内面頂部付近にはシボリ

痕が認められる。坏部は脚部上端側面から成形され

ている。2359・2360は大きく開く脚裾部の破片であ

る。

2361・2362は器台と思われる。2361は小型のもの

で、直線的にハ字状に開く。透孔は認められない。

2362も小型の器台と思われるが、脚裾部の小片で、

小型の高坏の可能性も残る。

2363・2364は鉢である。2363は椀形の体部に短く

外方へ屈曲する口縁部が付く。口縁端部は不明瞭な
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面をなす。内面にはミガキが施されている可能性が

ある。2364は丸底に近いが、ごく小さい平底となっ

ている。体部外面の底部付近にはケズリが施されて

いる。

2365は手焙形土器の鉢部の破片と思われる。口縁

部は受口状を呈する。外面は粗いハケで調整されて

おり、頸部直下にはヨコハケも施されている。

2366は石製品で、砥石である。肌理の細かい流紋

岩製で、半分以上を欠損する。元は直方体に近い形

態を呈していたと思われ、側面の遺存する３面はす

べて砥面として使用されている。一部に使用に伴う

線状痕が認められる。

表土（第212・213図2367～2391） 2367～2391は土

師器である。

2367～2370は壺である。2367は短頸の瓢形壺の口

縁部である。口縁端部には内傾する面が認められる。

内外面ともハケで調整されている。調整からみると、

鉢の可能性も残る。2368は大型の壺の肩部片である。

外面には直線文と列点文が施されており、赤彩もご

くわずかに遺存している。2369は底部である。底部

外面は皿状に浅く凹む。2370も底部である。体部外

面の底部付近には横方向のケズリが施されている。

2371～2381は甕である。

2371はく字状口縁台付甕である。全形が復元でき

た。頸部の屈曲は明瞭で、口縁部は直線的に外方へ

開く。口縁端部は丸く収められる。体部は肩が張ら

ず倒卵形を呈する。内外面とも粗いハケで調整され

ており、外面には粘土接合痕が顕著に残る。脚台部

は若干内湾し、器壁は厚い。脚端部は面をなす。体

部は脚台部上端側面から成形されていると思われる。

外面には口縁部から肩部にかけて薄くススが付着し、

脚台部には二次的な被熱が認められる。

2372は体部片である。器壁はやや厚く、体部は球

形に近い形を呈すると思われる。内外面ともハケで

調整され、外面にはススが付着している。

2373～2376は台付甕の脚台部である。2374は外反

しながら開く。2375は脚台部上端側面から体部を成

形している。脚台部内面にはススが付着している。

2376はわずかに内湾し、脚端部は面をなす。脚頂部

を埋めるように粘土を貼り付けている。

2377～2381はＳ字状口縁甕である。2377は口縁部

から体部上半にかけての破片である。口縁端部には

強いヨコナデによる凹んだ面が認められる。ただし、

あまり外方へは引き出されていない。口縁部外面に

は押引列点文が施されている。肩部外面にはヨコハ

ケが施されており、頸部内面にも粗いハケが施され

る。体部内面には縦方向にナデが施されている。か

なり細いナデで、工具などによるナデの可能性もあ

る。2378～2381は脚台部片である。2378は底部内面

及び脚頂部とも粘土の貼り付けは認められない。Ｓ

字状口縁甕以外の台付甕の可能性も考えられる。

2379は外面にハケが２段に施されている。脚端部は

内側に折り返されておらず、不明瞭な面をなす。

2380は底部内面のみ粗い砂粒を含む粘土を貼り付け

ている。脚端部はわずかに内側に折り返している。

断面の粘土接合痕からみると、筒状の脚台部を成形

後、脚頂部を閉塞し、脚台部上端側面から体部を成

形した後に、底部内面に粗い砂粒を含む粘土を貼り

付けるという工程で製作されたと推測される。2381

は底部内面に粗い砂粒を含む粘土を貼り付けている

が、脚頂部については明瞭ではない。脚端部は内側

に折り返していないが、脚裾部の内外面には連続す

るユビオサエが認められる。全体的に2380と類似す

るが、同一個体ではない。

2382～2390は高坏である。

2382・2383は有稜高坏である。2382は坏部で、か

なり深い。口縁端部には内傾する面が認められる。

全体的に内湾し、屈曲部の外面は明瞭な稜をなす。

脚部との接合部には円板充填状の剥離が認められる

が、脚部と坏部を一体的に成形したのではなく、脚

部上端側面から坏部を成形後、脚頂部上面の凹みを

埋めるように粘土を貼り付けた痕跡と考えられる。

2383は坏部下半から脚部にかけてが遺存している。

脚部は外反しながら開き、脚端部は面をなす。

2384～2390は脚部である。2384は坏部がわずかに

遺存するが、かなり内湾している。2385・2386は外

反しながら大きく開く。2387は脚頂部上面に深い凹

みとなった剥離面が認められる。坏部成形後に粘土

を充填して埋めていたものが剥離したと考えられる。

2388は脚部上端側面から坏部を成形している。2390

（７）表土・撹乱等出土遺物
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第213図 表土・撹乱等出土遺物②（1/4）
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は外反しながら大きく開く。透孔が３箇所遺存して

いるが、１箇所のみ高い位置に開けられており、２

段に透孔が開けられていた可能性も考えられる。外

面はタテミガキで調整されているが、脚裾部付近の

みやや疎らに施されている。

2391は鉢である。手焙形土器の鉢部の可能性もあ

る。口縁部は受口状を呈し、口縁部の屈曲は明瞭で

ある。口縁部外面には櫛状工具による列点文がわず

かに遺存している。肩部外面にはヨコハケが施され

ている。また、外面にはススが付着している。

出土位置不明（第213図2392～2408） 2392～2408

は遺構内等から出土したものの、その後の取り扱い

の中で出土遺構・位置が不明となった遺物である12）。

いずれも土師器である。

2392～2395は壺である。2392は体部下半の破片で、

外面にはタテミガキが施されている。2393は大型の

もので、体部上半の破片である。外面はハケで調整

されている。2395は輪台状の底部である。

2396～2403は甕である。

2396はく字状口縁甕である。口縁部から体部上半

にかけてが遺存する。明瞭に屈曲する頸部から口縁

部が外方へ開くが、口縁部外面上半には強いヨコナ

デが施されており、わずかに受口状に屈曲する。体

部外面は粗いハケで調整されている。

2397は受口状口縁甕の口縁部片である。口縁部の

屈曲は緩い。外面にはススが付着している。

2398～2400は台付甕の脚台部である。2398は筒状

の脚台部を成形した後に、脚台部上端側面から体部

を成形し、底部内面側から円板充填状に粘土を貼り

付けて底部を閉塞していると推定される。2399はや

や低い脚台部で、2398同様に底部を円板充填状に閉

塞している。その際に充填された粘土が、脚頂部内

面にわずかに臍状に突出している。2400も円板充填

状に底部を閉塞した痕跡が明瞭に残る。ただし、脚

台部と体部が一体的に成形されているか不明であ

る。

2401～2403はＳ字状口縁甕である。2401は口縁端

部に強いヨコナデによってわずかに凹む面が作り出

されるとともに、かなり強く外方へ引き出されてい

る。口縁部の屈曲部は内面では不明瞭であるが、外

面では明瞭な稜をなす。肩部外面のヨコハケは、頸

部から少し下がった位置に施されていた可能性が高

い。2402は口縁端部に強いヨコナデによる内傾する

面が認められるが、外方への引き出しは弱い。口縁

部外面には押引列点文が施されている。肩部外面に

は頸部直下からヨコハケが施されているが、頸部外

面にはそのヨコハケとは多少異なる沈線が１条めぐ

らされている。全体的に器壁はやや厚い。2403は口

縁部から体部上半にかけてが遺存する。口縁端部に

は強いヨコナデによって内傾する面が作り出されて

いる。口縁部の屈曲は明瞭で、屈曲部の外面には列

点文が施されている。押引列点文とも思われるが、

工具を引きずった痕跡は明確ではない。口縁部外面

にはススが付着している。

2404～2407は高坏である。2404は有稜高坏の坏部

である。深い坏部で、口縁端部は丸く収められる。

胎土や色調、調整等からみて、表土掘削中に出土し

た高坏脚部2389の坏部の可能性がある。2405は脚部

である。比較的高い脚部で、外反しながらハ字状に

開く。脚端部は丸く収められる。脚部外面上半には

直線文が施されているが、施文範囲は狭い。2406は

低い脚部で、わずかに内湾する。脚部内面頂部は孔

状を呈するが、軸芯痕ではなく、脚部成形時に細く

絞られたためと考えられる。2407は脚部片で、頸部

外面に爪痕状の工具痕が認められる。脚頂部上面は

皿状に凹む剥離面となっている。

2408は鉢である。手焙形土器の鉢部の可能性もあ

る。口縁部は受口状を呈し、口縁端部にはヨコナデ

が施され、不明瞭な面をなす。口縁部外面には櫛状

工具による列点文が施されている。体部はやや深い

椀形を呈しており、外面上半には粗雑なヨコハケが

施されている。内面の底部付近にはケズリが施され

ている。外面にはススが付着している。

撹乱等（第213図2409～2414） 2409～2414は、風

倒木痕や撹乱から出土した遺物である。いずれも土

師器である。

2409～2412は壺である。2409は短頸の瓢形壺の口

縁部片と思われる。口縁端部はわずかに外反する。

外面はタテミガキで調整されているが、内面にはヨ

コミガキが施されている。2410は広口壺の口縁部で

ある。かなり器壁が厚く、内外面ともナデやユビオ

サエによって調整されており、粗雑な印象を受ける。
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古墳時代後期まで下る可能性もあろう。2411は広口

壺の頸部付近の破片である。明瞭に屈曲する頸部か

ら、口縁部がわずかに外反しながら外方へ開く。外

面はハケによって調整されている。体部内面はケズ

リによって調整されている。2412は大型の壺の肩部

片である。外面には直線文と列点文が施されている。

2413は台付甕の脚台部である。体部も一部遺存し

ており、器壁が厚い。脚端部は面をなす。

2414は器台である。筒状の脚部の上端側面から受

部を成形していたものと思われる。外面にはミガキ

が施されている。透孔は３方向に開けられていたと

思われるが、確定的ではない。

註

１）小牧南遺跡で出土した古墳時代前期の甕で、ある程度の

形状が判明しているものはほぼ脚台が付くことや、小型の

壺と鉢の底部は正確な判別が困難であることなどから、平

底の底部は基本的に壺ないし鉢の底部として報告した。

２）脚台部上面の、内容物を入れる部分（体部）の底にあた

る部位を底部として、その内面を底部内面と呼称する。た

だし、底部の外面にあたる部分については脚台部の内面と

した方が直感的に分かりやすいと思われることから、脚頂

部と表現しておきたい。なお、一覧表・写真図版編第８表

の備考欄においては、底部内面と脚頂部の両面を指して

「底部上下」と表現している。

３）一般的ではないが、記述の便宜上、Ｓ字状を呈する口縁

部の、頸部からその上の屈曲部までを口縁部下半、屈曲部

から口縁端部までを口縁部上半と表現する。

４）脚部片には、高坏だけでなく器台も含まれる可能性があ

るが、どちらか判別できないものは高坏として報告した。

５）第Ⅸ章第６節参照。

６）20倍のルーペで観察を行った。

７）本田光子1994「内面朱付着土器」『庄内式土器研究』Ⅷ

庄内式土器研究会

８）この個体については出土後の取り扱いの中で一時出土遺

構が不明になっており、整理段階でＳＨ221から出土したと

判断されたものである。したがって、別遺構からの出土品

である可能性も残る。

９）この個体についても、註８のような出土遺構の混乱がある。

10）遺物への注記等からみるとＳＨ337から出土した破片があ

るようだが、誤記の可能性もあり、確定できない。

11）G-C8グリッドのＰ４から出土したとの記録があるが、Ｐ

４はG-C8グリッドに存在しておらず、グリッドか柱穴番号

のどちらかが誤記と思われる。

12）遺物が出土した際には出土遺構やグリッド等を記したラ

ベルを添付したものの、その後、遺物に注記を行う前にラ

ベルを添付しない状態で移動させたことにより、出土遺構・

位置が特定できない状態にしてしまった。
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ＳＨ148（第214図） 第２次調査区の南東端で検出

した建物で、東側は調査区外の道路下へと続くが、

道路建設時に削平を被っている可能性が高い。平面

形は長軸4.2ｍ、短軸3.0ｍ以上の方形を呈すると考

えられる。調査区壁面の土層断面からみると、深さ

は0.5ｍほどあったと思われる。

今回調査を行った範囲では、明確な主柱穴は検出

できなかった。建物内からはピット自体もほとんど

検出されていない。

カマドは検出されなかったが、建物中央より西側

の床面から焼土の広がりが２箇所検出されている。

貯蔵穴も検出されていない。

壁際溝は断続的に検出されているが、検出された

部分でも全体的に浅く不明瞭である。土層断面でも

あまり明瞭に確認できない。

貼床は、建物全体に施されている（第14～18層）。

壁に沿って浅い周溝状掘形が検出されており、その

部分を埋め、さらに建物の床面全体にわたって貼床

が施されている。ただし、周溝状掘形は北西壁沿い

では途切れている。

遺物は、須恵器や土師器が出土している。出土量

は少ないが、土師器には遺存状況が良好な粗製の鉢

が２点みられる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代後期中

葉～後葉と考えられる。

ＳＨ203（第215・216図） 第２次調査区の北東部

で検出した建物である。古墳時代前期の竪穴建物Ｓ

Ｈ195と完全に重複しており、また全体に削平が著

しいため、遺存状況はかなり悪い。カマドの痕跡と

思われるものを検出したことや、須恵器甕の破片が

まとまって出土したことから、ＳＨ195と重複して

古墳時代後期の竪穴建物が存在していると判断した

が、ごく浅い落ち込みしか検出できなかったため、

全体の形状は不明確である。当該建物の埋土と推定

される土層（A-A'・B-B'断面第３層）の分布を参考

にすれば、平面形が一辺７ｍほどの方形を呈する建

物と推定される。

建物内からはピットが多数検出されているが、主

柱穴は明確ではない。

カマドの痕跡は、北壁沿いで検出した。袖などカ

マドと明確に認識できるような遺構は遺存していな

かったが、不明瞭な浅い落ち込みに焼土を含む土が

堆積しており、そのすぐ北側で壁際溝とみられる痕

跡をわずかに確認したため、これをカマドの痕跡と

考えた。建物の想定範囲を考慮すると、カマドは、

北壁沿いの中央よりやや東側に位置していたものと

思われる。

壁際溝は、カマド痕跡付近で不明瞭なものが検出

されたのみである。平面では形状を明確にできなかっ

たが、カマドの土層断面で存在が確認できる（C-C'

断面第６層）。検出できた範囲では、東西方向に延

びていると推測された。

貯蔵穴は検出されておらず、貼床や周溝状掘形も

確認できなかった。

建物中央では、大型の須恵器甕（2422）の破片が

まとまって出土した。口縁部付近の破片がなく完形

には復元できないものの、かなりの量の破片が遺存

しており、埋没時ないし建物廃絶時には完形に近い

状態であったと推定される。

遺物は、須恵器や土師器が出土している。遺構の

遺存状況が悪いこともあって遺物の出土量は少な

く、先述の須恵器甕以外はいずれも小片である。重

複するＳＨ195に関係すると思われる古墳時代前期

の土師器片も複数出土した。また、埋土中などから

縄文土器の破片がかなりの数検出されており、縄文

時代のものと思われる石皿（台石）も１点出土して

いる。付近に縄文時代中期の遺構が存在した可能性

が高い。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代後期後

葉と考えられる。

第Ⅵ章 古墳時代後期の遺構・遺物

第１節 遺構

（１）竪穴建物
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第214図 ＳＨ148（1/40）

ＳＨ213（第217・218図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。ＳＨ209・211・213・214など、

多数の竪穴建物が重複する中に位置する。古墳時代

前期の建物ＳＨ209・238・211・214より後出し、こ

れらの建物を一部削平している。平面形は長軸6.5

ｍ、短軸6.2ｍの正方形に近い方形を呈する。古墳

時代後期の竪穴建物の中では大型のものである。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。うち２基では、土層

断面で柱痕ないし柱の抜き取り痕とみられるものが

確認できる。

カマドは北壁沿いの中央付近で検出された。原形

を留めておらず、浅い落ち込みと焼土塊が検出され

たのみである。カマド内からは、土師器片と拳大の
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第215図 ＳＨ195・203①（1/60、1/40、1/20）
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礫が出土した。礫は支脚として使用されていたもの

と考えられる１）。

貯蔵穴とみられる土坑は、北東隅付近から検出さ

れた。小型の平面形が円形の土坑で、深さは0.3ｍ

ほどある。底は平坦で、壁面は急に立ち上がる。埋

土中からは須恵器の坏身・坏蓋が破片化して出土し

ている２）。

壁際溝は検出されず、土層断面でも確認できない。

貼床は、北部から西部にかけてかなり厚く施されて

いるようである（A-A'・B-B'断面第３層）。

遺物は、カマドから土師器、貯蔵穴から須恵器が

出土している。埋土中からも須恵器や土師器、土製

品、軽石、鉄製品が出土した。土製品としては紡錘

車が１点認められる。鉄製品は、鉄鏃と棒状鉄製品

の２点が出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代後期後

葉と考えられる。

ＳＨ215（第219図） 第２次調査区の東部で検出し

た建物である。ＳＨ209・211・213・214など、多数

の竪穴建物が重複する箇所の南側に位置する。古墳

時代前期の建物ＳＨ216より後出する３）。平面形は

長軸4.2ｍ、短軸3.4ｍの長方形を呈する。

主柱穴は３基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されていたと考えられるが、西隅

の柱に該当する柱穴は検出されなかった。北隅の主

柱穴と思われる柱穴もかなり浅く、主柱穴ではない

可能性もある。

カマドは北西壁沿いの中央よりやや北側で検出さ

れた。壁より外側に突出する形で構築されている。

浅い掘り込みの中に構築されており、袖が一部遺存

している。カマド内からは、土師器甕の破片が少量

出土した。

貯蔵穴とみられる土坑は、北隅から検出された。

平面形が円形の小型の土坑で、深さは0.3ｍほどあ

る。

壁際溝は平面では検出できなかったが、土層断面

からみると、西半の壁沿いには壁際溝が存在してい

たと考えられる。

貼床は、建物全体に施されている（A-A'・B-B'断

面第４・５層）。また、幅が広い周溝状掘形が建物

の壁に沿って検出されており、この周溝状掘形を埋

第
21
6図

Ｓ
Ｈ
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5・

20
3②

（
1/
40
）
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第217図 ＳＨ213①（1/40）
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第218図 ＳＨ213②（1/40、1/20）
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第219図 ＳＨ215（1/40、1/20）
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める形で貼床が厚く施されている。

遺物は、主柱穴Ｐ２とカマドから土師器が出土し

た。カマドから出土した土師器は甕で、ほぼ１個体

分に相当すると思われる。埋土中からも土師器が出

土しているが、出土量は少なく、いずれも小片であ

る。また、古墳時代前期の土師器も少量出土した。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代後期後

葉と考えられる。

ＳＨ217（第220図） 第２次調査区の東部で検出し

た建物である。古墳時代前期の建物ＳＨ216・218よ

り後出する４）。平面形は長軸4.1ｍ、短軸3.7ｍの長

方形を呈する。

主柱穴は明確に確認できなかった。ただし、北隅

付近で検出されたピットでは、土層断面で柱痕ない

し柱の抜き取り痕が確認できる（C-C'断面）。他に

も床面からピットがいくつか検出されているが、こ

れに対応するような主柱穴は確認できなかった。た

だ、建物中央より若干北西側に1.4ｍほどの間隔で

並ぶ２基のピットは、深さが0.3ｍほどあるしっか

りとしたもので、これらが主柱穴となる可能性も考

えられる。

カマドは北西壁沿いの中央よりやや南側で検出さ

れた。壁より外側に突出する形で構築されている。

ごく浅い掘り込みの中に構築されており、袖が一部

遺存している。カマド内からは焼土塊が検出された。

貯蔵穴は検出されなかった。壁際溝も調査時には

検出されていないが、土層断面からは北東壁沿いに

壁際溝が存在していた可能性が考えられる。

貼床は、南部から東部にかけて部分的に施されて

いるものとみられる（A-A'・B-B'断面第７層）。調

査では確認されていないものの、周溝状掘形が存在

した可能性も考えられる。

遺物は、カマドから土師器甕の大きな破片が多数

出土している。埋土中からも須恵器や土師器が出土

しているが、出土量はごくわずかである。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代後期後

葉と考えられる。

ＳＨ232（第221・222図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。ＳＨ209・211・213・214など、

多数の竪穴建物が重複する箇所の北側に位置する。

古墳時代前期の建物ＳＢ161より後出する。平面形

は長軸4.3ｍ、短軸4.1ｍの正方形に近い方形を呈す

る。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。主柱穴のうち３基で

は、土層断面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認で

きる。

カマドは南東壁沿いの中央よりやや南側で検出さ

れた。壁より外側に突出する形で構築されている。

浅い掘り込みの中に構築されており、袖が一部遺存

している。ただし、カマド内部や周辺ではそれほど

強い被熱痕が確認できなかった。カマド内からは、

土師器甕が据えられたような状況で検出された。カ

マド周辺からも、土師器壺などの比較的大きな破片

が複数出土している。

貯蔵穴や壁際溝は検出されなかった。ただし、土

層断面からみると不明瞭ながらも各壁際に浅い落ち

込みが認められることから、本来は壁際溝が存在し

ていた可能性が高い。

貼床は、建物全体に施されている。また、周溝状

掘形が建物の壁に沿って検出されており、この周溝

状掘形を埋める形で貼床が厚く施されている。

また、床面からは西隅付近を中心に建物の構築材

と考えられる多数の炭化材が検出されており、焼失

建物の可能性がある。

遺物は、カマドから土師器甕が出土している。ほ

ぼ１個体分に相当すると思われる。埋土中からも須

恵器や土師器、敲石が出土した。ほぼ全形が復元で

きる小型の土師器甕などがみられる。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代後期後

葉と考えられる。

ＳＨ253（第223図） 第２次調査区の北東部で検出

した建物である。木の根などにより大きく撹乱を受

けており遺存状況が悪く、全体の形状は不明確であ

るが、平面形は長軸4.4ｍ、短軸3.8ｍのやや長方形

を呈すると思われる。

主柱穴は２基検出された。建物の壁と平行するよ

うに配置されており、本来は４基の主柱穴が方形に

配置されていたものと考えられる。

遺存している範囲ではカマドやそれに伴う焼土な

どは確認できなかった。貯蔵穴も検出されていない。

壁際溝は平面では検出することができなかったが、
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第220図 ＳＨ217（1/40、1/20）
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第221図 ＳＨ232①（1/40）
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第222図 ＳＨ232②（1/40、1/20）

土層断面からは北西壁沿いや南西壁沿いには壁際溝

が存在したものと考えられる。

貼床は、南西壁沿いで検出されており、建物内に

部分的に施されていた可能性が高い。

遺物は、埋土中から土師器が出土している。遺物

の出土量はごくわずかで、いずれも小片である。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代後期後

葉と考えられる。

ＳＨ256（第224・225図） 第２次調査区の東部で

検出した建物である。遺存状況が悪く、北西隅付近

は検出できなかった。そのため、平面形については

不明な部分もあるが、長軸6.9ｍ、短軸6.6ｍの正方

形に近い方形を呈すると思われる。古墳時代後期の

竪穴建物の中では最も大型である。

主柱穴は４基検出された。建物の平面形に沿って

ほぼ正方形に配置されている。主柱穴のうち北側の

２基では、土層断面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が

確認できる。
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第223図 ＳＨ253（1/40）
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第224図 ＳＨ256①（1/50）
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カマドは北壁沿いの中央付近で検出された。遺存

状況は悪いが、焼土の広がりや浅い落ち込みなどが

確認され、袖と思われるものもわずかに認められた。

焼土の広がりなどからみて、壁より外側に突出する

形で構築されているものと思われる。カマド内から

は棒状の礫が直立状態で検出されており、支脚とし

て使用されたものと考えられる。また、カマド周辺

からは土師器甕の破片が多数検出されており、ほぼ

完形に復元できた。

貯蔵穴とみられる土坑は、カマドの西側で検出さ

れた。平面形が隅丸方形の小型の土坑である。内部

からは土師器甕の破片や礫が出土した。

壁際溝は北東隅付近で部分的に検出されたのみで

ある。

貼床は、建物全体に施されている。西壁付近には

不整形な落ち込みが存在するが、貼床はこれを埋め

第225図 ＳＨ256②（1/40、1/20）
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第226図 ＳＢ325（1/50）

るように施されており、周溝状掘形の一部の可能性

も考えられる。土層断面からみると、北壁沿いにも

周溝状掘形が存在した可能性がある。

遺物は、カマドから須恵器や土師器が出土してい

る。土師器には甕や鍋、甑の他に高坏もみられる。

埋土中からも須恵器や土師器、土製品、鉄製品が出

土した。遺物の出土量は比較的多く、須恵器坏蓋は

は数個体が認められる。土製品は土玉が１点出土し

た。この他、古墳時代前期の土師器や縄文土器など

も出土している。

出土遺物からみて、遺構の時期は古墳時代後期後

葉と考えられる。

ＳＢ325（第226図） 第３次調査区の東部で検出し

た総柱建物である。今回の調査で検出された掘立柱

（２）掘立柱建物
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第227図 ＳＥ140（1/40）

建物の中で、総柱建物は当該建物のみである。

桁行が２間で3.6ｍ、梁行は２間で3.4ｍであり、

平面形はほぼ正方形を呈する。柱間は桁側・梁側と

もに1.7ｍ前後である。古墳時代前期の掘立柱建物

に比べると柱穴はやや大きいが、束柱と考えられる

中央のＰ９の柱穴は小さい。

側柱のＰ１・４・６、そして束柱のＰ９でも、土

層断面で柱痕ないし柱の抜き取り痕が確認できる。

柱穴に不整形なものが認められることを鑑みれば、

一部の柱は抜き取られた可能性が高いと思われる。

遺物は、Ｐ１・３から土師器が出土している。い

ずれも小片である。Ｐ１から出土したものは古墳時

代前期の土師器と思われる。

出土遺物が僅少のため、遺物から時期を判断する

ことは困難であるが、出土遺物や柱配置、周辺の遺

構の状況などからみて、古墳時代後期の遺構である

可能性が考えられる。

ＳＥ140（第227図） 第２次調査区の中央部の第３

次調査区との境付近で検出した井戸と考えられる土

坑である。平面形は径1.7ｍほどの円形を呈し、深

さは2.0ｍほどと非常に深い。壁面は下位ではほぼ

垂直に立ち上がり、中位で角度を変えて外方へ立ち

上がっており、断面形は漏斗状を呈する。

内部には本来複数の土層が堆積していたものと思

われるが、調査時に記録することができなかった。

ただし、全体的に地山に含まれるような拳大の礫が

多く含まれていた。

段丘上に位置することもあって、底は湧水層まで

達するには至っていない。しかしながら、シルト質

の地山層（第13層）の上位に堆積した砂質の地山層

（第８～12層）を掘り抜いているため、雨天時など

にはそれらの砂質層に滞水した水が壁面から湧出す

る５）。こうした点からは、当該遺構が井戸として使

用された可能性は高いといえる。

埋土中から遺物は全く出土しなかった。時期不明

のピット以外に他の遺構との重複関係もなく、その

ため遺構の時期は不明である。ただし、付近の遺構

の状況を踏まえれば、鎌倉時代以降の遺構であれば

埋土中に少なからず古墳時代の土器片が混入すると

思われるため、古墳時代前期ないし後期の遺構であ

る可能性の方が高いと考えられる。

（３）井戸
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ＳＨ148（第228図2415～2420） 2415・2416は須恵

器である。いずれも坏蓋である。2415は口縁部が直

立気味に立ち上がり、口縁部と天井部との境が比較

的明瞭に屈曲する。屈曲部外面の稜はそれほどシャー

プではない。口縁端部内面には幅広の段が認められ

る。2416は口縁部の破片である。口縁端部内面には

不明瞭な段が認められる。

2417～2420は土師器である。

2417は高坏の脚部である。下半部で外方へ強く屈

曲する。脚部外面は縦方向のナデによって調整され

ている。脚部内面頂部には円板充填状の痕跡が認め

られるが、脚部と坏部が一体的に成形されているか

不明である。

2418・2419は鉢である。2418は小型の浅いもので、

平底の底部から体部が直線的に外方へ大きく開く。

口縁端部は丸く収められる。内外面ともユビオサエ

が顕著に残り、やや粗雑である。2419は深いコップ

形を呈する鉢である。器壁は厚く、内外面ともナデ

や工具ナデで調整されている。口縁端部は丸く収め

られているが、かなり歪みがある。全体的に粗雑な

印象を受ける。

2420は古墳時代前期の土師器で、Ｓ字状口縁甕で

ある。口縁部の小片で、上半は小さく外反する。外

面には押引列点文がわずかに遺存している。混入し

たと考えられる。

ＳＨ195・203（第228図2421～2438） 2421・2422

は須恵器である。

2421は坏蓋である。口縁部と天井部との境は不明

瞭である。口縁端部は凹線状に若干凹む面をなす。

天井部外面にはわずかにロクロケズリが残る。

2422は大型の甕である。体部の破片がかなり遺存

している。外面には全体的に平行タタキが施されて

いるが、内面はロクロナデによって当て具痕が消さ

れている。ロクロナデが弱い部分には、粘土接合痕

が認められる。また、内面には一部に黄土の塗布が

みられる。胎土は異なる色調のものがマーブル状に

混じりあっている。

2423～2431は土師器である。

2423・2424は甕である。いずれも口縁部の小片で

ある。2423は明瞭に屈曲する頸部から口縁部が短く

外反する。古墳時代前期のものの可能性もあろう。

2424は口縁端部が丸く収められる。口縁部内面はハ

ケによって調整されている。

2425・2426は甑と思われる。2425は口縁部片で、

口縁端部は不明瞭な面をなす。外面はハケで調整さ

れているが、口縁部外面には強いヨコナデが施され

ている。2426は把手である。体部外面に貼り付けら

れている。甕の把手の可能性もある。

2427～2431は古墳時代前期の土師器である。2427・

2428は広口壺の口縁部の小片である。2427はやや内

湾し、口縁端部には棒状浮文が貼り付けられている。 

2428は口縁端部が拡張され、面をなす。口縁端部に

は列点文が施されている。2429・2430は受口状口縁

甕の口縁部の小片である。2429は口縁端部が強いヨ

コナデによって面をなす。2430は口縁端部が面をな

し、外面にはハケ状工具による幅広の列点文が施さ

れている。2431はＳ字状口縁甕の脚台部である。こ

れらはいずれも混入したと考えられる。

2432～2437は縄文土器である。2432は深鉢の口縁

部片と思われる。口縁端部は肥厚して幅広の面をな

し、Ｃ字形の列点文が施されている。2433～2437は

深鉢の体部片と思われる。2433は縦位の隆帯が貼り

付けられており、細い沈線による矢羽根状文が施さ

れている。2435は縄文が施されている。2436はやや

註

１）この礫は砥石（2483）と同じものの可能性がある。

２）整理段階で貯蔵穴内から出土した遺物が正確に分別でき

なくなったが、破片の形状や出土グリッド等から2441・2444

と推定される。

３）検出段階でＳＨ216が後から掘り込まれていると誤認し、

ＳＨ216を優先して掘削したため、重複するＳＨ215の南隅

付近を損壊する結果となってしまった。

４）ＳＨ215同様、ＳＨ216の調査に伴って北隅付近が失われ

ている。

５）調査中に降雨があった際に確認された。

第２節 遺物

（１）竪穴建物出土遺物
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第228図 ＳＨ148・195・203出土遺物（1/6、1/4、1/3）
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太い沈線と縄文が認められる。区画文内に縄文を充

填したものと考えられる。2437は縄文のみが認めら

れる。いずれも混入したと考えられる。

2438は石器で、石皿（台石）である。長さ34.4㎝

とかなり大型のもので、溶結凝灰岩の扁平な礫を利

用している。上面は平坦だが、摩滅はそれほど顕著

ではない。古墳時代のものの可能性もあるが、４箇

所ほど敲打による凹みがみられ、凹石的な使用が推

測されることや、縄文土器も複数出土していること

などから、縄文時代の石器が混入したと考えられる。

ＳＨ213（第229・230図2439～2490） 2439・2440

はカマドから出土した。いずれも土師器の甕である。

2439は口縁部片で、緩やかに屈曲する頸部から口

縁部が外反しながら外方へ開く。口縁端部は丸く収

められる。外面はヨコナデによって調整されている。

2440も口縁部片である。口縁部はやや直立気味に立

ち上がり、口縁端部付近で外方に短く外反する。口

縁端部は丸く収められる。

2441～2490は埋土中などから出土した。

2441～2468は須恵器である。

2441・2442は坏蓋である。2441は口縁部が直立気

味に立ち上がり、天井部は丸みを帯びる。口縁部と

天井部との境には明瞭な稜が認められる。口縁端部

は丸く収められる。天井部外面のロクロケズリの範

囲は狭い。2442は口縁部と天井部との境の稜が不明

瞭で、凹線化している。口縁端部は丸く収められる。

2443～2452は坏身である。2443・2444はやや小型

である。2443は立ち上がりがかなり高い。口縁端部

は丸く収められる。2445は受部の突出が小さい。

2447は立ち上がりがやや低く、口縁端部は丸く収め

られる。2448は立ち上がりの器壁が薄く、やや高い。

口縁端部には不明瞭ながら内傾する面が認められる。

受部の突出は小さい。2449はやや浅い。2450・2451

は口径が大きい割に立ち上がりが低く矮小である。

口縁端部は丸く収められる。2452は器壁が厚く、坏

身の底部と思われるが、壺の底部の可能性も残る。

2453は平底の底部である。器壁は薄く、坏の底部

の可能性が考えられる。

2454～2466は壺類である。

2454～2458は口縁部から頸部にかけての破片であ

る。2454は頸部から直立気味に立ち上がり、口縁部

付近で大きく外方に屈曲する。口縁端部はやや上方

にはね上げられる。2455は直立気味にまっすぐ立ち

上がる口縁部である。口縁端部は丸く収められる。

外面には中位に凹線が施されている。長頸壺と思わ

れる。2456は頸部付近の破片である。外面にはカキ

メが施されており、内面にはシボリ痕が残る。小型

のもので、提瓶などの可能性がある。2458は広口壺

である。口縁端部は帯状に肥厚し、口縁端部は面を

なす。外面にはカキメが施されている。

2459～2466は体部等の破片である。2459はやや大

型の広口壺と思われ、外面には平行タタキとカキメ

が施されている。破片の一部はＳＨ232から出土し

た。2460・2461は長頸壺と思われる。肩部付近でや

や強く屈曲し、屈曲部外面には矢羽根状の列点文が

施されている。2461は体部下半外面に擬格子状タタ

キが一部遺存している。2462は提瓶である。肩部付

近の小片であるが、大型のものと思われる。外面に

は把手が付けられているが、ほぼ欠損する。体部内

面には円板状の粘土による閉塞痕が認められる。

2463は壺の底部と思われるが、若干器形に違和感が

ある。内面の底部付近にはシボリ痕状の痕跡がわず

かに認められることや、底部外面に降灰が認められ、

この面を上にして焼成されていたと推測されること

などからは、横瓶の体部の可能性も考えられる。

2464は大型の壺または甕の体部下半の破片である。

外面には平行タタキの後にロクロケズリが施されて

おり、こうした調整からみると大型の広口壺の可能

性が高い。2465は底部片である。器壁が薄く坏身等

の可能性もあるが、外面にロクロケズリが施されて

おらずロクロナデで調整されているなどの点から、

壺の底部と推定した。2466は脚部の破片である。脚

裾部は肥厚しながらわずかに内湾し、脚端部は面を

なす。透孔は遺存していない。大きさなどからみて、

高坏ではなく脚付壺の脚部と思われる。

2467・2468は甕である。いずれも口縁部で、口縁

端部は帯状に肥厚し、外面には不鮮明な波状文が施

されている。

2469～2480は土師器である。

2469は椀である。小型のもので、やや深い。外面

にはユビオサエが顕著に残り、内面にも粘土接合痕

が残されているなど、全体に粗雑である。
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第229図 ＳＨ213出土遺物①（1/4、1/3）



