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序
　宮崎県教育委員会では、東九州自動車道（都農～西都間）建設予定地にかか

る埋蔵文化財のの発掘調査を平成１１年度から実施しております。本書は、その

発掘調査報告書であります。

　本書に掲載した下耳切第３遺跡は、宮崎県児湯郡高鍋町に位置し、平成１２年

度から１４年度にかけて発掘調査を実施しました。調査によって、後期旧石器時

代から古代にかけて、永らく人々の生活が営み続けられていたことが明らかに

なりました。

　特に縄文時代の集落跡からは、畿内・瀬戸内方面との交流を物語るような土

器が出土し、当時の人々が広域的な交流を繰り広げていたことが窺えます。

　また、古墳時代の墳墓や古代初頭までの集落跡は、当該時期における地域社

会の姿を示しました。さらに、南九州特有の地下式横穴墓が円墳の周溝内で築

造されていたことは、往時の墓制を知る上で重要な資料となります。

　ここに報告する内容は、今後、当地域の歴史を解明する上で貴重な資料にな

るものと考えられます。

　本書が学術資料としてだけでなく、学校教育や生涯学習の場などで活用さ

れ、また、埋蔵文化財保護に対する理解の一助となれば幸いです。

　最後に、調査にあたって御協力いただいた関係諸機関・地元の方々、並びに

御指導・御助言を賜った先生方に対して厚くお礼申し上げます。

　　平成１８年３月

宮崎県埋蔵文化財センター　　

所　長　　宮　園　淳　一



例　　言
１　本書は、東九州自動車道（都農～西都間）建設に伴い、平成１２～１４年度にかけて、宮崎県教育委員会が実施し

た、児湯郡高鍋町所在の下耳切第３遺跡の発掘調査報告書である。

２　発掘調査は、日本道路公団の依頼により宮崎県教育委員会が調査主体になり、宮崎県埋蔵文化財センターが実

施した。

　　なお、日本道路公団は平成１７年１０月１日より分割民営化され、西日本高速道路株式会社九州支社となったが、

本報告書中では日本道路公団として記載する。

３　現地における実測等の記録は主に、今塩屋毅行、可児直典、�木祐志、丹俊詞、都成量、永田和久、松尾有年、

が行い、一部を秋成雅博、安楽哲史、落合賢一、金丸史絵、小宇都あずさ、永山博一、山下麻奈、吉本正典、成

相景子及び発掘作業員の協力を得た。

４　本書使用の遺物実測図は、秋成、今塩屋、可児、高木、丹が行ったほか整理作業員が補助した。

５　本書に使用した実測図等の浄書は、今塩屋が行ったほか整理作業員が補助した。

６　本書中の遺構写真は各調査員が、遺物写真については今塩屋が撮影したものを使用した。

７　測量・空中写真撮影・理化学的分析・石器実測等は次の機関に委託した。

　　　地形測量・基準杭設置：　�タイユー測量設計

　　　空中写真：�スカイサーベイ九州、九州航空株式会社

　　　植物珪酸体・リン酸カルシウム分析・花粉分析・種実同定・年代測定：�古環境研究所

　　　石器実測：�パスコ、�大成エンジニアリング

８　本書に使用した遺構の略記号は次の通りである。

　　〔遺構〕　ＳＡ‥竪穴住居跡　　ＳＢ‥掘立柱建物跡　ＳＣ‥土坑　　　ＳＤ‥土坑墓　

　　　　　　ＳＨ…円形に巡るピット列（平地式建物跡）ＳＩ‥集石遺構　ＳＮ‥古墳　

　　　　　　ＳＴ‥地下式横穴墓　ＳＵ‥馬埋葬土坑　　ＳＶ‥配石遺構　ＳＹ…柵列

　　　　　　ＳＷ‥陥し穴状遺構

９　本書に使用した地図は、国土地理院発行の２万５千分の１図（高鍋及び妻）をもとに、遺跡周辺地形図等は、

日本道路公団宮崎工事事務所から提供の１０００分の１図をもとに作成した。

１０　本書で用いた標高は海抜絶対高であり、方位は座標北（Ｇ.Ｎ.）を基本とし、磁北（Ｍ.Ｎ.）も　使用した。本

地域における真北との偏差は、西偏約５°４０′である。

１１　本書で使用している座標は、旧国土座標第�系による。

１２　土器の色調および土層については農林水産省農林水産技術会議事務局監修「新版　標準土色帖」に準拠した。

１３　出土遺物の石材の同定については、主に永田が行ったが、一部を当センターの赤崎広志氏にお願いした。

１４　本書の執筆・編集は、可児、丹、都成、永田及び柳田晴子の協力のもと、今塩屋が行った。

１５　出土遺物、その他の諸記録類は、宮崎県埋蔵文化財センターで保管している。



凡　　例
１　挿図の縮尺

　　遺物分布図＝１：３００　１：５００

　　遺構実測図＝１：２０　１：４０

　　土器＝１：３　石器＝２：３　１：３　１：４　を基本とし、以外のものを含めて挿図中にその縮尺を明示した。

２　図版の縮尺

　　遺構・遺物写真などの縮尺については任意であり、統一していない。

３　土器観察表の計測値は単位がｃｍである。

４　土器の実測図中の記号・表示は下記に示しておく。

　　　　　　　　　　須恵器の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土師器の調整

　�は回転ヘラケズリ、�は手持ちヘラケズリ、�は手持ちヘラミガキ、�は板状工具によるナデ、�は指頭痕、

�は叩き目、�は接合痕、	は人為的な打ち欠きを示す。なお、赤色のスクリーントーンは赤彩塗布、黒色は黒

色処理を意味する。

５　石器の計測表及び観察表の計測値は、下記の計測方法に拠った。単位はｇ、ｃｍである。

　　本遺跡では、掲載石器と参考資料となる石器のみ計測した。　

６　石器実測図中の記号や表示は以下のものを示す。

　石器の節理面は１点鎖線で表示した。微細剥離の認められる部分は○でその範囲を示した。微細剥離の観察は肉

眼により行った

７　本書に記載する層序について　

　　層（テフラ・ローム層）の略称は、「平成１５年度東九州自動車道（都農～西都間）関連埋蔵文化財発掘調査概要

報告書�」第１章第２節の記載に準じる。
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第１節　調査に至る経緯

　東九州自動車道都農～西都間は、平成元年２月に基

本計画がなされ、平成９年３月には整備計画路線とな

る。その後、平成９年１０月には建設大臣より日本道路

公団へ施行命令が出され、公団は翌年の２月から事業

に着手している。

　宮崎県教育委員会では、平成６年に延岡～西都間の

遺跡詳細分布調査を行い、それに基づき埋蔵文化財の

保護について関係機関と協議を重ねた結果、工事施工

によって影響が出る部分は工事着手前に発掘調査を実

施することとなった。　

　そこで、県教育委員会は、平成１１年に日本道路公団

の委託を受け、県埋蔵文化財センターが調査すること

となった。

　これを受けて、平成１２年度より西都市、新富町、高

鍋町の確認調査を開始し、本遺跡においても同年度に

実施された。確認調査の詳細については後述するが、

縄文時代～古墳時代の遺物・遺構が確認された。この

ため、平成１２年９月より本調査に着手した。

　また、確認調査未着手部分については、本調査と並

行して順次実施することで対応している。最終的に

は、本調査対象面積２２,５００	を測り、平成１２年９月４

日より平成１４年８月２９日まで調査を実施した。

　なお、整理作業および報告書作成は、平成１５～１７年

度に行った。

第２節　調査の組織

下耳切第３遺跡の調査組織は次のとおりである。

　調査主体　宮崎県教育委員会

宮崎県埋蔵文化財センター

　所　長　　矢野　　剛（平成１２～１３年度）

　　　　　　米良　弘康（平成１４～１５年度）

　　　　　　宮園　淳一（平成１６～１７年度）

　副所長兼総務課長

　　　　　　菊地　茂仁（平成１２～１３年度）

　　　　　　大薗　和博（平成１４～１６年度）

　総務課長

　　　　　　宮越　　尊（平成１７年度）

　総務係長　亀井　維子（平成１２～１３年度）

　　　　　　野邊　文博（平成１４年度）　

　主幹兼総務係長

　　　　　　石川　恵史（平成１５～１７年度）

　副所長兼調査第二課長

　　　　　　岩永　哲夫（平成１２～１７年度）

　調査第一課長兼調査第一係長

　　　　　　面高　哲郎（平成１２～１３年度）

　調査第一課長　　　

　　　　　　児玉　章則（平成１４～１５年度）

　　　　　　�山　富雄（平成１６～１７年度）

　調査第一係長　

　　　　　　谷口　武範（平成１３～１６年度）

　主幹兼調査第一係長

　　　　　　長津　宗重（平成１７年度）

　調査第二係長 

　　　　　　長津　宗重（平成１２～１５年度）

　主幹兼調査第二係長

　　　　　　長津　宗重（平成１６年度）

　　　　　　菅付　和樹（平成１７年度）

（調査担当）

　調査第二係主査　永田　和久（平成１２～１３年度）

　　　同　　　　　都成　　量（平成１２～１３年度）

　調査第二係主事　今塩屋毅行（平成１２～１４年度）

　調査員（嘱託）　丹　　俊詞（平成１２年度）

　　　同　　　　　可児　直典（平成１３年度）

　　　同　　　　　�木　祐志（平成１３年度）

　　　同　　　　　松尾　有年（平成１４年度）

（報告書作成担当）

　調査第二係主査　永田　和久（平成１５～１７年度）

　　　同　　　　　都成　　量（平成１５年度）

　調査第二係主事　今塩屋毅行（平成１５～１７年度）

調査指導・協力

　東九州自動車道発掘調査指導委員

　　泉　　拓良（京都大学）

　　小畑　弘己（熊本大学）

　　本田　道輝（鹿児島大学）
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　　田崎　博之（愛媛大学）

　　柳沢　一男（宮崎大学）

　　広瀬　和雄（国立歴史民俗博物館）

　　文化庁記念物課

諸機関等

　秋成　雅博（清武町教育委員会）

　有馬　義人（新富町教育委員会）

　筌瀬　明宏（西都市教育委員会）

　大西　智和（鹿児島国際大学）

　小田富士雄（福岡大学）

　上村　俊雄（鹿児島国際大学）

　甲元　眞之（熊本大学）

　佐原　　真（国立歴史民俗博物館）

　杉井　　健（熊本大学）

　角南伸一郎（元興寺文化財研究所）

　武末　純一（福岡大学人文学部）

　田中　　茂（北川町教育委員会）

　常松　幹雄（福岡市埋蔵文化財センター）

　津曲　大祐（西都市教育委員会）

　禰宜田佳男（文化庁文化財専門調査官）

　中園　　聡（鹿児島国際大学）

　中村　耕治（鹿児島県立埋蔵文化財センター）

　東　　和幸（鹿児島県立埋蔵文化財センター）

　山本　　格（高鍋町教育委員会）

（以上五十音順）

第１節　地理的環境

【高鍋町の地勢】

　下耳切第３遺跡は宮崎県児湯郡高鍋町大字上江字下

耳切に所在する。

　本遺跡の位置する高鍋町は、宮崎平野の北端部に位

置する。町の大部分の地勢は洪積台地であり、小丸川

や宮田川は、この台地地帯を切り分けるように日向灘

に向けて東流する。

　これら河川の両岸には河岸段丘面、沿岸部では僅か

な沖積地が発達している。

　また、台地縁辺部では、小河川が八つ手状の開析谷

を幾筋にも派生させつつ、小丸川や宮田川に流れ込ん

でいる。

　この洪積台地は、新生代第４紀洪積世に形成された

河岸・海岸段丘面である。小丸川を挟んで南北に大き

く区分される。

　小丸川南岸域、特に高鍋町、新富町、西都市近辺で

は、西から茶臼原面・三財原面・新田原面・雲雀山面

と呼称されている�。

　一方、小丸川北岸域、川南町、木城町域を中心とす

る部分では、南から高城面、川南面、国光原面、唐瀬

原面と続く�。

　これら段丘面は概ね標高５０～７０ｍを測り、宮崎県の

脊梁である日向山地とは対照的に平坦な地形が続き、

縁辺部付近になると幾重にも開析谷が発達してやつで

状を呈する特徴的な景観を示している。

【遺跡周辺の地勢】

　下耳切第３遺跡は、高鍋町中西部に広がる三財原面

の一つ、牛牧台地の北東部縁辺に位置し、行政区では

高鍋町上江地区にあたる。

　特に本遺跡が所在する周辺は、小字名「耳切」ない

し「耳截」と言い、「みみきれ」と読む。

　調査地の標高は約９０ｍ、高鍋町市街地との比高差は

約８０ｍを測る。遺跡の北側は開析谷に接し、南側にか

けては緩やかな斜面が広がる。眼前には小丸川と対岸

の台地上に展開する川南古墳群や持田古墳群の二大古

墳群が、東に転じれば高鍋市街地と日向灘を遠く望む

好地でもある。

　一方、牛牧台地上や丘陵裾部には湧水点や小河川、

さらに水を湛えた窪地が各所にみられる。特定はでき

なかったが、調査地の西側約１
の地点に通称「耳き

り池」という泉と小さな池があった�とされ、藩政時

代に関連する民話が伝えられている。

　また、調査地の周辺は一面に畑地が広がり、その中

に人家が島状に点在する。主に葉タバコやサツマイ

モ、畜産飼料としてのトウモロコシや牧草、さらには

ブドウやナシといった園芸農業が盛んである。

　この畑作の卓越は、牛牧台地下面の野首第１・第２

遺跡が立地する低位段丘面や沖積地が水田稲作地帯で

あるのと対照的である。

第�章　遺跡の位置と環境
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第１図　遺跡位置図（Ｓ＝１/５０,０００）

４　川南古墳群３　西ノ別府遺跡２　尾花Ａ遺跡１　下耳切第３遺跡
８　正祐寺横穴墓群７　持田古墳群６　永山古墳５　高城跡
１２　崩戸遺跡１１　持田中尾遺跡１０　東光寺遺跡９　上ノ別府遺跡
１６　山王古墳群１５　南中原第１遺跡１４　野首第２遺跡１３　野首第１遺跡
２０　老瀬横穴墓群１９　老瀬坂上第２遺跡１８　老瀬坂上第３遺跡１７　南中原第２遺跡
２３　北牛牧第５遺跡２２　牛牧古墳群・地下式横穴墓群２１　陣ノ内古墳群
２７　唐木戸第１遺跡２６　耳載遺跡２５　老瀬坂上遺跡２４　牛牧原遺跡

３０　大戸ノ口古墳群（大戸ノ口第２遺跡）２９　牧内遺跡２８　小並遺跡
３４　毛作古墳群（毛作第４遺跡）３３　光音寺横穴墓群３２　水谷原古墳群３１　高鍋（財部）城遺跡
３８　下永谷古墳群３７　永谷横穴墓群３６　上水谷古墳群３５　妻道南遺跡
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第２節　歴史的環境

　下耳切第３遺跡が位置する高鍋町大字上江地区は、

地元民から通称「牛牧」と呼ばれる。「牛牧」の地名の

由来は、江戸時代の高鍋藩により開かれた軍馬等の牧

場という「牧」の一つと関連付けられている�。

　なお、『延喜式』には、牛や馬の官営牧として日向国

の三牧（野波野・長野・三野原）が記載されており、

喜田貞吉氏は、牛の官営牧として長野（上江字中尾、

中原）を比定している�。

　この下耳切第３遺跡の開析谷を隔てた北側に老瀬坂

上第３遺跡�が、南側に北牛牧第５遺跡�が接してい

る。以下、本遺跡の立地する牛牧台地周辺の遺跡群に

焦点を絞り、各時代の遺跡分布状況と概要について点

描することにする。

１　後期旧石器時代

　高鍋町内の後期旧石器時代遺跡は、持田中尾遺跡

	・妻道南遺跡
・北牛牧第１遺跡・牛牧原遺跡�等

が知られていた。これら既知の遺跡に加えて、東九州

自動車道建設に伴う発掘調査で多数の調査成果が得ら

れている。

　下耳切第３遺跡周辺も、これらの発掘調査により

続々と調査成果が示されている。ここでは、本遺跡に

隣接する老瀬坂上第３遺跡と北牛牧第５遺跡につい

て、その概要を述べることにしたい。　

　老瀬坂上第３遺跡では、大きく二つの後期旧石器文

化層が調査された。��－��層で礫群３基及びナイフ形

石器と角錐状石器等、ＭＬ１層で礫群３基と細石刃や

細石核が検出された。

　北牛牧第５遺跡では、古い順からＭＢ２、ＭＬ２、

��－��、ＭＬ１各層で計５枚にわたる旧石器時代文化

層が調査された。遺構や遺物も礫群や石器ブロック、

ナイフ形石器や剥片尖頭器、細石刃と細石核等が検出

されている。特にＭＢ２層中出土の水晶製石核は注目

に値しよう。

２　縄文時代

　本遺跡周辺には、耳截遺跡�、大戸ノ口第２遺跡、

妻道南遺跡などが知られていたが、後期旧石器時代遺

跡と同様、東九州自動車道建設関連の発掘調査によっ

て加速度的に調査成果が蓄積されており、個々の遺跡

の概要に触れる紙数が足りない。

　縄文時代草創期の遺跡は、隆起線文土器の出土した

崩戸遺跡�と老瀬坂上第３遺跡のみで、北牛牧第５遺

跡出土の石槍（尖頭器）が付加される。

　縄文時代早期では、遺跡調査資料が爆発的に増加す

る。本遺跡の立地する牛牧台地周辺では、北から崩戸

遺跡、野首第１・２遺跡、南中原第１遺跡、老瀬坂上

第３遺跡、耳截遺跡、北牛牧第５遺跡、唐木戸第１～

４遺跡、小並第１遺跡、牧内第１・２遺跡、�、大戸

ノ口第２遺跡等で調査されている。

　これらの遺跡では、早期後半期を中心とする集石遺

構や炉穴、陥し穴状遺構等が多数検出されている。

　縄文時代前期に属する遺跡は少なく、野首第１遺跡

�と老瀬坂上第３遺跡において曽畑式、轟式土器の出

土例が認められるに過ぎない。

　縄文時代中期に属する遺跡も数少なく、本遺跡以外

には、大戸ノ口第２遺跡の船元式、春日式土器出土例

が知られているに過ぎない。なかでも「墓」の可能性

が高い、長楕円形土坑の検出例も特筆される。

　縄文時代後期になると、牛牧台地周辺の当該遺跡は

再び増加する。野首第２遺跡では、縄文時代後期終末

～晩期前葉の環状に巡る竪穴住居群が検出されてい

る。老瀬坂上第３遺跡でも後・晩期に属する縄文土器

が多量に出土している。

３　弥生時代

　本遺跡周辺では、持田遺跡、持田中尾遺跡、野首第

１遺跡、老瀬坂上第３遺跡、牛牧原遺跡、大戸ノ口第

２・３遺跡等があり、全て台地上の集落遺跡である。

　持田中尾遺跡は、弥生時代前期末～中期前半の遺跡

で竪穴住居跡２軒と竪穴状遺構、そして竪穴住居跡群

を区画する溝が検出されている。竪穴住居跡は、いわ

ゆる「松菊里型住居」に類似しており、遺物も太形蛤

刃石斧や扁平片刃石斧など大陸系磨製石器群が出土し

ていることから、初期弥生文化のあり方を知る上で重

要な遺跡である。

　なお、持田中尾遺跡の立地は、それまでの後背地に

湿地を持つ砂丘上に展開する弥生時代前期の遺跡とは
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異なるため、宮崎平野部の弥生時代中期初頭前後にお