―350―

第230図 ＳＨ213出土遺物②、ＳＨ215・217・232出土遺物（1/4、1/3）



―351―

2470・2471は壺である。2470は小型のものである。

体部の破片で、肩部が張る。外面にはハケが施され

ている。2471は直口壺である。口縁部の破片で、緩

やかに外反しながら直立気味に立ち上がり、口縁端

部外面には強いヨコナデが施され、不明瞭な面をな

す。内外面ともヨコナデで調整されている。

2472～2478は甕である。2473は頸部から口縁部に

かけて外反し、口縁端部は丸く収められる。2474は

頸部が比較的明瞭に屈曲する。口縁部は緩やかに外

反し、器壁は厚い。2476は頸部の屈曲が緩く、口縁

部はわずかに外反する。体部内外面はハケで調整さ

れている。2477は口縁部から体部上半にかけてが遺

存する。口縁部は緩やかに外反する。体部は長胴を

呈すると思われる。外面はハケで調整されており、

内面はナデや工具ナデで調整されているが、頸部直

下のみハケが施されている。2478も口縁部から体部

上半にかけてが遺存する。頸部の屈曲は緩く、口縁

部は外反しながら直立気味に立ち上がる。体部は長

胴を呈すると思われ、内外面とも全体的にハケで調

整されている。内面には粘土接合痕が顕著に残る。

また、外面にはススが付着している。

2479は高坏の脚部である。ハ字状に開き、脚裾部

で大きく外反する。脚端部は面をなす。透孔は認め

られない。外面にはハケが施されている。また、小

さな粘土塊が付着しているが、意図的なものとは考

えにくい。

2480は鉢と思われる。深い椀形の体部に緩やかに

外反する口縁部が付くが、頸部の屈曲は不明瞭であ

る。内外面ともハケで調整される。

2481は土製品で、紡錘車である。半分以上を欠損

するが、円錐台形を呈するものと思われ、中心の孔

も一部遺存している。外面にはわずかにハケ状の痕

跡が認められる。

2482・2483は石製品である。2482は軽石で、砥石

として使用されたものと思われる。明瞭な線状痕な

どの使用痕はみられないが、一部に平坦な面が認め

られる。2483は砥石である。大型のもので、置き砥

と考えられる。硬質で目の細かいホルンフェルス製

で、上面と片側の側面の２面が砥面として使用され

ており、使用に伴う線状痕や擦痕が明瞭に残る。ま

た、稜線や端部などに敲打痕が顕著に残る。なお、

カマドの支脚に転用されていたものと推定され、被

熱が認められる１）。

2484・2485は鉄製品である。2484は鉄鏃である。

長頸鏃で、頸部はかなり長い。鏃身部は一部欠損し

ており、また錆が著しいため、形状は不明確である。

関は台形で、茎はやや太い。矢柄の痕跡は認められ

ない。2485は棒状のものである。欠損しており、全

体の形状は不明である。断面形は方形を呈し、一端

はやや尖ると思われる。

2486～2490は古墳時代前期の土師器である。2486

は壺の底部である。2487はＳ字状口縁甕の口縁部の

小片である。口縁端部には強いヨコナデによって面

が作り出されるとともに、やや外方へ引き出されて

いる。外面に不明瞭ながら押引列点文が認められる。 

2488・2489は台付甕の脚台部である。2489はやや内

湾し、外面にハケが施されている。2490は高坏の脚

部である。ハ字状に外反しながら開く。これらはい

ずれも混入したと考えられる。

ＳＨ215（第230図2491～2496） 2491はカマドから

出土した。土師器甕で、多数の破片が出土したが、

口縁部と体部下半のみ図化できた。頸部は明瞭に屈

曲し、口縁部はやや外反しながら外方へ開く。口縁

端部には不明瞭な面が認められる。体部は長胴を呈

すると思われ、内外面とも粗いハケで調整されてい

る。底部は平底で、甑の可能性も残るが、遺存して

いる範囲に蒸気孔の痕跡は認められない。

2492は主柱穴Ｐ２から出土した。土師器壺の底部

である。内外面ともユビオサエが認められる。古墳

時代前期のものの可能性もある。

2493～2496は埋土中などから出土した。

2493は土師器壺と思われる。小型のもので、頸部

は明瞭に屈曲し、口縁部はわずかに外反しながら外

方へ開く。器壁は厚い。古墳時代前期のものの可能

性もある。

2494～2496は古墳時代前期の土師器である。2494

は壺の体部片で、外面に直線文と竹管文が施されて

いる。竹管文は一部でずれて二重に施文されている。

また、赤彩も施されている。2495は台付甕の脚台部

である。器壁は厚い。2496は高坏の脚部である。脚

部上端側面から坏部を成形している。

ＳＨ217（第230図2497～2503） 2497・2498はカマ
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ドから出土した。いずれも土師器甕の体部片である。

2497は長胴を呈し、内面下半はケズリによって調整

されている。2498は外面が粗いハケで調整されてい

る。内面には筋状の工具痕が認められる。

2499～2503は埋土中などから出土した。

2499は須恵器坏蓋である。器高は低く、口縁部と

天井部の境は不明瞭である。

2500は土師器甕である。大型のもので、明瞭に屈

曲する頸部から口縁部が直線的に外方へ開く。口縁

端部は面をなす。口縁部内面も粗いハケで調整され

ている。

2501～2503は古墳時代前期の土師器である。2501・

2502は中型の広口壺の口縁部である。2501は口縁端

部に刻目が施されている。2503は有稜高坏である。

深い坏部で、口縁端部には内傾する面が認められる。

内外面ともハケを施した後にミガキによって調整さ

れている。これらはいずれも混入したと考えられる。

ＳＨ232（第230図2504～2513） 2504はカマドから

出土した。土師器甕で、ほぼ全形が復元できた。頸

部の屈曲は緩く、口縁部は緩やかに外反する。体部

はやや長胴を呈し、底部は丸底である。外面は全体

的にハケで調整されている。内面はナデやハケで調

整されているが、粘土接合痕が顕著に残る。また、

外面にはススが付着している。

2505～2513は埋土中などから出土した。

2505・2506は須恵器坏身である。2505はやや小型

で、立ち上がりも低く矮小である。口縁端部は丸く

収められる。2506はやや深いが、やはり立ち上がり

は低く矮小である。焼成は不良で土師質である。ま

た、二次的に被熱している。

2507～2511は土師器で、いずれも甕と思われる。

2507は小型のもので、頸部の締まりは弱く、屈曲も

緩い。底部は丸底である。鉢とした方が良いかもし

れない。2508も小型のものである。2507よりは若干

深く、底部は不明瞭な平底を呈するが、頸部の締ま

りは弱く、屈曲も緩い。二次的に被熱している。

2509は建物内のピットから出土したもので、口縁部

から体部上半にかけての破片と、底部の破片があり、

同一個体と考えられる。外面には粗いハケが一部に

遺存している。2511は底部片である。丸底で、器形

の歪みが大きい。外面にススが付着している。

2512は石製品で、敲石と思われる。断面三角形で

長細い砂岩の亜角礫を利用しており、尖ったもので

敲打したような小さな敲打痕の集中が、一つの面の

２箇所に認められる。また、側縁にも敲打痕が認め

られる。側縁にみられる剥離も、側縁で敲打したこ

とによって生じたものと推測される。

2513は古墳時代前期の土師器で、Ｓ字状口縁甕の

口縁部である。口縁端部には強いヨコナデによる面

が作り出されるとともに、強く外方へ引き出されて

いる。混入したと考えられる。

ＳＨ253（第231図2514・2515） 2514・2515は土師

器である。2514は甕の口縁部で、緩やかに外反しな

がら外方へ開き、口縁端部は面をなす。2515は甑で

ある。底部付近の破片で、外面はハケで調整されて

いる。底部には蒸気孔が２孔開けられていると思わ

れる。

ＳＨ256（第231・232図2516～2555） 2516～2523

はカマドから出土した。

2516は須恵器で、有蓋高坏の蓋と思われる。器高

はやや高く、口縁部と天井部との境は明瞭ではない

が、外面の中位に数条の凹線状のものが認められ、

それより上位にはロクロケズリが施されている。天

井部にはボタン状の摘みが貼り付けられている。焼

成は不良で、土師質である。

2517～2523は土師器である。2517・2518は甕であ

る。いずれも口縁部片で、緩やかに屈曲する頸部か

ら口縁部が外反しながら外方へ開く。2519はやや浅

く、鍋と思われる。頸部の締まりは弱く、屈曲も緩

い。体部外面には把手が付く。把手は体部に差し込

むようにして付けられている。2520・2521は甑であ

る。2520は口縁部から体部下半にかけての破片であ

る。体部外面は粗いハケで調整されており、内面は

工具ナデで調整されているが、口縁部付近のみハケ

が施されている。2521は底部付近の破片である。内

外面ともナデで調整されており、底部には大きな蒸

気孔が２孔穿たれている。2522は把手である。甕な

いし甑の把手と思われる。2523は高坏である。ほぼ

全形が復元できたが、坏部と脚部とが接合せず、頸

部付近の形状は不明確である。坏部は底部と口縁部

との境で屈曲し、口縁端部は丸く収められる。脚部

はハ字状に直線的に開くが、脚裾部で強く外方へ屈
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第231図 ＳＨ253出土遺物、ＳＨ256出土遺物①（1/4）



―354―

曲し、脚端部は爪先立ち状になる。外面は全体的に

ヨコナデやナデで調整されている。

2524～2555は埋土中などから出土した。

2524～2530は須恵器である。

2524～2527は坏蓋である。2524は口縁部が直立気

味に立ち上がり、口縁部と天井部との境の稜は明瞭

である。口縁端部内面には不明瞭な内傾する面が認

められる。天井部外面にはロクロケズリが施されて

いるが、範囲は狭い。2525は口縁部と天井部との境

が明瞭ではない。口縁端部内面には不明瞭な段が認

められる。2526も口縁部と天井部との境が不明瞭で、

全体的に丸みを帯びる。口縁端部内面にはやや幅広

の段が認められる。

2528は坏身である。立ち上がりは直立気味に立ち

上がり、口縁端部は丸く収められる。

2529・2530は壺類である。2529はわずかに内湾し

ながら直線的にのびる口縁部で、口縁端部はわずか

に肥厚する。提瓶の口縁部の可能性が考えられる。 

2530は小型の広口壺ないし短頸壺の体部片と思われ

る。肩部外面には凹線がめぐらされている。

2531～2545は土師器である。

2531～2539は甕である。2531は小型のもので、頸

部の締まりが強く、壺の可能性もある。2532は頸部

の締まりが弱く、屈曲も緩い。口縁端部は丸く収め

られる。2533は頸部の締まりがやや強く、壺の可能

性もある。内外面ともナデやユビオサエによって調

整されている。2535は口縁部片で、直線的に外方へ

開き、口縁端部は面をなす。2536も口縁部片で、外

反しながら外方へ開き、口縁端部付近で強く短く外

反する。口縁部外面にはユビオサエが顕著に残る。 

2538は口縁部から体部上半にかけての破片である。

頸部の締まりがかなり弱く、屈曲も緩い。鍋の可能

性もある。体部外面はハケで調整されている。把手

が付くと思われるが、遺存していない。2539は底部

である。丸底で、器壁は厚い。

2540は甑である。口縁部片で、口縁端部は丸く収

められる。口縁端部付近には内外面とも強いヨコナ

デが施されている。

2541・2542は把手である。甕や甑、鍋の把手と思

われる。2542はわずかに遺存している体部が内湾す

ることから、甕ないし鍋の把手の可能性が高い。

2543～2545は高坏の脚部と思われる。2543はハ字

状に開き、脚裾部で強く外方へ屈曲する。脚端部は

爪先立ち状になる。カマドから出土した2523と似た

形状を呈する。また、脚部上端側面から坏部を成形

している。2544は低い脚部である。ハ字状に外反し

ながら開く。器壁は薄い。台付椀などの可能性も考

えられる。2545は脚端部が面をなし、爪先立ち状に

なる。

2546は土製品で、土玉である。扁平な球形を呈す

る。古墳時代前期のものの可能性もある。

2547は鉄製品である。断面形が長方形を呈する棒

状のもので、大部分を欠損するが、一端は元の形状

を留めていると思われる。木質の付着などは認めら

れない。ヤリガンナや刀子などの茎の可能性が考え

られる。

2548～2553は古墳時代前期の土師器である。2548

は壺の体部で、外面に直線文や列点文、矢羽根状文

が施されている。2549は壺ないし鉢の底部である。

2550はＳ字状口縁甕の脚台部である。底部内面には

粗い砂粒を含む粘土を貼り付けている。脚頂部にも

中央付近に粗い砂粒を含む粘土がみられるが、貼り

付けられたものではなく、底部内面から貼り付けら

れたものが脚台部内面に露出しているものと考えら

れる。2551・2552は高坏である。2551は脚部の破片

で、透孔は遺存していない。2552は椀形高坏と思わ

れる。脚部は大きく外反しながら開く。坏部内外面

はハケを施した後に粗いヨコミガキによって調整さ

れている。2553は手焙形土器の鉢部と思われる。屈

曲部外面には低い突帯が貼り付けられている。これ

らはいずれも混入したと考えられる。

2554・2555は縄文土器である。2554は深鉢の体部

片である。２片を図化したが、他にも同一個体と考

えられる破片が複数出土している。外面には縦位に

隆帯が貼り付けられており、また、沈線による矢羽

根状文が施されている。2555は底部片である。器壁

がかなり厚い。これらは混入したと考えられる。

ＳＢ325（第232図2556・2557） 2556はＰ１から出

土した。高坏の坏部片と思われる。内外面ともハケ

を施した後にミガキによって調整されている。古墳

（２）掘立柱建物出土遺物
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時代前期のものの可能性が高い。

2557はＰ３から出土した。甕の口縁部の小片と思

われる。口縁端部は丸く収められる。内外面ともヨ

コナデによって調整されている。

包含層（第232図2558～2562） 2558・2559は須恵

器である。2558は坏身で、立ち上がりは低く矮小で

ある。口縁端部は丸く収められる。底部外面のロク

ロケズリの範囲は広い。2559は広口壺の口縁部であ

る。口縁端部を欠損する。頸部から直立気味に立ち

上がり、外反しながら外方へ大きく開く。

2560～2562は土師器である。2560は坏と思われる。

底部と口縁部の境は明瞭に屈曲し、口縁部はわずか

に外反する。口縁端部は丸く収められる。器壁は厚

い。内外面ともナデやヨコナデによって調整されて

いる。2561は小型の壺である。長胴の体部に短く外

反する口縁部が付く。外面にはユビオサエが各所に

第232図 ＳＨ256出土遺物②、ＳＢ325、包含層、表土・撹乱等出土遺物（1/4、1/3）

（３）包含層出土遺物
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認められ、内面には粘土接合痕が顕著に残るなど、

全体的に粗雑である。甕のミニチュアの可能性も考

えられる。2562は甑である。ほぼ全形が復元でき

た。口縁部は緩やかに外反し、口縁端部は丸く収め

られる。体部中位に把手が貼り付けられている。底

部は一部しか遺存していないが、おそらく２孔の蒸

気孔が開けられていたものと推測される。

表土（第232図2563） 2563は土師器高坏の脚部で

ある。ハ字状に大きく外反しながら開く。外面はハ

ケで調整されている。透孔は認められない。

撹乱等（第232図2564・2565） 2564・2565は、排

土や撹乱から出土した遺物である。いずれも須恵器

坏身と思われる。2564は立ち上がりを欠損する。底

部外面のロクロケズリの範囲は広い。2565は底部の

破片である。外面にはロクロケズリが施されている。

坏蓋の可能性もある。

註

１）厳密な出土位置は特定できないが、注記にカマド支脚に

転用されていたとの記載がある。カマドの遺構実測図に示

されている礫が、この砥石に該当する可能性が高い。

（４）表土・撹乱等出土遺物
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ＳＸ174（第233図） 第２次調査区西部で検出した

火葬土坑である。平面形は長径0.6ｍ、短径0.5ｍの

不整形な円形を呈し、深さは0.04ｍほどである。底

は平坦である。遺物は埋土中から骨片・焼土・炭化

物が出土した。骨片は細片のため人骨かどうか確定

できなかった。炭化物の放射性炭素年代測定の結果

等から（第Ⅷ章第３節）、鎌倉～室町時代の遺構で

あると考えられる。

ＳＸ333（第233図） 第３次調査区中央部で検出し

た火葬土坑と考えられる遺構である。ＳＨ331・332

と完全に重複している。ＳＨ331・332の埋土と誤認

し、ＳＨ331・332と一連で掘削したため、詳細な形

状が不明であるが、平面形はおおよそ長径1.9ｍ、

短径1.8ｍの不整形な円形を呈し、深さは0.2ｍほど

である。土層断面で確認する限り、壁面は緩やかに

立ち上がる。

遺物は底面付近から山茶碗の破片が出土したが、

焼土や炭化物は確認されていない。山茶碗から、鎌

倉時代の遺構であると考えられる。

ＳＸ345（第233図） 第３次調査区中央部で検出し

た火葬土坑である。平面形は長径1.0ｍ、短径0.6ｍ

のやや不整形な楕円形を呈し、深さは0.1ｍほどで

ある。底は比較的平坦で、緩やかに傾斜している。

底面に被熱痕は確認されてないが、遺構掘削時に除

去してしまった可能性もある。

遺物は埋土中から骨片・炭化材が出土した。また、

焼土も確認している。炭化材の放射性炭素年代測定

の結果から（第Ⅷ章第４節）、鎌倉時代の遺構であ

ると考えられる。

ＳＸ351（第233図） 第３次調査区中央部で検出し

た火葬土坑である。ＳＨ346と重複している。平面

形は長径1.0ｍ、短径0.7ｍのやや不整形な楕円形を

呈し、深さは0.1ｍほどである。遺構の南隅にはＳ

Ｈ346の主柱穴がある。底には凹凸があるものの、

南北の壁面は緩やかに立ち上がる。埋土には焼土が

含まれており、底面の埋土には灰が混じる。底面に

被熱痕は確認されなかった。

遺物は埋土中から山皿・人骨・炭化材が出土した。

人骨は被熱している頭蓋骨で、この土坑で火葬され

たと考えられる。また、頭蓋骨以外の骨は確認でき

ず、焼かれた後に別の場所に持ち去られた可能性が

ある。年齢や性別が判断できる部位は遺存しなかっ

た。炭化材はマツ属のもので、大きな破片が多数出

土している。山皿や炭化材の放射性炭素年代測定の

結果から（第Ⅷ章第４節）、鎌倉時代の遺構である

と考えられる。

ＳＫ179（第233図） 第３次調査区東部で検出した

土坑である。平面形は長径2.1ｍ以上、短径1.6ｍの

やや不整形な楕円形を呈し、深さは0.1ｍほどで底

は比較的平坦である。

遺物は埋土中から山茶碗や土師器鍋が出土したほ

か、粘土塊が多量に出土しており、底面付近にも粘

土が敷き詰められたような状況で検出された。遺構

の性格は不明である。出土遺物から、鎌倉時代の遺

構であると考えられる。

第Ⅶ章 鎌倉・室町時代の遺構・遺物

第１節 遺構

（１）墓

（２）土坑

第２節 遺物

ＳＸ333（第234図2566～2572） 2566・2567は山茶

碗である。2566は口縁部片である。口縁端部はわず

かに外反し、面をなす。内外面ともにロクロナデが

施されている。2567は底部片で、底部は厚く、高台

は矮小である。内外面ともにロクロナデが施されて

いるが、見込みには不定方向のナデが施されている。

（１）墓出土遺物
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第233図 ＳＸ174・333・345・351、ＳＫ179（ＳＸ351は1/20、その他1/40）
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また、底部外面には糸切痕が残る。

2568～2572は古墳時代の土師器で、いずれも甕で

ある。

2568は受口状口縁甕で、体部外面と頸部内面にハ

ケを施している。また口縁部内面にはオサエがみら

れ、口縁部外面にはハケ状工具による列点文が施さ

れている。二次被熱痕が残る。2569～2571は台付甕

の脚台部である。2569の外面にはハケが施されてお

り、脚台部内面にはナデ、体部内面にはハケと思わ

れるものが施されている。2570の外面にはハケとナ

デが施されており、内面にはナデが施されている。

二次被熱痕が残る。2571の内外面にはナデが施され

ており、外面にはハケと思われるものも施されてい

る。2572はＳ字状口縁甕の脚台部で、内外面ともに

ナデが施されており、脚端部を内側に小さく折り返

す。二次被熱痕が残る。

ＳＸ351（第234図2573） 2573は山皿である。器壁

は厚く、体部は内湾せずにまっすぐ立ち上がる。内

外面ともにロクロナデが施されており、底部外面に

は糸切痕が残る。内面には一部、自然釉が付着して

いる。

ＳＫ179（第234図2574） 2574は山茶碗の口縁部の

小片である。口縁端部はわずかに外反し、面をなす。

内外面ともにロクロナデが施されている。

包含層（第234図2575・2576） 2575は山皿である。

器壁は厚く、体部は内湾せずにまっすぐ立ち上がる。

内外面ともにロクロナデが施されており、底部外面

には糸切痕が残る。

2576は土師器鍋である。口縁部を内側に大きく折

り返し、ナデつけて肥厚させている。また、ススが

付着している。

表土・撹乱等（第234図2577） 2577は陶器擂鉢で

ある。第２次調査区北東部の大溝状の撹乱（ＳＤ

296）から出土した。内面には擂り目が密につけら

れている。外面にはロクロケズリが施されている。

近世の遺物である。

第234図 ＳＸ333・351、ＳＫ179、包含層、撹乱等出土遺物（1/4）

（２）土坑出土遺物

（３）その他出土遺物
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小牧南遺跡の第２・３次調査において実施した自

然科学分析及び対象試料は、第２表の通りである１）。

実施した分析は、大きく分けて放射性炭素年代測

定、石器石材分析、樹種・種実同定、骨同定、蛍光

Ｘ線分析である。

放射性炭素年代測定 各遺構の時期を推定するとと

もに、暦年代の推定値を得るために、複数の遺構か

ら採取された炭化物及び、土器付着物について放射

性炭素年代測定を行った。

特に、掘立柱建物については、柱穴内からの出土

遺物のほとんどが建物が存在した前後の時期のもの

であり、遺物から建物の築造時期を推定することが

困難な場合が多いため、柱の一部と考えられる植物

遺存体の放射性炭素年代測定は重要と思われる。さ

らに、小牧南遺跡で確認された縄文時代の掘立柱建

物は貴重な検出例であり、築造時期について出土遺

物と放射性炭素年代測定の結果を併せて検討するこ

とは、学術上大きな意義を有する。

石器石材分析 石器石材分析は、出土した石器・石

製品を対象として、主に蛍光Ｘ線分析によって非破

壊で行った。

黒曜石及び、ガラス質安山岩に分類されるサヌカ

イトや下呂石と呼ばれる石材に関しては、産地の同

定を試みた。黒曜石については、伊勢地域では長野

県の霧ヶ峰周辺で産出したもののほか、東京都の神

津島産のものも出土することが知られており２）、複

数の産地からの流通を想定する必要がある。小牧南

遺跡では竪穴建物埋土中などから黒曜石の微細な剥

片が多数出土したことから原料となる石材を入手し

加工していた可能性が高く、産地を同定することで、

遠隔地からの石器原料の流通に関する情報が得られ

ると考えられる。

ガラス質安山岩については、サヌカイトと下呂石

は肉眼である程度の判別が可能であるが、分析によっ

てより確実に区別できる。また、サヌカイトは伊勢

地域の縄文時代のものはほぼ大阪府・奈良県の二上

山産のものとみられるが、弥生時代には香川県産の

ものも存在することが判明しており３）、分析によっ

て確実に産地を同定し、二上山産以外のものがない

か確認するとともに、石器原料や製品の流通につい

ての情報の収集と蓄積を図る。

ＳＸ250出土の垂飾については石材の種類が肉眼

では同定が困難であったため、分析によって得られ

る成分組成等を基に、石材を同定した。

樹種・種実同定 縄文時代・古墳時代の竪穴建物や

掘立柱建物、炉などから検出された炭化材・種実や、

鎌倉時代の火葬土坑から検出された炭化材を対象に、

樹種同定を行った。

建物から検出された炭化材の樹種を同定すること

によって、建物部材としてどのような樹種が選択さ

れていたのかについての検討が可能となる。また、

周辺の植生についての手掛かりを得ることもできる

ものと考えられる。

炉や火葬土坑から検出された炭化材の樹種の同定

からは、建物から検出されたものと同様、燃料材と

しての樹種の選択性や周辺の植生についての情報を

得ることが可能である。

また、種実については、植物種を同定することで

食用になるものかどうかを判断することができる。

それによって、当時の食生活や採集活動についての

基礎的な情報が得られると思われる。

骨同定 鎌倉時代の火葬土坑と考えられた遺構から

出土した人骨と思われる骨片について、動物種と部

位の同定を行った。これによって、人骨であること

が確認されれば、火葬土坑との判断が妥当性を有す

ることになる。

また、人骨であった場合、残存部位や年齢・性別

に関する情報を得ることによって、当時の葬送に関

する情報の蓄積につながるものと期待される。

炭素・窒素安定同位体分析 出土した縄文土器の中

第Ⅷ章 自然科学分析

第１節 分析方法と目的及び試料

（１）分析の方法と目的
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第２表 自然科学分析試料一覧

遺構 層位等 時代
試料
№

報告
№

種別

分析種類

備考
Ｃ14 石材 樹種 種実 骨

炭素
窒素

蛍光
Ｘ線

ＳＨ191
炉跡

縄文 7 ― 種実 1 ○
種実100点以上、うち１点を年
代測定

縄文 8 ― 種実 1 ○ 種実３点、うち１点を年代測定

縄文 3・7～9 194 石器 4

ＳＨ248
下層

縄文 9 ― 種実 1 ○
種実100点以上、うち１点を年
代測定

縄文 1・2・4・10～17 ― 石器 10

Ｐ１ 縄文 21 227 土器付着物 1

ＳＨ301 底面 縄文 40 ― 石器 1

ＳＨ335 炉 縄文 PLD-33719 ― 炭化材 1

ＳＨ355

底面 縄文 41 344 石器 1

石囲炉
縄文 PLD-33720 ― 炭化材 1

縄文 42 ― 石器 1

ＳＨ360 炉 縄文 PLD-33721・33722 ― 炭化材 2

ＳＢ276

Ｐ１ 縄文 PLD-33717・33718 ― 炭化材 2

Ｐ５掘形 縄文 14 ― 炭化材 1

Ｐ５柱痕 縄文 15 ― 炭化材 1

Ｐ７柱痕 縄文 18 365 石器 1

ＳＢ285
縄文 390 土器付着物 1

Ｐ４上層 縄文 5 385 石器 1

ＳＢ287 Ｐ３ 縄文 16 ― 炭化材 1

ＳＢ292
Ｐ１ 縄文 17 ― 炭化材 1

Ｐ２ 縄文 18 ― 炭化材 1

ＳＸ149 縄文 11 ― 炭化材 1 （3）

ＳＸ174 縄文 20 ― 炭化材 1

ＳＸ250
縄文 12 ― 炭化材・種実 1 （3）

炭化材３点、種実１点含まれる
が同定せず、炭化材のうち１点
を年代測定

縄文 19 442 石製品 1 垂飾

ＳＸ251 縄文 13 ― 炭化材 1 ２点、うち１点を年代測定

ＳＸ279 縄文 PLD-21562 444 土器付着物 1 1 内面付着炭化物

ＳＦ259 下層 縄文 1 ― 炭化材 1 5(3)

ＳＦ139 縄文 10 ― 炭化材 1 (1) ＳＨ147炉

ＳＫ286 縄文 22 408 土器付着物 1 ＳＢ287柱穴

ＳＫ358 縄文 PLD-33723～33726 ― 炭化材 4

検出中 縄文 6 654 石器 1

ＳＨ143 古墳 3 土器付着物 1

ＳＨ175 古墳 846 土器付着物 1

ＳＨ177 古墳 859 土器付着物 1

ＳＨ189 古墳 947 土器付着物 1

ＳＨ201 炭上層 古墳 2 ― 炭化材 4

ＳＨ204 古墳 3 ― 炭化材 9

ＳＨ205 古墳 4 ― 炭化材 13

ＳＨ214
古墳 5 ― 炭化材 6

古墳 1231 土器付着物 1

ＳＨ216 古墳 6 ― 炭化材 15

ＳＨ223 古墳 1405 土器付着物 1

ＳＨ169/324 古墳 687 土器付着物 1

ＳＨ338 古墳 1888 土器付着物 1

ＳＨ348 古墳 2272 土器付着物 1

ＳＨ349 古墳 PLD-33728～33743 ―
炭化材・炭化
草本

16 16 うち炭化草本１点

F-X6Pit2 古墳 19 ― 炭化材 1

ＳＸ345 中世 PLD-33727 ― 炭化材 1

ＳＸ351

中世 PLD-33744～33748 ― 炭化材 5

中世 ― 炭化材 5

中世 1～7 ― 骨 7

※種実同定は、複数個体をまとめて一式として分析委託を行っているため、１試料に複数個体が含まれている。

※樹種欄の（）内は、樹種同定に供した試料とは別に放射性炭素年代測定に伴って樹種を同定したものの数を示す。
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には、少数ながら内面に調理に伴うコゲとみられる

炭化物が付着するものが認められた。特に埋設土器

ＳＸ279に使用されていた深鉢には炭化物の付着が

著しく認められ、その分析によって当該期の食生活

などに関する情報を得られる可能性が高いと考えら

れた。

そこで、分析によって炭化物の由来となった動植

物に関する情報を得ることができる、炭素・窒素安

定同位体分析を実施することとした。伊勢地域にお

いてはこうした分析事例は少なく、また、貝塚が形

成されない当該地域では縄文時代の食生活を推定し

うる有機質の遺物の検出例も乏しいため、得られる

情報は貴重である。

蛍光Ｘ線分析 出土した土器の中に、赤色顔料が塗

布されたものや、赤色顔料を入れたと考えられるも

のが多数認められた。赤色顔料には水銀朱やベンガ

ラなど複数の種類があるため、蛍光Ｘ線分析により、

付着ないし塗布された赤色顔料の種類を同定した。

これによって、土器の装飾技法や赤色顔料の流通・

消費に関する情報が得られると考えられる。

炭化物や骨等の試料は、基本的に現場において調

査担当者が採取したが、赤色顔料以外の土器付着物

については現場から持ち帰り水洗した土器片を分析

に供し、分析者が試料を採取している。

現場での試料採取にあたっては発掘調査で使用し

ていたスコップ等を用いた。現場で採取した試料は、

アルミホイルに包んだ上でビニール袋に入れて持ち

帰り、カビ防止のため一部は冷蔵庫に入れて保管し

た。保管の間、確認等のため数回開封しているが、

洗浄などは行っていない。

種実については、微細な剥片を回収するために持

ち帰った遺構埋土の水洗選別に際して検出されたも

のを試料とした。水洗選別後は乾燥させ、アルミホ

イルに包んだ上でビニール袋やタッパーに入れ、冷

蔵庫内で保管した。

また、蛍光Ｘ線分析に供した赤色顔料が付着ある

いは塗布された土器片は、他の遺物とともに水洗し

て保管していたものの中から実測・報告のためにピッ

クアップしたものである。なお、水洗にあたっては

赤色顔料を洗い落とさないよう留意したため、器面

の土壌が十分に除去できていない部分もある。

（２）試料の採取と取り扱い

註

１）分析は遺構や遺物の整理前に行っているため、分析時の

遺構名は仮である。本報告に分析報告を掲載するにあたり、

できる限り遺構名は報告時のものに修正したが、各試料の

出土遺構や報告№との対応等については第２表を参照され

たい。

２）三重石器石材研究会2010「三重県出土の黒曜石とその原

産地推定」『立命館大学考古学論集Ⅴ』 立命館大学考古学

論集刊行会

３）鈴鹿市考古博物館2010『八重垣神社遺跡（第６次）』

埋設土器ＳＸ279に使用されていた縄文土器深鉢

の内面に付着した炭化物について、加速器質量分析

法（AMS法）による放射性炭素年代測定を行った。

分析の実施者はパレオ・ラボのAMS年代測定グルー

プ１）である。

分析対象とした遺物は内面に炭化物が付着した縄

文土器片で、一次調査トレンチ２において出土した

ものである。胴部下部の破片と底部の破片とがある

が、分析試料とした炭化物は胴部下部の破片の内面

から採取された（PLD-21562）。

試料は調製後、加速器質量分析計（パレオ・ラボ、

コンパクトAMS：NEC製 1.5SDH）を用いて測定して

いる。調製データは第３表に示した。得られた14C濃

度について同位体分別効果の補正を行った後、14C年

代、暦年代を算出している。

ＳＸ279の内面に付着した炭化物の測定結果は、14C

年代が3985±20BP、２σ暦年代範囲（確率95.4％）

が2570-2514calBC（57.8％）および2501-2468cal

BC（37.6％）であった。

分析結果については第４表にまとめている。表中

第２節 放射性炭素年代測定（ＳＸ279）

（１）対象試料と分析方法

（２）分析結果
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では、同位体分別効果の補正に用いる炭素同位体比

（δ13C）、同位体分別効果の補正を行って暦年較正に

用いた年代値と較正によって得られた年代範囲、慣

用に従って年代値と誤差を丸めて表示した14C年代を

示している。14C年代（yrBP）の算出には、14Cの半減

期としてLibbyの半減期5568年が使用されている。

また、14C年代の暦年較正はOxCal4.1（較正曲線デー

タ：IntCal09）を用いて行っている。

第235図は暦年較正結果である。暦年較正に用い

られた年代値は下一桁が丸められていない値で、今

後暦年較正曲線が更新された際にこの年代値を用い

て暦年較正を行うことが可能である。１σ暦年代範

囲は、OxCalの確率法を使用して算出された14C年代

誤差に相当する68.2％信頼限界の暦年代範囲であり、

同様に２σ暦年代範囲は95.4％信頼限界の暦年代範

囲である。（）内の百分率の値は、その範囲内に暦

年代が入る確率を意味している。グラフ中の縦軸上

の曲線は14C年代の確率分布を示し、二重曲線は暦年

較正曲線を示す。

なお、同じ試料について炭素・窒素安定同位体比

と炭素窒素比に基づく、起源物質の推定にかかる分

析も行っている（本章第11節参照）。

第３表 測定試料及び処理

第４表 放射性炭素年代測定および暦年較正の結果

第235図 暦年較正結果

小牧南遺跡は、朝明川右岸の河岸段丘上に位置し、

発掘調査により縄文時代、古墳時代、飛鳥時代、鎌

倉時代の遺構が検出されている。今回の分析調査で

は、遺構の年代に関する情報を得ることを目的とし

て、埋土中の炭化植物遺体（材・種実）および土器

付着物について放射性炭素年代測定を実施する。ま

た、当時の植物利用に関する情報を得ることを目的

に炭化材の樹種同定、および炭化種実の種実同定を

実施する。

①試料

第３節 放射性炭素年代測定及び樹種・種実同定（第２次調査）

小牧南遺跡の自然科学分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

註

１）分析者は伊藤茂・安昭炫・佐藤正教・廣田正史・山形秀

樹・小林紘一・ZaurLomtatidze・InezaJorjoliani・中

村賢太郎の各氏。本報告への掲載に際し文章を再構成した。

（１）はじめに

（２）放射性炭素年代測定

測定番号 遺跡データ 試料データ 前処理

PLD-21562

試料No.:資料2

遺跡名:小牧南遺跡

調査区:一次調査

位置:T2(中央)

種類:土器付着炭化物

部位:胴下部内面

状態:dry

超音波煮沸洗浄

酸・アルカリ・酸洗浄(塩酸:1.2N,水酸化ナトリ

ウム:0.1N,塩酸:1.2N)

測定番号
δ13C

（‰）

暦年較正用年代

(yrBP±1σ)