ける遺跡動態を考える上でも注目される。

　さらに、包含層出土の下城式土器や口縁部内面に突

起を有する壺形土器の存在は、大分県域および瀬戸内

海沿岸地域との交流の証と評価されよう。

　野首第１遺跡は、弥生時代後期後半の遺跡で土坑１

基と土器集中区が検出された。

　老瀬坂上第３遺跡では、遺構は検出されなかった

が、弥生時代中期中頃～後半の柱状脚台付甕が出土し

ている。いわゆる「山之口式」に相当するであろう。な

お、磨製石鏃も出土している。

　牛牧原遺跡では、竪穴住居跡７軒が検出された。方

形花弁形住居又は間仕切り住居が主体である。出土遺

物として下城式や中溝式の甕と磨製石鏃が多数出土し

た。集落の時期は中期後半～後期前半と考えられる。

　なお、牛牧原遺跡は台地内部で検出された集落であ

り、宮崎平野の北部では台地縁辺部において弥生時代

集落跡が検出される傾向が強いことから、台地内部に

おける集落立地の意義を検討する必要があるであろう。

　大戸ノ口第２遺跡では、竪穴住居跡１２軒と土坑７基

が検出されている。弥生時代前期末～中期初頭前後及

び後期後半～終末期の時期と考えられている。

　なかでも下城式の甕や瀬戸内系の壺片の存在は持田

中尾遺跡出土遺物と共通する。

４　古墳時代

　高鍋町は別名「古墳の町」と呼び名されるように有

名な持田古墳群をはじめとした１４０基を超える大小さ

まざまな古墳・横穴墓（群）が点在している。

　これら古墳群と集落遺跡については、第３節にて再

度言及する。

５　古代

　古代に属する遺跡は僅少で、主に東九州自動車道関

連の野首第２遺跡と老瀬坂上第３遺跡のみである。

　野首第２遺跡では、掘立柱建物跡と布目瓦、緑釉陶

器の検出例があり、官衙的または寺院的建物の存在を

伺わせる。

　老瀬坂上第３遺跡においては、用途不明の方形土坑

２基と蔵骨器が１基検出された。遺物は須恵器高台付

蓋の転用硯（８世紀中頃～後半）や布痕土器が出土し

ている。蔵骨器は８世紀末～９世紀初頭前後の時期が

考えられており、古代における在地官人の墓地的性格

が看取できよう。

６　中世～近世

　牛牧台地周辺では数遺跡が認められている。

　老瀬坂上第２遺跡�は、小丸川を直下に望む牛牧台

地縁辺部近くに位置し、方形に巡る土塁や空堀が検出

されている。

　調査者は、発掘調査の成果から、この遺構は文政３

（１８２０）年に書き写された絵図に描かれている「以久

公御陣」の可能性が高いとした。すなわち、天正６

（１５７８）年の高城・耳川合戦時の島津方武将、島津以

久の陣跡と推定されている�。

　この豊後大友氏と薩摩島津氏による、伊東氏没落後

の日向国領有をめぐる激しい争奪戦の舞台となるの

が、本遺跡から北へ約３
の小丸川対岸の丘陵端部に

位置する高城跡である。また、本遺跡から西へ４
に

は、１５８７年、豊臣秀吉による島津氏攻略の舞台となっ

た根白坂が位置する。

　このように戦国時代における小丸川周辺は、「日向

の中原」を巡る攻防の最前線のみならず、自然の障壁

である小丸川と川面との比高差を生かして丘陵端部に

陣地や出城を配置するといった、巧みな地形利用が認

められ、戦略的重要地域であった。

　一方、本遺跡の南東約３
にある市街地に近い丘陵

上には、南北朝時代に築城された山城で、近世に修復

されて秋月氏の居城となった財部（後に高鍋）城跡が

位置している。

　集落関連遺跡では、崩戸遺跡、野首１遺跡において

中世～近世の屋敷地が調査されている。

　なお、高鍋藩政下、牛牧台地周辺には軍馬等の牧場

が開かれたというが、詳細な位置や規模などは不明で

ある�。
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７　近・現代

　本遺跡周辺では、太平洋戦争に関連する遺物の出土

や遺構が検出されている。

　地元の人の話や文献�によると、太平洋戦争終戦直

前に下耳切第３遺跡と老瀬坂上第３遺跡付近には、西

都市妻町に本部がある、旧陸軍護路部隊が駐屯してお

り、山手に機関銃座や砲座、待避壕、谷間や山陰に山

小屋兵舎を構築し、さらに牛牧周辺の丘には砲兵隊が

大砲を運び砲台構築を始めたという。

　これらの砲台は太平洋戦争末期の連合軍上陸に備え

た対艦船用砲台や高射砲台であったという。

　現在、戦跡と関連付ける遺構や遺物は僅かである。

本遺跡の北側にある南中原第１遺跡では、確認調査に

よってサーベルと認識章が土坑より出土している。

　また、本遺跡の西側約１
の地点にある起伏のやや

緩やかな緩斜面上に高射砲隊の駐屯地が、それより東

に下った急崖面に砲台（加農砲か？）が設置されてい

たらしい。

　他方、牛牧台地周辺には、現在でも防空壕を認める

ことができる。台地の北側斜面には、台地とその直下

に広がる沖積地の間を結ぶ幾筋の狭い往還道があり、

百済亡命王族にまつわる伝承で有名な「宿坂」または

「宿の坂」もその一つである。

　こうした斜面を切り通し状に通ずる小道の両側に

は、防空壕と思しき横穴が現在も各所に残っている。

　下耳切第３遺跡と老瀬坂上第３遺跡を区切る谷の斜

面沿いにも防空壕を認めることができる。

　下耳切第３遺跡側の斜面にも、３～５基の防空壕が

存在している。防空壕入り口部は既に崩落して中に入

れないが、目測では奥行き２０ｍ前後はある。地元の話

では護路部隊が利用していたという。

　現在の風景は、第二次世界大戦前後における開拓に

よって形作られた。本格的な入植活動以前は、調査地

周辺は樹木が鬱蒼と生える湿地帯で、小さな池や小川

が点在していたという。開拓を嚆矢とする土地改良や

基盤整備等によって豊かな畑作地帯に変貌し今に至っ

ている。

　そして、この風景や環境は東九州自動車道建設に

より、まさに一変しようとしている。

第３節　小丸川流域の古墳時代概観

　下耳切第３遺跡の位置する小丸川流域の台地縁辺部

には、古墳群や横穴墓群、および集落遺跡が集中する。

　本遺跡においては、高塚古墳と地下式横穴墓と当該

期の集落跡が検出された。そこで、別項を割いて小丸

川流域の古墳群と集落遺跡について概観する。

�　小丸川流域の古墳と古墳群

　Ａ．小丸川流域の古墳と古墳群の概要

　下耳切第３遺跡が所在する牛牧古墳群は、旧国単位

でいう「日向国」（現在の宮崎県域と鹿児島県大隅地方

の一部を含む）域内に広がる古墳や古墳群のひとつで、

地理的には宮崎平野の北部に位置する。この宮崎平野

北部には一ツ瀬川と小丸川が流れており、牛牧古墳群

は小丸川流域にあたる。

　牛牧古墳群の特質を探るにあたって、まずは小丸川

流域の古墳と古墳群について一瞥する�。　

　小丸川は、尾鈴山系に源を発し、日向灘に東流する

宮崎平野北部の大河川である。この小丸川下流域では

その両岸に河岸段丘や洪積台地が広がり、最下流域で

は沖積地が発達している。行政区域では児湯郡川南

町・木城町・高鍋町となる。

　古墳や古墳群は、小丸川の両岸に沿って東西に帯状

に分布している。高塚古墳群は台地上に、横穴墓は高

塚古墳群の位置する台地直下の斜面地に築かれている

場合が多い。古墳時代集落遺跡も台地上に立地する。

　このように、小丸川流域の古墳や古墳群分布は、大

きく４つに区分される。

　�小丸川北岸の段丘面と沖積地上

　　・川原木寄遺跡�・山塚原古墳群�

　　・岸立横穴墓群＜木城村古墳＞�

　　・永山古墳�・川南古墳群�

　　・持田古墳群�・正祐寺横穴墓群�

　�小丸川南岸の段丘面上（茶臼原・三財原段丘面）

　　ａ：木城町南部の洪積台地、椎木地区

　　　・百合野古墳群�

　　　・比木横穴墓群＜木城村古墳＞�

　　　・陣の内古墳群＜木城村古墳＞�

　ｂ：牛牧台地

　　　・老瀬横穴墓群 ・野首古墳群!
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　　　・山王古墳群"・大戸ノ口古墳群#

　�宮田川下流域の段丘面上（南高鍋地区の北部）

　　　　　　　　　　＜三財原・新田原・雲雀山面＞

　　・毛作古墳群$・光音寺横穴墓群%

　　・水谷原古墳群&・雲雀山古墳、横穴墓群'

　�海岸に東面する台地裾部（南高鍋地区の東部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜新田原面＞

　　・上永谷、下永谷古墳群(・永谷横穴墓群)

Ｂ．小区分地域の概要

ａ）�＜小丸川北岸＞地域の古墳と古墳群

　小丸川北岸の段丘面と沖積地上、つまり小丸川・切

原川左岸の高城段丘面上に展開する古墳と古墳群であ

る。尾鈴山系を北西から南東へ縫うように流れる小丸

川が野部に到達して東へ流路を変える付近から中下流

域にかけての洪積台地縁辺に位置している。

　立地によってさらにＡ～Ｄ地域に４区分される。

　Ａ：尾鈴山塊から小丸川に向けて派生する丘陵平坦

面（木城町川原地区）

　　　・川原木寄遺跡・山塚原古墳群

　Ｂ：洪積台地西端付近（同高城地区）

　　　・岸立横穴墓群（木城村古墳）・永山古墳

　Ｃ：小丸川支流の切原川左岸に広がる国光原台地

　　　・川南古墳群

　Ｄ：小丸川と切原川の合流点付近の持田台地と小丸

川最下流部の沖積地
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第２図　一ッ瀬川～小丸川流域の古墳群（Ｓ＝１/５０,０００）
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　　　・持田古墳群・正祐寺横穴墓群

【川原木寄遺跡】

　川原木寄遺跡は、急斜面の僅かな平坦地にあり、６

世紀前半を中心とする古墳（木棺直葬）または土坑墓

が１基検出されている。

【山塚原古墳群】

　山塚原古墳群は、小丸川とその支流黒水川に挟まれ

た丘陵平坦面に位置する。

　この山塚原古墳群と岸立横穴墓群、対岸の百合野古

墳群・比木横穴墓群は「木城村古墳」として県指定史

跡として一括指定されている。

　山塚原古墳群は、現在までに含めて４５基（以上）の

円墳が確認されている。　

　円墳の直径は１０～１４ｍ前後で、新富町祇園原古墳群

*のように、墳裾を接するような密度の高さで群集し

ている。基数自体も他の古墳群に比して異常なほど多

い。藤本貴仁氏+によると、山塚原古墳群の築造時期

はＭＴ８５～ＴＫ２０９併行期と想定されている。

【岸立横穴墓群】

　小丸川中下流域左岸の台地南側崖面に位置する。山

塚原古墳群と永山古墳との中間地点にある横穴墓群で

ある。発掘調査を受けた２基分を含めて４基が確認さ

れた。その他にも未確認の横穴墓が、多数存在する可

能性が高い。調査された２基の玄室形態はドーム形

で、閉塞部に基壇と飾り縁が施されている。

　築造時期は「隼上り�」期、「隼上り�」の時期まで

に造営されたと考えられている,。

【永山古墳】

　中世山城で有名な「高城」跡が位置する、小丸川左

岸の舌状台地上に位置する横穴式石室である。墳径１０

ｍ前後の小円墳で、石室全長３.７ｍ（玄室長２.８ｍ）、最

大幅１.５ｍを測る無袖に近い片袖の横穴式石室を主体

部とする。土器類や鉄製武器や馬具、玉類など豊富な

副葬品が出土している。調査者は造営時期を６世紀後

半～末と考えられておられる-。

【川南古墳群】

　川南古墳群は、西ノ別府地区・野田地区・八幡地区

に分布しているが、本来的には別個の古墳群である。

西ノ別府地区にも長期間にわたり継続した首長墓系譜

の前方後円墳が展開している。

　西ノ別府地区は、国光原台地の縁辺に位置し、小丸

川を眼下に望む。同じ小丸川左岸の台地上に位置する

持田古墳群とは３.５～４
の距離である。

　前方後円墳２４基と円墳２５基が現存しているが、具体

的な調査例が少なく、詳細は不明である。　

　なかでも、古墳時代前期において柄鏡型類型（１８・

３９・１１号）の大型前方後円墳が築造されたことは注目

に値しよう。

　その後、古墳時代中期になると墳丘規模の縮小化が

顕著になるが、後期に至るまで断続的に築造が続けら

れている（川南２１号墳）。

　古墳時代後期前後には、川南５７号墳例のように首長

墓系譜の古墳群内で新式群集墳化していく。また、国

光塚の伝承に示されるように横穴式石室墳も築造され

た可能性が強い。

　持田古墳群と対峙関係にありながら、長期にわたっ

て継続した首長墓系譜を読み取ることができる。

【持田古墳群】

　小丸川左岸に広がる持田台地上と台地東南側の沖積

微高地に展開する古墳群である。現存する古墳は前方

後円墳９基、帆立貝形古墳１基、円墳７５基である。帆

立貝形古墳である６１号墳（亀塚）は沖積地に位置する。

　川南古墳群同様、古墳時代前期から後期の長期間に

わたる首長墓系譜を含む古墳群である。　

　特に古墳時代前期の１号墳（全長１２０ｍ）・４８号（８５

ｍ）の大型墳は特筆すべき事象である。　

　ただ、古墳時代中期の一時期（６１号墳）に首長墓系

譜の中断期があったとされている。

　また、首長墓系譜については、前方後円墳の分布の

あり方から複数の首長系譜を想定する意見も提出され

ている。

　さらに、古墳群内のいくつかの円墳には、三角縁神

獣鏡や画文帯神獣鏡などが副葬されていた。前方後円

墳の首長層よりは１ランク下の中間層に対する鏡の下
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賜・分与が顕著になる。

　なお、古墳時代後期後半になると、小円墳に横穴式

石室の採用（無号石室墳・８４号墳）が認められる。

　最近の調査事例では、６世紀代以降の築造が推定さ

れる円墳が確認されており.、持田古墳群も新式群集

墳化した可能性がある。

【正祐寺横穴墓群】

　持田古墳群の展開する、持田台地東端部の南側斜面

に６基の横穴墓が現存している。尾根を挟んだ東西の

斜面に２支群１７基が存在したようである。

　このうち１基が発掘調査を受けた。玄室形態は寄棟

造りで、７世紀代の横穴墓である。

　調査者は持田古墳群造営終了後に営まれた横穴墓と

考えておられる/。なお、持田台地直下には東光寺横

穴墓群（１４基）が知られていたが、現在、その位置は

確認されていない0。

ｂ）�＜小丸川南岸＞地域の古墳と古墳群

　小丸川南岸の段丘面上、つまり茶臼原・三財原段丘

面上に展開する古墳群である。

　地理的には大きくＡ～Ｃと３区分される。

　Ａ：上ノ原台地…百合野古墳群・比木横穴墓群

　Ｂ：牛牧台地…牛牧古墳群・山王古墳群

　　　　　　　・野首古墳群・老瀬横穴墓群

　　　　　　　・大戸ノ口古墳群

　Ｃ：牛牧台地と上ノ原台地に挟まれた台地上　　　

　　　　　　　…陣の内古墳群

【百合野古墳群】

　山塚原古墳群の対岸に広がる木城町南部の洪積台地

上に展開する。現存は円墳８基と前方後円墳１基であ

る。円墳は直径１０ｍ前後の小円墳で、現状では散漫に

分布している。前方後円墳については、確証に乏しく

円墳としたほうが妥当かもしれない。

【比木横穴墓群】

　百合野古墳群の展開する台地から約０.５
の台地北

側斜面に展する。河岸段丘面との境にあたる。現存で

は９基が現存するが、詳細は不明である。

【陣の内古墳群】

　百合野古墳群と牛牧古墳群の中間点に位置する、木

城町椎木地区の古墳群である。百合野古墳群を戴く茶

臼原段丘面より高位の三財原段丘面上に展開する。

　現状では、円墳８基と前方後円墳１基が確認されて

いる。円墳は、小円墳群をなす。前方後円墳（木城２９

号墳）は墳丘の削平が著しいが墳長は３０ｍを測る。長

津宗重氏は前方後円墳集成編年の８期（ＴＫ２３・４７）

と想定されている1。

【老瀬横穴墓】

　野首古墳群の西側１
付近の牛牧台地北側斜面に位

置する。河岸段丘面との境にあたる。現状では、１２基

確認されているが、詳細は不明である。

【牛牧古墳群】

　牛牧台地の北東部縁辺に展開する古墳群である。現

状では、円墳１６基、前方後円墳１基からなる。

　台地縁辺に沿って帯状に展開する支群と、やや内地

よりでまとまる支群から構成される。

　牛牧古墳群については、第２分冊第�章第１節にて

再度検討する。

【山王古墳群】

　牛牧古墳群のある牛牧台地直下にある古墳群で、牛

牧台地と小丸川との中位段丘面に位置する。現状では

円墳１１基と前方後円墳１基の古墳が同心円状にまとま

る群構成である。

【野首古墳群】　

　牛牧台地から小丸川へ突き出すように派生する丘陵

緩斜面に野首古墳群は位置する。

　横穴式石室を内部主体とする２基の円墳からなる小

規模な古墳群（野首１号墳・野首２号墳）である。野

首１号墳は墳径７ｍ前後を測り、築造時期ないし造営

時期は須恵器の型式から７世紀初頭～前半代（隼上り

�～�式併行期）と考えられている。

【大戸ノ口古墳群】

　大戸ノ口古墳群は、小丸川の沖積地を望む牛牧台地
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南東部の舌状丘陵に位置する。現存は円墳５基であ

る。この大戸ノ口古墳群に近接して６世紀初頭および

６世紀後半にかけての竪穴住居跡１７軒が検出された大

戸ノ口第２遺跡が所在する。

【黒谷横穴墓群】

　大戸ノ口古墳群の位置する丘陵直下にあたる部分に

黒谷横穴墓群が分布していたという2。現在、所在や

基数も未確認である。

【大平寺横穴墓群】

　宮田川左岸の丘陵上にあり、黒谷横穴墓群推定地よ

りも内陸に入った大平寺地区に分布するとされた横穴

墓群3である。光音寺横穴墓群の宮田川を挟んだ南東

部に位置する。黒谷横穴墓群同様に現在、その位置や

基数は確認されていない。

ｃ）�＜宮田川下流域＞地域の古墳と古墳群

　牛牧台地を南北に大きく二分する宮田川下流域の洪

積台地、特に宮田川右岸（高鍋町南高鍋地区）に展開

する古墳群である。

　宮田川は、一ツ瀬川と小丸川に挟まれた洪積台地を

日向灘に向けて東流し、牛牧台地を大きく南北に隔て

ている。宮田川下流域の南側洪積台地上に古墳群や横

穴墓群が展開する。

【毛作古墳群】

　小丸川河口を北東に望む台地北縁部の平坦面に位置

する。４基の円墳が現存する。直径１０ｍ前後を測る小

円墳であるが、詳細は不明である。

　毛作古墳群より東側の台地縁辺付近で、弥生時代中

期後半及び古墳時代後期の竪穴住居跡群が調査された

毛作第４遺跡が所在する。

【光音寺横穴墓群】

　毛作古墳群の展開する台地から約１
北東にある台

地裾部の東側及び南側の崖面に位置する。７基が確認

された。

　玄室形態は寄棟造りの家形やドーム形で、概ね６世

紀後半代を中心に７世紀中葉までの時期が想定され、

継続的な造墓活動が読み取れる。

　また、横穴墓群のある台地の南西約１
に毛作古墳

群があり古墳群との関連性が指摘されている4。

【水谷原古墳群】

　小丸川河口の沖積地を北に望む、宮田川右岸の台地

上に位置する。　

　水谷原古墳群は、現在前方後円墳２基、円墳１３基で

構成されている。このうち円墳１基（水谷原１４号墳）

が調査された5。

　水谷原１４号墳は、現存長南北８ｍ、東西４ｍ、高さ

１.５ｍを測り、墳丘中央部より須恵器（蓋坏・有蓋高坏）

が集中して出土した。明確な主体部は確認されなかっ

た。築造時期は６世紀中ごろから後半にかけてと想定

されている。

　前方後円墳は水谷原６号墳（墳長約２３ｍ）、水谷原７

号墳（墳長約２５ｍ）がある。ともに墳長２５ｍ規模で葺

石を持たない。後円部は前方部より現状で１～３ｍ前

後高いが、前方部の削平が著しい。規模や平面形等は

木城２９号墳や山王９号墳と類似している。

　この２基の前方後円墳は、古墳群中の古墳時代後期

に属する小円墳の存在や、木城２９号墳や山王９号墳と

比較から前方後円墳集成でいう、８～１０期（ＭＴ１５～

ＴＫ２０９）の築造と考えられる。

　その他の円墳群は、概ね直径１０ｍ前後を測り、１５ｍ

前後の円墳もみられる。

　このように水谷原古墳群は、古墳時代後期、少なく

とも６世紀中頃前後から展開する、新式群集墳の可能

性が指摘されよう。

【雲雀山古墳・横穴墓】

　水谷原古墳群より東側の１.２
地点にある古墳と

横穴墓である。宮田川河口付近を望む台地東端に位置

する。古墳１基と横穴墓１基が現存しているが、詳細

は不明である。

ｄ）�＜海岸部＞地域の古墳と古墳群

　宮田川と日置川に挟まれた洪積台地の海岸側台地

（新田原面）縁辺に位置する。

　�～�の地域は、小丸川に面した地形に展開する古
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墳や古墳群であるのに比べ、�の地域は海岸部に面し

た地形に立地するのが特徴である。

【上永谷古墳群・下永谷古墳群】

　日向灘に東面する台地を開析する永谷川を挟んで、

北側に上永谷古墳群（円墳６基）、南側に下永谷古墳群

（円墳５基）が位置する。

　これらは新富町との町境付近に展開する古墳群でも

ある。小字名は「牧」である。両古墳群とも、直径１０

ｍ前後の小円墳群であるが、詳細は不明である。

【永谷横穴墓群】

　上永谷・下永谷古墳群の展開する台地直下の斜面地

に位置する。永谷川右岸と下永谷古墳群の載る台地崖

面との接点で２基検出された。他に複数基存在する可

能性がある。

　永谷１号横穴墓は３体（若年～老年期）の埋葬が確

認された。６世紀後半頃の年代が想定されるという

6。

Ｃ．横穴式石室墳の動向

　小丸川流域の横穴式石室については、藤木聡氏の調

査報告7が詳しいが、概略を記しておく。

　宮崎県下の横穴式石室は、古墳自体の多さの割には

僅少で２２例を数えるに留まる。

　このうち、小丸川流域の横穴式石室墳は、現時点で

は永山古墳、野首古墳群の２基、持田古墳群中の無号

石室墳と８４号墳があり、６世紀後半～７世紀前半代の

築造である7。これらの横穴式石室の立地は、小丸川

北岸に面する台地縁辺に集中する8。

　また、小丸川流域の横穴式石室は、直径１０～１２ｍ前

後の小円墳に伴い、永山古墳や野首古墳群といった小

規模な後・終末期群集墳や持田古墳群といった首長墓

系譜古墳群の小円墳に採用されている。

　石室の規模は、持田８４号墳や永山古墳以外は、単純

に比較できないが、玄室平面形は長方形の羽子板状で

奥壁幅は狭いのが特徴的である。奥壁幅に限れば、野

首１号墳が最も長い。　

　石室石材は、河原石をそのまま利用した石積みで、

精緻と言えないが、横目地と立て目地が通る重箱積み

や煉瓦積みを基調としている。また、比較的大きさの

揃った丸みを持った立柱状の転石が使用され、大きさ

も比較的揃えられている。おそらく石材は、小丸川よ

り直接採取された転石と考えられる。　

　特に持田８４号墳と野首１号墳の玄室腰石は、縦位に

据えられること、力石の架構がみられるなど石積み技

法や石材や大きさの選択に共通性がある。このことか

ら石室築造者集団の存在が類推される。

�　小丸川流域の古墳時代集落遺跡概観

　下耳切第３遺跡が位置する小丸川流域では、数少な

いながら古墳時代集落が調査されてきた。

　ここで、各遺跡の概略を列挙することにしたい。

　なお、遺跡の位置関係については、第Ⅱ章第１図を

参照されたい。

Ａ．小丸川流域の古墳時代集落

ａ）小丸川左岸域

【上ノ別府遺跡】

　上ノ別府遺跡9は、広域盟主的首長墓古墳群である

持田古墳群内に位置する。遺跡は、古墳群内の首長墓

系譜に連なる前方後円墳群の展開する台地とは立地が

異なり、谷を挟んだ東側台地上に所在する。調査の結

果、竪穴住居跡９軒と２軒分の掘立柱建物跡（平地式

と高床式）が確認された。

　多くの竪穴住居跡は、平面方形で長軸４～５ｍ、短

軸３～４ｍを測り、主柱穴は４本柱である。一辺８.２×

６.６ｍで６本柱の大型住居も１軒検出された。

　火処は、土器埋設炉、炉（地床炉・焼土面）を採用

するが、竈の可能性の高い住居跡も１軒存在する。　

　集落自体はより広範囲に及ぶと想定されている。集

落の時期は６世紀後半～７世紀前半と考えられる。

【尾花Ａ遺跡】

　小丸川支流切原川左岸に広がる国光原台地の端部に

あたる。開析谷を挟んで西側約１.５
の地点に川南古

墳群が位置する。

　現在、発掘調査中であるため、詳細は不明であるが、

古墳時代前期の竪穴住居跡９０軒が検出されているとい

う:。　

　なお、尾花Ａ遺跡の北側には西ノ別府遺跡;が隣接
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し、�製重圏文鏡１面が出土した古墳時代前期後半の

竪穴住居跡が１軒調査されている。

ｂ）小丸川右岸域

【野首第１遺跡】

　牛牧台地から小丸川に向かって派生する丘陵上と東

側斜面に、古墳時代中期後半～後期初頭と後期後半か

ら終末にかけての竪穴住居跡１１軒が調査された。

　このうち２軒（６世紀後半～７世紀中頃）は野首古

墳群と関連性が高いとされている<。

【野首第２遺跡】

　野首第１遺跡の南側に位置し、山王古墳群を眼前に

ひかえる丘陵南東斜面に立地する。古墳時代中期初頭

～後期初頭の竪穴住居跡が３８軒検出された。滑石製臼

玉を多量に有する住居もみられる=。

【南中原遺跡】

　牛牧台地の北東端にあたり、小丸川右岸の沖積地と

の間に細長く延びる河岸段丘上に位置する。野首第２

遺跡から南東へ約１
の地点にある。古墳時代中期前

半の土坑が１基検出された>。

【大戸ノ口第２遺跡】

　小丸川右岸に広がる牛牧台地の最南東の舌状丘陵に

位置する?。付近に大戸ノ口古墳群が隣接する。

　東側の丘陵部で古墳に隣接する竪穴状遺構１基（６

世紀初頭）、谷を挟んだ西側丘陵基部で６世紀後半を

中心とする竪穴住居跡１６軒が検出された。

　竪穴住居跡は、方形プランで一辺４～６ｍで４本

柱、中央に炉ないし土器埋設炉を有している。竈ない

し竈に類する遺構を持つ住居跡は５軒である。６本柱

の竪穴住居跡も１軒認められる。

　また、竪穴住居跡の時期に近いと考えられる掘立柱

建物跡も数棟存在している。

【毛作第４遺跡】

　北東に小丸川河口の沖積地を望む台地北縁部の平坦

面に位置する@。毛作古墳群の北東約０.５
の地点

にある。古墳時代後期の竪穴住居跡が１軒調査され

た。平面プランが方形で東辺に竈を有している。
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第１節　確認調査の概要