14C年代

（yrBP±1σ）

14C年代を暦年代に較正した年代範囲

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲

PLD-21562

試料No.資料2
-24.15±0.17 3987±22 3985±20

2563BC(39.5%)2534BC

2494BC(28.7%)2474BC

2570BC(57.8%)2514BC

2501BC(37.6%)2468BC
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第236図 暦年較正結果①
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第237図 暦年較正結果②
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第238図 暦年較正結果③
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試料は、各遺構より出土した炭化材12点、炭化種

実３点、土器付着物２点の合計17点（試料№１・７

～22）である（第５表）。

試料№１は、ＳＦ259下層から出土した炭化材で、

炭１と炭２があるが、炭１は土壌塊のみで炭化材は

認められない。炭２には多数の破片がある。この中

から、樹皮の残る破片１片を選択した。最外年輪を

含む外側８年分が残っており、全量を測定試料とし

た。

試料№７は、炉跡から出土した炭化物で、種実

（106粒）と不明（37粒）の２種類がある。年代測定

は、種実を選択する。いずれも小破片であり、観察

をした上で、１片で測定可能な大きさの破片を測定

試料として選択した。

試料№８は、炉跡から出土した種実の破片３片で

ある。観察をした上で、１片で測定可能な大きさの

破片を測定試料として選択した。

試料№９は、ＳＨ248から出土した種実および種

実？の破片である。観察をした上で、種実の中から

１片で測定可能な大きさの破片を測定試料として選

択した。

試料№10は、ＳＦ139から出土した炭化材である。

樹皮のない破片（３～４年分）であり、全量を測定

試料とした。

試料№11は、ＳＸ149から出土した炭化材である。

柾目板状の破片と不定形の破片がある。いずれも樹

皮は認められない。柾目板状の破片を測定試料とし

て選択した。５～６年分の年輪があり、全量を測定

試料とした。

試料№12は、ＳＸ250から出土した炭化物で、炭

化材を主体として、種実の破片が混じる。炭化材は

いずれも樹皮は認められない。この中から、４～５

年分の年輪が残る炭化材片を測定試料として選択し

た。

試料№13は、ＳＸ251から出土した炭化材で樹種

の異なる２片が認められ、大きい方の炭化材片を測

第５表 年代測定試料一覧

試料
№

時代 遺構 層位 取上№等 状態 状態 樹種 年代測定実施状況 備考

1 縄文 SF259 下層

炭1

炭化材

土壌塊のみ － － －

炭2

破片(樹皮有) コナラ節 年代測定実施 8年分

破片(樹皮無) コナラ節 － －

破片(樹皮無) コナラ節orクリ － －

7 縄文 SH191
遺物取上 種実 核の破片 オニグルミ(核) 年代測定実施 1片

遺物取上 不明 － － － －

8 縄文
SH191
炉跡

3粒 種実 核の破片 オニグルミ(核) 年代測定実施 1片

9 縄文 SH248 下層
88粒 種実 核の破片 オニグルミ(核) 年代測定実施 1片

61粒 種実？ － － － －

10 縄文 SF139 炭化材 破片(樹皮無) クリ 年代測定実施 3～4年分

11 縄文 SX149 炭化材

柾目状(樹皮無) クヌギ節 年代測定実施 5～6年分

破片(樹皮無) クリ － －

破片 タケ亜科 － －

12 縄文 SX250
炭化材

破片(樹皮無) クリ 年代測定実施 4～5年分

破片(樹皮無) クヌギ節 － －

破片(樹皮無) エノキ属 － －

種実 核の破片 オニグルミ? － －

13 縄文 SX251 炭化材
破片(樹皮無) クリ 年代測定実施 4～5年分

破片(樹皮無) コナラ属 － －

14 縄文 SB276P5 掘形埋土 炭化材 破片(樹皮無) クリ 年代測定実施 4～5年分

15 縄文 SB276P5 柱根跡 炭化材 破片(樹皮無) クリ 年代測定実施 4～5年分

16 縄文 SB287P3 炭化材 丸木状 イネ科 年代測定実施

17 縄文 SB292P1
柱痕の掘形
下層

炭化材
破片(樹皮無) クリ － 3～4年分

破片(樹皮無) クヌギ節 年代測定実施 5年分

18 縄文 SB292P2 上層 炭化材 破片(樹皮無) アカガシ亜属 年代測定実施 3～4年分

19 不明 F-X6Pit2 炭化材 破片(樹皮無) クヌギ節 年代測定実施 6年分

20 不明 SX174 炭化材

板目板状(樹皮有) スギ 年代測定実施 最外1年分

破片(樹皮無) マツ属複維管束亜属 － －

破片(樹皮無) クマシデ属イヌシデ節 － －

破片(樹皮無) クヌギ節 － －

破片(樹皮無) コナラ節 － －

破片(樹皮無) クリ － －

21 縄文 SH248P1 227 土器 土器外面に付着 炭質物 年代測定実施 付着炭質物

22 縄文 SK286 土器 土器外面に付着 炭質物 年代測定実施 付着炭質物
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定試料として選択した。樹皮の無い４～５年分の年

輪が残る破片であり、全量を測定試料とした。

試料№14は、ＳＢ276Ｐ５掘形埋土から出土した

炭化材である。４～５年分の年輪が残る１片があり、

全量を測定試料とした。

試料№15は、ＳＢ276Ｐ５柱根跡から出土した炭

化材である。樹皮のない不定形の破片（４～５年分）

であり、全量を測定素量とした。

試料№16は、ＳＢ287Ｐ３から出土した炭化材で

ある。直径８㎜の中空の丸木状を呈しており、全量

を測定試料とした。

試料№17は、ＳＢ292Ｐ１から出土した炭化材で

ある。いずれも樹皮のない２片があるが、予備調査

では樹種が異なることから、より大きい破片（５年

分）を測定試料として選択した。

試料№18は、ＳＢ292Ｐ２から出土した炭化材で

ある。樹皮の無い３～４年分の破片で、全量を測定

試料とした。

試料№19は、F-X6Pit2から出土した炭化材である。

多数の破片がある中から、最も大きい破片１片を選

択した。樹皮の無い６年分の破片であり、全量を測

定試料とした。

試料№20は、ＳＸ174から出土した炭化材である。

多数の破片があり、予備調査で少なくとも６種類が

混在する。この中から、樹皮の残る破片を選択した。

最外年輪１年分の破片であり、樹皮を外した全量を

測定試料とした。

試料№21はＳＨ248Ｐ１から出土した土器、試料

№22はＳＫ286から出土した土器である。いずれも

土器の外面に炭質物（スス）が付着しており、炭質

物を削りとって測定試料とした。

②分析方法

土壌や根等の目的物と異なる年代を持つものが試

料に付着している場合、これらをピンセット、超音

波洗浄等により物理的に除去する。その後HClによ

る炭酸塩等酸可溶成分の除去、NaOHによる腐植酸等

アルカリ可溶成分の除去、HClによりアルカリ処理

時に生成した炭酸塩等酸可溶成分を除去する（酸・

アルカリ・酸処理）。アルカリ濃度が１Ｎ未満の場

合にはAaAと表記している。

試料をバイコール管に入れ、１ｇの酸化銅（Ⅱ）

と銀箔（硫化物を除去するため）を加えて、管内を

真空にして封じきり、500℃（30分）850℃（２時間）

で加熱する。液体窒素と液体窒素＋エタノールの温

度差を利用し、真空ラインにてCO2を精製する。真

空ラインにてバイコール管に精製したCO2と鉄・水

素を投入し封じ切る。鉄のあるバイコール管底部の

みを650℃で10時間以上加熱し、グラファイトを生

成する。化学処理後のグラファイト・鉄粉混合試料

を内径１㎜の孔にプレスして、タンデム加速器のイ

オン源に装着し、測定する。

測定機器は、3MV小型タンデム加速器をベースと

した14C-AMS専用装置（NECPelletron9SDH-2）を使

用する。AMS測定時に、標準試料である米国国立標

準局（NIST）から提供されるシュウ酸（HOX-Ⅱ）と

バックグラウンド試料の測定も行う。また、測定中

同時に13C/12Cの測定も行うため、この値を用いて

δ13Cを算出する。

放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年を使

用する。また、測定年代は1,950年を基点とした年

代（y.B.P.）であり、誤差は標準偏差（OneSigma;

68%）に相当する年代である。なお、暦年較正は、

RADIOCARBONCALIBRATIONPROGRAMCALIBREV7.0.1

（Copyright1986-2014MStuiverandPJReimer）

を用い、誤差として標準偏差（OneSigma）を用い

る。

暦年較正とは、大気中の14C濃度が一定で半減期が

5,568年として算出された年代値に対し、過去の宇

宙線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の

変動、及び半減期の違い（14Cの半減期5,730±40年）

を較正することである。暦年較正に関しては、本来

10年単位で表すのが通例であるが、将来的に暦年較

正プログラムや暦年較正曲線の改正があった場合の

再計算や再検討に対応するため、１年単位で表して

いる。

暦年較正結果は、測定誤差σ、２σ（σは統計的

に真の値が68％、２σは真の値が95％の確率で存在

する範囲）双方の値を示す。また、表中の相対比と

は、σ、２σの範囲をそれぞれ１とした場合、その

範囲内で真の値が存在する確率を相対的に示したも

のである。

③結果
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放射性炭素年代測定結果および暦年較正結果を第

６表、第236～238図に示す。以下に各試料別に年代

測定結果について記載する。記載する年代値は同位

体効果の補正を行った補正年代値と暦年較正年代

（測定誤差２σの確率１位の値)である。また、考古

相対年代と14C年代の比較は谷口（2001）、工藤

（2012）、西本編（2006・2007）などを参考にしてい

る。

試料№１：縄文時代と推定されるＳＦ259下層よ

り出土した樹皮があるコナラ節の炭化材片。最外年

輪より８年分の材の年代値は9400±40y.B.P.、暦年

較正年代はcalBC8769-8596を示し、縄文時代早期

を示している。

試料№７：縄文時代中期のＳＨ191より出土した

オニグルミの核の破片。年代値は、4040±30y.B.P.、

calBC2620-2480を示し、縄文時代中期後半を示し

ている。出土遺物の時代性とも同調的な結果といえ

る。

試料№８：縄文時代中期のＳＨ191の炉跡より出

土したオニグルミの核の破片。年代値は4070±30

y.B.P.、暦年較正年代はcalBC2679-2551を示し、

縄文時代中期後半を示している。また、本試料は上

記の試料No.７と同一遺構からの出土で、得られた

年代値も誤差範囲内で一致している。

試料№９：縄文時代中期のＳＨ248下層より出土

したオニグルミの核の破片。年代値は4140±30

y.B.P.、暦年較正年代はcalBC2795-2620を示し、

縄文時代中期後半を示している。出土遺物とも同調

的な結果といえる。

試料№10：縄文時代中期のＳＦ139の埋甕炉より

出土したクリの炭化材片。年代値は4030±30y.B.P.、

暦年較正年代はcalBC2622-2474を示し、縄文時代

中期後半を示している。出土遺物とも同調的な結果

といえる。

試料№11：縄文時代中期のＳＸ149の横位の深鉢

内より出土したクヌギ節の炭化材片。年代値は11330

±40y.B.P.、暦年較正年代はcalBC11322-11139を

示し、縄文時代草創期を示している。遺物の時代と

は異なる年代を示しており、埋没後に何らかの過程

を経て古い炭化材が甕内に混入した可能性がある。

試料№12：縄文時代中期のＳＸ250の勾玉が出土

した埋甕内のクリの炭化材片。年代値は4200±30

y.B.P.、暦年較正年代はcalBC2813-2679を示し、

縄文時代中期後半を示している。出土遺物とも同調

的な結果といえる。

試料№13：縄文時代中期のＳＸ251の埋設土器か

ら出土したクリの炭化材片。年代値は4120±30

y.B.P.、暦年較正年代はcalBC2764-2580を示し、

縄文時代中期後半を示している。出土遺物とも同調

的な結果といえる。また、本遺構は上記の試料№12

が採取されたＳＸ250に切られている遺構である。

年代値は、層位的に逆転しているが、ほぼ近似する

値を示しており、炭化材の古木効果を考慮すると、

同調的な結果といえる。

試料№14：縄文時代中期のＳＢ276のＰ５掘形埋

土から出土したクリの炭化材片。年代値は4140±30

y.B.P.、暦年較正年代はcalBC2872-2620を示し、

縄文時代中期後半を示している。出土遺物とも同調

的な結果といえる。

試料№15：縄文時代中期のＳＢ276のＰ５柱根跡

から出土したクリの炭化材片。年代値は4070±30

y.B.P.、暦年較正年代はcalBC2680-2550を示した。

縄文時代中期後半を示している。上記の試料№14の

Ｐ５掘形埋土の年代値とも誤差範囲内で一致してお

り、出土遺物とも同調的な結果といえる。

試料№16：縄文時代中期のＳＢ287のＰ３から出

土したイネ科の炭化材片。年代値は4350±30y.B.P.、

暦年較正年代はcalBC3024-2900を示し、縄文時代

中期中葉～後半を示している。

試料№17：縄文時代中期のＳＢ292のＰ１掘形埋

土下層から出土したクヌギ節の炭化材片。年代値は

4170±30y.B.P.、暦年較正年代はcalBC2817-2666

を示し、縄文時代中期後半を示している。

試料№18：縄文時代中期のＳＢ292のＰ２上層か

ら出土したクヌギ節の炭化材片。年代値は4140±30y.B.P.、

暦年較正年代はcalBC2823-2625を示した。縄文時

代中期後半を示しており、上記の同じ遺構のＰ１掘

形埋土下層とも誤差範囲内で一致する値を示してい

る。

試料№19：時期不明のF-X6Pit2より出土したクヌ

ギ節の炭化材片。年代値は1770±20y.B.P.、暦年較

正年代はcalAD211-345を示しており、古墳時代前
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試料№
遺構名

種類
処理
方法

測定年代
y.B.P.

δ13Ｃ
(‰)

補正年代
(暦年較正用)
y.B.P.

暦年較正結果
Code№

誤差 calBC/AD calBP 相対比

№1
SF259 炭化材 AaA 9,360±30

-22.61
±
0.30

9,400±40
(9,398±36)

σ calBC 8,723-calBC 8,631calBP10,672-10,580 1.000
IAAA-
1407632σ

calBC 8,769-calBC 8,596calBP10,718-10,545 0.981

calBC 8,586-calBC 8,572calBP10,535-10,521 0.019

№7
SH191 種実 AAA 4,060±20

-26.60
±
0.48

4,040±30
(4,036±25)

σ

calBC 2,580-calBC 2,558calBP 4,529-4,507 0.295

IAAA-
140764

calBC 2,552-calBC 2,551calBP 4,501-4,500 0.009

calBC 2,536-calBC 2,491calBP 4,485-4,440 0.697

2σ calBC 2,620-calBC 2,480calBP 4,569-4,429 1.000

№8
SH191 種実 AAA 4,120±20

-27.90
±
0.52

4,070±30
(4,069±27)

σ

calBC 2,832-calBC 2,820calBP 4,781-4,769 0.092

IAAA-
140765

calBC 2,632-calBC 2,569calBP 4,581-4,518 0.786

calBC 2,515-calBC 2,501calBP 4,464-4,450 0.122

2σ

calBC 2,849-calBC 2,813calBP 4,798-4,762 0.108

calBC 2,739-calBC 2,734calBP 4,688-4,683 0.004

calBC 2,693-calBC 2,688calBP 4,642-4,637 0.003

calBC 2,679-calBC 2,551calBP 4,628-4,500 0.723

calBC 2,536-calBC 2,491calBP 4,485-4,440 0.161

№9
SH248 種実 AAA 4,200±30

-28.83
±
0.56

4,140±30
(4,135±26)

σ

calBC 2,860-calBC 2,832calBP 4,809-4,781 0.210

IAAA-
140766

calBC 2,819-calBC 2,808calBP 4,768-4,757 0.077

calBC 2,755-calBC 2,720calBP 4,704-4,669 0.265

calBC 2,704-calBC 2,659calBP 4,653-4,608 0.338

calBC 2,651-calBC 2,634calBP 4,600-4,583 0.109

2σ
calBC 2,872-calBC 2,797calBP 4,821-4,746 0.297

calBC 2,795-calBC 2,620calBP 4,744-4,569 0.703

№10
SF139 炭化材 AAA 4,060±30

-26.47
±
0.52

4,030±30
(4,032±29)

σ
calBC 2,578-calBC 2,550calBP 4,527-4,499 0.351

IAAA-
140767calBC 2,537-calBC 2,490calBP 4,486-4,439 0.649

2σ calBC 2,622-calBC 2,474calBP 4,571-4,423 1.000

№11
SX149 炭化材 AAA 11,370±40

-27.33
±
0.54

11,330±40
(11,331±39)

σ calBC11,274-calBC11,172calBP13,223-13,121 1.000
IAAA-
140768

2σ calBC11,322-calBC11,139calBP13,271-13,088 1.000

№12
SX250 炭化材 AAA 4,220±30

-26.47
±
0.50

4,200±30
(4,195±27)

σ

calBC 2,882-calBC 2,862calBP 4,831-4,811 0.257

IAAA-
140769

calBC 2,807-calBC 2,757calBP 4,756-4,706 0.634

calBC 2,718-calBC 2,707calBP 4,667-4,656 0.109

2σ
calBC 2,890-calBC 2,848calBP 4,839-4,797 0.259

calBC 2,813-calBC 2,679calBP 4,762-4,628 0.741

№13
SX251 炭化材 AAA 4,180±30

-28.39
±
0.40

4,120±30
(4,122±28)

σ

calBC 2,856-calBC 2,827calBP 4,805-4,776 0.208

IAAA-
140770

calBC 2,825-calBC 2,811calBP 4,774-4,760 0.094

calBC 2,748-calBC 2,724calBP 4,697-4,673 0.158

calBC 2,698-calBC 2,625calBP 4,647-4,574 0.541

2σ

calBC 2,866-calBC 2,804calBP 4,815-4,753 0.272

calBC 2,774-calBC 2,769calBP 4,723-4,718 0.007

calBC 2,764-calBC 2,580calBP 4,713-4,529 0.721

№14
SB276
P5

炭化材 AaA 4,200±30
-28.87
±
0.36

4,140±30
(4,135±27)

σ

calBC 2,860-calBC 2,832calBP 4,809-4,781 0.206

IAAA-
140771

calBC 2,820-calBC 2,808calBP 4,769-4,757 0.082

calBC 2,756-calBC 2,719calBP 4,705-4,668 0.260

calBC 2,705-calBC 2,658calBP 4,654-4,607 0.332

calBC 2,652-calBC 2,633calBP 4,601-4,582 0.119

2σ calBC 2,872-calBC 2,620calBP 4,821-4,569 1.000

№15
SB276
P5

炭化材 AaA 4,130±30
-28.41
±
0.41

4,070±30
(4,069±29)

σ

calBC 2,832-calBC 2,820calBP 4,781-4,769 0.102

IAAA-
140772

calBC 2,658-calBC 2,653calBP 4,607-4,602 0.025

calBC 2,633-calBC 2,569calBP 4,582-4,518 0.747

calBC 2,516-calBC 2,500calBP 4,465-4,449 0.125

2σ

calBC 2,850-calBC 2,813calBP 4,799-4,762 0.115

calBC 2,742-calBC 2,731calBP 4,691-4,680 0.010

calBC 2,694-calBC 2,686calBP 4,643-4,635 0.007

calBC 2,680-calBC 2,550calBP 4,629-4,499 0.702

calBC 2,537-calBC 2,490calBP 4,486-4,439 0.166

№16
SB287
P3

炭化材 AAA 4,110±30
-10.77
±
0.52

4,350±30
(4,346±28)

σ

calBC 3,010-calBC 2,978calBP 4,959-4,927 0.421

IAAA-
140773

calBC 2,960-calBC 2,951calBP 4,909-4,900 0.094

calBC 2,942-calBC 2,908calBP 4,891-4,857 0.485

2σ
calBC 3,077-calBC 3,074calBP 5,026-5,023 0.006

calBC 3,024-calBC 2,900calBP 4,973-4,849 0.994

№17
SB292
P1

炭化材 AAA 4,230±30
-28.58
±
0.34

4,170±30
(4,173±26)

σ

calBC 2,876-calBC 2,856calBP 4,825-4,805 0.180

IAAA-
140774

calBC 2,811-calBC 2,748calBP 4,760-4,697 0.593

calBC 2,724-calBC 2,698calBP 4,673-4,647 0.227

2σ

calBC 2,882-calBC 2,835calBP 4,831-4,784 0.211

calBC 2,817-calBC 2,666calBP 4,766-4,615 0.788

calBC 2,642-calBC 2,641calBP 4,591-4,590 0.001
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期～中期前半の年代を示している。調査区では古墳

時代前期の遺構が確認されていることから、本遺構

は当該期の遺構の可能性が高い。

試料№20：時期不明のＳＸ174のスギ炭化材の樹

皮直下の最外年輪。年代値は340±20y.B.P.、暦年

較正年代はcalAD1479-1637を示した。15世紀後半

～17世紀前半の年代を示している。

試料№21：縄文時代中期のＳＨ248のＰ１より出

土した土器の付着炭質物。年代値は4090±30y.B.P.、

暦年較正年代はcalBC2698-2570を示し、縄文時代

中期後半を示している。

試料№22：縄文時代中期のＳＫ286より出土した

土器の付着炭質物。年代値は3970±30y.B.P.、暦年

較正年代はcalBC2505-2452を示し、縄文時代中期

後半～後期初頭を示している。

④考察

今回の年代測定を実施した遺構のうち、ＳＦ259、

ＳＨ191、ＳＨ248、ＳＦ139、ＳＸ149、ＳＸ250、

ＳＸ251、ＳＢ276、ＳＢ287、ＳＢ292、ＳＨ248、

ＳＫ286は、いずれも縄文時代中期の遺構と考えら

れている。各遺構の年代測定結果をみると、ＳＸ149

（試料№11）とＳＦ259（試料№１）の炭化材は各々、

縄文時代草創期、縄文時代早期の年代を示し、出土

遺物から推定される時代と異なっていた。このよう

な年代差については、各遺構内に古い炭化材が何ら

かの過程を経て取り込まれていることを示している

可能性が高く、炭化材が取り込まれている堆積物の

成因（人為的営力により投入されたなど）を踏まえ

た評価が必要である。その他の遺構から出土した炭

化材は、縄文時代中期後半～後期初頭に相当する年

代を示し、出土遺物の時代性とも同調的である。た

試料№
遺構名

種類
処理
方法

測定年代
y.B.P.

δ13Ｃ
(‰)

補正年代
(暦年較正用)
y.B.P.

暦年較正結果
Code№

誤差 calBC/AD calBP 相対比

№18
SB292
P2

炭化材 AAA 4,200±30
-28.08
±
0.30

4,140±30
(4,144±26)

σ

calBC 2,864-calBC 2,834calBP 4,813-4,783 0.213

IAAA-
140775

calBC 2,817-calBC 2,806calBP 4,766-4,755 0.082

calBC 2,760-calBC 2,665calBP 4,709-4,614 0.683

calBC 2,643-calBC 2,639calBP 4,592-4,588 0.022

2σ
calBC 2,873-calBC 2,829calBP 4,822-4,778 0.193

calBC 2,823-calBC 2,625calBP 4,772-4,574 0.807

№19
F-X6
Pit2

炭化材 AAA 1,810±20
-27.41
±
0.37

1,770±20
(1,767±24)

σ
calAD 238-calAD 259calBP 1,712-1,691 0.336

IAAA-
140776

calAD 280-calAD 324calBP 1,670-1,626 0.664

2σ
calAD 170-calAD 194calBP 1,780-1,756 0.022

calAD 211-calAD 345calBP 1,739-1,605 0.978

№20
SX174 炭化材 AAA 380±20

-27.56
±
0.52

340±20
(337±23)

σ

calAD 1,494-calAD 1,525calBP 456 - 425 0.324

IAAA-
140777

calAD 1,556-calAD 1,602calBP 394 - 348 0.489

calAD 1,614-calAD 1,632calBP 336 - 318 0.187

2σ calAD 1,479-calAD 1,637calBP 471 - 313 1.000

№21
SH248
P1

土器付着
炭質物 AaA 4,150±30

-28.67
±
0.36

4,090±30
(4,089±26)

σ

calBC 2,834-calBC 2,817calBP 4,783-4,766 0.171

IAAA-
140778

calBC 2,664-calBC 2,645calBP 4,613-4,594 0.163

calBC 2,639-calBC 2,578calBP 4,588-4,527 0.666

2σ

calBC 2,856-calBC 2,811calBP 4,805-4,760 0.194

calBC 2,748-calBC 2,724calBP 4,697-4,673 0.045

calBC 2,698-calBC 2,570calBP 4,647-4,519 0.738

calBC 2,514-calBC 2,501calBP 4,463-4,450 0.024

№22
SK286

土器付着
炭質物 AaA 4,010±30

-27.50
±
0.48

3,970±30
(3,967±27)

σ
calBC 2,562-calBC 2,535calBP 4,511-4,484 0.410

IAAA-
140779

calBC 2,492-calBC 2,465calBP 4,441-4,414 0.590

2σ

calBC 2,572-calBC 2,512calBP 4,521-4,461 0.439

calBC 2,505-calBC 2,452calBP 4,454-4,401 0.514

calBC 2,419-calBC 2,406calBP 4,368-4,355 0.017

calBC 2,377-calBC 2,350calBP 4,326-4,299 0.030

１）処理方法のAAAは、酸処理－アルカリ処理－酸処理を示す。アルカリ濃度が1N未満の場合にはAaAと表記している。
２）年代値の算出には、Libbyの半減期5568年を使用した。
３）y.B.P.年代値は、1950年を基点として何年前であるかを示す。
４）付記した誤差は、測定誤差σ（測定値の68％が入る範囲）を年代値に換算した値。
５）暦年の計算には、RADIOCARBONCALIBRATIONPROGRAMCALIBREV6.0（Copyright1986-2010MStuiverandPJReimer）を使用した。
６）暦年の計算には、補正年代に()で暦年較正用年代として示した、一桁目を丸める前の値を使用している。
７）年代値は、一桁目を丸めるのが慣例だが、暦年較正曲線や暦年較正プログラムが改正された場合の再計算や比較が行いやすいように、暦年較正
用年代値は一桁目を丸めていない。

８）統計的に真の値が入る確率はσは68.3％、２σは95.4％である
９）相対比は、σ、２σのそれぞれを１とした場合、確率的に真の値が存在する比率を相対的に示したものである。
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だし、ＳＢ287のＰ３柱根跡は、やや古い年代を示

している。これら各遺構間での多少の年代差につい

ては、発掘調査成果を踏まえた評価が望まれる。

一方、時期不明のF-X6Pit2（試料№19）の炭化材

は３～４世紀、ＳＸ174（試料№20）は15世紀後半

～17世紀前半を示している。これらの遺構の年代観

についても発掘調査成果と合わせた評価が必要であ

る。

①試料

試料は、ＳＦ259、ＳＨ201、ＳＨ204、ＳＨ205、

ＳＨ214、ＳＨ216から出土した炭化材６点（試料№

１～６）である。各試料には、４点～15点の炭化材

があり、合計52点がある。

②分析方法

自然乾燥させた後、木口（横断面）・柾目（放射

断面）・板目（接線断面）の３断面について割断面

を作製して実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡で木

材組織の種類や配列を観察し、その特徴を現生標本

および独立行政法人森林総合研究所の日本産木材識

別データベースと比較して種類（分類群）を同定す

る。

なお、木材組織の名称や特徴は、島地・伊東

（1982）やWheeler他（1998）を参考にする。また、

日本産木材の組織配列については、林（1991）や伊

東（1995,1996,1997,1998,1999）を参考にする。

③結果

樹種同定結果を第７表に示す。炭化材は、針葉樹

１分類群（スギ）と広葉樹７分類群（ハンノキ属ハ

ンノキ亜属・コナラ属コナラ亜属クヌギ節・コナラ

属コナラ亜属コナラ節・コナラ属アカガシ亜属・ク

リ・スダジイ・ツバキ属）に同定された。各分類群

の解剖学的特徴等を記す。

・スギ（Cryptomeriajaponica（L.f.） D.Don）

スギ科スギ属

軸方向組織は仮道管と樹脂細胞で構成される。仮

道管の早材部から晩材部への移行はやや急で、晩材

部の幅は比較的広い。樹脂細胞はほぼ晩材部に認め

られる。放射組織は柔細胞のみで構成される。分野

壁孔はスギ型で、１分野に２～４個。放射組織は単

列、１～15細胞高。

・ハンノキ属ハンノキ亜属（Alnussubgen.Alnus）

カバノキ科

散孔材で、道管は単独または２～４個が放射方向

に複合して散在する。道管は階段穿孔を有し、壁孔

は対列状に配列する。放射組織は同性、単列、１～

20細胞高のものと集合放射組織とがある。

・コナラ属コナラ亜属クヌギ節（Quercussubgen.

Quercussect.Cerris） ブナ科

環孔材で、孔圏部は１～３列、孔圏外で急激に管

径を減じたのち、単独で放射方向に配列し、年輪界

に向かって径を漸減させる。道管は単穿孔を有し、

壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、

１～20細胞高のものと複合放射組織とがある。

・コナラ属コナラ亜属コナラ節（Quercussubgen.

Quercussect.Prinus） ブナ科

環孔材で、孔圏部は１～３列、孔圏外で急激に管

径を減じたのち、漸減しながら火炎状に配列する。

道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放

射組織は同性、単列、１～20細胞高のものと複合放

射組織とがある。

・コナラ属アカガシ亜属（Quercussubgen.Cyclob-

alanopsis） ブナ科

放射孔材で、管壁厚は中庸～厚く、横断面では楕

円形、単独で放射方向に配列する。道管は単穿孔を

有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、

単列、１～15細胞高のものと複合放射組織とがある。

・クリ（CastaneacrenataSieb.etZucc.） ブ

ナ科クリ属

環孔材で、孔圏部は３～４列、孔圏外で急激に管

径を減じたのち、漸減しながら火炎状に配列する。

道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放

射組織は同性、単列、１～15細胞高。

・スダジイ（Castanopsiscuspidatavar.

sieboldii（Makino） Nakai） ブナ科シイ属

環孔性放射孔材で、道管は接線方向に１～２個幅

で放射方向に配列する。孔圏部は３～４列、孔圏外

で急激に管径を減じたのち、漸減しながら火炎状に

配列する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配

列する。放射組織は同性、単列、１～20細胞高。

・ツバキ属（Camellia） ツバキ科

（３）樹種同定
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第７表 樹種同定結果

試料№ 地区 遺構 層位 取上№ 状態 種類

№1 SF259

① 破片 クリ

②a 破片 クリ

②b 破片 クリ

③ 破片 クリ

④ 破片 クリ

№2 SH201
炭上層

P2① 破片 クリ

P2② 破片 クリ

P2③ 破片 クリ

P2(C-G23) 破片 クリ

№3 SH204

C1① 破片 クリ

C1② 破片 クリ

C1③ 破片 クリ

C2 破片 コナラ属コナラ亜属コナラ節

C3 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C4 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C5 破片 ハンノキ属ハンノキ亜属

C6 破片 コナラ属コナラ亜属コナラ節

C7 破片 コナラ属コナラ亜属コナラ節

№4 G-D1 SH205

C1 破片 コナラ属アカガシ亜属

C2 破片 クリ

C3 破片 クリ

C4 破片 クリ

C5 破片 コナラ属コナラ亜属コナラ節

C6 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C7 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C8 破片 クリ

C11 破片 クリ

C12 破片 コナラ属コナラ亜属コナラ節

C14 破片 コナラ属コナラ亜属コナラ節

C18 破片 クリ

P1 破片 スギ

№5 G-F6 SH214

C1 ミカン割状 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C2 破片 スギ

C3 破片 コナラ属アカガシ亜属

C4 芯持丸木 コナラ属アカガシ亜属

C5 破片 コナラ属アカガシ亜属

C6 破片 スダジイ

№6 G-E11 SH216

C1 削出丸木 コナラ属アカガシ亜属

C2 芯持材 ツバキ属

C3 芯持材 ツバキ属

C4 破片 コナラ属アカガシ亜属

C5 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C6 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C7 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C8 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C9 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C10 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C11 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C12 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C13 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C14 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節

C15 破片 コナラ属コナラ亜属クヌギ節
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第239図 炭化材①
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第240図 炭化材②
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散孔材で、管壁は薄く、横断面では多角形～角張っ

た楕円形、単独および２～３個が複合して散在し、

年輪界に向かって径を漸減させる。道管は階段穿孔

を有し、壁孔は対列～階段状に配列する。放射組織

は異性、１～３細胞幅、１～20細胞高。放射組織に

は結晶が認められる。

④考察

樹種同定を実施した炭化材は、土坑および住居跡

から出土しており、合計８分類群が確認された。各

種類の材質などについてみると、針葉樹のスギは木

理が通直で割裂性・耐水性が比較的高い。広葉樹の

クヌギ節、コナラ節、アカガシ亜属、クリは、重硬

で強度が高く、クリでは耐朽性も高い。ハンノキ亜

属とスダジイはやや重硬な部類に入り、強度も比較

的高い。ツバキ属は重硬・緻密で強度が高い。

遺構別にみると、ＳＦ259の炭化材は、いずれも

破片で５点全てがクリに同定されたが、年代測定試

料にはコナラ節が認められ、少なくとも２種類が混

在している可能性がある。なお、コナラ節を用いた

年代測定では、9,400±40BPの補正年代が得られて

いる。三重県内では、鴻ノ木遺跡で縄文時代早期の

炉から出土した炭化材の樹種同定が実施されており、

クリを中心にクマシデ属、ケヤキ、コナラ節、ムク

ノキ、ヤマグワ、タケ亜科が混在する結果が報告さ

第241図 炭化材③
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れている（伊東・山田,2012）。ＳＦ259の種類構成