【概要】

　下耳切第３遺跡を大きくＡ～Ｈ区に８分割し、路線

予定地内居宅の転居や茶やトウモロコシ等の収穫終了

に合わせて、確認調査を実施した（第５・６図）。

　第１次確認調査として、Ｃ・Ｇ区の確認調査を平成

１２年６月１９日～６月２８日に実施した。　　

　第２次確認調査は、平成１２年８月７日～８月２２日に

Ａ区とＥ区について実施した。

　Ｂ区は、本調査期間内（平成１３年８月～９月）、Ｄ・

Ｆ区は本調査期間中（平成１４年２月～３月）に随時実

施することで対応した。

【確認調査の方法】

　試掘調査の方法は、２ｍ×２ｍの先行トレンチを人

力で掘削して遺物包含層や遺構の検出と把握に努めた

あと、重機で面的に広げて遺物や遺構の広がりや残存

状況の把握を行った。

【各区の概要】

　Ａ区北半部では�－��上面で縄文時代の土坑と縄文

時代中期の土器片と石鏃、古墳時代の竪穴住居跡の一

部と古墳時代後期の土師器、須恵器片等が検出された

が、遺構の面的な広がりは確認できなかった。

　しかし、Ａ区南半部には、発掘調査対象である牛牧

１号墳が位置するので、Ａ区全域の�－��上面を本調

査対象とした。

　Ｂ区では、古墳時代の竪穴住居跡と土師器、須恵器

片等が検出され、Ｂ区全体に遺構が展開することが確

認できたので本調査対応となった。

　Ｃ区では黒ボク層上面にて、硬化面を有する道路状

遺構が検出され、本調査対応とした。

　Ｄ区は、遺構・遺物は確認できず、確認調査で調査

終了とした。

　また、Ｅ・Ｆ区では�－��上面にて東西に延伸する溝

状遺構を３条検出した。立地と遺構のあり方から、道

路（小径）と捉えた方が妥当であると考えられ、本調

査対象区とした。

　Ｇ・Ｈ区はいわゆる「天地返し」による土壌攪乱が

著しく、遺構・遺物も確認できなかったことから調査

終了とした。

　以上の結果から本遺跡は縄文時代中期及び古墳時代

後期を主体とする遺跡と判明し、調査対象区はＡ～Ｃ

区、Ｅ・Ｆ区全域の黒ボク層及び�－��上面での本調査

と決定した。

　Ａ区南半部にある牛牧１号墳は、平成１２年８月２８日

～２９日にかけて測量調査を実施した。

　なお、本調査開始後、Ａ・Ｂ区については�－��上面

検出の遺構精査終了後、それより下層の遺構や遺物の

有無について確認調査を随時実施した。

　その結果、後期旧石器時代と縄文時代早期の文化層

の存在が明らかになり、Ａ・Ｂ区の北半部分約６,１００	

が新たに調査対象となった。

【Ａ調査区下面の谷部】

　Ａ調査区の北側には開析谷が接しているが、この調

査区側斜面とその下部を流れる小川周辺で縄文中期を

主体とする縄文土器や石器類を多く表採できた。

　さらに、Ａ区における縄文中期集落の存在から水場

遺構や水さらし遺構などの遺構の存在が想定されたの

で確認調査を実施することにした。

　ただ、斜面部は急傾斜であったので、調査にあたっ

ては安全を優先した範囲で確認トレンチを設定した。

しかし、縄文時代中期～後期を中心する遺物が表土中

より出土したのみで遺構は確認できなかった。

　そのため、Ａ区北側の斜面地については、本調査を

実施せず、遺物をできる限り表面採集し、図化掲載す

ることで対応することにした。

第２節　発掘調査の方法

【調査面積】

　下耳切第３遺跡は、縄文時代中期及び古墳時代後期

を主体とする遺跡である。調査対象区はＡ～Ｃ区、

Ｅ・Ｆ区全域の黒ボク層及び�－��上面の本調査実施と

決定し調査対象面積２２,５００	となった。

【調査の方法と経過】

　調査は、平成１２年９月４日より、Ａ区から着手した。

まず、重機で表土・攪乱部分の除去を実施し、その後、

第�章　調査の方法と経過
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人力による遺構検出と精査を進めた。

　Ａ区では、予想に反して竪穴住居や土坑群を多数検

出し、縄文時代と古墳時代の大集落の様相を呈した。

また牛牧１号墳は地下式横穴墓が寄生する円墳である

ことが判明し、周辺にも地下式横穴墓や土坑墓といっ

た墳墓群が展開することが確認された。

　さらに、細石刃文化層や縄文早期文化層がＡ区北半

部とＢ区を中心に遺存したことも新たに判明して、当

初の調査工程を変更する必要に迫られた。　

　よって、Ａ区古墳時代後期の集落の調査を平成１２年

９月４日～１３年３月３０日にかけて実施し（１次調査）、

Ａ区の古墳時代墳墓と縄文時代中期の集落、Ｂ区の調

査を平成１３年４月３日～１４年３月２９日（２次調査）、Ａ・

Ｂ区の後期旧石器～縄文時代早期の調査及びＣ・Ｅ・

Ｆ区の道路状遺構、溝状遺構の調査を平成１４年５月２３

日～１５年８月２９日（３次調査）に実施した。結果的に

は足掛け３ヶ年にわたる長期間の発掘調査となった。

【教育普及活動等】

　発掘調査期間中には、県民、地域住民に随時調査成

果を公表して埋蔵文化財保護への理解に供するべく、

平成１３年７月と平成１４年２月に都合２回の現地説明会

を開催した。

　平成１３年７月１４日実施の第１回現地説明会は古墳時

代後期の集落と墳墓の調査成果に焦点を絞った。

　当日は猛暑の日の現地説明会であったが、総数２６２

名に及ぶ多数の見学者が来跡され、埋蔵文化財に対す

る関心の高さを見せた。

　第１回現地説明会は、東九州自動車道（都農～西都

間）遺跡発掘調査における最初の現地説明会でもある。

　第２回目は、平成１４年２月９日に実施され、古墳時

代中期の集落と墳墓の調査成果に焦点を絞った現地説

明会であった。寒風吹きすさぶ日にも関わらず、総数

２５４名に及ぶ多数の見学者が来跡された。

　また現地説明会以外には、調査成果の速報性を生か

すため講座活動を実施した。

　平成１４年６月に高鍋町教育委員会主催の高鍋町歴史

講座、７月の宮崎県埋蔵文化財センター主催の埋蔵文

化財講座において講演を行なった。

 

【調査雑録】

　本遺跡は、南向きの日当たりの良い場所に位置し、

周辺には風や直射日光を遮る遮蔽物が皆無だったこと

から夏は炎天下の中、冬は寒風吹きすさび、砂塵の舞

う中の調査作業となった。　

　この風は季節や時間帯によって風力や風向が異なっ

ている。春から初夏にかけては北西から南東方向にや

や弱い風が吹く。時たま、枇杷の香りを運んだりし

て、暑さを和らがせるだけでなく調査員や作業員一同

の心を和ませる風でもあった。　

　夏になると西風、南西からの砂塵まじり熱風が吹

き、小さな竜巻がよく発生した。秋は金木犀の香りと

穏やかな風をもたらすが、冬になると南東からの砂塵

を含む冷たい風が吹きすさぶ。

　この風は、一年を通して午後２時頃から定期的に吹

き始め、終業時刻前後（午後５時）になると強さを増

すという法則性があった。　

　調査地周辺に点在する人家の多くは、宅地の周囲に

杉やマキといった、樹高の高い木々を植えており、台

地に生きる人々の知恵の一端が表れている。

　調査中は、調査主任の不徳により、熱中症を訴えた

り、遺構に足をとらわれ転倒する発掘作業員が続出す

る事態も起きたが、なんとか調査終了に漕ぎ着けられ

たのは、精力的に発掘作業に従事された総勢３０名近い

発掘作業員の労苦の賜物である。

　ここに記して心から感謝を申し上げたい。

【日誌抄】

２０００，９，４　表土剥ぎ開始

２０００，９，７　現場事務所設置

　　　９，１１　発掘作業員投入

　　　９，１８　多数の竪穴住居跡検出

　　　　　　　調査員、作業員共々歓喜に沸く

　　　１０，２　遺構検出面の平板実測開始

　　　１０，１６　牛牧第１５号墳調査開始

　　　１０，２３　古墳時代竪穴住居跡精査跡開始

　　　１０，２６　高鍋町教委 山本格氏来跡

　　　１０，２７　牛牧１号墳調査開始

　　　　　　　坂井秀弥文化庁調査官来跡

　　　１１，２５　カマドと土器埋設炉の初検出

　　　１２，１５　第２号地下式横穴墓検出
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　　　　　　　高鍋町初の地下式横穴墓検出に驚愕が走る

　　　１２，１８　牛牧１号墳周溝内にも地下式横穴墓発

見、精査開始

　　　　　　　宮崎大学　柳沢一男教授来跡

　　　１２，２５　ＵＭＫ（テレビ宮崎）、報道取材

２００１，１，１０　ＵＭＫ（テレビ宮崎）、報道取材

　　　　　　　翌日夕刻の報道番組で放映

２００１，１，１５　第３号地下式横穴墓の調査開始

　　　　　　　竪坑の長い地下式横穴墓と認識

　　　１，１７　福岡大学 小田富士雄教授来跡

　　　２，９　宇土市教委 藤本貴仁氏来跡

　　　２，１４　宮崎日日新聞社取材

　　　２，１９　牛牧１号墳主体部の調査開始

　　　２，２２　西都原古墳研究所長　日高正晴氏来跡

　　　２，２７　岩村哲雄県文化財保護指導員来跡

　　　３，２　地下式横穴墓の調査終了

　　　３，７　高岡町教委 島田正浩氏来跡

　　　３，１４　東九州指導委員会現地指導

　　　３，２１　元興寺文化財研究所雨森・塚本氏来跡

　　　３，２２　奈良大学 水野正好学長来跡

　　　　　　　牛牧１号墳主体部検出

　　　３，２９　大分県教委　渋谷忠章氏

　　　　　　　宮崎産業経営大学　柴田博子講師

　　　　　　　鹿児島ラサール高校　永山修一氏来跡

　　　３，３０　福岡大学 武末純一教授来跡

　　　　　　　第１次調査終了

　　　４，３　第２次調査開始

　　　４，１１　鹿児島国際大学 中園聡教授、鹿児島女

子短期大学 大西智和助教授来跡

　　　４，１６　縄文時代中期遺構の精査開始

　　　５，１７　縄文時代中期土坑群の検出

　　　５，２８　橿原考古学研究所 吉村・木下両氏来跡

　　　６，１５　Ａ区北端の調査区拡張開始

　　　７，２　共同通信社取材

　　　７，１４　第１回現地説明会開催

　　　７，１６　宮崎日日新聞社取材

　　　７，１９　ＳＣ４２（炭化ドングリ）精査

　　　７，２５　円形に並ぶピット列の認定作業開始

　　　８，１０　鹿児島国際大学 上村俊雄教授

　　　　　　　鹿児島大学 橋本達也助教授

　　　　　　　北川町教育委員会 田中茂教育長来跡

　　　９，２８　全国公立埋蔵文化財センター連絡協議

会（九州・中・四国ブロック）視察団

来跡

　　　１０，１０　熊本大学 甲元眞之教授来跡

　　　１０，１１　臼杵勲文化庁調査官来跡

　　　１０，３０　Ｂ区表土剥ぎ開始

　　　　　　　古墳時代竪穴住居跡跡６０軒突破

　　　１１，２８　埋蔵文化財写真研修

　　　　　　　〔講師　牛嶋茂文部科学技官〕

　　　１２，４　元興寺文化財研究所 角南伸一郎氏来跡

　　　１２，１１　Ｃ区調査開始（表土剥ぎ）

　　　　　　　Ｄ・Ｅ区確認調査開始

２００２，１，９　牛牧１号墳　盛土掘り下げ開始

　　　　　　縄文時代中期土坑１００基突破

　　　２，９　第２回現地説明会

　　　３，６　牛牧１号墳旧表土（縄文後・晩期包含

層）精査開始

　　　３，２２　東九州指導委員会現地指導

　　　３，２９　第２次調査終了、現場事務所撤収

２００２，５，２３　第３次調査開始（旧石器・縄文早期）

　　　　　　　現場事務所設置

　　　５，２９　集石遺構を多数検出

　　　６，４　縄文時代早期遺物取り上げ開始

　　　７，１０　集石遺構３０基突破

　　　７，１５　旧石器包含層掘削開始

　　　７，１７　Ｅ・Ｆ区の調査開始（表紙剥ぎ）

　　　７，３０　縄文時代早期の調査終了

　　　８，１６　第３次調査終了

　　　８，２９　現場事務所撤収、排土埋戻して調査終了

第３節　整理作業及び報告書の作成

　遺物の整理作業にあたっては、洗浄と注記を現場事

務所と東畦原整理作業事務所にて平成１３年４月～１４年

３月に実施した。遺物の接合・実測・拓本等及び報告

書作成等は、平成１４年４月～１７年１１月の期間において

埋蔵文化財センター本館で実施した。
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第１節　調査の概要

【下耳切第３遺跡における遺構と遺物】

　下耳切第３遺跡における調査成果の概略は、第１表

に一覧化した。

【本章以下の調査区呼称について】

　確認調査や本調査の段階では調査区をＡ～Ｈ区と区

分していた。以下、本文および図表では、遺構や遺物

説明の便宜上、Ａ・Ｂ区と大きく調査区を２分割に再

区分した上で叙述することにする（第７図）。

第２節　基本層序

１　基本層序（第８図）
【概況】

　本遺跡における基本層序は、�－��火山灰以下霧島

アワオコシまでの層が比較的良好に堆積していた。　

確認調査及び本調査時において土層は、表土から最下

層の明褐色粘質土まで、大きく１４に区分される。第��

層（明褐色粘質土）より下層の土層堆積は未掘のため

把握できていない。

　本遺跡における土層堆積状況は、新富町および高鍋

町内の東九州自動車道関連遺跡で共通に見られる土層

堆積状況と同様で、段丘群中の「三財原面」に相当す

る。本遺跡と隣接する北牛牧第５遺跡、老瀬坂上第３

遺跡においても、類似した土層堆積状況を示してお

り、牛牧台地は三財原面に相当する。

　なお、基本層序の呼称は、東九州自動車道関連遺跡

の統一呼称（土層）と共通する部分については、一部

これを使用した�。

　本遺跡で確認された、鍵層としては、第�層に対応

する�－��火山灰（�－��）、第�層中に含まれる小林降

下軽石（��－��）、第�層で姶良Ｔｎ火山灰（ＡＴ）、第

��層で霧島アワオコシ（��－��）を確認した。

【基本土層の概略】

第�層：表土（耕作土）で、層厚は平均約０.１～０.３ｍ。

後期旧石器から現代までの遺物を包含する。

第�層：黒色土層（７.７ＹＲ１.７/１）。いわゆる「クロボ

ク」に相当する。しまりが強いが粘性はない。

触るとサラサラと崩れる。古墳時代以降の遺

物包含層である。平均層厚０.１５～０.２ｍ前後

で、調査区全体に比較的良く遺存している。

上位にわずかに高原スコリアを含んでいる。

ただ、遺物を含む層としてはＡ調査区の北半

部分に限定される。

第�層：黒色土層。この層も「クロボク」層で、縄文

時代中期～後・晩期の遺物包含層である。土

第１表　下耳切第３遺跡における遺構・遺物と出土層位

主な遺物主な遺構時代区分火山灰層基本層順

陶磁器、瓦掘立柱建物４棟、溝状遺構１１条現代－第�層

須恵器、土師器、鉄器、装飾品古墳２基、地下式横穴墓８基、土壙墓４基、祭祀土坑１
基、馬埋葬土坑２基、土坑８基、溝状遺構１条、不明遺
構１基、竪穴住居７５軒、掘立柱建物８２棟、柵列５条

古墳時代終末期
～古代初－第�層

有肩打製石斧、磨石、敲石、石錘

�類（三万田式）土器、類土器、�類（孔列文）土器、��類土器

土坑２基、陥し穴状遺構３基縄文時代後・晩
期－第�ａ層

打製石斧、有肩打製石斧、スクレイパー、石核、剥片、磨石、敲石、
石皿、台石、石錘

�類（船元式系）土器、�類（船元式系・春日式）土器、�類（春日
式・貝殻条痕文）土器竪穴住居９軒、平地式建物３２軒、掘立柱建物４棟、土坑

１４３基、集石遺構１基、配石遺構１基
縄文時代中期前
葉～中葉第�ｂ層

打製石鏃、打製石斧、スクレイパー、石錐、石核、剥片、二次加工剥
片、磨石、敲石、石皿、台石、石錘、石製垂飾

－�－��第�層

�類（桑ノ丸式）土器、�類（押型文）土器、�類（無文）土器、�
類（縄文・撚糸文）土器散礫２基

縄文時代早期後
半

ＭＢ０第�層

尖頭器、打製石鏃、スクレイパー、石核、剥片、砕片、磨石、敲石、
石皿、台石、石製垂飾集石遺構３１基ＭＬ１第�ａ層

細石刃、細石刃核、石核、剥片、二次加工剥片、砕片後期旧石器時代
�期ＭＬ１第�ｂ層

ナイフ形石器、角錐状石器、剥片尖頭器、石核、剥片後期旧石器時代
�期��－��第�ａ層

第�層以下では遺構・遺物は未確認ＭＬ２第	層

第�章　調査の記録（�）
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��b層 
�c層 

第�層：表土（耕作土）で、層厚は平均約０.１～０.３ｍ 

第�層：黒色土層（７.７ＹＲ１.７/１）（クロボク層で、古墳時代終末期～古代の遺物包含層） 

第�層：黒色土層（クロボク層にあたる） 

  �ａ層：第�層の上層にあたる黒色土層（Ｎ１.５/）（縄文時代後晩期遺物包含層） 

  �ｂ層：第�層の下層にあたる黒色土層（１０ＹＲ３/１）（縄文時代中期遺物包含層） 

第�層：Ｋ-Ａｈ層 

第�層：黒色粘質土（７.５ＹＲ２/１） 

第�層：極暗褐色土（７.５ＹＲ２/３）（ＭＬ１相当層である） 

  �ａ層：第�層の上層（縄文時代早期遺物包含層） 

  �ｂ層：第�層の中層（後期旧石器時代遺物包含層） 

  �ｃ層：第�ｂ層より黄みの強い粘質土である 

第�層：褐色粘質土（１０ＹＲ４/６）（Ｋｒ～Ｋｂ相当層） 

第�層：黒褐色粘質土（１０ＹＲ３/１）（ＭＬ２相当層か？） 

第層：黄褐色粘質土（１０ＹＲ５/６）（ＭＬ２相当層である） 

第�層：明黄褐色砂質土（２.５Ｙ６/６）（ＡＴの２次堆積層である） 

第��層：黒褐色土（７.５ＹＲ２/３）（ＭＢ２・３相当層である） 

第��層：褐色粘質土（１０ＹＲ４/６）（ＭＬ３相当層である） 

第��層：赤褐色粘質土（２.５Ｙ６/６）（Ｋｒ-Ａｗ相当層である） 

第��層：明褐色粘質土（７.５Ｙ５/８）（ＭＬ４相当層である） 
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第７図　下耳切第３遺跡調査区割図（Ｓ＝１/１,０００）

第８図　下耳切第３遺跡における基本層序
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質や遺物包含状況より２層に細分される。

�ａ層：第�層の上層にあたる黒色土層（Ｎ１.５/）。粘

性がやや強く、しまりも良い。粒子が細かく

保水性に富む。縄文時代後・晩期の遺物包含

層である。第�ａ層の遺存状況は悪く、大半

が失われている。

�ｂ層：第�層の下層にあたる黒色土層（１０ＹＲ３/

１）。上層に比べ黄みが強くオリーブ色に近

い土色を示す。また、硬質で硬くしまってい

る。縄文時代中期の遺物包含層である。平均

層厚は０.１５ｍ前後である。

第�層：�－��層である。�ｂ層の層界は土壌化が進

む。

第�層：黒色粘質土（７.５ＹＲ２/１）。しまり良く硬質

で、ブロック状に割れやすい。黄白色や赤褐

色の微細粒子を多く含む。ＭＢ０相当層と考

えられる。Ｃ区ではやや黄味が強くなる（２.５

ＹＲ２/１）。

第�層：極暗褐色土（７.５ＹＲ２/３）。しまり強く硬質

である。粘性も強い。ＭＬ１相当層と考えら

れる。このうち、土質や遺物包含のあり方か

ら３層に細分される。

�ａ層：第�層の上層。�ｂ層よりやや黒味が強く、

土壌化が進む層である。この上面で縄文時代

早期の集石遺構が、上面及び層中から遺物が

検出される。

�ｂ層：第�層の中層。後期旧石器（細石刃）の包含

層。

�ｃ層：第�ｂ層より黄みの強い粘質土である。とく

に、Ａ区南半部より南側の調査区では１�以

下の砂礫を含み、球形状のシミが多く認めら

れる（灰黄褐色粘質土：１０ＹＲ４/２）。

第�層：褐色粘質土（１０ＹＲ４/６）。硬質でブロック

状に割れやすい、小林降下軽石（��－��）を

含む層である。上層に小林軽石（第�ａ層）、

下部（第�ｂ層）に１～５�大の砂礫が集中

する。第�ａ層中でナイフ形石器などの後期

旧石器が出土する。

第層：黒褐色粘質土（１０ＹＲ３/１）。粘性強く、し

まりもよい。硬質でブロック状に割れやす

い。ＭＬ２相当層と考えられる。Ａ区南半部

より南側では途切れる層である。これより以

下の層は無遺物層である。

第�層：黄褐色粘質土（１０ＹＲ５/６）。粘性に富みし

まりがよい。球形状のシミ（径２～３�）が

まだら状に入る。

　　　　下部付近には第�層の１～１５�大の砂礫が混

入する。ＭＬ２相当層と考えられる。Ａ区南

半からは砂礫が主体となる。

第�層：明黄褐色砂質土（２.５Ｙ６/６）。いわゆる姶良

Ｔｎ、ＡＴである。この第�層は、平均０.５ｍ

の層厚をなし、Ａ区南半部からは１.２ｍ前後と

厚く堆積している。縞状の堆積を示し、流水

と沈殿作用が交互に繰り返されている。最下

層では灰白色砂質土（２.５Ｙ８/１）が約３�ほ

ど堆積し、大隅・幸屋降下軽石に相当する。

第��層：黒褐色土（７.５ＹＲ２/３）。ＭＢ２・３相当層

と考えられる。粘性強く硬質でクラックが幾

筋にも陥入する。上層には第�層由来の黄褐

色砂質土ブロック（１�大）が多く含まれる。

全体的に白色粒子（白斑）を多く含む。

第��層：褐色粘質土（１０ＹＲ４/６）。ＭＬ３相当層で

ある。柔らかく粘性に富む。

第��層：赤褐色粘質土（２.５Ｙ６/６）。霧島アワオコシ

を含む層、��－��相当層である。全体的に硬

質で、アワオコシがブロック状に含まれてい

る。

第��層：明褐色粘土質土（７.５Ｙ５/８）。粘性がありや

や硬質である。黄褐色粒子を多く含む。ＭＬ

４相当層と考えられる。

【各層の堆積状況】

　調査区は北端の開析谷に接する部分から南に向かっ

て緩やかに傾斜するにつれ、黒色土（第�層）以下の

土層は徐々に厚く堆積する傾向を示した。特にＡ区の

南半部は第�層が厚く堆積していた。

　他方、Ａ区の北半部とＢ・Ｃ区の耕作地や宅地部分

であった箇所においては、第�層はほぼ失われてい

る。特に畑地部分では�層まで損なわれていた。

　第�・�層はいわゆる「クロボク」に相当する層で、
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縄文時代中期～古代までの遺物包含層である。