は、クリを中心にコナラ節が混じる点で、鴻ノ木遺

跡の結果とも類似する。

試料№２～５は、いずれも竪穴住居跡から出土し

た炭化材である。ＳＨ201は、全てＰ２から出土し

た炭化材で、いずれもクリに同定された。ＳＨ204

は、主に住居の中央付近から炭化材が出土しており、

クヌギ節やコナラ節を中心にクリやハンノキ亜属が

混じる種類構成であり、強度の高い樹種を中心に少

なくとも４種類が利用されたことが推定される。Ｓ

Ｈ205は、住居のほぼ全面から炭化材が出土してお

り、クリを中心にクヌギ節、コナラ節、アカガシ亜

属が認められる他、Ｐ１からは針葉樹のスギも出土

している。確認された種類構成は、ＳＨ204に似て

おり、同じく強度の高い木材を利用したことが推定

される。なお、スギについては、出土位置や材質か

ら、クリ等の広葉樹とは異なる用途・部位が推定さ

れる。ＳＨ214は、住居の壁付近から炭化材が出土

しており、壁に対して軸方向が直交するものが多く、

垂木などの部位が推定される。アカガシ亜属、クヌ

ギ節、スダジイ、スギが認められ、少なくとも４種

類が利用されている。強度の高い樹種が多い点は、

他の住居と同様である。スギについては、垂木状の

試料に確認されており、ＳＨ205とは出土位置が異

なる。ＳＨ216は、住居の南北床面を中心に炭化材

が出土している。クヌギ節を中心にアカガシ亜属と

ツバキ属が混じる組成であり、少なくとも３種類が

利用されたことが推定される。強度が高い炭化材で

構成される点は、他の住居跡と同様である。出土状

況をみると、住居南側から出土した炭化材（Ｃ７～

15）は、狭い範囲に集中し、軸方向が比較的揃って

いること、樹種が単一（クヌギ節）になることから、

同一部材に由来する可能性がある。ツバキ属２点

（Ｃ２、３）も近接して出土しており、形状が似て

いることから、同一個体の可能性がある。アカガシ

亜属の２点（Ｃ１、４）も比較的近い位置から出土

しており、同一個体の可能性がある。これらの炭化

材のうち、ツバキ属の２点は芯持材で、形状から小

径木の可能性がある。また、アカガシ亜属のうち、

Ｃ１は破片を接合すると直径約５㎝の削出丸木にな

ることから、何らかの木製品の部材・部品に由来す

る可能性がある。

三重県内では、北堀池遺跡や六大Ａ遺跡で弥生時

代後期～古墳時代前期の竪穴住居跡から出土した建

築部材の樹種同定が行われており、クリやヒノキが

確認されている。クリの利用は今回の調査でも確認

できる。また、ヒノキの利用は、樹種は異なるが、

スギの利用と似ている。一方、１軒の住居において、

少なくとも３～４種類が確認される点は、これまで

とは異なる点であり、木材利用の地域性等を示して

いる可能性がある。

①試料

試料は、ＳＨ191の遺物取り上げ（試料№７）よ

り出土した種実106個、不明37個と、炉跡（試料№

８）より出土した種実３個、ＳＨ248の下層（試料

№９）より出土した種実88個、種実？その他（不明）

61個の、計５点295個とされる。試料は、全て乾燥

した状態でポリ袋に入っている。各試料の詳細は、

結果とともに第８表に示す。

②分析方法

炭化種実の同定は、現生標本および伊藤（2001）、

徳永（2004）等を参考に実施し、部位・状態別の個

数を求めて結果を一覧表で示す。分析後は、年代測

定対象とした一部のオニグルミを除く炭化種実を分

類群別に容器に入れて返却する。

③結果

１．炭化種実の出土状況

結果を第８表に示す。全３遺構５試料を通じて、

被子植物８分類群（木本のオニグルミ、クヌギ、コ

ナラ属（クヌギ？）、コナラ属、クリ、ツブラジイ？、

トチノキ、ムクロジ）231個の炭化した種実の破片

に同定された。ＳＨ248下層の２個は、最大８㎜を

測り、炭化した堅果類の子葉の破片と判断されるが、

同定ができなかった。炭化種実以外では、炭化材が

50個、菌核が１個、昆虫が１個、岩片（火山岩等）

が13個の、計65個が確認された。

以下に、炭化種実の出土状況を述べる。

・ＳＨ191

遺物取り上げ（試料№７）の種実および不明の２

試料からは、高木になる落葉広葉樹のオニグルミの

（４）種実同定
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第８表 種実同定結果

核が106個、トチノキの種皮が９個、ムクロジの種

皮が１個、高木になる落葉または常緑広葉樹のコナ

ラ属の子葉が２個、高木になる常緑広葉樹のツブラ

ジイ？の子葉が２個の、計120個が確認され、オニ

グルミ１個0.14ｇを年代測定対象としている。

炉跡（試料№８）からは、オニグルミの核が２個、

トチノキの種皮が１個の、計３個が確認され、オニ

グルミ１個0.01ｇを年代測定対象としている。

・ＳＨ248下層（試料№９）

種実および種実？その他（不明）の２試料からは、

高木になる落葉広葉樹のオニグルミの核が57個、ト

チノキの種皮が35個、クリの子葉が９個、ムクロジ

の種皮が３個、クヌギの果皮が１個、コナラ属（ク

ヌギ？）の子葉が１個、高木になる落葉または常緑

広葉樹のコナラ属の子葉が２個、不明堅果類の子葉

が２個の、計110個が確認され、オニグルミ１個0.02ｇ

を年代測定対象としている。

２．主要分類群の記載

炭化種実の保存状態は、全て炭化した破片で黒色

を呈し、泥の付着などにより極めて不良である。

各分類群の写真を第242図に示し、以下に形態的

特徴等を述べる。

・オニグルミ（JuglansmandshuricaMaxim.var.

sachalinensis（MiyabeetKudo） Kitamura）

クルミ科クルミ属

核は、径2.5～3.5㎝の広卵体で頂部が尖り、１本

の明瞭な縦の縫合線がある。核は硬く緻密で、表面

には維管束の痕跡である縦網状の彫紋があり、ごつ

ごつしている。縫合線に沿って半割した内部に子葉

が入る２つの大きな窪みと隔壁がある。出土核は全

て破片で、最大1.7㎝を測る（ＳＨ191）。

・クヌギ（QuercusacutissimaCarruthers） ブ

ナ科コナラ属

果実は長さ1.5～2.5㎝、径1.0～1.5㎝の偏球体で

頂部がわずかに尖り、基部は切形でやや膨らんで突

出する個体が多い。基部全面を灰褐色で粗く不規則

な粒状紋様がある着点（臍）が占める。果皮外面は

平滑で、浅く微細な縦隆条が密に並ぶ。出土果皮は

着点の破片で、残存径5.7㎜を測り、復元径は1.1㎝

程度である。

・コナラ属（Quercus） ブナ科

子葉は卵体または楕円体、偏球体を呈し、硬く緻

密で、表面には縦方向に走る維管束の圧痕がある。

２枚からなる子葉合わせ目の表面は平滑で、正中線

上頂部に径0.5～１㎜程度の小さな孔（主根）があ

る。

ＳＨ248下層の出土子葉１個は、２枚からなる合

わせ目に沿って割れた1/4片未満の破片で、残存長

分類群 部位 状態

遺構/試料No./種類/個数

備考

SH191 SH248

遺物取り上げ 炉跡 下層

試料No.7 試料No.8 試料No.9

種実 不明 種実 種実
種実?
その他
(不明)

106 37 3 88 61

炭化種実

オニグルミ 核 破片 93 13 2 43 14 各1個を年代測定(No.7:0.14g,No.8:0.01g,No.9:0.02g)

クヌギ 果皮 破片 - - - - 1 着点;残存径5.7mm,復元径1.1cm

コナラ属(クヌギ?) 子葉 破片 - - - - 1 1/4片未満

コナラ属 子葉 破片 2 - - - 2
No.7:長さ11.28mm,残存幅6.76mm,半分厚4.03mm/
No.9:残存長9.15mm,半分厚4.07mm

クリ 子葉 破片 - - - 3 6

ツブラジイ? 子葉 破片 - 2 - - - 長さ5.97mm,径4.98mm,半分厚2.85mm/
長さ4.53mm,幅3.61mm,残存厚1.88mm

トチノキ 種皮 破片 9 - 1 33 2

ムクロジ 種皮 破片 - 1 - 3 -

不明堅果類 子葉 破片 - - - 2 - 残存径8mm

炭化種実以外

炭化材 1 16 - 4 29

菌核 - - - - 1

昆虫 - - - - 1

岩片 2 7 - 1 3

合計 107 39 3 89 60
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第242図 炭化種実
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1.2㎝、残存幅0.7㎝を測る。復元される形状は約1.5

㎝の偏球体であることから、クヌギの可能性がある。

一方、ＳＨ191出土子葉は、長さ11.28㎜、残存幅

6.76㎜、半分厚4.03㎜、ＳＨ248下層の出土子葉は、

残存長9.15㎜、半分厚4.07㎜を測り、楕円体が復元

される。クヌギ以外のコナラ属（コナラやアカガシ

亜属など）と考えられる。

・ツブラジイ（Castanopsiscuspidata（Thunb.ex

Murray） Schottky）？ ブナ科シイ属

子葉は卵体を呈す。出土子葉は、２枚からなる子

葉の合わせ目に沿って半割した１片で、長さ5.97㎜、

幅4.98㎜、半分厚2.85㎜と、長さ4.53㎜、幅3.61㎜、

残存厚1.88㎜を測る。子葉は硬く緻密で、頂部はや

や尖り、表面は縦方向に走る維管束の圧痕がみられ

る。合わせ目の表面は平滑で、正中線は僅かに窪み、

頂部に径0.7㎜の小さな孔（主根）がある。

・クリ（CastaneacrenataSieb.etZucc.） ブ

ナ科クリ属

子葉は、径1.5～3㎝、厚さ１～1.5㎝の三角状広

卵体で、腹面は平らで背面は丸みがある個体が多い。

頂部は尖り、基部は切形。子葉は、硬く緻密で、表

面には種皮（渋皮）の圧痕の縦筋が粗く波打つ。２

枚からなる子葉の合わせ目の線に沿って割れた半分

未満の破片もみられる。子葉合わせ目の表面は平滑

で、正中線はやや窪み、頂部には小さな孔（主根）

がある。出土子葉は全て破片で、最大6.5mmを測る

（ＳＨ248下層）。

・トチノキ（AesculusturbinataBlume） トチノ

キ科トチノキ属

種子は、径2.5～3.5㎝の偏球体で、表面にはほぼ

赤道面を蛇行して一周する曲線を境に、不規則な流

理状模様がある光沢の強い黒色の上部と、粗面で光

沢のない灰褐色の下部の着点に別れる。種皮は薄く

硬く、不規則に割れており、最大1.1㎝を測る（Ｓ

Ｈ248下層）。

・ムクロジ（SapindusmukorossiGaertn.） ムク

ロジ科ムクロジ属

種子は、径1.5～1.7㎝の広楕円状球体で、基部は

切形で線状の臍があり、臍周辺は肥厚する。種皮は

厚く（約１㎜）、表面粗面で断面は柵状。出土種皮

は全て破片で、最大7.5㎜を測る（ＳＨ248下層）。

④考察

ＳＨ191の遺物取り上げおよび炉跡、ＳＨ248の下

層から出土した炭化種実は、広葉樹で落葉高木のオ

ニグルミ、クヌギ、コナラ属（クヌギ？）、クリ、

トチノキ、ムクロジ、落葉または常緑高木のコナラ

属、常緑高木のツブラジイ？に同定され、オニグル

ミやトチノキなどの堅果類を主体とする組成が確認

された。

オニグルミやトチノキは、川沿いなどの湿潤な肥

沃地に生育する河畔林要素で、クヌギやコナラ属の

一部、クリは、丘陵や山地に生育する二次林要素で

ある。ツブラジイやムクロジは暖地に広く分布する

高木である。これらの樹種は、現在の本地域にも分

布しており、当時の遺跡周辺域の森林にも生育して

いたと考えられる。

このうち、オニグルミやクリ、ツブラジイは、あ

く抜きせずに子葉が食用可能である。トチノキやク

ヌギ、コナラ属の多くは、あく抜きすることで子葉

が食用可能となる。これらの堅果類は、長期保存可

能で収量も多いことから、古くから利用され、遺跡

出土例も多い（渡辺,1975など）。当時の遺跡周辺の

森林より持ち込まれ、利用された植物質食料と示唆

され、火を受け残存したとみなされる。ただし、炭

化種実が遺構内で火を受けたのか、別の場所で火を

受け炭化した食料残滓が遺構内に廃棄されたのかに

ついては、分析段階で判断することはできないため、

発掘調査所見と併せて検討することが望まれる。

その他に、ムクロジは、子葉が油脂を多く含むた

め食用とされる。出土種子に人による明瞭な利用痕

跡は確認されないが、当時利用された可能性は考え

られる。

引用文献

林昭三,1991,日本産木材 顕微鏡写真集.京都大学木質科学

研究所.

伊藤ふくお,2001,どんぐりの図鑑,北川尚史監修,トンボ出版,

79p.

伊東隆夫,1995,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅰ.木材研究・

資料,31,京都大学木質科学研究所,81-181.

伊東隆夫,1996,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅱ.木材研究・

資料,32,京都大学木質科学研究所.66-176.
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三重県四日市市に所在する小牧南遺跡（第３次）

より検出された縄文時代中期、古墳時代、鎌倉時代

の遺構から出土した炭化材について、加速器質量分

析法（AMS法）による放射性炭素年代測定を行った。

縄文時代中期末の試料は、掘立柱建物ＳＢ276柱

穴の柱根（炭化材）と掘形から出土した炭化材の２

点（PLD-33717、33718）、竪穴住居ＳＨ335炉穴から

出土した炭化材１点（PLD-33719）、竪穴住居ＳＨ355

石囲炉から出土した炭化材１点（PLD-33720）、竪穴

住居ＳＨ360炉から出土した炭化材２点（PLD-33721、

33722）、落とし穴ＳＫ358から出土した炭化材４点

（PLD-33723～33726）である。

古墳時代初頭の焼失住居ＳＨ349では、16点の炭

化材および炭化草本（PLD-33728～33743）が採取さ

れた。

鎌倉時代の火葬墓ＳＸ351では、５点の炭化材

（PLD-33744～33748）が採取された。

その他に、鎌倉時代の可能性がある土坑ＳＸ345

で炭化材１点（PLD-33727）が採取された。

測定試料の情報、調製データは第９表のとおりで

ある。

試料は調製後、加速器質量分析計（パレオ・ラボ、

コンパクトAMS：NEC製 1.5SDH）を用いて測定した。

得られた14C濃度について同位体分別効果の補正を行っ

た後、14C年代、暦年代を算出した。

第10表に、同位体分別効果の補正に用いる炭素同

位体比（δ13C）、同位体分別効果の補正を行って暦

年較正に用いた年代値と較正によって得られた年代

範囲、慣用に従って年代値と誤差を丸めて表示し

た14C年代、暦年較正結果を、第243～246図に暦年較

正結果をそれぞれ示す。暦年較正に用いた年代値は

下１桁を丸めていない値であり、今後暦年較正曲線

が更新された際にこの年代値を用いて暦年較正を行

うために記載した。

14C年代はAD1950年を基点にして何年前かを示した

年代である。14C年代（yrBP）の算出には、14Cの半減

期としてLibbyの半減期5568年を使用した。また、

付記した14C年代誤差（±１σ）は、測定の統計誤差、

標準偏差等に基づいて算出され、試料の14C年代がそ

伊東隆夫,1997,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅲ.木材研究・

資料,33,京都大学木質科学研究所,83-201.

伊東隆夫,1998,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅳ.木材研究・

資料,34,京都大学木質科学研究所,30-166.

伊東隆夫,1999,日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅴ.木材研究・

資料,35,京都大学木質科学研究所,47-216.

伊東隆夫・山田昌久(編),2012,木の考古学 出土木製品用材

データベース.海青社,449p.

工藤雄一郎,2012,旧石器・縄文時代の環境文化史．新泉社,376p.

西本豊弘 編,2006,新弥生時代のはじまり 第１巻 弥生時代

の新年代.雄山閣,143p.

西本豊弘 編,2007,新弥生時代のはじまり 第２巻 縄文時代

から弥生時代へ,雄山閣,185p.

RichterH.G.,GrosserD.,HeinzI.andGassonP.E.（編）,

2006,針葉樹材の識別 IAWAによる光学顕微鏡的特徴リス

ト.伊東隆夫・藤井智之・佐野雄三・安部久・内海泰弘（日

本語版監修）,海青社,70p.［RichterH.G.,Grosser

D.,HeinzI.andGassonP.E.(2004)IAWAListofMicro-

scopicFeaturesforSoftwoodIdentification］.

島地謙・伊東隆夫,1982,図説木材組織.地球社,176p.

谷口康浩,2001,縄文時代遺跡の年代.『季刊考古学』,77,17-21
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［WheelerE.A.,BassP.andGassonP.E.(1989)IAWAList

ofMicroscopicFeaturesforHardwoodIdentification］.

第４節 放射性炭素年代測定（第３次調査）

（１）はじめに

放射性炭素年代測定

パレオ・ラボAMS年代測定グループ

伊藤茂・安昭炫・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹・

小林紘一・ZaurLomtatidze・小林克也・中村賢太

郎

（２）試料と方法

（３）結果



―382―

第９表 測定試料および処理

測定番号 遺跡データ 試料データ 前処理

PLD-33717

試料No.1
遺構：P1(SB276柱穴）柱根
グリッド：B-X20
炭化物No.1

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33718

試料No.2
遺構：P1(SB276柱穴）掘形
グリッド：B-X20
炭化物No.2

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33719
試料No.3
遺構：SH335炉穴
炭化物No.1

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33720

試料No.4
遺構：SH355石囲炉
層位：第2層
炭化物No.1

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33721
試料No.5
遺構：SH360炉
炭化物No.1

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33722
試料No.6
遺構：SH360炉
炭化物No.2

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33723

試料No.7
遺構：SK358
層位：底面から20㎝上
炭化物No.1

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33724

試料No.8
遺構：SK358
層位：底面直上
炭化物No.2

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33725
試料No.9
遺構：SK358
炭化物サンプルNo.3

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33726
試料No.10
遺構：SK358
炭化物サンプルNo.4

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33727
試料No.11
遺構：SX345
炭

種類：炭化材
試料の性状：最終形成年輪
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33728
試料No.12
遺構：SH349
遺物No.1

種類：炭化草本（イネ科）
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33729
試料No.13
遺構：SH349
遺物No.2

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33730
試料No.14
遺構：SH349
遺物No.3

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33731
試料No.15
遺構：SH349
遺物No.4

種類：炭化草本（イネ科）
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：0.1N,塩酸：1.2N）

PLD-33732
試料No.16
遺構：SH349
遺物No.5

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）
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第９表 測定試料および処理

測定番号 遺跡データ 試料データ 前処理

PLD-33733
試料No.17
遺構：SH349
遺物No.6

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33734
試料No.18
遺構：SH349
遺物No.7

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：0.1N,塩酸：1.2N）

PLD-33735
試料No.19
遺構：SH349
遺物No.8

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33736
試料No.20
遺構：SH349
遺物No.9

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33737
試料No.21
遺構：SH349
遺物No.10

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33738
試料No.22
遺構：SH349
遺物No.11

種類：炭化材（ツブラジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：0.1N,塩酸：1.2N）

PLD-33739
試料No.23
遺構：SH349
遺物No.12

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：0.1N,塩酸：1.2N）

PLD-33740
試料No.24
遺構：SH349
遺物No.13

種類：炭化材（広葉樹）
試料の性状：樹皮
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33741
試料No.25
遺構：SH349
遺物No.14

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33742
試料No.26
遺構：SH349
遺物No.15

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：0.1N,塩酸：1.2N）

PLD-33743
試料No.27
遺構：SH349
遺物No.16

種類：炭化材（スダジイ）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33744
試料No.28
遺構：SX351
木炭1

種類：炭化材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33745
試料No.29
遺構：SX351
木炭2

種類：炭化材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：0.1N,塩酸：1.2N）

PLD-33746
試料No.30
遺構：SX351
木炭3

種類：炭化材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33747
試料No.31
遺構：SX351
木炭4

種類：炭化材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）

PLD-33748
試料No.32
遺構：SX351
木炭5

種類：炭化材（マツ属複維管束亜属）
試料の性状：最終形成年輪以外部位不明
状態：dry

超音波洗浄
有機溶剤処理：アセトン
酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2N,水酸
化ナトリウム：1.0N,塩酸：1.2N）
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第10表 放射性炭素年代測定および暦年較正の結果

測定番号
δ13C
(‰)

暦年較正用年代
(yrBP±1σ)

14C年代
(yrBP±1σ)

14C年代を暦年代に較正した年代範囲

1σ暦年代範囲 2σ暦年代範囲

PLD-33717
P1(SB276柱穴）柱根

-28.47±0.20 4281±21 4280±20 2906-2891calBC(68.2%) 2916-2883calBC(95.4%)

PLD-33718
P1(SB276柱穴）掘形

-26.82±0.20 7949±26 7950±25

7024-6965calBC(21.6%)
6948-6935calBC(4.5%)
6916-6880calBC(14.6%)
6841-6770calBC(27.5%)

7031-6874calBC(50.4%)
6867-6744calBC(38.1%)
6739-6700calBC(6.8%)

PLD-33719
SH335炉穴

-27.11±0.21 4267±21 4265±20 2903-2887calBC(68.2%) 2910-2879calBC(95.4%)

PLD-33720
SH355石囲炉

-28.05±0.30 4331±24 4330±25
3009-2985calBC(18.4%)
2935-2900calBC(49.8%)

3015-2897calBC(95.4%)

PLD-33721
SH360炉

-29.54±0.25 4141±24 4140±25

2863-2834calBC(14.7%)
2818-2807calBC(5.4%)
2759-2718calBC(21.2%)
2709-2663calBC(23.2%)
2647-2637calBC(3.8%)

2872-2626calBC(95.4%)

PLD-33722
SH360炉

-28.89±0.27 4138±22 4140±20

2861-2834calBC(14.9%)
2818-2808calBC(5.0%)
2757-2719calBC(20.3%)
2705-2662calBC(23.1%)
2648-2636calBC(4.9%)

2871-2801calBC(28.3%)
2780-2624calBC(67.1%)

PLD-33723
SK358

-27.34±0.22 3773±21 3775±20
2273-2257calBC(11.8%)
2208-2191calBC(15.8%)
2181-2142calBC(40.6%)

2286-2136calBC(95.4%)

PLD-33724
SK358

-27.78±0.32 3788±23 3790±25
2281-2249calBC(27.7%)
2231-2197calBC(24.0%)
2169-2148calBC(16.5%)

2290-2189calBC(70.4%)
2182-2141calBC(25.0%)

PLD-33725
SK358

-24.27±0.41 3759±27 3760±25
2270-2260calBC(4.6%)
2206-2136calBC(63.6%)

2285-2247calBC(11.6%)
2234-2126calBC(72.6%)
2090-2045calBC(11.1%)

PLD-33726
SK358

-26.32±0.20 3685±21 3685±20
2131-2085calBC(46.0%)
2056-2032calBC(22.2%)

2141-2017calBC(92.4%)
1995-1981calBC(3.0%)

PLD-33727
SX345

-23.98±0.22 703±17 705±15 1276-1290calAD(68.2%) 1268-1298calAD(95.4%)

PLD-33728
SH349

-12.01±0.30 1979±19 1980±20 3-54calAD(68.2%) 38calBC-66calAD(95.4%)

PLD-33729
SH349

-33.63±0.18 2056±20 2055±20 103-40calBC(68.2%)
161-132calBC(9.5%)

118calBC- 2calAD(85.9%)

PLD-33730
SH349

-32.82±0.19 2007±20 2005±20 40calBC-18calAD(68.2%) 48calBC-52calAD(95.4%)

PLD-33731
SH349

-11.26±0.20 1888±19 1890±20 85-127calAD(68.2%)
65-171calAD(92.7%)
193-209calAD(2.7%)

PLD-33732
SH349

-31.73±0.21 1948±19 1950±20
27-42calAD(21.3%)
48-75calAD(46.9%)

4-87calAD(92.1%)
106-120calAD(3.3%)

PLD-33733
SH349

-28.05±0.21 2014±19 2015±20 43calBC-5calAD(68.2%)
52calBC-30calAD(91.5%)
37-50calAD(3.9%)

PLD-33734
SH349

-33.13±0.25 2030±22 2030±20 53calBC-4calAD(68.2%)
102calBC-28calAD(94.5%)

41-47calAD(0.9%)

PLD-33735
SH349

-30.27±0.22 1957±20 1955±20 24-69calAD(68.2%)
21-12calBC(1.4%)
0-85calAD(93.4%)
110-115calAD(0.6%)

PLD-33736
SH349

-32.16±0.24 2018±20 2020±20 45calBC-5calAD(68.2%)
86-79calBC(1.2%)

55calBC-30calAD(90.8%)
37-51calAD(3.3%)

PLD-33737
SH349

-35.17±0.20 2000±20 2000±20 39calBC-24calAD(68.2%) 45calBC-53calAD(95.4%)

PLD-33738
SH349

-33.23±0.20 1859±20 1860±20
94-97calAD(2.1%)
125-178calAD(46.2%)
189-213calAD(19.9%)

85-223calAD(95.4%)

PLD-33739
SH349

-28.66±0.20 1943±19 1945±20
28-40calAD(16.0%)
49-79calAD(52.2%)

9-90calAD(88.0%)
100-123calAD(7.4%)

PLD-33740
SH349

-32.68±0.20 1941±22 1940±20
27-42calAD(16.6%)
47-82calAD(51.6%)

7-125calAD(95.4%)

PLD-33741
SH349

-29.12±0.22 1942±20 1940±20
27-41calAD(16.1%)
48-80calAD(52.1%)

10-90calAD(86.2%)
98-124calAD(9.2%)

PLD-33742
SH349

-32.09±0.22 1915±23 1915±25
65-91calAD(36.2%)
99-124calAD(32.0%)

28-39calAD(3.1%)
50-132calAD(92.3%)

PLD-33743
SH349

-30.18±0.22 1963±20 1965±20 21-66calAD(68.2%)
22-11calBC(2.6%)

2calBC-80calAD(92.8%)

PLD-33744
SX351

-25.02±0.23 736±18 735±20 1267-1281calAD(68.2%) 1260-1286calAD(95.4%)

PLD-33745
SX351

-25.13±0.27 693±18 695±20 1278-1293calAD(68.2%)
1272-1300calAD(86.6%)
1369-1381calAD(8.8%)

PLD-33746
SX351

-26.22±0.27 737±20 735±20 1266-1281calAD(68.2%) 1255-1290calAD(95.4%)

PLD-33747
SX351

-28.10±0.27 682±22 680±20
1279-1299calAD(55.7%)
1371-1379calAD(12.5%)

1274-1307calAD(68.4%)
1362-1385calAD(27.0%)

PLD-33748
SX351

-24.32±0.28 745±19 745±20 1263-1279calAD(68.2%) 1249-1287calAD(95.4%)
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第243図 暦年較正結果①
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第244図 暦年較正結果②
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第245図 暦年較正結果③
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第246図 暦年較正結果④
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第247図 縄文時代中期末遺構出土炭化材の暦年較正結果の比較

の14C年代誤差内に入る確率が68.2％であることを示

す。

なお、暦年較正の詳細は以下のとおりである。

暦年較正とは、大気中の14C濃度が一定で半減期が

5568年として算出された14C年代に対し、過去の宇宙

線強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変

動、および半減期の違い（14Cの半減期5730±40年）

を較正して、より実際の年代値に近いものを算出す

ることである。

14C年代の暦年較正にはOxCal4.2（較正曲線データ：

IntCal13）を使用した。なお、１σ暦年代範囲は、

OxCalの確率法を使用して算出された14C年代誤差に

相当する68.2％信頼限界の暦年代範囲であり、同様

に２σ暦年代範囲は95.4％信頼限界の暦年代範囲で

ある。カッコ内の百分率の値は、その範囲内に暦年

代が入る確率を意味する。グラフ中の縦軸上の曲線

は14C年代の確率分布を示し、二重曲線は暦年較正曲

線を示す。

以下、２σ暦年代範囲（確率95.4％）に着目して、

結果を整理する。考古学の編年と14C年代・暦年代範

囲との対応関係については、縄文時代が小林（2008）

と工藤（2012）、弥生時代～古墳時代が小林（2009）

と赤塚（2009）を参照した。

縄文時代中期末とされる試料のうち、掘立柱建物

ＳＢ276柱穴の掘形から出土した炭化材（PLD-33718）

は極端に古く縄文時代早期中葉に相当する年代であっ

た。縄文時代中期に柱穴が掘られる際に縄文時代早

期の土層に含まれる炭化材が供給された可能性が考

えられる。

竪穴住居ＳＨ355石囲炉のPLD-33720、掘立柱建物

ＳＢ276柱穴の柱根（PLD-33717）、竪穴住居ＳＨ335

炉穴のPLD-33719、竪穴住居ＳＨ360炉のPLD-33721

と33722は、14C年代が4330±25～4140±2014CBP、

２σ暦年代範囲が3015～2624calBCの範囲で、縄

文時代中期後半に相当する。

一方、落とし穴ＳＫ358の４点（PLD-33723～33726）

は、14C年代が3790±25～3685±2014CBP、２σ暦年

代範囲が2290～1981calBCの範囲で、縄文時代後

期前葉に相当する。ＳＫ358は、発掘調査所見より

もやや新しい時期である可能性を考慮する必要があ

る。

古墳時代初頭の焼失住居ＳＨ349の16点の炭化材

（４）考察
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第248図 古墳時代初頭ＳＨ346出土炭化材の暦年較正結果の比較

第249図 鎌倉時代遺構出土炭化材の暦年較正結果の比較



朝明川右岸の河岸段丘上に立地する小牧南遺跡よ

り出土した縄文時代中期後葉～末葉の黒曜石製石器

について、エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置によ

る元素分析を行い、産地を推定した。

分析対象は、黒曜石製石器13点である（分析№６

～№18、第11表）。試料は、測定前にメラミンフォー

ム製のスポンジと精製水を用いて、表面の洗浄を行っ

た。

分析装置は、エスアイアイ・ナノテクノロジー株

式会社製のエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析計SEA
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および炭化草本（PLD-33728～33743）は、14C年代が

2055±20～1860±2014CBP、２σ暦年代範囲が161

calBC～223calADの範囲を示し、これらの年代は

紀元前２世紀～紀元後３世紀で、弥生時代中期後葉

～古墳時代初頭に相当する。古墳時代初頭よりも古

い年代の解釈にあたっては、紀元後１～３世紀では

日本産樹木が欧米産樹木に比べて数十年～100年程

度古い14C年代が得られる現象（尾嵜，2009）、ある

いは古材の転用や年輪の内側であるための古木効果

の表れを考慮する必要がある。ただし、木材と違っ

て転用が考えにくく、年輪内外の14C年代差とも関係

ないイネ科の草本（PLD-33728）が、紀元前１世紀

に掛かる紀元前後の暦年代範囲を示している点から、

竪穴住居の建築が紀元前後（弥生時代中期後葉～後

期前葉）まで遡る可能性が考えられる。

鎌倉時代の可能性がある土坑ＳＸ345のPLD-33727

は、14C年代が705±1514CBP、２σ暦年代範囲が1268-

1298calAD（95.4％）で、13世紀、鎌倉時代に相

当する年代であった。

鎌倉時代の火葬墓ＳＸ351の５点（PLD-33744～

33748）は14C年代が745±20～680±2014CBP、２σ

暦年代範囲が1249～1385calADで、13～14世紀、

鎌倉時代～室町時代に相当する年代であった。ただ

し、ＳＸ351の炭化材はいずれも最終形成年輪が確

認できない試料であり、年輪の内側であるために古

い年代が得られている可能性がある。その点を考慮

すると、５点のうち最も新しい暦年代範囲である

1274-1307calAD（68.4％）および1362-1385cal

AD（27.0％）が、ＳＸ351で火葬が行われた時期に

近いと考えられる。
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第５節 黒曜石産地同定分析（第２次調査）

（１）はじめに

小牧南遺跡出土黒曜石製石器の産地推定

竹原弘展（パレオ・ラボ） （２）試料と方法
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1200VXを使用した。装置の仕様は、Ｘ線管ターゲッ

トはロジウム（Rh）、Ｘ線検出器はSDD検出器である。

測定条件は、測定時間100sec、照射径８㎜、電圧50

kV、電流1000μA、試料室内雰囲気は真空に設定し、

一次フィルタにPb測定用を用いた。

黒曜石の産地推定には、蛍光Ｘ線分析によるＸ線

強度を用いた黒曜石産地推定法である判別図法を用

いた（望月，2004など）。本方法は、まず各試料を

蛍光Ｘ線分析装置で測定し、その測定結果のうち、

カリウム（K）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、ルビジウ

ム（Rb）、ストロンチウム（Sr）、イットリウム（Y）、

ジルコニウム（Zr）の合計７元素のＸ線強度（cps；

countpersecond）について、以下に示す指標値を

計算する。

１）Rb分率Rb強度×100/（Rb強度+Sr強度+Y強度+Zr

強度）

２）Sr分率=Sr強度×100/（Rb強度+Sr強度+Y強度+

Zr強度）

３）Mn強度×100/Fe強度

４）log（Fe強度/K強度）

そしてこれらの指標値を用いた２つの判別図（横

軸Rb分率－縦軸Mn強度×100/Fe強度の判別図と横軸

Sr分率－縦軸log（Fe強度/K強度）の判別図）を作

成し、各地の原石データと遺跡出土遺物のデータを

照合して、産地を推定する方法である。この判別図

法は、原石同士の判別図が重複した場合には分離は

不可能となるが、現在のところ、同一エリア内に多

少の重複はあっても、エリア同士の重複はほとんど

ないため、産地エリアの推定に問題はない。また、

指標値に蛍光Ｘ線のエネルギー差ができる限り小さ

い元素同士を組み合わせて算出しているため、形状

や厚みなどの影響を比較的受けにくいという利点が

あり、非破壊分析を原則とし、形状が不規則で薄い

試料も多く存在する考古遺物の測定に対して非常に

有効な方法である。なお、厚みについては、かなり

薄くても測定可能であるが、それでも0.5㎜以下で

は影響をまぬかれないといわれる（望月,1999）。極

端に薄い試料の場合、K強度が相対的に強くなるた

め、log（Fe強度/K強度）の値が減少する。また、

風化試料の場合でも、log（Fe強度/K強度）の値が

減少する（望月，1999）。そのため、試料の測定面

にはなるべく奇麗で平坦な面を選んだ。原石試料は、

採取原石を割って新鮮な面を露出させた上で、産地

推定対象試料と同様の条件で測定した。第12表に各

第11表 分析対象

分析

№
器種 出土地点

6 縦型石匙？ 検出中

7 剥片
SH191

8 石鏃

9 剥片 SH191遺物取り上げ

10 剥片

SH248下層

11 剥片

12 剥片

13 剥片

14 剥片

15 剥片

16 剥片

17 剥片

18 石鏃 SB276P7柱痕

第250図 黒曜石産地分布図（東日本）
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原石の産地とそれぞれの試料点数、ならびにこれら

のエリアと判別群名を示す。また、第250図に各原

石採取地の分布図を示す。

第13表に測定値より算出された指標値を、第251・

252図に黒曜石原石の判別図に今回の石器６点の結

果をプロットした図を示す。なお、図は視覚的にわ

かりやすくするため、各判別群を楕円で取り囲んで

ある。

分析の結果、分析№７と№９を除く11点が諏訪エ

リア星ヶ台群SWHDの範囲にプロットされた。分析№

７と№９は合致する判別群がなく、産地不明であっ

た。なお、この２点については、未整理のため第12

表に載せていない当社所有の北海道や東北地方、九

州地方の黒曜石原石の判別図とも一致していない。

第13表に、判別図法により推定された判別群名とエ

リア名を示す。

小牧南遺跡より出土した縄文時代中期後葉～末葉

の黒曜石製石器13点について蛍光Ｘ線分析による産

地推定を行った結果、２点は産地不明であったが、

残り11点が諏訪エリア産と推定された。

第12表 黒曜石産地（東日本）の判別群名称（望月，2004
参照）

（３）分析結果

（４）おわりに

引用・参考文献

望月明彦（1999）上和田城山遺跡出土の黒曜石産地推定．大

和市教育委員会編「埋蔵文化財の保管と活用のための基礎

的整理報告書2 ―上和田城山遺跡篇―」：172-179，大和

市教育委員会.

望月明彦（2004）殿山遺跡出土の黒曜石製石器の産地推定．

上尾市教育委員会編「殿山遺跡 先土器時代石器群の保管･

活用のための整理報告書」：272-282，上尾市教育委員会．

第13表 測定値および産地推定結果

分析
№

K強度
(cps)

Mn強度
(cps)

Fe強度
(cps)

Rb強度
(cps)

Sr強度
(cps)

Y強度
(cps)

Zr強度
(cps)

Rb分率
Mn*100
Fe

Sr分率
Fe

log
K
判別群 エリア

分析
№

6 271.9 105.7 1014.9 671.0 249.6 330.9 639.1 35.49 10.42 13.20 0.57 SWHD 諏訪 6

7 12.7 36.4 667.9 29.0 110.1 37.9 90.7 10.84 5.45 41.13 1.72 ? 不明 7

8 229.4 88.3 877.4 563.4 207.6 270.4 519.8 36.09 10.06 13.29 0.58 SWHD 諏訪 8

9 11.0 36.8 606.2 21.4 106.2 30.9 69.8 9.38 6.07 46.50 1.74 ? 不明 9

10 262.6 100.5 1016.6 635.8 238.3 312.3 617.4 35.25 9.88 13.21 0.59 SWHD 諏訪 10

11 230.8 89.5 878.9 582.2 217.5 289.1 564.5 35.21 10.18 13.16 0.58 SWHD 諏訪 11

12 134.9 50.1 484.5 308.1 115.1 150.4 291.0 35.63 10.34 13.32 0.56 SWHD 諏訪 12

13 143.7 58.3 563.2 357.0 133.1 174.6 327.5 35.98 10.36 13.41 0.59 SWHD 諏訪 13

14 134.5 52.3 535.9 301.1 113.1 147.9 278.6 35.82 9.77 13.45 0.60 SWHD 諏訪 14

15 71.6 28.8 284.0 191.3 73.9 98.7 190.2 34.53 10.14 13.34 0.60 SWHD 諏訪 15

16 159.2 60.7 614.3 376.5 138.1 183.1 347.3 36.03 9.88 13.22 0.59 SWHD 諏訪 16

17 109.4 43.6 439.9 267.8 99.3 126.6 242.6 36.37 9.90 13.48 0.60 SWHD 諏訪 17

18 361.1 118.6 1145.0 751.7 280.6 367.8 712.6 35.58 10.36 13.28 0.50 SWHD 諏訪 18

都道府県 エリア 判別群 記号 原石採取地

北海道
白滝

八号沢群 STHG 赤石山山頂･八号沢露頭･八号沢･
黒曜の沢･幌加林道(36)黒曜の沢群 STKY

赤井川 曲川群 AIMK 曲川･土木川(5)

青森
木造 出来島群 KDDK 出来島海岸(10)

深浦 八森山群 HUHM 岡崎浜(7)、八森山公園(8)

秋田 男鹿
金ヶ崎群 OGKS 金ヶ崎温泉(10)

脇本群 OGWM 脇本海岸(4)

岩手 北上川 北上折居2群 KKO2 水沢市折居(9)

山形 羽黒 月山群 HGGS 月山荘前(10)

宮城

宮崎 湯ノ倉群 MZYK 湯ノ倉(40)

色麻 根岸群 SMNG 根岸(40)

仙台
秋保1群 SDA1

土蔵(18)
秋保2群 SDA2

塩釜 塩竃群 SGSG 塩竃(10)

新潟
新発田 板山群 SBIY 板山牧場(10)

新津 金津群 NTKT 金津(7)

栃木 高原山
甘湯沢群 THAY 甘湯沢(22)

七尋沢群 THNH 七尋沢(3)、宮川(3)、枝持沢(3)

長野

和田(WD)

鷹山群 WDTY 鷹山(14)、東餅屋(16)

小深沢群 WDKB 小深沢(8)

土屋橋西群 WDTN 土屋橋西(11)

和田(WO)

ブドウ沢群 WOBD ブドウ沢(20)

牧ヶ沢群 WOMS 牧ヶ沢下(20)

高松沢群 WOTM 高松沢(19)

諏訪 星ヶ台群 SWHD 星ヶ台(35)、星ヶ塔(20)

蓼科 冷山群 TSTY
冷山(20)、麦草峠(20)、麦草峠
東(20)

神奈川
箱根

芦ノ湯群 HNAY 芦ノ湯(20)

畑宿群 HNHJ 畑宿(51)

鍛冶屋群 HNKJ 鍛冶屋(20)

静岡
上多賀群 HNKT 上多賀(20)

天城 柏峠群 AGKT 柏峠(20)

東京 神津島
恩馳島群 KZOB 恩馳島(27)

砂糠崎群 KZSN 砂糠崎(20)

島根 隠岐
久見群 OKHM

久見パーライト中(6)、久見採
掘現場(5)

箕浦群 OKMU 箕浦海岸(3)、加茂(4)、岸浜(3)
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第253図 分析対象試料
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四日市市小牧町に所在する小牧南遺跡の第３次調

査で出土した縄文時代中期末の黒曜石製石器につい

て、エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置による元素

分析を行い、産地を推定した。

分析対象は、黒曜石製石器３点である（第14表）。

試料№40は、竪穴住居跡ＳＨ301底面の埋土篩がけ

で出土した。試料№41は、竪穴住居跡ＳＨ355底面

より出土した。試料№42は、竪穴住居跡ＳＨ355の

石囲炉内の埋土篩がけで出土した。時期は、いずれ

も縄文時代中期末とみられている。試料№40、41は、

表面に風化が認められたため、サンドブラストを使

用して風化面を一部除去した。試料№42は、メラミ

ンフォーム製スポンジを用いて、測定面の表面の洗

浄を行った。

分析装置は、エスアイアイ・ナノテクノロジー株

式会社製のエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析計SEA1200

VXを使用した。装置の仕様は、Ｘ線管ターゲットは

ロジウム（Rh）、Ｘ線検出器はSDD検出器である。測

定条件は、測定時間100sec、照射径８㎜、電圧50kV、

電流1000μA、試料室内雰囲気は真空に設定し、一

次フィルタにPb測定用を用いた。

黒曜石の産地推定には、蛍光Ｘ線分析によるＸ線

強度を用いた黒曜石産地推定法である判別図法を用

いた（望月，1999など）。本方法では、まず各試料

を蛍光Ｘ線分析装置で測定し、その測定結果のうち、

カリウム（K）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）、ルビジウ

ム（Rb）、ストロンチウム（Sr）、イットリウム（Y）、

ジルコニウム（Zr）の合計７元素のＸ線強度（cps；

countpersecond）について、以下に示す指標値を

計算する。

１）Rb分率=Rb強度×100/（Rb強度+Sr強度+Y強度+

Zr強度）

第６節 黒曜石産地同定分析（第３次調査）

（１）はじめに

小牧南遺跡出土黒曜石製石器の産地推定

竹原弘展（パレオ・ラボ）

（２）試料と方法

第14表 分析対象

試料

No.

出土

遺構

出土
位置

備考 時期

40 SH301 底面 埋土篩がけ 縄文
時代
中期末

41
SH355

底面

42 石囲炉内 埋土篩がけ

第254図 黒曜石産地分布図
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２）Sr分率=Sr強度×100/（Rb強度+Sr強度+Y強度+

Zr強度）

３）Mn強度×100/Fe強度

４）log（Fe強度/K強度）

そして、これらの指標値を用いた２つの判別図

（横軸Rb分率－縦軸Mn強度×100/Fe強度の判別図と

横軸Sr分率－縦軸log（Fe強度/K強度）の判別図）

を作成し、各地の原石データと遺跡出土遺物のデー

タを照合して、産地を推定する。この方法は、でき

る限り蛍光Ｘ線のエネルギー差が小さい元素同士を

組み合わせて指標値を算出するため、形状、厚み等

の影響を比較的受けにくく、原則として非破壊分析

が望ましい考古遺物の測定に対して非常に有効な方

法であるといえる。ただし、風化試料の場合、log

（Fe強度/K強度）の値が減少する（望月，1999）。試

料の測定面にはなるべく平滑な面を選んだ。

原石試料は、採取原石を割って新鮮な面を露出さ

せた上で、産地推定対象試料と同様の条件で測定し

た。第15表に判別群一覧とそれぞれの原石の採取地

点および点数を、第254図に各原石の採取地の分布

図を示す。

第16表に石器の測定値および算出した指標値を、

第255図と第256図に黒曜石原石の判別図に石器の指

標値をプロットした図を示す。視覚的にわかりやす

くするため、図では各判別群を楕円で取り囲んであ

る。

分析の結果、３点いずれも星ヶ台群（長野県、諏

訪エリア）の範囲にプロットされた。第16表に、判

別図法により推定された判別群名とエリア名を示す。

３点いずれも諏訪エリア産と、信州産の黒曜石で

あった。以前行った当遺跡の第２次調査で出土した

黒曜石製石器13点の産地推定でも、11点が諏訪エリ

第15表 黒曜石産地の判別群

都道府県 エリア 判別群名 原石採取地

北海道

白滝

白滝1 赤石山山頂(43),八号沢露頭(15)赤石山山頂,八
号沢露頭,八号
沢,黒曜の沢,幌
加林道(36)

白滝2
7の沢川支流(2),IK露頭(10),十
勝石沢露頭直下河床(11),アジ
サイの滝露頭(10)

赤井川 赤井川 曲川･土木川(24)

上士幌 上士幌
十勝三股(4),タウシュベツ川右岸(42),タウシュ
ベツ川左岸(10),十三ノ沢(32)

置戸
置戸山 置戸山(5)

所山 所山(5)

豊浦 豊浦 豊泉(10)

旭川 旭川 近文台(8),雨紛台(2)

名寄 名寄 忠烈布川（19)

秩父別

秩父別1

中山(65)秩父別2

秩父別3

遠軽 遠軽 社名淵川河床(2)

生田原 生田原 仁田布川河床(10)

留辺蘂
留辺蘂1

ケショマップ川河床(9)
留辺蘂2

釧路 釧路 釧路市営スキー場(9),阿寒川右岸(2),阿寒川左岸(6)

青森

木造 出来島 出来島海岸(15),鶴ヶ坂（10）

深浦 八森山 岡崎浜(7),八森山公園(8)

青森 青森 天田内川(6)

秋田 男鹿
金ヶ崎 金ヶ崎温泉(10)

脇本 脇本海岸(4)

岩手 北上川

北上折居1

北上川(9),真城（33）北上折居2

北上折居3

宮城

宮崎 湯ノ倉 湯ノ倉(40)

色麻 根岸 根岸(40)

仙台
秋保1

土蔵(18)
秋保2

塩竈 塩竈 塩竈(10)

山形 羽黒
月山 月山荘前(24),大越沢（10）

櫛引 たらのき代（19）

新潟
新発田 板山 板山牧場(10)

新津 金津 金津(7)

栃木 高原山
甘湯沢 甘湯沢(22)

七尋沢 七尋沢(3),宮川(3),枝持沢(3)

長野

和田

西餅屋 芙蓉パーライト土砂集積場(30)

鷹山 鷹山(14),東餅屋(54)

小深沢 小深沢(42)

土屋橋1 土屋橋西(10)

土屋橋2 新和田トンネル北(20),土屋橋北西(58),土屋橋西(1)

古峠 和田峠トンネル上(28),古峠(38),和田峠スキー場(28)

ブドウ沢 ブドウ沢(20)

牧ヶ沢 牧ヶ沢下(20)

高松沢 高松沢(19)

諏訪 星ヶ台 星ヶ台(35),星ヶ塔(20)

蓼科 冷山 冷山(20),麦草峠(20),麦草峠東(20)

神奈川
箱根

芦ノ湯 芦ノ湯(20)

畑宿 畑宿(51)

鍛冶屋 鍛冶屋(20)

静岡
上多賀 上多賀(20)

天城 柏峠 柏峠(20)

東京 神津島
恩馳島 恩馳島(27)

砂糠崎 砂糠崎(20)

島根 隠岐
久見 久見パーライト中(6),久見採掘現場(5)

箕浦 箕浦海岸(3),加茂(4),岸浜(3)

第16表 測定値および産地推定結果

試料
№

K強度
(cps)

Mn強度
(cps)

Fe強度
(cps)

Rb強度
(cps)

Sr強度
(cps)

Y強度
(cps)

Zr強度
(cps)

Rb分率
Mn*100
Fe

Sr分率
Fe

log
K
判別群 エリア

試料
№

40 303.8 109.1 1055.6 695.7 258.0 339.3 649.9 35.81 10.33 13.28 0.54 星ヶ台 諏訪 40

41 327.5 126.1 1192.5 805.1 302.7 395.7 784.5 35.19 10.58 13.23 0.56 星ヶ台 諏訪 41

42 290.3 106.6 1015.5 716.3 270.1 359.9 704.8 34.92 10.50 13.17 0.54 星ヶ台 諏訪 42

（３）分析結果
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ア産と確認している（残り２点は産地不明）（竹原，

2014年度提出）。また、長田（2011）では、縄文時

代を中心とした愛知県、岐阜県、三重県内18遺跡442

点の黒曜石産地推定結果が集成されている。これに

よると、信州産が400点と圧倒的多数であるが、神

津島産が15点、箱根産、柏峠産が各１点と、少量な

がら信州産以外の黒曜石も確認されている（残りは

不明・不可）。なお、このうち、岐阜県揖斐川町

（旧揖斐郡藤橋村）の山手宮前遺跡出土の黒曜石製

石器２点が、縄文時代中期の遺物とみられており、

いずれも信州産であった。また、岐阜県恵那市の大

平遺跡出土の黒曜石製石器４点が、縄文時代早期～

晩期（中期末～後期初頭中心）の遺物とみられてお

り、いずれも信州産であった。ほかに、縄文時代中

期を候補に含む遺物の測定例としては８遺跡あり、

信州産が306点、神津島産が７点、柏峠産が１点で

あった。

小牧南遺跡より出土した縄文時代中期末の黒曜石

製石器３点について、蛍光Ｘ線分析による産地推定

を行った結果、３点いずれも諏訪エリア産と推定さ

れた。

第257図 分析対象となる黒曜石製石器

引用文献

望月明彦（1999）上和田城山遺跡出土の黒曜石産地推定．大

和市教育委員会編「埋蔵文化財の保管と活用のための基礎

的整理報告書2―上和田城山遺跡篇―」：172-179，大和市

教育委員会．

長田友也（2011）水汲遺跡の位置づけ．長田友也編「水汲遺

跡」：249-252，豊田市教育委員会．

竹原弘展（2014年度提出）小牧南遺跡出土黒曜石製石器の産

地推定．平成26年度近畿自動車道名古屋神戸線（四日市JCT

～亀山西JCT）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査（小牧

南遺跡）にかかる出土石器および剥片における自然科学分

析業務委託．

（４）おわりに
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朝明川右岸の河岸段丘上に立地する小牧南遺跡よ

り出土した縄文時代中期後葉～末葉のガラス質安山

岩製石器について、エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析

装置による元素分析を行い、産地を推定した。

分析対象はガラス質安山岩製石器5点（分析№１

～№５）である（第17表）。石器は風化層に覆われ

ていたため、サンドブラストを用いて一部新鮮面を

露出させ、測定箇所とした。

分析装置は、エスアイアイ・ナノテクノロジー株

式会社製のエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析計SEA1200

VXを使用した。装置の仕様は、Ｘ線管ターゲットは

ロジウム（Rh）、Ｘ線検出器はSDD検出器である。測

定条件は、測定時間100sec.、照射径８㎜、電圧50kV、

電流1000μA、試料室内雰囲気は真空に設定し、一

次フィルタにPb測定用を用いた。

分析方法としては、黒曜石産地推定法において用

いられている蛍光Ｘ線分析によるＸ線強度を用いた

判別図法（望月，2004など）を用い、分析対象をガ

ラス質安山岩に置き換えて適用した。本方法は、ま

ず各試料を蛍光Ｘ線分析装置で測定し、その測定結

果のうち、カリウム（K）、マンガン（Mn）、鉄（Fe）

とルビジウム（Rb）、ストロンチウム（Sr）、イット

リウム（Y）、ジルコニウム（Zr）の合計７元素のＸ

線強度（cps；countpersecond）について、以下

に示す指標値を計算する。

１）Rb分率=Rb強度×100/（Rb強度+Sr強度+Y強度+Zr

強度）

２）Sr分率=Sr強度×100/（Rb強度+Sr強度+Y強度+Zr

強度）

３）Mn強度×100/Fe強度

４）log（Fe強度/K強度）

そしてこれらの指標値を用いた２つの判別図（横

軸Rb分率－縦軸Mn強度×100/Fe強度の判別図と横軸

Sr分率－縦軸log（Fe強度/K強度）の判別図）を作

成し、各地の原石データと石器のデータを照合して、

産地を推定する方法である。原石試料も、採取原石

を割って新鮮な面を露出させた上で、分析対象の石

器と同様の条件で測定した。第18表に各原石の採取

地とそれぞれの試料点数を示す。

（１）はじめに

小牧南遺跡出土ガラス質安山岩製石器の産地推定

竹原弘展（パレオ・ラボ）

（２）試料と方法

第17表 分析対象

分析

№
器種 出土地点

1 剥片
SH248下層

2 剥片

3 剥片 SH191遺物取り上げ

4 剥片 SH248下層

5 剥片 SB285P4上層

第18表 原石採取地と判別群名称

都道府県 エリア 判別群 原石採取地（試料点数）

岐阜 下呂 湯ヶ峰
大林(10)、山の西ロ(3)、火口そば
くずれニ(3)、山の東ホ(3)、火口
そば北寄り尾根ヘ(3)

石川 能登 富来
大福寺A地点(1)、大福寺B地点中央
鞍部(4)、大福寺B地点南(15)、西
大福寺A地点(2)、笹波(15)

奈良 二上山 春日山 春日山みかん畑内(10)

香川 讃岐

国分台1 自衛隊演習場付近(5)、神谷神社前
(13)、高産霊神社谷(12)、国分台
下みかん畑(5)

国分台2

国分台3

蓮光寺 蓮光寺(15)

赤子谷･法印谷
赤子谷第1地点(5)、赤子谷第2地点
(5)、法印谷(10)

金山1
北峰道路脇(10)、金山南麓(10)

金山2

城山 城山南側(5)、城山北側(5)

雄山･雌山 雄山(5)、雌山(5)

双子山 双子山南嶺(10)
第19表 分析値および産地推定結果

№
K強度
(cps)

Mn強度
(cps)

Fe強度
(cps)

Rb強度
(cps)

Sr強度
(cps)

Y強度
(cps)

Zr強度
(cps)

Rb分率
Mn*100
Fe

Sr分率
Fe

log
K
判別群 エリア №

1 164.6 149.0 7638.8 331.0 1256.5 205.2 931.4 12.15 1.95 46.13 1.67 春日山 二上山 1

2 197.5 172.4 8716.5 382.7 1433.1 226.2 1053.2 12.36 1.98 46.30 1.64 春日山 二上山 2

3 191.4 63.2 3824.1 445.0 1030.5 199.0 913.0 17.20 1.65 39.83 1.30 ? 不明 3

4 228.3 116.1 1691.1 561.3 1525.4 219.5 983.7 17.06 6.86 46.37 0.87 湯ヶ峰 下呂 4

5 213.7 108.1 1601.7 539.1 1515.8 232.0 962.2 16.59 6.75 46.65 0.87 湯ヶ峰 下呂 5

第７節 ガラス質安山岩産地同定分析
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第19表に石器の測定値および算出された指標値を、

第258図と第259図に、ガラス質安山岩原石の判別図

に石器の分析結果をプロットした図を示す。なお、

両図は視覚的にわかりやすくするため、各判別群を

楕円で取り囲んである。

分析の結果、分析№１と№２が二上山エリア春日

山群、分析№４と№５が下呂エリア湯ヶ峰群の範囲

にプロットされた。分析№３は合致する判別群がな

く、産地不明であった。

第19表に産地推定結果を示す。比較対象となる原

石産地が少ないが、試料は少なくとも判別図の一致

しなかった産地のガラス質安山岩ではないといえる。

小牧南遺跡より出土した縄文時代中期後葉～末葉

のガラス質安山岩製石器５点について蛍光Ｘ線分析

による産地推定を行った結果、２点が二上山産のい

わゆるサヌカイト、２点が下呂産のいわゆる下呂石

と推定された。残り１点は産地不明であった。

第260図 分析対象試料

引用・参考文献

望月明彦（2004）殿山遺跡出土の黒曜石製石器の産地推定．

上尾市教育委員会編「殿山遺跡 先土器時代石器群の保管･

活用のための整理報告書」：272-282，上尾市教育委員会．

（３）分析結果

（４）おわりに
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朝明川右岸の河岸段丘上に立地する小牧南遺跡よ

り出土した縄文時代中期後葉～末葉の勾玉について、

エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置による元素分析

を行い、石材を検討した。

分析対象は、勾玉１点（分析№19）である（第20

表、第261図）。

分析は、エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会

社製のエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析計SEA1200VX

を使用した。装置の仕様は、Ｘ線管が最大50kV、1000

μAのロジウム（Rh）ターゲット、Ｘ線照射径が８

第８節 垂飾石材分析

（１）はじめに

小牧南遺跡出土勾玉の蛍光Ｘ線分析

竹原弘展・藤根久（パレオ・ラボ） （２）試料と方法

第261図 勾玉の蛍光Ｘ線分析結果
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㎜または１㎜、Ｘ線検出器はSDD検出器である。

この装置は、複数の一次フィルタが内蔵されてお

り、適宜選択、挿入することでS/N比の改善が図れ

る。検出可能元素はナトリウム（Na）～ウラン（U）

であるが、軽元素の感度は蛍光Ｘ線分析装置の性質

上若干低く、特に定量分析におけるナトリウムの精

度は低い。測定条件は、管電圧・一次フィルタの組

み合わせが15kV（一次フィルタ無し）・50kV（一次

フィルタPb測定用・Cd測定用）の計３条件で、測定

時間は各条件500～1000s、管電流自動設定、照射径

８㎜、試料室内雰囲気真空に設定した。定量分析は、

酸化物の形で算出し、ノンスタンダードFP法による

半定量分析を行った。

また、最少表示0.01ｇの電子天秤で空気中重量と

水中重量を測定し、簡易的に比重を算出した。

第21表に空気中重量、水中重量と比重を示す。ま

た、第261図に蛍光Ｘ線スペクトル、第22表に半定

量分析結果を示す。

比重測定では、2.8の値を示した。

蛍光Ｘ線分析の結果、マグネシウム（MgO）、アル

ミニウム（Al2O3）、ケイ素（SiO2）、リン（P2O5）、硫

黄（SO3）、カリウム（K2O）、カルシウム（CaO）、チ

タン（TiO2）、マンガン（MnO）、鉄（Fe2O3）、亜鉛

（ZnO）、ガリウム（Ga2O3）、ルビジウム（Rb2O）、ス

トロンチウム（SrO）、バリウム（BaO）が検出された。

ケイ素が約50％と少ないため、少なくとも玉髄や

碧玉などではない。また、感触より滑石ほどは硬度

が低くないとみられ、比重やマグネシウムが比較的

多いといった特徴から、蛇紋岩と推定される。

第20表 分析対象

分析

№
器種 出土地点

19 縄文勾玉 SX250

分析

№

重量（g）
比重

空気中 水中

19 5.41 3.46 2.8

※tr:痕跡量

第22表 半定量分析結果（mass%）

分析No. MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZnO Ga2O3 Rb2O SrO BaO

19 6.27 34.01 49.73 0.31 0.16 8.68 0.04 0.07 0.07 0.54 tr tr 0.04 tr 0.08

（３）分析結果および考察

参考文献

中井泉編（2005）蛍光Ｘ線分析の実際．242p，朝倉書店．

朝明川中流南岸の河岸段丘上に立地する小牧南遺

跡の第３次調査で出土した炭化材について、樹種同

定を行った。なお、同一試料を用いて放射性炭素年

代測定も行なわれている（本章第４節参照）。

試料は、古墳時代初頭の焼失住居跡であるＳＨ349

から16点、中世の火葬穴であるＳＸ351から５点の、

計21点の出土炭化材である。

炭化材の樹種同定は、まず試料を乾燥させ、材の

横断面（木口）、接線断面（板目）、放射断面（柾目）

について、カミソリと手で割断面を作製し、整形し

て試料台にカーボンテープで固定した。その後イオ

ンスパッタにて金蒸着を施し、走査型電子顕微鏡

（日本電子（株）製 JSM-5900LV）にて検鏡および

写真撮影を行なった。

同定の結果、針葉樹ではマツ属複維管束亜属１分

類群、広葉樹ではスダジイとツブラジイ、広葉樹樹

皮の３分類群、単子葉ではイネ科１分類群の、計５

分類群がみられた。スダジイが最も多く12点で、マ

第９節 樹種同定（第３次調査）

（１）はじめに

小牧南遺跡（第３次）出土炭化材の樹種同定

小林克也（パレオ・ラボ）

（２）試料と方法

（３）結果

第21表 比重測定結果
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ツ属複維管束亜属が５点、イネ科が２点、ツブラジ

イと広葉樹樹皮が各１点であった。同定結果を第23

表に、一覧を第24表に示す。

次に、同定された材の特徴を記載し、図版に走査

型電子顕微鏡写真を示す。

①マツ属複維管束亜属 Pinussubgen.Diploxylon

マツ科 第262図 1a-1c（№28）

仮道管と垂直および水平樹脂道、放射柔細胞およ

び放射仮道管で構成される針葉樹である。放射組織

は放射柔細胞と放射仮道管によって構成される。放

射仮道管の内壁の肥厚は鋸歯状であり、分野壁孔は

窓状となる。

マツ属複維管束亜属には、アカマツとクロマツが

ある。どちらも温帯から暖帯にかけて分布し、クロ

マツは海の近くに、アカマツは内陸地に生育しやす

い。材質は類似し、重硬で、切削等の加工は容易

である。

②スダジイ Castanopsissieboldii（Makino）

Hatus.exT.Yamaz.etMashiba ブナ科 第262図

2a-2c（№14）、3a-3c（№16）

年輪のはじめに大型の道管が断続的に並び、晩材

部では径を減じた道管が火炎状に配列する環孔材で

ある。軸方向柔組織はいびつな線状となる。道管は

単穿孔を有する。放射組織は同性で、単列となる。

スダジイは暖帯から亜熱帯に分布する常緑高木の広

葉樹である。重さと強さは中庸で、やや耐朽性があ

るが、切削加工は困難ではない。

③ツブラジイ Castanopsiscuspidata（Thunb.）

Schottky ブナ科 第262図 4a-4c（№22）

年輪のはじめに大型の道管が不連続に１～３列並

び、晩材部では急に径を減じた薄壁で角張った道管

が火炎状に配列する環孔材である。軸方向柔組織は

いびつな線状となる。道管は単穿孔を有する。放射

組織は同性で、単列のものと集合放射組織がみられ

る。

ツブラジイは暖帯から亜熱帯に分布する常緑高木

の広葉樹である。重さと強さは中庸で、やや耐朽性

があるが、切削加工は困難ではない。

④広葉樹樹皮 Broadleaf-woodBark 第262図 5a-

5c（№24）

師管要素と放射組織で構成される広葉樹の樹皮で

ある。放射組織は単列である。対象標本が少なく、

同定には至っていない。

第23表 出土炭化材の樹種同定結果

樹種/遺構 SH349 SX351 合計

マツ属複維管束亜属 5 5

スダジイ 12 12

ツブラジイ 1 1

広葉樹樹皮 1 1

イネ科 2 2

合計 16 5 21

第24表 小牧南遺跡（第３次）出土炭化材の樹種同定結果一覧

試料No. 遺構名 遺物No. 器種 樹種 時期 年代測定番号

12 SH349 1 建築材 イネ科 古墳時代初頭 PLD-33728

13 SH349 2 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33729

14 SH349 3 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33730

15 SH349 4 建築材 イネ科 古墳時代初頭 PLD-33731

16 SH349 5 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33732

17 SH349 6 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33733

18 SH349 7 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33734

19 SH349 8 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33735

20 SH349 9 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33736

21 SH349 10 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33737

22 SH349 11 建築材 ツブラジイ 古墳時代初頭 PLD-33738

23 SH349 12 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33739

24 SH349 13 建築材 広葉樹樹皮 古墳時代初頭 PLD-33740

25 SH349 14 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33741

26 SH349 15 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33742

27 SH349 16 建築材 スダジイ 古墳時代初頭 PLD-33743

28 SX351 木炭1 燃料材 マツ属複維管束亜属 中世 PLD-33744

29 SX351 木炭2 燃料材 マツ属複維管束亜属 中世 PLD-33745

30 SX351 木炭3 燃料材 マツ属複維管束亜属 中世 PLD-33746

31 SX351 木炭4 燃料材 マツ属複維管束亜属 中世 PLD-33747

32 SX351 木炭5 燃料材 マツ属複維管束亜属 中世 PLD-33748
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第262図 小牧南遺跡（第３次）出土炭化材の走査型電子顕微鏡写真
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⑤イネ科 Subfam.Bambusoideae 第262図 6a

（№12）

向軸側の原生木部、その左右の３個の後生木部、

背軸側の篩部の三つで構成される維管束が散在する

単子葉植物の稈である。維管束の配列は不整中心柱

となる。維管束鞘の細胞は比較的薄い。

イネ科はタケ亜科やキビ亜科など７亜科がみられ

る単子葉植物であるが、対照標本が少なく、同定に

は至っていない。

古墳時代初頭の焼失住居跡であるＳＨ349から出

土した炭化材は、スダジイが12点、イネ科が２点、

ツブラジイと広葉樹樹皮が各１点であった。試料は

いずれも焼けた建築材と考えられている。スダジイ

とツブラジイは、比較的堅硬だが比較的加工しやす

いという材質を持ち（伊東ほか，2011）、建築材に

選択的に利用されていたと考えられる。広葉樹樹皮

とイネ科については、屋根の被覆材として利用され

ていたと考えられる。

中世の火葬穴であるＳＸ351から出土した炭化材

は、いずれもマツ属複維管束亜属であった。ＳＸ351

からは炭化材と共にヒトの骨も出土しており（本章

第10節参照）、試料は遺体を荼毘に付した際の燃料

材の残渣と考えられる。マツ属複維管束亜属は油分

が多く、高温で燃焼する、という材質で（伊東ほか，

2011）、燃料材に適しており、選択的に利用された

と考えられる。

引用文献

伊東隆夫・佐野雄三・安部久・内海泰弘・山口和穂（2011）

日本有用樹木誌，238p，海青社．

第10節 骨同定

朝明川中流南岸の河岸段丘上に立地する小牧南遺

跡の第３次調査では、鎌倉時代の火葬墓ＳＸ351か

ら人骨が出土した。ここでは人骨の部位同定結果と

観察所見を報告する。

試料は、鎌倉時代の火葬墓であるＳＸ351から出

土した人骨である。発掘調査現場で、骨１～７の番

号を振って取り上げられたものである。なお、骨１

～７のうち、骨３は骨ではないと見られる。

観察は肉眼で行い、標本との比較により部位を同

定した。

人骨は全て破片化しており、最も大きい骨片でも

５㎝程度であった。色調は白色であった。表面に亀

裂が走る骨片が多く見られた。

焼骨の色調は、焼成温度により変化し、500度前

後で黒色、600度から900度は灰色から白色、900度

以上では白色や淡黄色となるとされる（Brothwell,

1981;BuikstraandUbelaker,1994;Krogmanand

Iscan,1986）。したがって、ＳＸ351の人骨は900

度以上の熱を受けたと考えられる。また、白骨化し

た骨では生じにくい、焼かれた際の収縮に伴う亀裂

が見られる点から、焼かれた時点では、肉などの軟

質部が付着したままであったと考えられる。

確認できた部位は、頭蓋骨のみである。骨片の重

量は合計19.5ｇである。頭蓋骨以外の部位が確認で

きず、量も少ないため、ＳＸ351で火葬された人骨

の大部分はＳＸ351外へ持ち出され、埋葬された可

能性が考えられる。

年齢と性別が判断できる部位は確認できなかっ

た。

（１）はじめに

小牧南遺跡（第３次）の火葬墓ＳＸ351出土人骨

中村賢太郎（パレオ・ラボ）

（２）試料と方法

（３）結果

参考文献

Brothwell,D.R.(1981)DiggingupBones.208p.British

Museum(NaturalHistory).

Buikstra,J.E.andUbelaker,D.H.(1994)Standards

forDataCollectionfromHumanSkeletalRemains.

206p.ArkansasArcheologicalSurvey.

Krogman,W.M.andIscan,M.Y.(1986)TheHuman

SkeletoninForensicMedicine.551p.C.C.Thomas.

（４）考察
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埋設土器ＳＸ279に使用されていた縄文土器深鉢

の内面に付着した炭化物について、起源物質を推定

するために、炭素と窒素の安定同位体比を測定した。

また、炭素含有量と窒素含有量を測定して試料のC/N

比を求めた。分析はパレオ・ラボが実施した１）。

分析対象とした遺物は内面に炭化物が付着した縄

文土器片で、一次調査トレンチ２において出土した

ものである。胴部下部の破片と底部の破片とがある

が、分析試料とした炭化物は胴部下部の破片の内面

から採取されている（PLD-21562）２）。

試料は、測定前に酸・アルカリ・酸洗浄（HCl:

1.2N,NaOH:0.1N）を施して試料以外の不純物を除

去している。

炭素含有量および窒素含有量の測定は、EA（ガス

化前処理装置）であるFlashEA1112（ThermoFisher

Scientific社製）を用いて行い、スタンダードには

アセトニトリル（キシダ化学製）を使用している。

また、炭素安定同位体比（δ13CPDB）および窒素安

定同位体比（δ15NAir）の測定は、質量分析計DELTA

V（ThermoFisherScientific社製）を用いて行い、

スタンダードには炭素安定同位体比にIAEASucrose

（ANU）、窒素安定同位体比にIAEAN1を使用してい

る。

測定は、以下の手順で行っている。

①スズコンテナに封入した試料を超高純度酸素と共

にEA内の燃焼炉（温度1000℃）に落とし、スズの酸

化熱を利用して高温で試料を燃焼、ガス化させ、酸

化触媒で完全酸化させる。

第11節 炭素・窒素安定同位体分析

（１）試料

第25表 測定結果

試料番号 試料名
δ13 CPDB
(‰)

δ15NAir
(‰)

炭素含有量
(%)

窒素含有量
(%)

C／N比

PLD-21562

小牧南遺跡 一次
T2（中央）

資料2土器片(胴下部内面)
土器付着炭化物

-24.7 1.62 43.4 1.83 27.7

第263図 小牧南遺跡（第３次）の火葬墓ＳＫ351出土人骨

（２）分析
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第265図 炭素安定同位体比とC/N比の関係

第264図 炭素・窒素安定同位体比



②還元カラムで窒素酸化物を還元し（還元炉温度680

℃）、水を過塩素酸マグネシウムでトラップ後、分

離カラムでCO2とN2を分離し（分離カラム温度45℃）、

TCDでそれぞれ検出・定量を行う。

③分離したCO2およびN2を、そのままHeキャリアガス

と共にインターフェースを通して質量分析計に導入

し、安定同位体比を測定する。

以上によって得られた炭素含有量と窒素含有量に

基づいてC/N比を算出した。

炭素安定同位体比、窒素安定同位体比、炭素含有

量、窒素含有量、C/N比を第25表に示した。また、

炭素安定同位体比と窒素安定同位体比の関係を第264

図、炭素安定同位体比とC/N比の関係を第265図に示

している。

ＳＸ279の試料は、第264図によるとC3植物・草食

動物のゾーンに含まれている。また、第265図にお

いては土壌（黒色土）のゾーンに含まれる。第264

図の状況からみると、ＳＸ279の土器内面に付着し

た炭化物はC3植物・草食動物に由来する可能性が考

えられるが、炭素窒素比が高いことから、主にC3植

物に由来するものと推定される。

小牧南遺跡から出土した縄文土器や土師器の中に

は、器面を赤色顔料で赤く塗彩したものや、中に赤

色顔料を入れていたと考えられるものなどがみられ

た。そこで、これら土器類に付着する赤色顔料の種

類を検討するため、蛍光Ｘ線分析を行った。

分析対象としたのは、第２表に示した10点の土器

である。このうち、1231は内部に赤色顔料を入れて

いたと考えられるもので、390はルーペによる観察

でごく微量の赤色顔料が付着しているように見受け

られたものである。そして、それ以外は赤色顔料が

器面に塗布されているものである。こうした赤彩の

土器は他にも複数出土しているが、遺構内から出土

し赤色顔料が明瞭に遺存しているものを分析対象と
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第12節 蛍光Ｘ線分析