　また、姶良Ｔｎ火山灰層（第層）は、水成堆積を

示しており、幾重にも縞状の堆積が認められた。この

堆積状況は、本遺跡南側に位置する北牛牧第５遺跡調

査例と同様なので、ＡＴ降灰時、本遺跡周辺は、くぼ

地や沼沢地形をなしていたと想定できる。

２　各層ごとの古環境復元

　本遺跡における、後期旧石器時代から古代における

古環境を推定復元するため、植物珪酸体分析と花粉分

析を中心にした理化学的分析を�古環境研究所に委託

した。その具体的な分析結果、考察等について以下に

示す。

　なお、関連する自然科学分析資料は、第�章「自然

科学分析の結果」において提示している。

　分析試料は、Ｈ－１１グリッドの西側調査区境界に位

置する土層断面から計１５点採取した（第９図）。

　�　植物珪酸体分析結果

　ＡＴ直下の第��層では、ミヤコザサ節型が比較的多

く検出され、キビ族型、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、

シバ属、ネザサ節型なども検出された。

　ＡＴ層の第�層では、植物珪酸体がまったく検出さ

れなかった。

　ＡＴ直上の第層では、キビ族型やミヤコザサ節型

などが検出されたが、いずれも少量である。

　��－��直下の第�層では、ミヤコザサ節型が多量に

検出され、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、イネ科Ｂタイ

プ、クマザサ属型なども検出された。��－��混の第�

層でも、おおむね同様の結果である。

　��－��直上の第�層では、クマザサ属型が増加して

おり、ミヤコザサ節型は減少傾向を示している。　ま

た、同層上部ではメダケ節型やネザサ節型が出現してお

り、ススキ属型やウシクサ族Ａなども検出された。

　第�層から�－��直下にかけては、メダケ節型やネ

ザサ節型が大幅に増加しており、クマザサ属型やミヤ

コザサ節型は減少している。�－��層の第�層では、

各分類群とも大幅に減少している。

　�－��直上の第�層下層では、メダケ節型やネザサ

節型が多量に検出され、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、

ミヤコザサ節型なども検出された。

　第�層上層から第�層にかけては、ススキ属型、メ

ダケ節型、ネザサ節型が大幅に増加しており、イネも

検出された。イネの密度は７００個/ｇと低い値であり、

稲作跡の検証や探査を行う場合の判断基準としている

３,０００個/ｇを下回っている。また、第�層では樹木（照

葉樹）のマンサク科（イスノキ属）も検出された。

　現表土の第�層ではイネが増加している。

　おもな分類群の推定生産量によると、第�層より下

位ではミヤコザサ節型、第�層ではクマザサ属型、第

�層より上位ではメダケ節型やネザサ節型が優勢であ

り、第３層上層より上位ではススキ属型も多くなって

いることが分かる。

　�植物珪酸体分析から推定される植生と環境

　姶良Ｔｎ火山灰（ＡＴ、約２.４～２.５万年前）直下

の第��層の堆積当時は、クマザサ属（ミヤコザサ節）な

どのササ類を主体として、ススキ属やチガヤ属、キビ

族、シバ属、ネザサ節なども生育するイネ科植生で

あったと推定される。

　その後、ＡＴ（第�層）の堆積によって当時の植生

は破壊されたと考えられるが、ＡＴ直上の第層の時

期には、キビ族やミヤコザサ節などのイネ科植生が再

生していたと推定される。
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第９図　自然科学分析試料採取土層図（Ｓ＝１／３０）
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　霧島小林軽石（��－��、約１.４－１.６万年前）直下の第

�層から��－��層準の�層（後期旧石器時代�期）に

かけては、クマザサ属（おもにミヤコザサ節）が多く

生育するイネ科植生であったと考えられ、部分的にス

スキ属やチガヤ属なども生育していたと推定される。

　��－��直上の第�層（後期旧石器時代�期）では、

クマザサ属のうちミヤコザサ節が減少して、チシマザ

サ節やチマキザサ節が増加したと考えられ、部分的に

メダケ属（メダケ節やネザサ節）も見られるようになっ

たと推定される。

　タケ亜科のうち、メダケ属は温暖、クマザサ属は寒

冷の指標とされており、メダケ率（両者の推定生産量

の比率）の変遷は、地球規模の氷期－間氷期サイクル

の変動と一致することが知られている（杉山、２００１）。

また、クマザサ属のうちチシマザサ節やチマキザサ節

は現在でも日本海側の寒冷地などに広く分布してお

り、積雪に対する適応性が高いとされるが、ミヤコザ

サ節は太平洋側の積雪の少ない比較的乾燥したところ

に分布する（室井、１９６０、鈴木、１９７８）。

　これらのことから、��－��直下の第�層から��－��

層準の第�層（後期旧石器時代�期）にかけては、積

雪の少ない比較的寒冷で乾燥した環境であったと推定

される。

　その後、��－��直上の第�層（後期旧石器時代�期

～縄文時代早期）の時期には、やや温暖化したと考え

られ、一時的に積雪量が増加した可能性が示唆される

（杉山、１９９９）。

　花粉分析によると約１.２万年前頃からブナ属の増

加が認められ、日本海側を中心に多雪化したことが指

摘されている（安田、１９９２）。今回の結果もこのような

多雪化に対応したと考えられ、積雪量の増加に伴って

チシマザサ節やチマキザサ節が一時的に優勢となった

と推定される。

　なお、ＡＴ直下の第��層では、メダケ率が３８％と比

較的高いから、当時はＡＴ直上層（第層）～��－��

混層（第�層：後期旧石器時代�期）の時期より相対

的にやや温暖な気候であったと考えられる。

　第�層（後期旧石器時代�期）から鬼界アカホヤ火

山灰（�－��、約６,３００年前）直下にかけては、メダケ

属（メダケ節やネザサ節）を主体としてススキ属やチ

ガヤ属なども見られる草原植生に移行したと考えら

れ、クマザサ属はあまり見られなくなったと推定され

る。このような植生変化は、縄文時代早期における急

激な気候温暖化に対応したと考えられる。

　その後、�－��の堆積によって当時の植生は一時的

に大きな影響を受けたと考えられるが、�－��直上の

第�層下部（縄文時代中期）の時期には、メダケ属

（メダケ節やネザサ節）を主体としてススキ属やチガ

ヤ属、キビ族、シバ属なども生育するイネ科植生が成

立していたと推定される。

　第�層上部（縄文時代後・晩期）から第�層（古墳

時代以降）にかけては、ススキ属やメダケ属（メダケ

節やネザサ節）などが多く生育する草原的な環境で

あったと考えられ、調査地点もしくはその周辺では稲

作が行われていたと推定される。ススキ属などの草原

が維持されるためには定期的な刈り取りや火入れ（焼

き払い）が必要であることから（堀田１９９１、近藤、

１９９５）、当時は火入れなど人間による植生干渉が行わ

れていた可能性が考えられる。

　なお、第�層の時期には遺跡周辺にイスノキ属など

の照葉樹林が分布していたと推定される。

　現表土の第�層の堆積当時も、おおむね同様の植

生・環境であったと考えられる。

�花粉分析結果

　ＡＴ直下の第��層、ＡＴ直上の第層、��－��直下

の第�層、��－��直上の第�層では、花粉がほとんど

検出されなかった。

　第�層と�－��直下では、イネ科やヨモギ属などが

検出されたが、いずれも少量である。

　�－��直上の第�層下層では、樹木花粉よりも草本

花粉の占める割合が高い。草本花粉では、イネ科やヨ

モギ属が優占し、アリノトウグサ属－フサモ属、キク

亜科、タンポポ亜科、セリ亜科、カヤツリグサ科など

が伴われる。

　樹木花粉では、マツ属複維管束亜属、コナラ属アカ

ガシ亜属がやや多く、シイ属－マテバシイ属やコナラ

属コナラ亜属などが伴われる。第�層上層（試料３）

でもおおむね同様の結果であり、ソバ属やアブラナ科

が出現している。

　第�層ではマツ属複維管束亜属やスギが増加してお
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り、コナラ属アカガシ亜属は減少している。