（１）分析試料

（３）分析結果

註

１）分析者は山形秀樹・中村賢太郎の両氏。なお、分析報告

は他の遺跡と併せて作成されていたため、本節は小牧南遺

跡に関する部分を抜粋し、再構成したものである。

２）試料は放射性炭素年代測定に用いたものと同じであるた

め、試料番号も同一である（本章第２節）。

第26表 測定条件

測定条件１ 測定条件２ 測定条件３ 測定条件４

測定時間（秒） 60 60 60 60

有効時間（秒） 60 60 59 60

コリメータ φ1.0mm φ1.0mm φ1.0mm φ1.0mm

励起電圧（kV） 50 50 15 15

管電流（μA） 1000 1000 1000 1000

フィルター Pb用 Cd用 Cl用 OFF

マイラ－ カバー カバー カバー カバー

雰囲気 大気 大気 大気 大気

ピーキングタイム 1.0usec 1.0usec 1.0usec 1.0usec

第266図 小牧南遺跡の試料
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して選定した。

これらの土器について、赤色顔料が付着・塗布さ

れている箇所（赤色部）を対象として分析を行った

が、比較試料として、同じ遺物の赤色顔料が付着し

ていないと思われる部分（非赤色部）についても同

時に分析を行った。

分析は、三重県総合博物館に依頼して行った。分

析機器はエスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社

製のエネルギー分散型の卓上型蛍光Ｘ線分析装置SEA

1200VXである。装置の仕様は、Ｘ線管が最大電圧50

kV、電流１mAのロジウム（Rh）ターゲット、分析領

域が径１㎜または８㎜、検出器がSi半導体検出器で、

検出可能元素はナトリウム（Na：元素番号11）～ウ

ラン（U：元素番号92）である。

対象とした遺物は試料室に収まるサイズであった

ため、遺物から試料の採取を行わず、直接遺物の赤

色部及び非赤色部の分析を行った。

測定は、赤色部をピンポイントで測定するために

分析領域を径１㎜とし、測定時間を60秒、試料室内

の雰囲気を大気雰囲気とした上で、測定時間、電圧、

フィルター等の条件を変えて４回行っている（第26

表）。

測定条件１による定性分析の結果を第267～269図

に示した。いずれの試料でも赤色部では鉄（Fe）の

スペクトルが高いピークとして検出されている。FP

法による半定量分析によっても、鉄（Fe）の濃度が

（２）分析方法

（３）分析結果

第27表 蛍光Ｘ線分析結果一覧

報告№ 種別 器種 出土遺構 測定箇所（赤色部） 測定箇所（非赤色部） 結果

3 土師器 小型器台 ＳＨ143 口縁部内面（赤色強い箇所） 坏部外面（頸部付近の胎土露出部） ベンガラ

390 縄文土器 浅鉢？ ＳＢ285 口縁部外面（赤色顔料微量に遺存する箇所） 口縁部内面 水銀朱？

687 土師器 壺 ＳＨ169/324 体部中位外面（赤色強い箇所） 体部中位外面（孔付近の胎土露出部） ベンガラ

846 土師器 広口壺 ＳＨ175 体部外面（上半部の赤色物遺存箇所） 体部内面 ベンガラ

859 土師器 広口壺 ＳＨ177 口縁端部外面（擬凹線内の赤色強い箇所） 口縁端部剥離面 ベンガラ

947 土師器 広口壺 ＳＨ189 口縁部内面 口縁部外面 ベンガラ

1231 土師器 鉢 ＳＨ214 内面（赤色物が塊状に残る箇所） 体部外面 水銀朱

1405 土師器 広口壺 ＳＨ223 口縁部内面 口縁部破断面 ベンガラ

1888 土師器 広口壺 ＳＨ338 体部中位外面（文様帯直下の赤色強い箇所） 体部中位内面 ベンガラ

2272 土師器 広口壺 ＳＨ348 体部中位外面（赤色強い箇所） 体部中位内面 ベンガラ

第28表 半定量分析結果

報告№ 測定箇所 Fe Cu As Sn Hg Pb

3
赤色部 78.13(wt%) 4.00(wt%) 12.02(wt%) 5.85(wt%) 0.00(wt%) 0.00(wt%)

非赤色部 92.45(wt%) 1.24(wt%) 3.97(wt%) 1.67(wt%) 0.66(wt%) 0.00(wt%)

390
赤色部 88.49(wt%) 0.33(wt%) 0.00(wt%) 0.73(wt%) 9.97(wt%) 0.47(wt%)

非赤色部 92.62(wt%) 1.67(wt%) 3.87(wt%) 1.22(wt%) 0.62(wt%) 0.00(wt%)

687
赤色部 98.82(wt%) 0.18(wt%) 0.22(wt%) 0.59(wt%) 0.14(wt%) 0.05(wt%)

非赤色部 94.37(wt%) 1.81(wt%) 2.43(wt%) 0.91(wt%) 0.48(wt%) 0.00(wt%)

846
赤色部 38.80(wt%) 35.77(wt%) 0.00(wt%) 14.37(wt%) 11.06(wt%) 0.00(wt%)

非赤色部 55.45(wt%) 21.08(wt%) 0.00(wt%) 5.55(wt%) 10.24(wt%) 7.68(wt%)

859
赤色部 88.89(wt%) 2.87(wt%) 3.18(wt%) 3.88(wt%) 1.18(wt%) 0.00(wt%)

非赤色部 90.61(wt%) 1.89(wt%) 3.45(wt%) 2.46(wt%) 1.59(wt%) 0.00(wt%)

947
赤色部 98.13(wt%) 0.51(wt%) 0.76(wt%) 0.53(wt%) 0.07(wt%) 0.00(wt%)

非赤色部 90.35(wt%) 3.46(wt%) 0.00(wt%) 1.95(wt%) 1.44(wt%) 2.80(wt%)

1231
赤色部 59.08(wt%) 4.22(wt%) 1.02(wt%) 4.76(wt%) 30.92(wt%) 0.00(wt%)

非赤色部 93.26(wt%) 0.93(wt%) 3.83(wt%) 1.63(wt%) 0.35(wt%) 0.00(wt%)

1405
赤色部 90.96(wt%) 1.49(wt%) 2.83(wt%) 2.63(wt%) 2.08(wt%) 0.00(wt%)

非赤色部 88.37(wt%) 2.15(wt%) 0.00(wt%) 4.88(wt%) 2.30(wt%) 2.30(wt%)

1888
赤色部 97.51(wt%) 0.37(wt%) 0.66(wt%) 1.13(wt%) 0.32(wt%) 0.00(wt%)

非赤色部 89.46(wt%) 1.86(wt%) 2.91(wt%) 4.69(wt%) 1.08(wt%) 0.00(wt%)

2272
赤色部 94.72(wt%) 1.37(wt%) 2.02(wt%) 1.06(wt%) 0.83(wt%) 0.00(wt%)

非赤色部 95.01(wt%) 0.86(wt%) 2.09(wt%) 1.44(wt%) 0.60(wt%) 0.00(wt%)
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第267図 蛍光Ｘ線分析結果①
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第268図 蛍光Ｘ線分析結果②



―414―

第269図 蛍光Ｘ線分析結果③

高い（第28表）。このことは、塗布された赤色顔料

に鉄（Fe）が多く含まれていることを示すと考えら

れる。しかしながら、赤色部だけでなく比較として

分析を行った非赤色部でも同様の結果であるため、

赤色顔料が薄くしか遺存していない３・846などに

ついては、土器の胎土に含まれる鉄（Fe）も影響し

ている可能性がある。

一方、ほぼすべての試料から水銀（Hg）も検出さ

れた。ただし、非赤色部においても検出されている

ため、土器に付着あるいは塗布されている赤色顔料

とは無関係である可能性が高い１）。半定量分析の結

果では、非赤色部においては水銀（Hg）の質量パー

セント濃度は846を除き2.30wt%以下にとどまるため、

赤色部の半定量分析結果においても2.30wt%以下の

場合は赤色顔料に由来するものではないと考えられ

よう。したがって、３・687・859・947・1405・1888・

2272の７点については、塗布されている赤色顔料は

硫化水銀を主成分とする水銀朱（HgS）ではなく、

酸化鉄を原料とするベンガラ（Fe2O3）であると判断

される。

また、846については赤色部の水銀（Hg）及び銅

（Cu）の質量パーセント濃度がかなり高いが、非赤

色部も同様の数値を示しており、試料ないし分析時

の何らかの条件が影響した可能性が高い。そのため、

846についても塗布された赤色顔料はベンガラ

（Fe2O3）と考えられる。

残る390・1231については、赤色部の定性分析結

果において水銀（Hg）の明瞭なピークが認められる。

さらに、半定量分析の結果をみると、赤色部と非赤

色部とで水銀（Hg）の質量パーセント濃度に大きな

差がある。したがって、390・1231の２点について

は硫化水銀を主成分とする水銀朱（HgS）が付着し

ていると判断される。

註

１）原因は不明であるが、土器の洗浄が不十分で土壌が器面

に遺存していたか、、分析時の何らかの条件などが影響した

可能性が考えられる。
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小牧南遺跡で検出された縄文時代の遺構には、わ

ずかに早期の集石遺構や後期前葉の可能性がある陥

穴があるものの、集落を形成する竪穴建物・平地式

建物11棟や掘立柱建物８棟をはじめとするほとんど

の遺構は、縄文時代中期末葉のものと考えられる。

今回の調査において出土した土器の中には明確に中

期後葉に遡るものは認めがたく、また、後期前葉に

下る土器もごく少量が遺構埋土上層などから出土し

たに留まるため、縄文時代の集落が営まれた時期は

中期末葉に限られると考えてよかろう。

各遺構の並存関係については、出土土器が少ない

ものもあるため、不明な部分も多い。しかしながら、

土器がまとまって出土したＳＨ191とＳＨ248の土器

の様相を比較すると、ＳＨ191出土土器がやや古く

位置付られよう。一方で、ＳＨ248の土器埋設炉に

使用されていた土器はＳＨ191出土土器よりも古い

様相を示しており、ＳＨ248機能時期→ＳＨ191埋没

時期→ＳＨ248埋没時期という変遷がたどれそうで

ある。

遺構の重複関係からみても、ＳＨ248とＳＢ292の

ように重複する遺構があることから、すべての遺構

が同時並存していないことは確実である。さらに、

ＳＢ287とＳＢ292もほぼ接しており、ＳＢ292では

土層断面から柱を抜き取ったり切断した可能性が考

えられることなどを鑑みると、これら２棟の掘立柱

建物にも先後関係があることが推測できよう。した

がって、ＳＨ248も含めて少なくとも３段階の遺構

の変遷を想定してよかろう。

以上からは、複数の時期における集落の重複によっ

て、現状の遺構分布状況が形成されているものと考

えられる。出土遺物による個々の遺構の詳細な機能

時期の特定は困難で、具体的な集落の変遷状況は示

せない。ただ、建物の種類を問わず３段階の変遷を

想定するならば、竪穴建物・平地式建物は３・４棟、

掘立柱建物は２・３棟が同時に並存していたと推測

される。集落の規模としては、小規模であった可能

性が高い。

伊勢地域では、縄文時代中期末葉の集落はそれま

での時期に比べて小規模化・拡散化するとされてお

り、竪穴建物１・２棟程度で構成されるような集落

が多いと考えられている１）。それに比べると、小牧

南遺跡の集落は大規模であったとも考えうる。ただ

し、想定したよりもさらに複数段階の集落変遷があっ

た可能性も高いため、一般的な集落とそれほど変わ

らないか、やや大きい程度の規模とみておくのが穏

当だろう。

建物の構成 小牧南遺跡には、竪穴建物と掘立柱建

物の他に、平地式建物の可能性が考えられるものが

４棟ほど存在する。これらはいずれも炉を有してお

り、ピットが円形に並ぶことなどから、建物とみて

問題ないと考えられる。ただし、ＳＨ301・360など

は壁際溝とみられるものが一部検出されていること

などから、削平等により浅くなった竪穴建物の可能

性もある。実際に、竪穴建物と考えられるＳＨ147

やＳＨ355なども、検出された掘り込みは浅い。

しかしながら、明確に掘り込みを有する竪穴建物

と、平地式建物の可能性が考えられる建物とには、

掘り込みの有無以外にも相違点が認められる。まず、

平地式建物と考えられるものは、いずれも小型のピッ

トが建物の外周に沿ってほぼ等間隔に円形にめぐる

が２）、竪穴建物には認められない。そして、竪穴建

物では４箇所の主柱穴が明瞭に検出されているのに

対して、平地式建物と考えられるものでは、明瞭な

主柱穴が検出できないか、主柱穴と推定されるピッ

トが存在しても整然と並ばない。

したがって、これらが平地式の建物かどうかは措

くとしても３）、小牧南遺跡の集落では、竪穴建物と

掘立柱建物以外に、構造が異なる建物がもう１種類

第Ⅸ章 調査のまとめと考察

第１節 縄文時代の集落について

（１）集落の時期と変遷

（２）集落の構造
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存在したと考えるのが妥当だろう４）。

一方で、竪穴建物と平地式建物、そして掘立柱建

物の共存は厳密には確認できないため、時期を異に

する可能性も否定できない。これら３種類の建物が

並存して集落を構成していたのかは不明である。

ただ、伊勢湾沿岸地域の中期の掘立柱建物が検出

された他の遺跡では、掘立柱建物単独で構成される

集落の存在は想定しにくく、いずれも竪穴建物と掘

立柱建物によって構成される集落の存在が想定され

ている。これを鑑みれば、少なくとも竪穴建物ない

し平地式建物と掘立柱建物は並存し、ともに集落を

構成していたと考えられる。

掘立柱建物同士にも先後関係があると推測される

ことを加味すれば、小牧南遺跡では、竪穴建物・平

地式建物と掘立柱建物で構成される集落が、３時期

程度にわたって営まれたと想定できよう。

なお、竪穴建物と平地式建物が並存したかどうか

については、不明といわざるを得ない。竪穴建物Ｓ

Ｈ191と平地式建物ＳＨ184が接しており同時並存が

考えにくいことを踏まえれば、時期によって建物の

形態が変化した可能性も考えられよう。

環状構造 通時的な建物の分布をみていくと、まず、

調査区北東部に建物が集中する（第270図）。これら

は標高34ｍの等高線沿いに、弧を描くように帯状に

分布する。そして、その南側の標高35～36ｍ付近に

もＳＨ184・191・335、ＳＢ327などの遺構がみられ

る。両者の間には建物が検出されていない空間が存

在するため、全体として楕円形の環状に建物が分布

するように見受けられる。ＳＨ143・147は若干東に

外れるが、一連の建物分布の一端として捉えること

も可能だろう５）。

そして、この環状の建物配置を基準としてみてい

くと、ＳＫ135・137・138のように土壙墓の可能性

がある土坑や、建物に伴わない埋設土器は、いずれ

第270図 縄文時代遺構分布図
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も内部の空間に存在する。逆に、陥穴はいずれも外

側にやや離れて位置する。これは、環状の建物配置

に沿って他の施設も配されていたことを示す。した

がって、小牧南遺跡の集落は、地形にある程度制約

を受けつつも、全体として環状の構造を指向してい

た可能性が高いと考えられる。

先に推定したように、縄文時代中期末葉の間に複

数回の集落の変遷があったとすれば、それにも関わ

らず、空間利用には常に一定の傾向があったことに

なる。

掘立柱建物の並存 小牧南遺跡の集落の最大の特徴

は、掘立柱建物が集落に伴う点である。

掘立柱建物は、先に見いだした環状の建物の並び

の中では、竪穴建物・平地式建物よりやや内側に位

置する傾向があるように思われる。

こうした集落内における掘立柱建物の配置傾向は、

広くみられるようである。東日本で掘立柱建物が検

出された遺跡では、一般的に建物による環状構造が

認められ、掘立柱建物は竪穴建物よりも内側に配さ

れる傾向が強いことが指摘されている６）。

環状の建物配置、そしてその中における掘立柱建

物の位置などにおいて、小牧南遺跡の状況が他地域

の掘立柱建物が検出された遺跡の諸事例との共通性

を有すると考えられることは、小牧南遺跡では掘立

柱建物のみではなく、集落形成に関わる慣習・観念

ないし集落デザインも他集団と共有していることを

示す。掘立柱建物が他地域からもたらされたと考え

るならば、単純に掘立柱建物の構築技術だけを受容

したのではなく、掘立柱建物を構築する社会からの

影響を、社会構造や生活様式、観念等も含めて受容

した結果であると推測できるだろう。

一方、伊勢地域で小牧南遺跡の他に縄文時代中期

の掘立柱建物を伴う集落は、今のところ鈴山遺跡し

か確認されていない。伊勢地域でも特定の集落にの

み掘立柱建物が存在したとすれば、前述のような社

会構造・生活様式等の受容について、地域内で集団

間に差異があった可能性、もしくは、集落間に性格

の差異があった可能性も考えられよう。

しかしながら、縄文時代中期後葉～末葉の集落を

広く調査した事例が少ない現在、伊勢地域における

当該期の集落において、掘立柱建物がごく限られた

特定の集落にのみ存在したと断定することは尚早か

もしれない。柱穴の可能性を踏まえた土坑の土層の

検討など、今後の調査研究において、掘立柱建物の

存在にも留意することが必要と思われる。

小牧南遺跡では、建物や炉の廃絶に際しての何ら

かの行為を示唆する痕跡が、いくつか見いだされた。

それらは建物を放棄する際の儀礼等とも関係する可

能性があり、集落の動態とも関わってこよう。

建物の廃絶 ＳＨ191では、多量の土器が竪穴建物

内に埋積している状況が確認できた。

竪穴建物内から完形ないし完形に近い土器が多量

に出土する事例は、関東地方を中心に吹上パターン

などとして注目され、集団移動、建物の廃絶・ライ

フサイクル、廃棄行為、土器製作、儀礼、埋葬など、

様々な観点から検討対象とされてきた７）。ＳＨ191

の事例は、完形に近い土器はそれほど多くないもの

の、こうした土器の出土状況が伊勢地域でも存在す

る可能性を示すと同時に、上述のような様々な観点

からの縄文時代社会の分析に有効な資料となり得る

ものである。

ＳＨ191は遺構上部がかなり削平されており、埋

土は20㎝程度しか遺存していなかったため、埋土の

分層や層位ごとの遺物の取り上げはできなかった。

したがって、建物廃絶後の一次堆積土の存在等は明

確にできていないが、出土状況から土器の廃棄ない

し放棄にかかる行為について、いくつかの情報を得

ることができた。

まず、出土した土器には大部分が復元できたもの

が数個体あったが、最大でも全体の50～60％ほどの

遺存に留まり、いずれも完形には復元できなかった。

そして、それ以外にもかなり多くの個体の破片が存

在している。つまり、基本的に破損した土器が建物

跡内に入れられたと考えられる。

また、大部分が復元できた土器も、破片の出土位

置にかなり広がりが認められる。埋没過程で分散し

た可能性もあるが、大きな破片が離れて出土したも

のもあり（30・31など）、同じ個体の破片をまとめ

て置くという意識は低い。破片の出土状況をみても、

丁寧に置かれた様相は見いだせない。

（３）建物・炉の廃絶について
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そして、これら埋土中から出土した土器には、大

きな時期差は見いだせない。また、建物内の炉の内

部からもかなり復元できる土器が出土しているが、

その土器と埋土中出土の土器にも大きな時期差は考

えにくい。多数の土器が、建物廃絶後、短期間の内

に入れられていると思われる。

さらに、土器とともに石器も一定量出土しており、

土器だけに限った行為ではない。石器には破損品と

完形品が認められる。

上記のような様相は、小牧南遺跡において竪穴建

物の廃絶後に何らかの意識に基づいた多量の土器・

石器の廃棄・放棄行為が存在したことを示唆するだ

ろう。関東地方などで確認されている事例とも多く

の特徴が類似するが８）、行為の共通性を示すものか

どうかは検討を要する。

一方、ＳＨ248でもまとまった量の土器が埋土中

から出土しており、ＳＨ191との比較において注意

される点がある。

ＳＨ248では、土層断面等からみると、床面直上

ではなく、建物内がやや埋没した後に堆積した土層

を中心に土器が多く出土しているようである（第21

図A-A'・B-B'断面第２層）。埋土中出土の土器には、

大きな破片も含まれているが、完形近くまで復元で

きるものはない。これら埋土中出土の土器には、太

い沈線のみで施文した深鉢がみられるが（243・252）、

土器埋設炉に用いられていた土器は比較的しっかり

したキャリパー形の器形を呈し、隆帯によって渦巻

文や区画文を描くなど、小牧南遺跡出土の縄文土器

の中でも古い様相を示しており、両者の間には時期

差があると考えられる。

以上で挙げた点については、ＳＨ191の様相とは

異なるように思われる。ＳＨ248の埋土中出土の土

器は、自然堆積による流入など人為的なものではな

かった、あるいは、何らかの観念を伴うような行為

ではなく、単なる廃棄によるものであったなどの可

能性があろう。

いずれにしても、伊勢地域においても竪穴建物内

からの土器出土状況に複数の形態が存在することに

は、建物の廃絶や、それに関わる土器の廃棄・放置

等の行為や儀礼について明らかにする上で、注意し

ておかねばならない。

炉の廃絶 炉の廃絶についてまず取り上げておきた

いのは、ＳＨ355に伴う石囲炉の状況である。

この石囲炉では、石囲炉の中央の埋土上面に拳大

のチャートの円礫が置かれていた。礫に被熱は認め

られず、また周辺に他の礫は認められないことなど

から、意図的に置かれた可能性が高い。問題は、炉

底の被熱部とそのチャート円礫の間に黒色土が厚さ

15㎝ほど堆積していることである（第26図第１層）。

このことからは、炉の廃絶後しばらく時間が経過し、

埋没が進んだ過程で円礫が置かれたようにも思われ

る。ただし、炉と同時に建物自体も放棄されたとす

るならば、建物の上屋の崩壊や埋没も伴うはずで、

その過程でタイミング良く炉の石組みと同一のレベ

ルに円礫を置くことは想定しがたい。一方、堆積し

た黒色土は均質で、炉で燃焼された木材の炭等の堆

積によるものとも考えられる。この推定が首肯され

るならば、やはり炉の使用を停止した段階で、内部

に堆積した炭等の上に円礫を置いた可能性が高いだ

ろう。

ＳＨ355の石囲炉と類似すると思われるのは、Ｓ

Ｈ147に伴う土器埋設炉ＳＦ139である。この炉では、

炉体となった深鉢内に堆積した堆積土の上面に、径

15㎝ほどの亜角礫が置かれていた。焼土が多く含ま

れていたのはこの礫を含む土層より若干下位に堆積

していた土層で（第12図第２層）、堆積状況もＳＨ

355石囲炉と共通する。

この２例からは、炉の廃絶に伴って炉内に意図的

に礫を置くという行為が存在したと推定される。

もう一つ炉の廃絶で注目されるのは、ＳＨ184に

伴う石囲炉ＳＦ185と、ＳＨ360に伴う石囲炉である。

この２つの炉は、石囲炉と推測したものの、検出さ

れた礫が少ない上にきれいに並ばず、不整形である。

特に、ＳＨ360の炉は掘形も不整形である。これら

は、石囲炉であったものが、廃絶に伴って炉石が抜

き取られ、壊されたものである可能性が考えられる。

ＳＦ185では炉石とみられる礫に混じって石皿（台

石）の破片が出土していることも、炉の廃絶に伴っ

て何らかの行為が行われていた可能性を示唆するだ

ろう。

これに関連するものとして、ＳＨ344に伴う炉Ｓ

Ｆ343が挙げられる。この炉では内部から礫が少量
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検出されたのみで地床炉とも考えられるが、炉の側

壁に被熱がほとんど認められなかった。本来は石囲

炉であったものが、廃絶に伴って石がすべて抜き取

られたとも考えられる。

こうした事例からは、石囲炉の廃絶にあたって、

炉石を抜き取ったり、石囲いを破壊するような行為

があったと推測される。

そしてもう一つ、ＳＨ191の炉の状況にも注意し

ておきたい。この炉は地床炉であるが、底面付近に

多数の土器片が敷かれていた。最も下層に敷かれて

いたのは１個体の深鉢の破片であるが、底面全体で

はなく、部分的に敷かれていたようである。防湿等

の目的であれば、全体に敷く方が効果的であると思

われるため、そうした目的で敷かれたとするには疑

問が残る。また、付近の埋土には焼土が顕著に含ま

れているが（第16図第３層）、土器そのものには顕

著な被熱は認められない。こうした点を踏まえると、

この土器片は炉の廃絶に伴って入れられた可能性も

考えられるだろう。

また、ＳＨ248の炉も底面に土器片が敷き詰めら

れている。この炉では底面全体に土器片が敷かれて

いるが、土器片に顕著な被熱は認められず、また、

炉内の埋土にも焼土があまり含まれていない。した

がって、これについても土器敷炉ではなく、炉の廃

絶に伴って土器片が入れられた可能性を考えうる。

ＳＨ191・248の事例は、炉の廃絶に伴って、炉内

に土器片を敷くような行為があった可能性を示す。

以上のように、小牧南遺跡では３種類の炉の廃絶

に伴う行為の存在が推定される。これまでにも、炉

の廃絶に伴って、これらと同様の行為が認められる

ことが関東地方などで指摘されている９）。炉の構造

と行為内容との対応関係や、時期的変遷、地域性な

どにはまだ不明な点も多いが、広域にわたって炉の

廃絶に伴う行為に共通性が看取されることは重要で、

伊勢地域においても注視しておく必要がある。

そして、炉の廃絶に伴う行為には、炉に対する特

別な観念の出現や、その多様化・複雑化が関係して

いるとも考えられている10）。ＳＨ355の炉に置かれ

ていたような円礫は、甲信地方などで竪穴建物内か

ら出土する事例が知られており、「丸石」などとし

て儀礼に関わる遺物として注意されている11）。また、

石囲炉に使用されている石材が遺跡の周囲で簡単に

入手できることを踏まえれば、石囲炉の石材の抜き

取りは、単に石材の再利用を目的とするとは考えに

くく、別の目的があったとみるのが妥当である。こ

うしたことからは、小牧南遺跡で認められた炉の廃

絶に伴う行為には、何らかの儀礼的な側面があった

と考えることも可能であろう。
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平面形・柱配置 小牧南遺跡で検出された縄文時代

中期末葉の掘立柱建物は８棟である。これらはいず

れも長方形を基調とした平面形を呈するが、詳細に

みると、大きく２種類に分けられる（第271図）。

まず、独立棟持柱をもたず、ベーシックな長方形

の平面形を呈するものである。これをⅠ類としてお

く。ＳＢ361が典型例であるが（ⅠＡ類）、ＳＢ287

のように平面形が台形を呈するもの（ⅠＢ類）もこ

れに含まれよう。

そして、やはり長方形であるが、梁行ラインから

妻側に突出する独立棟持柱１） をもつものがある。

これをⅡ類としておく。これにはＳＢ276やＳＢ285

のように独立棟持柱を両側にもつもの（ⅡＡ類）と、

ＳＢ292のように片側にもつもの（ⅡＢ類）がある。

この他に、やや特異なものとして、ＳＢ173/362

のように梁行ラインに棟持柱をもつものと、ＳＢ280

のように桁行の間柱がやや外方へずれ、全体として

八角形の平面形を呈するものがある。

ＳＢ173/362は平面形からするとⅠ類の範疇であ

るが、棟持柱の柱穴が側柱の柱穴より小さいことか

ら、構造としてはⅡ類とも共通性があり、Ⅰ類とⅡ

類の中間的な形態といえるかもしれない（Ⅰ’類）。

また、ＳＢ280もやはり棟持柱の柱穴は側柱のもの

より小さく、また桁行の柱通りのずれも小さいため、

Ⅱ類の中で把握するのが妥当だろう（ⅡＣ類）。

以上のように、小牧南遺跡の掘立柱建物は、平面

形や柱配置から大きく２種類、細分すると６種類に

分けることができる。８棟が６種類にも分けられる

とすると、平面形態におけるばらつきは大きく、一

定の規準に則って造られるものではなかったことが

窺われる。

一方で、大きな方向性も認められる。まず、平面

形が基本的に長方形となる点である。梁行は１間で、

棟持柱以外の間柱は認められない。それに対して、

桁行は２・３間が基本となっている。

そしてもう一つは、棟持柱に関わる点である。Ⅰ

類に属する建物は３棟あるが、うち１棟は棟持柱を

もつ。したがって、棟持柱をもつものが６棟で、主

体を占めるといえる。これら６棟については、いず

れも棟持柱の柱穴が側柱の柱穴より小さい点から、

棟持柱の機能に差異はなかったと推測される。そし

て、棟持柱をもつ６棟のうち、両側に棟持柱を有す

るものが５棟を占めている。片側にしか棟持柱が検

出されていないⅡＢ類のＳＢ292についても、ＳＨ

248との重複によって検出できなかった可能性も残

されていることを鑑みると、棟持柱は基本的に両側

に設置されるものであったと思われる。

以上から、梁行１間、桁行２・３間の長方形の平

面形をベースとして、その両側の妻側に独立棟持柱

を配するのが、小牧南遺跡における縄文時代中期の

掘立柱建物における基本的な方向性であったと考え

られる。これまでに、中期の掘立柱建物には棟持柱

をもつものが少ないという指摘もあったが２）、小牧

南遺跡の掘立柱建物の様相は、それとは異なる傾向

の関わる廃棄行為について」『考古学ジャーナル』№578

ニューサイエンス社

10）金井1997

11）ただし、小牧南遺跡のものより大型の礫が多いようであ

る。田代孝1989「縄文時代の丸石について」『山梨考古学論

集Ⅱ』 山梨県考古学協会、櫛原功一2011「石囲炉の象徴

性」『帝京大学山梨文化財研究所研究報告』第15集 帝京大

学山梨文化財研究所

第２節 縄文時代掘立柱建物の特徴と系譜

（１）掘立柱建物の特徴

第271図 掘立柱建物の分類
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を示すものといえる。

柱穴 柱穴は、古墳時代の建物に比べて大きく、柱

痕もかなりの径がある。柱穴内から検出された炭化

物の樹種同定ではクリが同定されており、クリの中

径木が使用されていた可能性が高い。

注目されるのは、柱穴埋土である。柱を据えた際

の裏込めにあたる土層が複数の柱穴において確認で

きるが、大型の柱穴では細かい単位で水平に土を入

れており、版築状になっているものが見受けられる

（ＳＢ276Ｐ２、ＳＢ285Ｐ７、ＳＢ292Ｐ１など）。

そして、柱痕ないし柱の抜き取り痕跡が確認できる

柱穴では、ほぼすべてにおいて、最下層に整地土と

思われる薄い土層が認められる。

掘立柱建物を建てるにあたって柱を強固に据えよ

うとした意識が窺われるとともに、複数の掘立柱建

物でこうした土層の状況が確認できることから、柱

の据え方には一定の方法が存在し共有されていたこ

とが推測される３）。

鈴山遺跡 伊勢地域で縄文時代中期後葉～末葉の掘

立柱建物が検出されている遺跡は、今のところ小牧

南遺跡の西方約７㎞に位置する菰野町鈴山遺跡のみ

である４）。この遺跡については、地理的に近接して

いるだけではなく、掘立柱建物の時期も小牧南遺跡

とほぼ同時期かやや先行するとみられる。したがっ

て、小牧南遺跡の掘立柱建物の位置づけを考える上

で、比較検討は欠かせないだろう。

鈴山遺跡で検出された掘立柱建物は６棟である。

いずれも棟持柱を持たないものとして報告されてい

るが、詳細に検討すると、ＳＢ85・86・89について

は、梁行ラインの中央やや外側に出土遺物などから

縄文時代の遺構と思われるピットが存在する（第272

図）。建物の本体を構成する柱穴に比べて小規模で

あるために建物とは別のピットとされたが５）、小牧

南遺跡の事例を踏まえれば、これらも棟持柱の柱穴

と考えうるだろう。

そうみると、鈴山遺跡の掘立柱建物には小牧南遺

跡における分類のⅠ類だけでなくⅡ類も存在してい

たと考えることが可能であり、小牧南遺跡と同様に、

形態にはバリエーションがあったと推定できる。そ

して、棟持柱は側柱よりも柱穴が小さく、梁行ライ

ンからあまり外側へ突出しない点には、小牧南遺跡

のⅡ類と構造上の共通性を窺うこともできる。

ただし、鈴山遺跡の棟持柱をもつ掘立柱建物がい

ずれもⅡＢ類とみられる点は、ⅡＡ類が多い小牧南

遺跡とはやや異なるかもしれない。

美濃地域 伊勢地域に近接する地域では、尾張地域

や近江地域においては縄文時代中期後葉～末葉の掘

立柱建物は確認されていないようであるが６）、美濃

地域中西部には当該期の掘立柱建物が検出された遺

跡が複数存在している。岐阜県揖斐川町櫨原村平遺

跡７）、塚奥山遺跡８）、各務原市炉畑遺跡９）、関市塚

原遺跡10）、大杉西遺跡11） などが挙げられる。

これらの遺跡で検出された掘立柱建物には、大杉

西遺跡で検出された棟持柱を両側にもつⅡＡ類に近

い建物もあるが、ほとんどは平面形が長方形のⅠ類

である。最も多数の掘立柱建物が検出されている塚

原遺跡でも、いずれも棟持柱をもたないものとして

報告されている。

しかしながら、詳細にみると、塚原遺跡の掘立柱

建物には、側柱より小さな柱穴と思われるピットが

棟持柱が想定される位置で確認できるものが多くみ

られる。また、櫨原村平遺跡でも、棟持柱とも考え

られるピットが付近に存在するものが認められる

（第273図）。

第272図 鈴山遺跡掘立柱建物復元案（1/200）

（２）近隣の掘立柱建物との比較
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検証は困難であるものの、美濃地域においても、

側柱よりも小型の柱穴を伴う棟持柱を有する、小牧

南遺跡のⅡ類に類する掘立柱建物がかなり存在して

いた可能性も考えられるのではなかろうか。

美濃地域中西部では、この他に特殊なものとして、

櫨原村平遺跡ＳＨ８のような大型の総柱式の掘立柱

建物が確認されている。

近隣地域との類似性 以上のように、小牧南遺跡の

掘立柱建物の形態や様相は、近隣の鈴山遺跡と共通

する点が認められる。また、美濃地域中西部の事例

とも共通性を認めうる可能性が高い。

これらの遺跡・地域の縄文時代中期後葉～末葉の

掘立柱建物の平面形をより詳細に比較してみても

（第274図）12）、梁行（短辺）の長さは３～４ｍの間

に集中し、かなり共通性が高い。桁行（長辺）の長

さにはややばらつきはあるものの、５～６ｍ、７ｍ

前後、８～９ｍといった大きなまとまりがあり、や

はり類似した規模のものがあることが窺われる。

こうした共通性からみると、小牧南遺跡や鈴山遺

跡の掘立柱建物は、美濃地域中西部の掘立柱建物と

何らかの関係があったと考えてよいだろう。

伊勢地域を含む伊勢湾沿岸地域では、縄文時代中

期の掘立柱建物は普遍的なものとはいい難い。美濃

地域中西部においても前節でみた程度で確認例は少

ない。また、伊勢地域では縄文時代中期中葉以前に

遡る掘立柱建物の検出例も認められない。こうした

第273図 掘立柱建物の平面形比較

（３）掘立柱建物の系譜
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ことから、伊勢地域や美濃地域中西部の掘立柱建物

は、中期後葉～末葉における地域間交流の影響下で

構築されたと考えられよう。

波及経路の候補 当該期には、北陸地方や甲信地方、

関東地方、東北地方など、東日本各地で掘立柱建物

が多数確認されている。

尾張地域や近江地域では当該期の掘立柱建物が未

確認であることや、土器・黒曜石等の様相を踏まえ

れば、美濃地域中西部・伊勢地域への波及経路とし

ては、越中・加賀地域あるいは信濃地域北部から飛

騨地域を経る経路や、信濃地域南部から木曽川流域

を経る経路、あるいは越前地域から越美山地を越え

て美濃地域中西部に至る経路などが考えうる。

ただ、現状における美濃地域中西部での縄文時代

中期後葉～末葉の掘立柱建物検出遺跡の位置をみる

と、木曽川流域に位置するのは炉畑遺跡のみで、他

の遺跡は長良川・揖斐川流域に位置する。信濃地域

に接した美濃地域東部の木曽川流域では、中期の掘

立柱建物は管見の限り確認されていない13）。

また、北陸地方でも加賀・越前地域では縄文時代

中期後葉～末葉の掘立柱建物の検出例はあまりない

ようである14）。

こうしたことを踏まえると、越中地域あるいは信

濃地域北部から飛騨地域を介した経路の可能性が高

くなるように思われる。実際、飛騨地域においては

上岩野遺跡において時期不詳ながら中期後葉～末葉

の可能性がある掘立柱建物が検出されており15）、う

ち１棟はⅡＡ類に該当する（第273図）。この建物は、

棟持柱の柱穴が側柱に比べて小さい。

信濃地域との相違点 これ以上の詳細な波及経路の

推定は困難であるが、やはり中期後葉～末葉の掘立

柱建物の検出数が非常に多い信濃地域からの影響は

考慮しておくべきだろう。

信濃地域では、北部から南部まで、かなり広い範

囲で当該期の掘立柱建物が多数検出されている。そ

の中には、美濃地域中西部・伊勢地域と同じく平面

形が長方形のⅠ類と棟持柱をもつⅡ類が併存してい

る。Ⅱ類には、棟持柱の柱穴が側柱のものより小さ

いものが認められる。

ただ、全体としてみれば、相違点もあるように思

われる（第273図）16）。まず、Ⅰ類については、梁

行が狭く平面形が非常に長細い長方形を呈するもの

や、正方形に近い平面形を呈するものが多く存在す

る。美濃地域中西部や伊勢地域では大杉西遺跡ＳＨ

３など例外はあるものの梁行の幅は３～４ｍほどの

比較的幅がある長方形が基調で（第274図）、信濃地

域の状況と明らかに異なる。

また、Ⅱ類についてはⅠ類に比べると数が少なく、

ほぼⅡＡ類で占められている。そして、棟持柱がか

なり外側に離れて位置するものや17）、棟持柱の柱穴

が側柱と遜色ない大きさのしっかりした柱穴を掘っ

ているものも認められる。棟持柱の位置や柱穴規模

については、柱の機能ひいては上屋構造とも関わる

可能性があり18）、留意しておくべき差異と思われる。

そして、柱穴の規模や埋土についても差異を認め

うる。信濃地域の掘立柱建物の柱穴は、小牧南遺跡

や鈴山遺跡と比べると小型のものが目立つ。柱穴埋

土については、版築状に細かく施されている事例は、

大型の柱穴であってもあまり目に付かない。埋土の

状況が判明している事例が少ないことも関係してい

るかもしれないが、柱の据え方に関する差異があっ

第274図 掘立柱建物の規模の比較
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た可能性もあろう。

以上からは、信濃地域から掘立柱建物が波及した

と仮定した場合でも、伊勢地域へ直接的に掘立柱建

物に関する情報がもたらされたのではなく、飛騨地

域あるいは美濃地域中西部における何らかの変容等

を経て、伊勢地域へと波及したと考えておくのが妥

当だろうか。掘立柱建物に関する情報は、地域間交

流の連鎖によって波及したものと考えておきたい。

註

１）上屋構造は不明であるが、位置や柱穴が小さいなどの理

由により、独立棟持柱としておく。ただし、平面形は多角

形として示す。第Ⅳ章第１節註８参照。

２）石井寛1995「縄文時代掘立柱建物址に関する諸議論」『帝

京大学山梨文化財研究所研究報告』第６集 帝京大学山梨

文化財研究所

３）北陸地方の縄文時代中・後期の掘立柱建物などでもこうし

た版築状の柱穴埋土が確認されており、柱を立てる方法が広

く共通していた可能性もあろう。駒形敏朗2006「新潟県長岡

市岩野原遺跡の掘立柱建物跡―縄文時代の掘立柱建物跡の検

討に向けて―」『考古学の諸相Ⅱ』 坂詰秀一先生古稀記念会、

堀沢祐一1996「北代加茂下Ⅲ遺跡の縄文時代の掘立柱建物に

ついて」『富山市考古資料館報』№30 富山市考古資料館

４）三重県埋蔵文化財センター2018『鈴山遺跡（第２・３次）

発掘調査報告』

５）調査担当者のご教示による。

６）伊藤正人2003「愛知県における縄文集落研究の現段階」『関

西縄文時代の集落・墓地と生業』関西縄文論集１ 六一書房

７）（財）岐阜県教育文化財団文化財保護センター2007『櫨原

村平遺跡』

８）（財）岐阜県教育文化財団文化財保護センター2007『塚奥

山遺跡』

９）各務原市教育委員会2018『炉畑遺跡Ｃ地区（三ツ池遺跡）

発掘調査報告書』

10）関市教育委員会1989『塚原遺跡・塚原古墳群』

11）（財）岐阜県教育文化財団文化財保護センター2006『大杉

西遺跡』

12）第274図では、棟持柱部分を除き、側柱を結ぶ方形のライ

ンを比較した。図示した方形ラインは、各遺跡の報告書の

平面図に示されたラインを基本として、なるべく多くの柱

穴の中心近くを通るような方形を描いたものである。なお、

多角形を呈する小牧南遺跡ＳＢ280はこの図に入れていない。

13）春日井恒・長谷川幸志2003「岐阜県美濃地方における縄

文時代建物遺構の変遷」『関西縄文時代の集落・墓地と生業』

関西縄文論集１ 六一書房

14）新出直典2010「石川県における縄文時代建物遺構の変遷」

『立命館大学考古学論集Ⅴ』 立命館大学考古学論集刊行会

15）（財）岐阜県教育文化財団文化財保護センター2005『上岩

野遺跡』

16）例として、長野県茅野市塩之目尻遺跡の例を示した。信濃

地域においても掘立柱建物には多様性が認められるようで、

これが代表例とはできないかもしれないが、大凡の特徴は示

していると思われる。茅野市教育委員会2006『塩之目尻遺跡』

17）こうした特徴をもつ掘立柱建物は、信濃地域では後期に

入ってから顕在化するようであり、後期に下るものが含ま

れている可能性もある。

18）梁行ラインから外方に突出して立てられた柱が側柱と遜色

ない柱穴を有する場合、側柱と同様の荷重を受けるものであっ

たとも考えられ、棟持柱ではなく多角形建物の一隅である可

能性が出てくる。また、柱穴が小さい場合は棟持柱と考えら

れようが、梁行ラインからの突出が大きい場合は独立棟持柱、

小さい場合は近接棟持柱の可能性が考えられ、屋根構造の差

異とも関わるだろう。宮本長二郎1998「掘立柱建物の出現と

展開」『先史日本の住居とその周辺』 同成社

小牧南遺跡では伊勢地域北部において基準資料と

なりうるような充実した縄文土器の資料群が出土し

たが、本報告では体系的な整理と、それを踏まえた

報告を十分に行うことができていない。

そこで、それに代えて、出土量が多い有文深鉢に

ついて、遺存状態が良好なものを中心とした大まか

な分類を提示し１）、少しでも出土縄文土器全体の様

相が把握できるようにしたい。そして、特徴的な点

についても簡単に触れておきたい。

Ⅰ類 器形としては、口縁部が緩やかに内湾するも

のが主体で、頸部の括れが比較的明瞭であるなど、

キャリパー形に近い器形を呈する。波状口縁のもの

第３節 縄文土器の様相

（１）有文深鉢の分類
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が多いが、平口縁のものもある。13・30・31・36～

39・49・227・282・440などが該当する。

文様は、大きく口縁部と体部に分かれる。頸部に

横位の隆帯や沈線による連弧文等を施して口縁部と

体部とを明瞭に区分するものと（13・30・36・37な

ど）、そうした区分が認められないものがある（31・

39・282など）。

口縁部には、基本的に太い沈線で主文となる渦巻

文を描く。主文が円形の区画文となったものもある

（38・285など）。主文間には楕円形や隅丸方形の区

画文を配し、明瞭な口縁部文様帯を形成する。区画

文内は斜行沈線や条線で充填されるものが多い。わ

ずかに縄文や刺突文で充填されるものもある。

主文となる渦巻文と区画文は、連続する沈線によっ

て一体的に描かれるものが目立つ。中には、渦巻文

が崩れ、区画文との一体化が進んだとみられるもの

もみられる（39・49など）。また、隆帯によって渦

巻文や区画文を描いたものもあるが（227など）、ご

く少数である。

体部は縦方向の文様構成となり、太い多条並行沈

線や、隆帯や沈線による矢羽根状文が施されること

が多い。わずかに蛇行沈線も認められる。

地文は無文もしくは条線のものが多く、縄文を施

しているものは少ない。

なお、文様構成はⅠ類とほぼ同じで、大きく口縁

部と体部に分けて太い沈線による文様が施されてい

るが、口縁部の文様構成がかなり崩れ、主文や区画

文が不明瞭となっているものが少数存在する。50・

51などが該当する。

これらは、口縁部が直線的に外方へ開くか直立気

味に立ち上がり、頸部の括れが弱いなど、Ⅰ類と若

干器形も異なる可能性があり、Ⅰ’類として区分し

ておきたい２）。

Ⅱ類 Ⅰ類と同様の器形であるが、基本的に平口縁

で口縁部文様帯は単純化されており、加飾傾向が弱

い。483・485などが該当する。252も加えられるか

もしれない。

体部は基本的に無文となるものと思われる。縄文

や条線なども認められない。文様の点においてⅠ類

とは全体的な雰囲気がかなり異なっているため、Ⅱ

類として区分しておく。

Ⅲ類 頸部の括れが弱いか、ほとんど括れないバケ

ツ状の器形を呈する。口縁部が大波状口縁となる点

が最大の特徴である。75～88・294などが該当する。

大波状部には、波頂部の側面を肥厚させて面を作

り、文様帯とするものや（74・82など）、波頂部の

側面に顕著な面を作らず文様も施さないもの（75・

77・87など）、波頂部が筒状となるもの（84）など、

いくつかのバリエーションがある。ただし、大波状

部の文様は、中央に縦位の蛇行沈線やＳ字状文を描

き、その両側にＵ字状あるいは三日月形の区画を描

くものが基本となっている。

体部は遺存するものが少ないが、縦方向の文様構

成となり、太い沈線によるＨ字形・逆Ｕ字形の文様

を描くものや（87）、条線で充填した方形の区画文

を配するものがみられる（88）。

地文には縄文を施すものが多い。条線も用いられ

ている。

Ⅳ類 器形としては、頸部が明瞭に括れ、口縁部は

直線的に外方へ開く。基本的に平口縁で、体部は比

較的強く張る。４・14・15・89・91などが該当する。

頸部に横位の隆帯を貼り付けて口縁部と体部を区

別し、口縁部は無文となるものが多いと思われるが、

口縁端部に列点文を施すものがある（89）。また、

頸部に縦位の橋状把手が付くものがみられる（89）。

体部は縦方向の文様構成となり、隆帯や沈線によ

る矢羽根状文が施されるか、あるいは沈線によって

区画文状に画し、その内部を条線で充填する。橋状

把手には、沈線でＳ字状の双頭渦文などを描くもの

が認められる。

Ⅴ類 頸部の括れが比較的弱く、また、口縁部が内

湾せずバケツ状に近い器形を呈するものが多いが、

ややバリエーションがある。94・95・242・243など

が該当する。

文様構成は口縁部と体部に分かれておらず、全体

的に縦位の文様構成となる。口縁端部に刺突を加え

ているものもみられる（95・243）。文様は太い沈線

によるものが主体で、多条並行沈線や蛇行沈線が施

されるものがある（94・243）。また、全体に縄文や

条線のみを施すものもあるが（95・242）、これらに

ついては無文深鉢系のものとして、沈線による文様

とは分けて考えるべきかもしれない。ただし、いず
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れにしても文様が簡素化されているような印象であ

る。

Ⅵ類 全形が明らかなものがないが、キャリパー形

に近い器形を呈すると思われる。器壁が薄く焼成が

堅緻な点が特徴的である。408・631・632などが該

当する。

口縁部文様帯は明瞭ではない。沈線と縄文を用い

た充填縄文によって文様を描く点で、Ⅰ～Ⅴ類と大

きく異なる。文様帯は基本的に横位に流れ、一部で

沈線の端部が入り組んでいる。

Ⅰ類 有文深鉢のうちⅠ類は、器形や文様などから

みて、東海地方西部の取組式や島崎Ⅲ式、山の神式

等との関係で捉えられる要素がかなりみられる。

口縁部文様帯が明確に形成され、主文・区画文が

比較的はっきりしている点や、主文が渦巻文ではな

く円形区画文となっているものが少数認められる点、

口縁部・体部ともに文様が沈線主体となっている点

などからは、島崎Ⅲ式や山の神Ⅰ式に併行する時期

のものが中心と考えられる３）４）。ただし、隆帯で文

様を描くなど、取組式期に遡るとみられるものも少

数存在する。

Ⅰ’類については、Ⅰ類よりも口縁部文様帯の文

様構成に崩れがあるとみれば、新しい傾向をもつと

いえよう。ただし、Ⅰ類と時期的懸隔があるもので

はなく、山の神Ⅰ式期の中で把握できる。

Ⅱ類 Ⅱ類は出土点数が少なく、また全形が復元で

きる資料もほぼないため、位置づけが困難である。

最も遺存状況が良好なＳＫ341出土の483を取り上

げてみると、地文の有無などに違いはあるものの、

滋賀県竜ヶ崎Ａ遺跡に器形や口縁部直下の太い一条

の沈線、そしてその下の波状文状の多条連弧文など、

いくつかの特徴が共通する有文深鉢が存在する５）。

これについては、北白川Ｃ式古段階として把握され

ている６）。

また、文様構成は異なるが、松阪市堀ノ内遺跡Ｃ

地区出土の有文深鉢にも、器形や口縁部直下の太い

一条の直線、無文の体部など、やや類似する個体が

認められる７）。報告では主文が円形文となることか

ら山の神Ⅰ式期としているが、伊勢地域では特異な

もので近畿地方の星田式と関係するとして、中期末

葉でも古い段階に位置づける意見もある８）。この他、

連弧文土器との関係で捉えるならば、やはり中期末

葉でも古い段階に相当する可能性があろうか９）。

こうした事例を参照すると、Ⅱ類は小牧南遺跡出

土縄文土器の中では古く位置づけられるものとも考

えられる。

Ⅲ類 Ⅲ類は、近畿地方を中心とする北白川Ｃ式の

深鉢Ｃ類10）に該当する。北白川Ｃ式でも、新段階に

相当する段階のものが主体と思われる11）。

器形などに北白川Ｃ式の特徴を示し、文様の点に

おいてもⅠ・Ⅱ・Ⅳ類に比べて縄文の施文傾向がか

なり強い点は特徴的である。伊勢地域北部では伊勢

地域の中でも特に縄文の施文率が低いことが指摘さ

れており12）、小牧南遺跡でもその傾向が認められる

が、Ⅲ類に関しては例外的といえる13）。搬入品の存

在については確認できておらず、器形や文様構成に

も当該地域の地域色とされる要素を認めうるが14）、

縄文施文の様相からは、地域外からの強い影響下に

ある可能性も考えられよう。大波状部の文様構成の

共通性が高い点や、ＳＨ191のように特定の遺構か

ら多数出土する傾向があるように見受けられる点と

も、何らかの関係があるかもしれない。

Ⅳ類 Ⅳ類は、東海地方西部の土器型式に認められ

るものである15）。伊勢地域では多くの遺跡で出土例

があり、普遍的なものといえるだろう。器形にはや

や多様性が窺われるが、頸部に縦位の幅広の把手を

貼り付け、把手上にＳ字状の双頭渦文を描くものな

どは（89）、他の遺跡出土のものと共通する特徴を

明確に有している。

時期的には、島崎Ⅲ式から山の神Ⅰ式にかけてを

中心とすると思われる。

Ⅴ類 Ⅴ類は、Ⅰ～Ⅳ類とは異なる施文傾向を有す

るといえる。多条並行沈線のみ、あるいは縄文や条

線のみのものなど、やや雑多なものを含むため、全

体としての位置づけは困難である。

沈線によって文様を描くものに限れば、口縁部文

様帯が消失しているとみられることなどから、山の

神Ⅰ式期頃のものと考えておきたい。

Ⅵ類 Ⅵ類は、Ⅰ～Ⅴ類とは異質なもので、時期が

異なる可能性が高い。文様からは近畿地方の中津式

（２）有文深鉢各類の位置づけ
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との関係が窺われ、後期初頭のものと考えられる。

ただし、量的には非常に少なく、可能性があるも

のを含めても数個体程度と思われる。

伊勢地域北部における共通性 前節でみたように、

小牧南遺跡の縄文土器は、東海地方西部の島崎Ⅲ式

から山の神Ⅰ式に併行する時期を主体とし、その前

後の土器を若干含むと考えられる。

その内容は、大きくみれば東海地方西部の土器型

式の範疇にあり、そこに有文深鉢Ⅲ類としたものを

中心に、近畿地方の北白川Ｃ式との関係が窺われる

ものが一定量含まれる16）。

こうした様相は、全体的には同時期の伊勢地域北

部の遺跡と類似しており、特に、地理的にも時期的

にも近い、いなべ市川向遺跡17）や東員町村前遺跡18）

などとは、かなりの共通性が認められよう。

川向遺跡のⅡＤ５集石出土土器をみると、小牧南

遺跡の有文深鉢Ⅰ・Ⅲ～Ⅴ類を含み、また、Ⅲ類に

は大波状部の文様構成や、頸部の多条連弧文など、

共通する要素がみられる。

また、小牧南遺跡のＳＨ147では、全体に器形が

縦長で体部の張りが比較的弱く、頸部に大きく蛇行

する横位の隆帯を貼り付ける、Ⅳ類の中でも特徴的

な個体が出土しているが（４）、これとほぼ同じも

のが川向遺跡ⅡＡ３集石や村前遺跡ＳＫ69で出土し

ていることも注目される。

小牧南遺跡の様相が明らかになったことによって、

伊勢地域北部における共通性及び地域色が、全体的

に明瞭化してきたといえよう。

伊勢地域における地域差 こうした伊勢地域北部の

様相と比べると、伊勢地域中・南部の同時期の有文

深鉢には、北白川Ｃ式といった近畿地方の土器様式

との親縁性がより濃くみられる。この点については、

島崎Ⅲ式から山の神式にかけての時期において以前

から指摘されてきたが19）、小牧南遺跡をはじめ菰野

町鈴山遺跡20）や川向遺跡、村前遺跡など伊勢地域北

部で良好な資料が増加した中で、改めて確認できる。

伊勢地域北部と中・南部の土器様相の差異は、北

白川Ｃ式との関係以外にもいくつか挙げられよう。

例えば、東海地方西部的な有文深鉢Ⅳ類は伊勢地域

中・南部でも一定数認められ、この点では伊勢地域

北部との間に共通性が看取されるものの、やはり伊

勢地域北部の方が数が多く、典型的な個体も目立つ

ように思われる。

また、詳細にみれば、先にも述べたように伊勢地

域北部では伊勢地域中・南部より縄文の施文率が低

く、それは小牧南遺跡でも有文深鉢Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ類に

おいて顕著に認められ、Ⅲ類と対照をなす。

そして、小牧南遺跡の有文深鉢Ⅰ類には区画文内

を充填する文様として刺突文はほとんど用いられて

いないが、伊勢地域中・南部ではやや多く用いられ

ているようにも思われる。

有文深鉢以外の特徴 有文深鉢以外にも、小牧南遺

跡の縄文土器にはいくつかの特徴が認められる。

まず、台付深鉢が多数存在する点が注意される。

この時期、台付深鉢が組成に含まれることは東海地

方西部では一般的であるが、小牧南遺跡ではかなり

個体数が多いように思われる。一つの特徴として注

意しておきたい。

また、台形土器が確実に存在しているが、この器

種は東日本を中心に分布するもので、遺跡によって

偏在性があり、土器製作に関わるものとする説もあ

る21）。こうしたものが含まれる点は、伊勢地域北部

の土器型式の影響関係等を考える上で重要だろう。

そして、壺といえるような器形のものが存在する

点も注目される（582）。こうした器形のものは他地

域からの影響の下に出現するものと考えられる22）。

これら以外にも、小牧南遺跡の縄文土器には特徴

的な点がいくつか存在する。伊勢地域では縄文時代

中期末葉の土器がまとまって出土した事例が増加し

つつあるが、今後、そうした資料との対比を通じて、

伊勢地域の土器型式の特徴や、地域差、他地域との

影響関係等について、詳細に検討していくことが必

要だろう。

（３）特徴

註

１）小片も含めれば、さらに多様な器形・文様のものが存在

する可能性が高いが、断片的な情報によって分類を煩雑化

し、土器群の全体像を不明瞭にすることを避けるため、こ

こでは割愛した。

２）Ⅰ類とした49も、渦巻文間の区画文が横位の多条並行沈
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線となっている点で、Ⅰ’類に近いものである。

３）田村陽一2008「三重県の中期末土器出土遺跡集成の概要」

『関西の縄文中期末土器』第９回関西縄文文化研究会資料集

関西縄文文化研究会、増子康真1969「木曽川下流域の縄

文中期後半期土器について」『古代学研究』第54号 古代学

研究会、増子康眞1992「名古屋市瑞穂遺跡ＳＢ１の縄文中

期末土器―山の神式土器の検討―」『縄文時代』第３号 縄

文時代文化研究会

４）纐纈茂・髙橋健太郎による編年では、４期（新）・５期

（古）に相当する。纐纈茂・髙橋健太郎2008「中富式・神明

式土器」『総覧縄文土器』 株式会社アム・プロモーション

５）滋賀県教育委員会・（財）滋賀県文化財保護協会2006

『竜ヶ崎Ａ遺跡』

６）冨井眞2008「北白川Ｃ式土器」『総覧縄文土器』 株式会

社アム・プロモーション

７）報告書の第８図24の個体。なお、他に小片ながら口縁部

直下に多条の連弧文を描いたと思われる個体もあり（報告

書の第９図32～33）、これらについては山の神Ⅱ式期としつ

つも、中富式・咲畑式など取組式以前の型式からの系譜と

して捉えられる可能性が示されている。三重県教育委員会・

三重県埋蔵文化財センター1991『近畿自動車道（久居～勢

和）埋蔵文化財発掘調査報告』第３分冊８

８）石田由紀子2017「三重県内の中期末土器について」『三重

県における縄文時代中期末』東海縄文研究会第13回研究会

東海縄文研究会

９）永瀬史人2008「連弧文土器」『総覧縄文土器』 株式会社

アム・プロモーション

10）泉拓良・家根祥多・玉田芳英1985「土器」『京都大学埋蔵

文化財調査報告Ⅲ』 京都大学埋蔵文化財研究センター

11）冨井2008

12）石田2017

13）Ⅲ類の中でも大波状部に楕円形区画文を配し、体部には

沈線による矢羽根状文を施すなど、Ⅰ類との親和性が高い

とみられるものには（75）、縄文は施文されていない。

14）Ｓ字状渦巻文を中心に弧状線文を左右に展開する文様構

成や、口縁部の屈曲があまり顕著でない点は、伊勢地域北

部の地域色の可能性が指摘されている。春日井恒1993「中

期土器の編年的位置付け」『川向遺跡発掘調査報告』 北勢

町教育委員会

15）石田由紀子による分類の３類に相当する。石田2017

16）小牧南遺跡における土器の様相としたが、土器の出土量

が突出して多いＳＨ191の様相が大きく反映されるものとなっ

ている。

17）北勢町教育委員会1993『川向遺跡発掘調査報告』

18）東員町教育委員会1993『村前遺跡発掘調査報告』

19）泉拓良1982「西日本縄文土器再考―近畿地方縄文中期後

半を中心に―」『考古学論考』 小林行雄博士古稀記念論文

集刊行委員会

20）三重県埋蔵文化財センター2018『鈴山遺跡（第２・３次）

発掘調査報告』

21）室伏徹2008「台形土器」『総覧縄文土器』 株式会社アム・

プロモーション

22）纐纈・髙橋2008

形成時期 古墳時代の遺構は、竪穴建物を中心に多

く検出されている。それらの遺構から出土した土器

の中には、一部に弥生時代終末期に遡りうるものが

存在するが、遺構単位でみていくと、確実に弥生時

代終末期に位置づけられる土器群は認め難い。ＳＨ

338出土土器などは、Ｓ字状口縁甕が赤塚次郎によ

る分類のＡ類１）で占められる点や、有稜高坏の坏部

が深く、また脚部がやや高く明瞭に内湾するなどの

点が弥生時代終末期的な様相を示しており、若干古

く位置づけられようが、1888のような口縁部の加飾

が著しいパレススタイル壺が存在する点や、壺や高

坏の中にヨコミガキを施すものが認められる点など

から、土器群全体としては古墳時代前期初頭の早い

段階に位置づけることが適当だろう。同様の時期に

位置づけられる遺構は他にも複数認められる。小牧

南遺跡の古墳時代集落は、弥生時代終末期でも終わ

り頃から古墳時代前期初頭の早い段階にかけて形成

されたと考えられる２）。

伊勢地域では、弥生時代後期後葉～終末期に雲出

川下流域で複数の集落が近接して存在する集落群が

形成されたり３）、四日市市山奥遺跡４）や鈴鹿市磐城

山遺跡５）、松阪市草山遺跡６）のような比較的規模の

第４節 古墳時代の集落の変遷と構造

（１）消長



―429―

第275図 古墳時代遺構変遷図①
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第276図 古墳時代遺構変遷図②
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大きな集落が複数形成されることが知られているが、

いずれも古墳時代前期初頭には縮小し、集落の存在

が希薄になっていく７）。こうした現象については、

大きな社会変化との関係が窺われながらも、当該期

の集落の様相が明らかにできなかったため、土器編

年や年代幅の問題などが大きく関与している可能性

も否定できず、評価が困難な部分があった。

しかしながら、小牧南遺跡において古墳時代前期

初頭に形成された集落の存在が明確となり、この時

期に集落の移動や分散化を伴うような動向があった

ことが裏付けられたといえよう。

消長 集落の形成開始後、古墳時代前期初頭を通じ

て集落は盛行しており、検出された竪穴建物のほと

んどが前期初頭に位置づけられる（第275図）。50棟

以上の竪穴建物が確認されており、前期初頭が小牧

南遺跡の古墳時代集落の中心的な時期といえる。

そして古墳時代前期前葉になると、一気に集落の

規模が縮小する（第275図）。前期前葉～中葉に位置

づけられる竪穴建物は、確実なものは３棟に過ぎな

い。その他に８棟程度、古墳時代前期初頭～前葉に

位置づけられる竪穴建物が存在するが、これらは出

土土器から詳細な時期の判断が困難なもので、実際

に前期前葉に下るものはごく少数だろう。また、出

土土器には前期中葉に位置づけられる可能性がある

ものが散見されるが、遺構としては前期中葉に確実

に位置づけられるものは認め難い。集落は前期中葉

まで存続した可能性があるが、当該期にはほぼ解体

していたと考えられる。

その後、古墳時代前期後葉には再び集落の形成が

認められる（第276図）。建て替えられたものを含

めて４棟の竪穴建物が検出されている。再び集落が

形成されたものの、規模的には前期前葉とそれほど

変わらない。

古墳時代中期の遺構は、今回の調査においては確

認されなかった。中期前葉に位置づけられる可能性

がある土器もわずかにみられるが、基本的に小牧南

遺跡では古墳時代中期は集落の空白期になっている

と考えられる。

古墳時代後期になると、再び集落の形成が確認で

きる（第276図）。８棟の竪穴建物が検出されており、

いずれも古墳時代後期後葉に位置づけられる。ＳＨ

148がやや時期的に遡る可能性があるものの、後期

後葉の限られた時期に小規模な集落が営まれたもの

と考えられる。そして、その後は現代に至るまで、

今回の調査地において集落が形成されることはなかっ

た。

以上のように、小牧南遺跡の古墳時代の集落は、

古墳時代前期初頭、前期前葉～中葉、前期後葉、後

期後葉の大きく４時期に分けて把握できる。

最も規模が大きい古墳時代前期初頭の集落の構造

について、詳細にみていきたい。先にも触れたが、

これまで伊勢地域の当該期の集落については良好な

調査事例が僅少で、様相が不明な部分が多かった。

したがって、小牧南遺跡の集落は注目すべき事例と

思われる。

集落の規模と展開 さて、小牧南遺跡の当該期の集

落の構造を考えるにあたってまず問題となるのは、

その共時的な景観であろう。

多くの建物が検出されているが、これらは前期初

頭を通じて累積したもので、一時期に並存した建物

を明確にする手がかりは乏しい。

ただし、古墳時代前期初頭の集落盛行期の時間幅

は長く見積もっても50年を超えることはないと考え

られ８）、竪穴建物の耐用年数を短くみて10年と見積

もれば９）、少なくとも当該期に同時に存在した竪穴

建物は、平均して10棟以上となる。竪穴建物の重複

からみても、かなり建物同士が重なる箇所で４棟程

度の重複が確認できるため、集落に４段階程度の変

遷があったと仮定すれば、やはり平均して10棟以上

の竪穴建物が並存したとみることができよう。

このように、古墳時代前期初頭の集落は、平均す

れば十数棟の竪穴建物で構成されるような規模のも

ので、数十年にわたって存続したと考えられるが、

時期によって建物が建てられる場所は少しずつ変化

していたようである。

出土土器にやや古い様相が認められる竪穴建物に

は、ＳＨ187・189・198・243・246・338・349など

がある。ＳＨ299・347なども該当しようか。これら

の竪穴建物は、いずれも集落の西半に位置している。

また、ＳＫ328・334などの土坑出土の土器にも古い

（２）古墳時代前期初頭の集落構造
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様相が認められるが、これらの土坑もやはり西半に

位置する。これを踏まえれば、小牧南遺跡の集落は

当初西半部で形成が始まり、その後、東側などへ展

開したと推定される。

掘立柱建物の位置 掘立柱建物については、帰属時

期が明確ではないため、出土土器等を参考にその多

くを前期初頭のものとして報告した。ただ、その中

には前期前葉以降に下るものが含まれている可能性

もあり、また、削平された竪穴建物の柱穴の可能性

があるものも含まれる。

したがって、掘立柱建物について詳細に評価する

ことは困難であるが、集落規模や建て替え等を考慮

すると、少なくとも前期初頭には集落内に１～３棟

程度の掘立柱建物が存在したと思われる。

そして、それらは竪穴建物群の周囲に近接して配

されていた可能性が高い。

建物の規模と位置 古墳時代前期初頭の竪穴建物の

規模をみてみると（第277図）、長軸７～7.5ｍあた

りに明確な規模の断絶がみられる。したがって、長

軸7.5ｍ以上の大きさの建物を、大型の建物として

抽出することができる。

それ以外の建物の規模の区分は明瞭ではないが、

多くの建物は長軸５～6.5ｍの間に位置しており、

これらが一般的な規模の竪穴建物といえる。そして、

長軸6.5～７ｍのものが少数存在し、これらが大型

建物に準じる規模のものとみられる。一方、長軸５

ｍ以下のものは少なく、長軸４ｍ以下のものは認め

られない。

このようにみると、小牧南遺跡の古墳時代前期初

頭の集落を構成する竪穴建物は、長軸7.5ｍ以上の

大型建物、長軸6.5～７ｍの準大型建物、長軸５～

6.5ｍの中型建物、長軸５ｍ以下の小型建物に区分

が可能であろう。

この中で、最も明瞭に区別できるのは大型建物で

あるが、それらはいずれも調査区東部に位置する。

特に、ＳＨ195・201の２棟は他の竪穴建物群からや

や離れており、周囲には小型建物１棟と、掘立柱建

物４棟が存在するのみである10）。ＳＨ195について

は遺構の検出状況等に問題が残るものの、少なくと

もＳＨ201については他の建物とは空間的に区分さ

れていた可能性が高い。そして、付近の小型建物は

大型建物に付属するような性格のものとも考えられ

よう。

他の大型建物ＳＨ190・211・214は、中小規模の

竪穴建物と位置的に区分されている様子は認められ

ず、逆に竪穴建物が特に集中する箇所に位置してい

る点が特徴的である。このことは、大型建物を中心

に建物が集まっていたことを示し、大型建物の存在

が中小規模の建物の配置に影響している可能性を窺

わせる。そして、周囲にはＳＨ195・201と同様に、

掘立柱建物が複数存在している点も注意される。

以上から、小牧南遺跡の集落では、他の建物とは

規模や位置において明確に区別される大型建物が存

在し、また、位置的な区別を受けない大型建物も、

集落の中で主たる位置を占めていたものと考えられ

る。そして、掘立柱建物の位置には大型建物と何ら

かの関係があったことも推測できよう。

大型建物は、規模や構造、出土遺物などからみれ

第277図 竪穴建物の規模
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ば共同作業場や祭祀場などの特殊な用途は想定しに

くく、住居として使用されていた可能性が高い。こ

れが妥当だとすれば、大型建物に居住する人物は、

集落内において階層的に高く位置づけられるなど、

何らかの形で一般成員と区別されていたものと考え

られる。

また、調査区東部に大型建物が偏在することは、

先にみた集落中心域の位置の変化を考慮すると、集

落の形成期ではなく、その後の変遷の中で大型建物

が出現したことを示すかもしれない。

古墳時代前期前葉～中葉、そして前期後葉には前

期初頭と比べて集落規模が縮小した可能性が高い。

各時期の実際の時間幅の差異が影響している可能性

もあるが、前節で推測したように、前期初頭段階で

の同時並存建物数が少なくとも10棟以上とすれば、

前期前葉～中葉と前期後葉の集落の規模は縮小して

いることは間違いない。

また、注意されるのは、前期前葉以降には大型に

区分される竪穴建物が認められないことである。逆

に、他の建物に比べて顕著に小規模な竪穴建物が、

前期前葉～中葉、前期後葉の両時期に１棟ずつ存在

する。そして、その他の一般的な規模の竪穴建物に

はそれほど規模の差がない。前期初頭と、それ以降

との間では、集落の規模だけではなく構造にも差異

があったと考えられる。

他の遺跡との比較 こうした小牧南遺跡の古墳時代

前期の集落規模・構造の変化について、特徴を明確

化するため、他の遺跡の事例と比較してみたい。

伊勢地域の古墳時代前期前葉～中葉の集落につい

ては、良好な発掘調査事例が少ないこともあって実

態の解明が進んでいない。ただ、弥生時代終末期前

後には大規模な集落や複数集落によって構成される

集落群が認められるのに対して、古墳時代前期初頭

にはそうした大規模集落・集落群が解体し、それ以

降、集落が小規模化する傾向があるとみられる11）。

例えば、同じ朝明川流域に位置する四日市市伊坂

遺跡では前期中葉を中心とする集落の大部分が調査

されているが、７棟の竪穴建物が検出され、また、

当該期の可能性がある掘立柱建物も４棟検出されて

いる12）。同時に存在した竪穴建物は３～６棟程度と

考えられ、規模的には小牧南遺跡の集落との共通性

が認められる。また、この遺跡では、比較的大型の

竪穴建物１棟と、小型の竪穴建物１・２棟によるま

とまりが、30～40ｍほど離れて３箇所に散在するよ

うな状況が認められる。

鈴鹿川流域の鈴鹿市保子里遺跡では、小牧南遺跡

と同様に古墳時代前期を通じて営まれた集落が調査

されている13）。かなり広い範囲が調査され、集落の

様相が比較的よく判明している。集落は前期前葉～

中葉の複数時期にわたって営まれており、各時期の

集落は５棟前後の竪穴建物によって構成されていた

とみられる。やはり集落は小規模なものであったと

考えられよう。さらに、竪穴建物は１～３棟ほどの

単位のまとまりを形成し、谷や50ｍほどの空閑地を

挟むなど、散在的に展開している。

他に近隣地域では、隣接する尾張地域の愛知県清

須市廻間遺跡で、弥生時代終末期～古墳時代前期中

葉の集落の検討事例がある14）。

この遺跡では、弥生時代終末期の後半には中型の

竪穴建物数棟からなるまとまりの周辺に小型の竪穴

建物が位置し、そうした中に大型の竪穴建物がごく

わずかに存在するという集落構成が認められるが、

古墳時代前期初頭段階では大型の竪穴建物の存在が

希薄化するとともに規模が等質化し、建物配置に計

画性が強く看取されるようになると考えられている。

そして、前期前葉～中葉には、２棟前後の小規模単

位の竪穴建物のまとまりが散在するような状況が認

められるようである。

廻間遺跡の前期初頭段階の等質的な集落構造は、

明確に大型の竪穴建物が存在し、中小の建物と位置

的に区別されるものも認められる小牧南遺跡とは異

なっている。どちらかといえば、弥生時代終末期後

半の様相の方が小牧南遺跡に近いように思われる。

こうした差異が生じた背景については不明であるが、

集落構造の変化における時期差、集落規模や立地に

よる違い、あるいは社会構造における地域差・集団

差などの存在も考慮しておく必要があろう。集落構

造の多様性がこの時期に顕在化した可能性も、視野

に入れておくべきかもしれない。

一方、前期前葉～中葉の集落の小規模化や建物の

（３）集落構造の変化
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散在化といった現象については、小牧南遺跡や伊坂

遺跡、保子里遺跡との共通性が看取される。伊勢地

域に限らず伊勢湾沿岸地域では、当該期にこうした

小規模集落が普遍的に存在していた可能性がある。
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伊勢地域では、弥生時代中期後葉に竪穴建物の平

面形態がほぼ方形に統一され、その後も基本的に方

形となっている１）。ただし、弥生時代中期後葉～後

期前葉にかけては長方形のものが目立つのに対して、

弥生時代後期中葉以降は正方形に近い方形のものが

ほとんどを占めるなど、変化が認められる。

古墳時代においても竪穴建物の平面形に微妙な変

化が認められる可能性があるが、これまで古墳時代

の伊勢地域の竪穴建物には、規模の縮小傾向を除い

て大きな変化は見いだされていなかった２）。

しかしながら、小牧南遺跡の竪穴建物には、明確

に長方形を呈するものもある。小牧南遺跡では、古

墳時代前期でも複数時期にわたって集落が形成され

ているため、こうした形態差が時期差として捉えら

れる可能性もあるだろう。そこで、竪穴建物の平面

形について時期ごとに整理を行い、古墳時代前期に

おける変化について一定の情報を示しておきたい。

前期初頭 小牧南遺跡の古墳時代前期初頭の竪穴建

物のうち、平面形が判明するもののほとんどは、正

方形に近い方形を呈する（第277図）。隅部分は丸み

を帯びており隅丸方形ともいえるが、縄文時代の隅

丸方形の竪穴建物に比べれば角が取れた程度のもの

であり、方形として差し支えなかろう３）。

中には小型のＳＨ243のように平面形が長方形を

第５節 古墳時代前期竪穴建物の構造の特徴

（１）平面形とその変化
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呈するものも認められ、また、中型の竪穴建物にも

長方形傾向が強いものが存在している。しかしなが

ら、こうした長方形のものはかなり少なく、例外的

な存在である。

前期前葉～中葉 前期前葉～中葉の竪穴建物の平面

形も、ほぼ正方形に近い方形を基調とする。

ただし、長軸が4.5ｍ以下となる小型のＳＨ216に

ついては、かなり長方形を呈している。規模によっ

て、建物の平面形が異なっていた可能性がある。

前期後葉 前期後葉には、全体的に平面形が長方形

を呈する傾向が認められる。非常に小型でＳＨ205

と完全に重複するＳＨ166を除けば、他の３棟は近

しい規模の建物で、平面形はいずれも明確な長方形

を呈する。

前期後葉の変化 このように、古墳時代前期初頭～

中葉の竪穴建物の平面形は基本的に正方形に近い方

形が基調となっていたが、前期後葉には平面形が長

方形のものが主体化するという、大きな変化が認め

られた。この時期に、竪穴建物の構築に関わる大き

な画期が存在した可能性がある。

注目されるのは、前期後葉には竪穴建物の規模に

も変化が認められる点である。前期初頭～前期中葉

の一般的な竪穴建物に比べて規模が小さくなってお

り、長軸５ｍ前後のものが主体となっている。こう

した規模の変化も踏まえれば、前期後葉における竪

穴建物の平面形態の変化については、建物の構造だ

けでなく、生活様式の何らかの変化も伴っている可

能性がある。

地域性について 小牧南遺跡でみられた前期におけ

る竪穴建物の平面形の変化について、他の遺跡の様

相と若干比較しておきたい。

前節でも取り上げた鈴鹿市保子里遺跡では、古墳

時代前期を通じて集落が営まれているが、いずれの

時期においても竪穴建物の平面形は正方形に近い方

形である４）。前期後葉に平面形が長方形のものが顕

在化する様子は認められない。ただし、前期後葉の

竪穴建物は、前期初頭～中葉に比べると全体的に小

型化するという傾向は認められる。

愛知県清須市廻間遺跡では、弥生時代終末期～古

墳時代前期中葉の竪穴建物の平面形態の時期的変化

が捉えられている５）。それによると、弥生時代終末

期段階では正方形に近い平面形態のものが多く、長

方形のものも混在するなど多様性が認められるが、

古墳時代前期初頭には平面形が著しく長方形を呈す

るものが出現し、正方形に近いものは小型の竪穴建

物が中心となる。そして、古墳時代前期前葉～中葉

には、再び平面形が正方形に近いものが主体となる

ようである。こうした廻間遺跡の様相は、地理的に

は比較的近いにも関わらず、小牧南遺跡の様相とは

異なるように思われる。

わずかな事例ではあるが、これらを参照すれば、

古墳時代前期には伊勢湾沿岸地域全体で竪穴建物の

形態に共通性があったのではなく、地域性が存在し

たとの見方もできよう。一方で、前期後葉における

竪穴建物の小型化傾向などには、ある程度普遍性が

あった可能性も考えられる。

竪穴建物の平面形態からは、伊勢地域北部におけ

る地域性や地域間交流に関する側面が窺われたが、

小牧南遺跡で検出された古墳時代前期の竪穴建物に

は、それにも関係する注目すべき特徴的な構造・構

造物が認められる。そのいくつかについて、簡単に

まとめておく。

周溝状掘形 小牧南遺跡の古墳時代前期の竪穴建物

の多くでは、建物の壁に沿って広く浅く掘り窪めた

ような掘形の存在が確認できた。本報告では周溝状

掘形と呼んだが６）、これについては、貼床を施した

後には視認できなくなり見かけ上での模倣は困難で

あるため、竪穴建物の構築にかかる技術の共有を示

す可能性が高い。

周溝状掘形は、竪穴建物の諸属性の中では従来あ

まり注目されることがなかったものだが、先述のよ

うに集団が保有する竪穴建物構築技術との関係が認

めうることから、集団の移動、地域間交流、集落構

造などの面において注視されつつある７）。

伊勢地域においては、これまで存在自体があまり

注意されていなかったこともあり、まだ実態は明ら

かではない８）。ただ、松阪市西肥留遺跡で小牧南遺

跡と近い時期の事例が複数確認でき９）、弥生時代終

末期～古墳時代前期には伊勢地域内にある程度広がっ

ていたものと推測される。

（２）特徴的な構造・構造物
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出現時期についても確定できないが、弥生時代中

期以前の事例は今のところ確認できないため、伊勢

地域では弥生時代後期もしくは弥生時代終末期以降

に出現する可能性が考えられる。

一方で、小牧南遺跡ではＳＨ215・232など古墳時

代後期の例もみられる。松阪市西野田遺跡ＳＨ48の

ように飛鳥時代に下りうる類例も認められ10）、古墳

時代前期以降の展開についても課題となるだろう。

なお、周溝状掘形の機能として、竪穴建物内の湿

度調節との関係も考えられるところではあるが、沖

積地内に立地する遺跡だけでなく、段丘上に立地す

る小牧南遺跡でも普遍的に認められたことは、一概

に湿度調節との関係だけでは理解できないことを示

すかもしれない。

間仕切り溝 古墳時代前期初頭の複数の竪穴建物の

床面では、間仕切り溝と思われるものが検出された。

小牧南遺跡でみられる間仕切り溝は細く浅い溝で、

ほとんどの事例が竪穴建物の一辺の中央付近から壁

に直交するように掘られており、そして主柱穴間を

結ぶラインより建物の中央部へ延びることはない。

竪穴建物の床面にみられる間仕切り溝には、一般

に竪穴建物内の空間を区画するための機能が想定さ

れている。仕切り状の構造物が立てられていたかな

ど、具体的な構造には不明な点が多いが、建物内を

区画するという点が注目されて全国的な様相を概観

するような研究がなされており、数種類に分類でき

ることや、出現や展開の時期、地域性などが、大ま

かには明らかになっている11）。しかしながら、伊勢

湾沿岸地域では具体的な検討が進んでおらず、詳細

は明らかではない。

伊勢地域においては、弥生時代中期後葉には間仕

切り溝と思われるものが津市長遺跡などで検出され

ているが12）、弥生時代後期に入ると確実な事例はほ

とんど確認できなくなる。小牧南遺跡が位置する伊

勢地域北部では、山奥遺跡や金塚遺跡、西ヶ広遺跡

など、弥生時代後期～終末期の竪穴建物が多数検出

された遺跡が複数あるが、いずれにおいても明瞭な

間仕切り溝の存在は確認できない。今のところ、伊

勢地域では小牧南遺跡のような間仕切り溝が、古墳

時代前期初頭頃に新たに出現したと考えておくべき

だろう。

一方、亀山市地蔵僧遺跡ＳＢ10や13）、津市高茶屋

大垣内遺跡ＳＨ213・249など14）、古墳時代前期前葉

～後葉の竪穴建物でも小牧南遺跡で確認されたもの

と同様の間仕切り溝が検出されており、古墳時代前

期前葉以降には伊勢地域の広い範囲で定着している

可能性が窺われる。

なお、名古屋台地では、古墳時代中期に主柱穴と

壁際溝をつなぐように掘られたり、貯蔵穴を画する

ように掘られた間仕切り溝が出現することが指摘さ

れている15）。これについては、時期や形態などの点

で小牧南遺跡の事例とは一致しない。伊勢湾沿岸地

域において、間仕切り溝の出現や展開については時

期や地域、あるいは機能等を異にする複数の動きが

あったと考えられ、小牧南遺跡の事例は古墳時代中

期のものとは別の脈絡で捉えるのが妥当だろう。

したがって、伊勢地域の古墳時代前期における小

牧南遺跡タイプの間仕切り溝の出現と展開について

は、当該期における個別の動きとして、竪穴建物の

構造の変化等との関係を踏まえながら考えていく必

要がある。

そして、どのような経緯でこうした間仕切り溝が

導入されたのか、という点も大きな問題の一つであ

る。古墳時代中期以前には伊勢湾沿岸地域全体でみ

ても間仕切り溝の類例は少ないとされ注目度も低かっ

たが、愛知県名古屋市見晴台遺跡では、弥生時代後

期から古墳時代前期にかけてのものと思われる、小

牧南遺跡と同様の形態の間仕切り溝を有する竪穴建

物が検出されている16）。弥生時代から古墳時代への

過渡期にかけて、こうした間仕切り溝が伊勢湾沿岸

地域で局所的に出現した可能性もあろう。他地域か

らの影響も視野に入れた検討が望まれる。

ただ、間仕切り溝は細く浅いため、竪穴建物の床

面調査時に十分に精査しないと、その存在を見落と

す可能性もある。今後、小牧南遺跡のような事例の

存在を念頭に調査を行うことで、弥生時代後期から

古墳時代前期にかけての事例が増加することも考え

られる。

添石炉 弥生時代から古墳時代にかけての炉の形態

の地域性や変化については近年注目が集まっており、

多様な炉の形態が存在することが指摘されている。

小牧南遺跡の竪穴建物内の炉については、地床炉と
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添石炉の２種類が確認された。

本報告で添石炉と呼ぶものは基本的に地床炉の一

端に石を置いたものであり、地床石添炉などとも呼

称されている17）。小牧南遺跡の事例は、竪穴建物の

床面を浅く掘り窪めただけで、粘土や扁平な礫を火

床に貼らない単純な地床炉の一端に、長細い大型の

礫を１点据えるのが基本的な構造とみられる18）。

この添石炉は、伊勢地域では弥生時代中期後葉以

前には認められない。弥生時代中期後葉にも、津市

長遺跡などでごくわずかな事例が認められるのみで

ある。その後、弥生時代後期～終末期にも少数みら

れるが、小牧南遺跡では添石炉が可能性が高いもの

を含めて７例と、かなり多く認められる。そして、

そのうち６例は弥生時代終末期～古墳時代前期初頭

の事例で、残り１例は古墳時代前期前葉に位置づけ

られる。

添石炉は、東京都八王子市神谷原遺跡では弥生時

代終末期～古墳時代前期初頭に増加し、地床炉とと

もに炉の主体を占めることが指摘されており19）、関

東地方南部ではこの時期に主流となる炉の形態の一

つである。一方で、近畿地方などでは一般的な形態

の炉とはいい難い。時期的な共通性などを鑑みれば、

小牧南遺跡における添石炉の多さは、東日本方面か

らの影響を受けている可能性も考えられるだろう。

まとまった検討はなされていないものの、東海地

方東部でも弥生時代終末期～古墳時代前期にかけて

地床炉とともに添石炉が認められることが明らかに

なっている。また、三河地域東部の愛知県豊川市石

座神社遺跡でも弥生時代終末期～古墳時代前期前葉

の添石炉が多数検出されている20）。こうしたことも

踏まえれば、弥生時代終末期～古墳時代前期初頭に

関東地方から東海地方にかけて炉の形態の変化を伴

うような地域間交流の動きがあり、その影響が伊勢

地域、そして小牧南遺跡の集落へも波及したとの推

測も成り立つのではなかろうか。

ただし、添石炉をはじめ伊勢湾沿岸地域の当該期

の炉に関する検討は深化されておらず、まだ不明な

点も多い。炉の構造や、甕の形態との対応関係、地

域差、変遷なども含め、今後さらなる検討が必要で

ある。
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小牧南遺跡では、古墳時代前期初頭の土器が多量

に出土した。この時期の土器がこれほどまとまって

出土した事例は、伊勢地域北部においては貴重であ

り、当該期の土器様式の内容や地域色を把握できる

良好な資料である。また、今後、当該地域における

弥生・古墳時代の土器編年を行うにあたっても、基

準資料として活用できよう。

そこで、小牧南遺跡出土の古墳時代前期初頭の土

器について器種組成を中心として整理を行い、全体

の様相を概観するとともに、いくつかの特徴につい

て述べておきたい。

器種組成を把握するために、出土した土器につい

て、器形を基に大まかな分類を行った（第278図）。

こうした分類の提示は、伊勢地域北部における古墳

時代前期初頭の土器様式の構造を把握するために有

効と考えられる。

分類に際しては、小牧南遺跡において比較的個体

数が多くみられる器形を中心に取り上げたが、周辺

遺跡における出土例などを参考に、出土個体数が僅

少であっても土器様式の全体像や特徴を把握する上

で必要と思われるものについては分類に含めた。

分類は、壺、甕、高坏、器台、鉢、手焙形土器と

いう大分類を行った後に、それぞれについて、器形

として一定のまとまりがあると思われる群を中分類

（≒形式、例：長頸壺）として設定した。そして、

場合によっては、中分類の下位に口縁部等の形態差

に基づく小分類（≒型式、例：く字状口縁）を設け

た。

以上の分類は、一応、階層的な分類ではあるが、

分類手法よりも当該期の土器群を構成する器種・器

形を網羅的に提示して整理し、全体像を把握するこ

とを優先した。そのため、詳細には大分類の間で中

分類・小分類のレベルや基準とする属性に差異があ

り１）、必ずしも整然とした型式学的方法に即した分

類ではない。

以下、中分類にあたるものについて、それぞれの

概要を述べておく。

①壺

長頸壺 小・中型の壺で、球形の体部から、口縁部

が直線的に外方へ比較的長くのびる。

内湾口縁壺 口縁部が内湾する壺を一括して内湾口

縁壺とした。いわゆる瓢形壺が中心であるが、瓢形

壺の影響下にありつつも、口縁部の内湾が緩く直立

気味となり、直口壺状となるものが認められる。ま

た、非常に大型で頸部が太く、口縁部が短い太頸の

ものが存在している。

短頸壺 球形に近い体部から、口縁部が短くのびる。

頸部の締まりは弱い。口縁部が非常に短く直立気味

となる直口のものと、く字状口縁を呈するもの、受

口状口縁を呈するものに分けられる。直口のものは

頸部や口縁部に小孔をもつものが多い。

広口壺Ａ 中・大型の壺で、球形の体部から口縁部

が大きく外反する。口縁端部は明瞭に拡張され、擬

凹線文を施す。棒状浮文を貼り付けるものも多い。

いわゆるパレススタイル壺に相当し、体部外面には

直線文や波状文、赤彩などによる文様を施すものが

多い。また、口縁部内面にも矢羽根状文や赤彩から

なる文様帯をもつ。

口縁部の形態からは、頸部から単純に外反するも

の、頸部から直立した後に大きく屈折して開くもの、

そして頸部から外反し中位で緩やかに外方に屈折す

るものに分けられる。口縁部が緩やかに屈折するも

のは、内面の屈曲部に突帯状の隆起が設けられてい

るものが多く、この屈曲や突帯状隆起によって口縁

部内面の文様帯が画されている。

広口壺Ｂ 基本的には広口壺Ａと類似するもので、

告書―遺構編―』
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第６節 古墳時代前期初頭の土器の様相

（１）分類
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口縁部形態による細分についてもほぼ同じである。

ただし、口縁端部をあまり拡張しないなど全体に加

飾傾向が弱く、体部外面や口縁部内面に文様をもた

ないものも多い２）。調整が粗雑なものも目立つ。ま

た、広口壺Ａに比べて中型のものが多く、小型もの

もみられる。

直口広口壺 球形に近い体部から、口縁部がやや直

立気味にまっすぐのびる。口縁部がく字状を呈する

ものと受口状を呈するものに分けられる。ただし、

受口状のものには屈曲が弱く不明瞭な受口状を呈す

るものが多い。

有段口縁壺 主に大型の壺で、口縁部が中位で上方

第278図 古墳時代前期初頭土器分類図



―440―

へ屈曲し、二重口縁に近い有段口縁状を呈する３）。

口縁部外面には矢羽根状文や列点文を施す。

②甕

く字状口縁甕 口縁部が単純に外方へ屈曲し、く字

状を呈する。頸部の締まりは弱い。基本的に脚台が

付く台付甕と思われる。口縁部形態には、口縁端部

を丸く収めるもの、口縁端部に面をもつもの、口縁

部外面に強いヨコナデを施し外面の形状が受口状に

近くなっているものなど、多くのバリエーションが

認められる。

受口状口縁甕 口縁部が受口状を呈する。基本的に

脚台が付く台付甕と思われる。口縁部形態には、強

く屈曲し明瞭な受口状を呈するもの、屈曲が緩やか

なもの、口縁端部に内傾する面をもつものなど、多

くのバリエーションが認められる。口縁部の屈曲が

不明瞭で、く字状口縁甕と完全に区別できないもの

もある。

Ｓ字状口縁甕 口縁部が受口状を呈し、さらに口縁

端部が外方へ引き出されることによって、口縁部の

断面形がＳ字状を呈する。脚台が付く台付甕である。

脚台部の端部は内側に折り返す。く字状口縁甕や受

口状口縁甕よりも器壁が薄く、また大型のものが目

立つ。

③高坏

有稜高坏 坏部に明瞭な底部があり、口縁部は底部

から屈曲して立ち上がる。そのため、屈曲部外面に

は稜が認められる。脚部はハ字状に直線的に開くも

のや、緩やかに内湾するものが認められる。

椀形高坏 坏部が丸底の椀形を呈する。脚部形態は

有稜高坏とほぼ同じである。有稜高坏よりも小型の

ものが多い。

④器台

小型器台Ａ 小型の器台で、受部から脚部にかけて

貫通する孔を有する。受部が緩やかに内湾し浅い椀

形を呈するものと、直線的に開くものがある。いず

れも口縁端部に強いヨコナデによる面をもつものが

多い。

小型器台Ｂ 小型器台Ａとほぼ同じであるが、受部

から脚部にかけて貫通する孔をもたず、小型の高坏

状となる。

高坏形装飾器台 全体的に高坏に似た形態の器台で、

大きな受部に透孔等の装飾をもつものである。口縁

部が外反し受部に透孔を有するものと、口縁部付近

に鍔状の張り出しを有するものがある。前者は受部

から脚部にかけて貫通する孔をもたない。後者に

ついては類例も僅少で、脚部形態などは不明であ

る４）。

⑤鉢

無頸鉢 小型の鉢で、頸部をもたない。底部は平底

か、やや上げ底となる。全体に内湾するものと、直

線的に開くものがある。ミガキで調整されるなど、

全体的に作りが精良なものが目立つ。

有頸鉢 小・中型の鉢で、明瞭に屈曲する頸部を有

する。口縁部がく字状口縁を呈するものと、受口状

口縁を呈するものがある。

有孔鉢 底部に焼成前穿孔による孔を一孔もつ。基

本的に無頸の鉢で、砲弾形ないし椀形を呈する。底

部は小さな平底となる。無頸鉢よりもやや大きい中

型程度のものが多い。

大型鉢 かなり大型の鉢である。不明瞭ながらも屈

曲する頸部によって体部と口縁部とが区別されてお

り、体部は比較的浅いと推測される。口縁部は大き

くのびる。

⑥手焙形土器

鉢部と覆部からなる。小片が多く細分は困難であ

るが、多様な形態のものがあると思われる。ただし、

鉢部は基本的に受口状口縁の鉢で、頸部が明瞭に括

れるものが多い。覆部には口縁端部を拡張して加飾

するものとしないものがある。

前節の分類を基に、器種組成の特徴について、主

だったところを述べておきたい。

主要構成器種 壺の中で主体となるのは、広口壺Ｂ

や直口広口壺で、それに広口壺Ａや内湾口縁壺、短

頸壺が次ぐ。広口壺Ａ・Ｂはいずれの型式も複数存

在しているが、内湾口縁壺では瓢形のものが主体で、

それに直口のものが少数加わる。

甕はく字状口縁甕と受口状口縁甕、Ｓ字状口縁甕

のいずれも多く認められ、特定の形式が卓越するよ

うな状況ではない。

高坏は有稜高坏が主体を占めるが、椀形高坏もか

（２）器種組成の特徴
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なり認められ、一般的なものと思われる。

器台は小型器台Ａ・Ｂがともに中心となる。Ａが

やや多い可能性もあるが、口縁部や脚部下半しか遺

存していないものも多いため、確実ではない。

鉢は無頸鉢が多いと思われるが、有頸鉢は細片化

している場合、小型の甕や壺、手焙形土器などと判

別できていない可能性がある。有孔鉢も一定数が存

在し、安定して組成されていると考えられる。

手焙形土器も複数個体が認められ、一般的な存在

であったと思われる。

少数器種 長頸壺、内湾口縁壺のうち大型太頸のも

の、有段口縁壺、高坏形装飾器台、大型鉢について

は、今回の調査においては出土数が僅少である。

ただし、これらは近隣に存在する四日市市久留倍

遺跡などでも確認されるものであり５）、決してイレ

ギュラーな存在ではない。また、より広域に目を転

じても、これらは古墳時代前期初頭に伊勢地域や周

辺地域でかなり広く認められる器種でもある。

用途が限られていた等の要因で、元々多く製作さ

れる器種ではなく、器種組成の中心とはならないが、

当該期の器種組成の中には確実に組み込まれている

と考えられる。

消長 弥生時代終末期までは当該地域において基本

的に認められず、古墳時代前期初頭になって出現す

るものとしては、内湾口縁壺のうち直口のもの、小

型器台Ａ・Ｂ、高坏形装飾器台が挙げられるだろう。

中でも注目されるのは、小型器台である。伊勢地

域では弥生時代終末期には器台自体がそれほど多く

なく、特に頸部が明瞭に屈曲する器台は少ない。し

たがって、小型器台は外部からの影響によって新た

に組成に加わった可能性が高い。小型器台が明確に

器種組成に含まれている点は、古墳時代前期初頭の

土器様式のメルクマールとして捉えることが可能で

ある。この小型器台については、Ａ・Ｂの２形式に

分類したが、その中にも坏部形態の異なるものが含

まれるなど、バリエーションがある。こうした形態

の多様性は、小型器台の系譜や、当該期の土器様式

の形成過程を考える上で注意しておくべきだろう。

また、高坏形装飾器台については、古墳時代前期

初頭から前期中葉にかけて、東日本を中心に広く分

布することが明らかになってきている。これまで、

弥生時代終末期の北陸地方で認められる装飾器台か

らの系譜が想定されることもあったが、スムーズな

形態的変化を追うことが困難で、別の系譜を想定し

た方がよいと考えられる６）。伊勢湾沿岸地域におけ

るこうした器種の参入についても、別の視点から検

討する必要が生じている。

一方、古墳時代前期前葉への継続性が低いものと

しては、直口のもの以外の内湾口縁壺、有段口縁壺、

大型鉢、手焙形土器などが挙げられる。その他にも、

受口状口縁甕や椀形高坏、有孔鉢などは数を減らし

ていく傾向にある。多くの形式・型式が消長し、弥

生時代終末期から古墳時代前期初頭への変化よりも、

大きな変化のように思われる。

外面調整の特徴 この他に注目される点として、器

種組成ではないが、いくつかの形式に認められる器

面調整におけるヨコミガキの顕在化がある７）。

古墳時代前期初頭に新たに加わった小型器台Ａ・

Ｂでは坏部がヨコミガキによって調整されているも

のが目立つ。同じく新たに加わった高坏形装飾器台

もヨコミガキを多用する。

さらに、既存の器種であった有稜高坏や椀形高坏

にもヨコミガキが施される率が高い。坏部が完全に

ヨコミガキのみで調整されているものが一定数認め

られ、また、最終的にタテミガキで仕上げられてい

る場合でも、多くの個体でタテミガキの前にヨコミ

ガキが施されている。この他に、既存の器種の中で

は、短頸壺や無頸鉢にもヨコミガキが認められる。

以上のようなヨコミガキの顕在化は、弥生時代終

末期の様相と比較すると、大きな変化といえる。器

種組成においては弥生時代終末期の様相をかなり残

しているにも関わらず、調整技法に変化が生じてい

る点が重要である。

ヨコミガキという点に注目すれば、近畿地方の布

留式におけるヨコミガキの盛行との関係も考えられ

る。高坏や小型器台といった器種にヨコミガキが目

立つことや、小型器台に幅の細いヨコミガキが施さ

れているものがあることなどを鑑みれば、その可能

性は否定できないだろう。

ただし、小牧南遺跡におけるヨコミガキの様相は

画一的ではなく、布留式の精製器種にみられるよう

な整然としたヨコミガキも認めがたい。また、小牧
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南遺跡の古墳時代前期初頭の土器の中には、小型器

台を除けば布留式との関係を窺える器種は見いだし

がたい。伊勢湾沿岸地域全体でも、布留式の影響を

受けた器種の出現、あるいは布留式系土器の搬入が

顕在化するのは、古墳時代前期中葉以降である８）。

こうした状況を踏まえて、古墳時代前期初頭にヨ

コミガキが顕在化する背景については、もう少し考

えていく必要がある。それと同時に、地域差などに

ついても注意すべきと思われる。

甕の組成 甕についてはく字状口縁甕と受口状口縁

甕、Ｓ字状口縁甕がいずれも多く認められるとした

が、数量的にみてみると、かなり拮抗した状況であ

ることが看取される（第279図）９）。

弥生時代終末期以降、伊勢湾沿岸地域ではＳ字状

口縁甕が急激に増加し、古墳時代前期初頭の段階で

は甕のほとんどをＳ字状口縁甕が占める遺跡が多い

とされる一方で、Ｓ字状口縁甕の比率が低い遺跡も

存在し、地域差があることが示唆されている10）。

小牧南遺跡では、古墳時代前期初頭にしてはＳ字

状口縁甕の比率が低いといえる。古墳時代前期初頭

における甕の組成の地域差を、具体的に示すもので

ある。

こうしたＳ字状口縁甕の比率における地域差が生

じる背景についてはさらなる検討を要する。ただ、

一つ注意しておきたいのは、小牧南関においてはＳ

字状口縁甕にやや大型のものが多い点と、かなりの

数がより南の地域からの搬入品の可能性が高い点で

ある。く字状口縁甕と受口状口甕は形態的に中間形

態を呈するようなものもあり、法量や調整にも共通

性がかなりある。甕の組成全体の構造としては、く

字状口縁甕と受口状口縁甕があまり区別されること

なく在地の甕として存在し、そこに主に搬入品とし

て、若干機能・用途の異なるＳ字状口縁甕が加わっ

ているとみることも可能かもしれない。

Ｓ字状口縁甕の在地生産 弥生時代終末期～古墳時

代前期初頭に位置づけられるＳ字状口縁甕の多くは、

胎土中に比較的粒径の大きい黒雲母が目立ち、また

白っぽい色調を呈する。こうしたものには、伊勢地

域でも小牧南遺跡より南側の鈴鹿川流域から雲出川

流域にかけての地域から搬入されたものが多く含ま

れると推測される。

しかしながら、一部には胎土中に黒雲母が目立た

ず、他の在地産と考えられる土器と胎土に含まれる

砂粒の特徴がほぼ同じで、色調も明褐色等を呈する

ものが認められる。これらは、小牧南遺跡あるいは

その周辺で生産された可能性もある。

その中には、口縁部外面に列点文を施す赤塚次郎

による分類11）のＡ類も複数認められる（1343・1701・

1879・2249・2346・2347など）。これら在地産の可

能性があるＳ字状口縁甕Ａ類は、全体のプロポーショ

ンに違和感があったり、列点文が押引列点文になっ

ていない、器壁がかなり厚く作りがシャープさに欠

ける、体部外面のハケが乱雑、など器形や文様、調

整といった点においても典型的なＳ字状口縁甕と比

べて差異が目立つ。

従来、Ｓ字状口縁甕Ａ類については、胎土中の混

和材や形態的特徴における共通性が強く、ある程度

限定された集団によって製作されており、それがＢ

類の段階で変化するという見解が示されていた12）。

小牧南遺跡の様相をみる限り、朝明川流域はＳ字

状口縁甕が主体的に使用される地域ではなかったと

思われるが、その中でも、古墳時代前期初頭にはＢ

類とともにＡ類も製作されていた可能性が高い。近

隣の久留倍遺跡において行われた土器の胎土分析に

おいて、Ｓ字状口縁甕Ａ類に在地産の可能性が考え

られるものが確認されていることや13)、他地域で変

容したＳ字状口縁甕Ａ類が確認されていることも14)、

これを支持しよう。

Ｓ字状口縁甕Ａ類の製作や流通については、Ａ類

（３）甕について

第279図 甕の口縁部形態の比率
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で占められる弥生時代終末期段階とＢ類が出現し共

存する古墳時代前期初頭段階の差異や、Ａ類の中で

の細部属性における地域性の存在など、さらに詳細

な検討が必要と考えられる。

註

１）例えば、壺ではく字状・受口状といった細かな口縁部形

態は小分類となっているが、甕では中分類となっている。

これは、壺の方がより複雑な組成をなしており、レベルを

揃えた階層的分類が困難なことによる。

２）広口壺Ａと広口壺Ｂは同じ器形における加飾／非加飾の

関係として整理できるかもしれないが、広口壺Ａにおける

調整や装飾の共通性は口縁部形態の細分を越えて強く認め

られることから、Ａ・Ｂをそれぞれ別系譜と捉える方が妥

当と判断し、区分した。

３）二重口縁とはやや異なって屈曲部の上下が一連となって

口縁部を形成しており、どちらかというと受口状に近いた

め、有段口縁と表現した。

４）第278図では貫通孔がないものとして復元したが、遺存し

ている部分からみると、孔があった可能性も否定できない。

なお、岐阜県可児市宮之脇遺跡で類似するものが出土して

いるが、この個体も脚部を欠損し、貫通孔の有無は不明で

ある。可児市教育委員会1976『宮之脇遺跡発掘調査報告書』

５）四日市市教育委員会2013『久留倍遺跡５』

６）堀正人2001「考察・まとめ」『針田遺跡・東坪之内遺跡・

田中浦遺跡』 （財）岐阜県文化財保護センター、野村高

広2013「古墳前期東日本における高杯状装飾器台」『東京大

学考古学研究室研究紀要』第27号 東京大学大学院人文社

会系研究科・文学部考古学研究室

７）尾張地域では古墳時代前期初頭に斜め方向のミガキが顕

在化するが、小牧南遺跡の場合はやや様相が異なり、斜め

方向というよりはヨコミガキといえるだろう。

８）早野浩二1996「濃尾平野における布留式甕について―門

間沼遺跡94Ｃｂ区ＳＤ15出土土器を中心として―」『年報

平成７年度』 （財）愛知県埋蔵文化財センター

９）古墳時代前期初頭を中心とする時期の遺構出土の個体数を

カウントした。カウントにあたっては、遺物図版に掲載した

もののうち、口縁部を含む破片を対象とした。掲載遺物の抽

出にあたっては図化可能な破片を極力抽出しているため（第

Ⅲ章第２節参照）、実際の傾向が反映されていると思われる。

10）Ｓ字甕胎土研究会1997「Ｓ字甕の混和材を考える」『考古

学フォーラム』９ 考古学フォーラム

11）赤塚次郎1990「廻間式土器」『廻間遺跡』 （財）愛知県

埋蔵文化財センター

12）Ｓ字甕胎土研究会1997

13）パリノ・サーヴェイ株式会社2013「久留倍遺跡ほか出土

土器胎土分析」『久留倍遺跡５』 四日市市教育委員会

14）平松良雄1992「紀伊半島沿岸部におけるＳ字甕の動向―

最果てのＳ字甕―」『紀伊半島の文化史的研究』考古学編

関西大学文学部考古学研究室

近畿自動車道名古屋神戸線（四日市JCT～亀山西

JCT）の建設に伴う今回の小牧南遺跡の調査では、

周知の埋蔵文化財包蔵地として把握されている小牧

南遺跡の範囲の大半を発掘調査することとなった。

事業の性格上やむを得ない記録保存のための調査で

あったが、今後活かされるべき多くの成果があった

といえる。

まず、縄文時代中期末葉の集落のほぼ全体像を捉

えることができたことは、非常に大きな成果である。

伊勢湾沿岸地域では希な掘立柱建物が複数検出され

たことはもちろん注目すべき点であるが、それだけ

でなく、竪穴建物など他の遺構と合わせて集落の建

物構成や空間構造などについての検討が可能となっ

たことは、伊勢地域だけでなく、伊勢湾沿岸地域に

おける縄文時代集落の研究に大きく寄与するもので

ある。小牧南遺跡は、同じ事業に伴って発掘調査が

行われた菰野町の鈴山遺跡とともに、伊勢地域にお

ける縄文時代中期末葉の集落の代表例となり得るも

のだろう。

縄文時代に関しては、豊富に出土した縄文土器も

注目に値する。埋設土器に用いられていたものなど

遺存状況が良好な個体も多く、またＳＨ191などの

遺構内からまとまって出土したものもあり、縄文時

代中期末葉の土器の編年や地域色に関して検討する

ための重要な資料となることは間違いない。

そして、古墳時代前期についても、大きな成果が

あったといえる。

第４節でも述べたように、古墳時代前期初頭を中

第７節 結語
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心とする集落は、これまで伊勢地域ではあまり確認

されていなかった。そうした中で、小牧南遺跡の集

落は貴重な調査事例となった。さらに、集落の大部

分を調査できたことで、この時期の集落の立地や規

模、構造に関する情報を多く収集することができた。

遺物についても、出土した多量の土器は、伊勢地

域北部の当該期における土器様式の内容を把握する

上で、欠かせない資料といえよう。

以上は本章の各節で示した調査成果の一端である

が、この他にも、本報告では個別に取り上げること

ができなかった成果が、数多く存在している。例え

ば、縄文時代の石器に他地域産の石材が用いられた

ものがあり、微細な剥片の出土によってそれらが小

牧南遺跡で製作されたことが判明したことや、古墳

時代前期初頭～中葉の鉄製品が複数出土し、弥生時

代後期から古墳時代前期にかけての集落における鉄

製品の普及や流通を考えるための重要な資料となっ

たことなどである。こうした点については、今後の

検討が俟たれる。

高速道路の建設という大規模事業は、多くの埋蔵

文化財の消失と、それらの記録保存による考古学的・

歴史学的資料の飛躍的な蓄積という背反する二つの

結果をもたらす。以上で挙げたような小牧南遺跡の

多くの調査成果をみれば、こうしたことが明確に感

じられるだろう。

ただし、蓄積された調査成果が、単なる記録保存

として等閑に付されるようなことがあってはならな

い。今回の小牧南遺跡の発掘調査の資料や成果も、

それを用いて地域史・郷土史をより豊かで色鮮やか

なものとして地域社会にフィードバックしていくこ

とが必要であるし、また、学術的な研究にも積極的

に供されていくべきである。こうしたことによって、

記録保存の意義が全うされよう。今後、様々な面に

おいて小牧南遺跡の調査成果が活用されることを願

いたい。
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古墳時代前期初頭の集落
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縄文時代中期末葉の竪穴建物や掘立柱建物で構成される集落が検出された。東海地方西部で

は、近年当該期の掘立柱建物の検出例が増加しつつあり、集落構造や地域間交流を考える上で

注目される。遺物としては、縄文土器が多量に出土したが、その他に、建物外で検出された埋
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また、古墳時代前期初頭の竪穴建物も多数検出され、集落の大部分を調査したものと思われ

る。伊勢地域では、弥生時代後期後葉～終末期にかけて継続した集落が縮小し、集落の存在が

不明瞭になる時期に相当しており、こうした時期の集落の立地や構造の変化を考えるための貴

重な調査事例といえる。



付図　調査区全体図（１/400）
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