�花粉分析から推定される植生と環境

　姶良Ｔｎ火山灰（ＡＴ、約２.４～２.５万年前）直下の第

��層から霧島小林軽石（��－��、約１.４－１.６万年前）

直上の第�層（後期旧石器時代�期～縄文時代早期）

にかけては、花粉がほとんど検出されないことから、

植生や環境の推定は困難である。

　花粉が検出されない原因としては、乾燥もしくは乾

湿を繰り返す堆積環境下で花粉などの有機質遺体が分

解されたことなどが考えられる。

　第�層（縄文時代早期）や鬼界アカホヤ火山灰（�－

��、約６,３００年前）直下でも、花粉があまり検出されな

いことから植生や環境の詳細な推定は困難であるが、

当時はイネ科やヨモギ属などが生育する草原的な環境

であった可能性が考えられる。花粉があまり検出され

ない原因としては、前述のようなことが考えられる。

　�－��直上の第�層下層（縄文時代中期）の堆積当時

は、イネ科やヨモギ科などの草本類が多く生育する陽

当たりの良い比較的乾燥した草原的な環境であったと

考えられ、周辺地域にはカシ類（コナラ属アカガシ亜

属）などの照葉樹林やマツ類（マツ属複維管束亜属）

などが分布していたと推定される。

　第�層上層（縄文時代後・晩期）から第�層（古墳

時代以降）にかけても、イネ科やヨモギ属などが多く

生育する草原的な環境であったと考えられるが、この

時期には周辺でソバやアブラナ科などの畑作が行われ

ていたと推定される。

　また、第�層（古墳時代以降）の時期にはスギの造

林やマツ類の二次林が増加したと考えられ、カシ類な

どの照葉樹林は減少したと推定される。

�リン・カルシウム含量分析結果と考察

　現表土の第�層では、リン酸含量が２.０２％とかなり

高い値であり、第�層（古墳時代以降）と第�層上層

（縄文時代後・晩期）でも０.９９％および０.８９％と比較的

高い値である。

　これらの層では、イネの植物珪酸体分析およびソバ

やアブラナ科の花粉が検出されていることから、農耕

による施肥の影響が大きいと考えられる。

　農耕の影響が及んでいないと考えられる�－��直下

の第�層上面とその下位の第�層本体では、リン酸含

量が０.５１～０.５５％であり、��－��直上の第�層からＡ

Ｔ直下の第��層にかけては０.３５～０.４８％である。これ

らのデータは、本遺跡から出土した遺構の性格を検討

する際の基礎資料（比較試料）となる。

　なお、カルシウム含量については、層位間でとくに

大きな特徴は認められなかった。カルシウムは一般に

溶解性が大きいことから（竹追、１９９３）、土壌中で拡散・

移動した可能性が考えられる。

自然科学分析委託結果の引用について

　※１．採取時のグリットはＦ－２としていたが、採

取後、調査区拡大に伴い現グリット名に変更

した。

　※２．試料採取時の土層名は、本報告中の基本土層

に準じる必要があるため、原文を一部変更し

た。

　※３．�～�の項では、原文中で呼称される採取土

層名を本報告の基本土層に呼び変えた上に、

採取土層の時期を冠した。

　※３．�～�の項で、原文中に引用される原典名

は、第�章「自然科学分析の結果」に掲載し

ている。

＜註文献＞

�　嶋田史子「基本土層」『東九州自動車道（都農～西都

間）関係埋蔵文化財調査概要報告書�』　宮崎県埋蔵文

化財センター発掘調査報告書第１００集　宮崎県埋蔵文

化財センター　２００５



－２８－

第３節　旧石器時代の遺物

【概要】

　本遺跡で出土した後期旧石器群のうち、第�ａ層

（��－��相当層）で出土した遺物群を後期旧石器時代

�期、第�ｂ層（ＭＬ１相当層）のものを後期旧石器

時代�期として報告する。

　なお、第�ｃ層以下の後期旧石器時代文化層の存在

は認められなかった。

１　後期旧石器時代�期（第１０～１３図）
【遺物包含層の状況】

　調査面積は、Ａ調査区の北半部、特に開析谷縁辺部

を中心とした約３,０００	で第�ａ層を精査した。

　第�ａ層より出土した遺物は、ナイフ形石器３点、

角錐状石器２点、剥片尖頭器３点（含原位置を離れた

もの２点）、石核２点、剥片２１点である。なお、礫群等

の遺構は検出されなかった。

　この第�ａ層を含む第�層は、小林降下軽石を含む

褐色粘質土である。この層自体は層厚０.３ｍを測るが、

その大部分が第�ｂ層（１～５�大の砂礫が集中する

無遺物層）で、第�ａ層は層厚０.１～０.２ｍと比較的薄い

堆積であった。

【石器石材について】

　後期旧石器時代�期の石器石材は、ホルンフェルス

とチャートである。このホルンフェルスは、風化面が

オリーブ色、青灰色の色を呈するものや縞状の斑紋が

入るもの、風化の著しい特徴がある。ホルンフェルス

の多くは頁岩源ホルンフェルスと考えられ、複数の母

岩が想定されるが、細分はしなかった。

　チャートは、珪質で緻密で硬質である。色調は淡い

緑～黄緑色で白い筋が入る。

【遺物出土状況】

　遺物は、調査区全体に散漫に分布する。ナイフ形石

器や角錐状石器、剥片尖頭器といった利器は、特にま

とまりを持たず、散在して出土した。

　剥片は、Ｅ１８グリットとＣ２４・２５グリットの大きく

２箇所に集中する。

【出土遺物】

　出土した遺物は、石器石材によって大きく、ホルン

フェルス製石器群（ナイフ形石器・角錐状石器、剥片

尖頭器、石核と剥片）とチャート製石器（角錐状石器）

に大別される。

　なお、後期旧石器時代Ⅰ期の出土遺物は、すべて実

測・図化し掲載した。

ホルンフェルス製石器群

　石器群の大半は剥片が占め、利器としては、二側縁

加工が施されるナイフ形石器（第１１図１～３）、角錐状

石器（４～５）、剥片尖頭器（６）がある。７及び８は

縄文時代土坑埋土から出土したナイフ形石器と剥片尖

頭器であるが、風化の度合いからしても本来はこの時

期に属すると考えられる。

　３は、鋸歯縁状の歯潰し加工が施される、二側縁加

工ナイフである。

　角錐状石器４は、形状が紡錘形を呈する二面加工

で、表面の二面とも裏面から剥離調整がなされる。裏

面基部にも調整加工が及んでいる。

　７は、基部が半分近くを占める剥片尖頭器と判断し

たが、二側縁加工のナイフ形石器の可能性もある。

　８は、尖頭部を交互剥離された剥片尖頭器である。

右側縁部と基部付近は欠損している。

　剥片は９・１０と１２～２９、石核は１１である。前述のと

おり剥片の集中は２箇所確認できたため、すべての剥

片及び石核、利器類の接合を試みたが、１１の１例のみ

接合したのみである。

　剥片類は、縦長剥片を得るために石核を調整剥離す

る際に生じた、礫面を残す剥片（９・１０と１２～１４）縦

長剥片（１５～２４）と不定形な剥片が連続剥離される一

群（２５～２９）に大別される。

　剥片類の諸特徴からは、縦長剥片の獲得を目的とし

た剥片剥離手法を読み取ることができる。ただ、砕片

の集中が認められず、明確な石核（母岩）が確認され

ていないことは特徴的である。

　チャート製石器

　チャート製石器は角錐状石器、（５）１点のみであ

る。形状が紡錘形を呈する二面加工で、側縁部両面と

も裏面から剥離調整がなされる。表面基部は素材面が

残っている。
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第１０図　後期旧石器時代�期遺物出土分布図

第１１図　後期旧石器時代�期出土遺物実測図〔１〕（Ｓ＝２/３）
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第１２図　後期旧石器時代�期出土遺物実測図〔２〕（Ｓ＝２/３・１/３）
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２　後期旧石器時代�期（第１４～２０図）
【遺物包含層の状況】

　調査面積は、Ａ調査区の北半部、特に開析谷縁辺部

を中心とした約３,０００	である。後期旧石器時代�期

とほぼ同じ面積を調査した。

　遺物は、細石刃核７点、細石刃８２点、二次加工剥片

３点、石核１０点、剥片１２５点、砕片１７６点を数え、総重

量２２４.９３ｇにのぼる出土が得られた。

　なお、後期旧石器時代�期同様、礫群等の遺構は検

出されなかった。

　この第�ｂ層を含む第�層は、極暗褐色土でＭＬ１

相当層と考えられる。このうち、土質や遺物包含のあ

り方から３層に細分される。第�ｂ層は層厚０.１ｍ前

後と薄い堆積状況であり、第�ｂ層上位の縄文時代早

期の遺物が包含する第�ａ層も層厚０.１５ｍ前後で薄い

堆積状況を示していた。

　なおかつ層界も不明瞭であったため、後期旧石器時

代と縄文時代早期に属する遺物が互いに上下して混在

している可能性がある。

【石器石材について】

　後期旧石器時代�期の石器石材は、黒曜石と頁岩に

大別される。中でも黒曜石は、桑ノ木都留産黒曜石と

第１３図　後期旧石器時代�期出土遺物実測図〔３〕（Ｓ＝１/３）
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腰岳産黒曜石の二種類の石材使用が認められた。

＜後期旧石器時代�期石材分類＞

　頁岩…風化面の色調が暗青灰色をなすもの。後期旧

石器時代�期のホルンフェルスに類似する

が、風化の度合いを優先させて、頁岩と呼称

する。

　桑ノ木都留産黒曜石

　　　…ガラス質の滑らかな黒色～チョコレート色で

透明度が高い。多数の微小気泡を含んでいる。

　腰岳産黒曜石

　　　…黒色のガラス質だが、透明度は桑ノ木都留産

黒曜石よりも低く、薄片では濁った暗灰色。

ａ）頁岩製石器群（第１４～１５図）

【遺物出土状況】

　頁岩製石器群は、細石刃８点で構成される。細石核

は出土しなかった。頁岩製細石刃は、Ａ調査区の北東

部隅を中心に散漫に出土した。

【出土遺物】

　頁岩製細石刃のうち、５点を図化した。表面には連

続剥離面が残っている。３１、３２と３４は打面または先端

面を欠損して全体的な大きさは不明である。

　ただ、サイズ的には３０・３３とそれ以外の２種類が認

められ、細石核自体は未検出であるが、本来的には複

数個の細石核が存在していた可能性がある。

ｂ）桑ノ木都留産黒曜石石器群（第１６～１８図）

【遺物出土状況】

　桑ノ木都留産黒曜石製石器群は、細石刃６７点、細石

核５点、石核１０点、剥片１０８点、砕片１５７点で構成され

る。石核とは、原石打割時に生じたものや細石刃を剥

ぎ取る段階までの調整剥離を受けたものとした。な

お、回収された全遺物の総重量は１８９.６ｇを測る。

　遺物は、頁岩製石器群と同様にＡ区北東部付近にい

くつかの石器集中区をなしている。

　出土集中区は大きく４箇所にわかれる。西側からＥ

１８グリット、Ｆ１９グリット、Ｇ２２グリット、調査区北

東隅の集中区（Ｃ２３・２４、Ｄ２３・２４、Ｅ２３・２４グリッ

ト）の４群である。それぞれの石器集中区では石核、

剥片、砕片及細石刃や細石核が伴っている。

　さらに、北東隅に広がる石器集中区のうち、さらに

Ｃ２４グリットとＤ２３グリットの２箇所にわかれる。

【出土遺物】

　ここでは、桑ノ木都留産黒曜石製の細石刃４点と細

石核５点を図化し掲載した。

　３７・３８は細石刃である。先端部や打面部が欠損して

いる。３５・３６は側縁部や端部には自然面が残っている

ため、細石核の作業面再生剥片と考えられる。

　３９と４０は、自然面が残る分割礫を素材とし、自然面打

面による打面調整がなされており、表面にはその作業

痕跡が認められる。正面に細石刃剥離の痕跡がのこる。

　４１～４２は、分割礫を素材とし剥離面打面で、表面に

作業面がのこる。正面及び側面に細石刃剥離痕が認め

られる。

　４３は石核である。他方向から剥片を剥離した痕跡が

認められる。形状的には細石核と似ているので、細石

核とする前の段階と考えられる。

　その他、未図化ではあるが、細石核作業面再生や作

業面調整に伴うと推定される剥片も多く得られた。こ

れらの剥片と細石核や石核との接合を試みたが、接合

し得なかった。

ｃ）腰岳産黒曜石石器群（第１９～２０図）

【遺物出土状況】

　腰岳産黒曜石製石器群は、細石刃７点、細石核２点、

剥片１７点、砕片１９点で構成される。回収された全遺物

の総重量は３３．３ｇを測る。　

　遺物の出土状況は、桑ノ木都留産黒曜石石器群の出

土状況に類似している。西側からＦ１９ グリット、Ｇ２２

グリット及びＣ２４グリットの大きく３箇所で石器出土

集中区が認められる。

　しかし、Ｆ１９・Ｇ２２グリットにおける遺物集中区で

は剥片のみで構成されるため、桑ノ木都留産黒曜石を

腰岳産と誤認した可能性がある。仮に誤認としても、

Ｃ２４グリットでは細石刃と細石核及び二次加工剥片等

が集中しており、少なくともこの付近が腰岳産黒曜石

石器製作の場と捉えることができる。

【出土遺物】

　腰岳産黒曜石製の細石刃１点と細石核１点、及び二

次加工剥片２点を図化し掲載した。
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第１５図　後期旧石器時代�期出土遺物実測図�〔頁岩〕（Ｓ＝２/３）

第１４図　後期旧石器時代�期遺物出土分布図�〔頁岩〕
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第１７図　後期旧石器時代�期出土遺物実測図�〔桑ノ木津留産黒曜石〕（Ｓ＝２/３）

第１６図　後期旧石器時代�期遺物出土分布図�〔桑ノ木津留産黒曜石〕
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　４４は、細石核作業面再生剥片と考えられる。

　４５は細石核で、自然面が残る分割礫を素材とし、正

面には細石刃連続剥離が認められる。

　４６と４７は二次加工剥片である。４６は、側縁部に剥離

調整を施され、石錐状の先端部が形成される。

　４７は上下方向を欠失しているが、断面三角形の側縁

部に微細剥離が残る。

３　小結

後期旧石器時代�期

　姶良Ｔｎ火山灰層上位の文化層、すなわち��－��層

（第�ａ層）では、ホルンフェルス製を主体とするナ

イフ形石器や角錐状石器、剥片類の出土を確認でき

た。剥片類の存在から、在地石材を使用した縦長剥片

の入手技術の様相が看取される。

　��－��相当層前後の宮崎平野部においては、横長剥

片剥離技術が通有化するが、本遺跡の場合は、上記の

ような縦長剥片技術が卓越している。

　また、ホルンフェルス製剥片類の出土が認められた

にも関わらず、剥片の接合は皆無であったこと、石器

製作に必要な敲石といった工具や、原石や砕片の欠如

など、石器製作を具体的に示す資料が得られなかった

のも本遺跡の特徴でもある。同じホルンフェルス製ナ

イフ形石器や角錐状石器、剥片尖頭器といった利器

は、同一母岩や剥片が見当たらず、搬入品と考えられ

る。チャート製の角錐状石器の出土も搬入品という脈

絡で位置づけられよう。

　後期旧石器�期においては、礫群が確認されていな

いのも含めて、一定期間を有する石器製作の場や居留

の地というよりは、一時的な石器製作や狩場的様相が

強いと考察される。

　周辺遺跡では、老瀬坂上第３遺跡〔旧石器時代�期〕

や北牛牧第５遺跡〔旧石器時代第�文化層〕にて、本

遺跡の後期旧石器時代�期と同様な遺物構成を持つ文

化層が調査された。本遺跡の場合は、上記２遺跡に比

べ、出土量と石器構成には格差が認められる。時期差

や遺跡空間差によるものであろう。

後期旧石器時代�期

　��－��層（第�ａ層）より上位のＭＬ１層（第�ａ

層）では、細石刃や細石核等が多く出土した。

　石器石材の分類から頁岩と桑ノ木都留産黒曜石、腰

第１８図　後期旧石器時代�期出土遺物実測図�〔桑ノ木津留産黒曜石〕（Ｓ＝２/３）
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第２０図　後期旧石器時代�期出土遺物実測図�〔腰岳産黒曜石〕（Ｓ＝２/３・１/３）

第１９図　後期旧石器時代�期遺物出土分布図�〔腰岳産黒曜石〕
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岳産黒曜石の３種類の石材が使用されていた。頁岩は

別として、２種類の黒曜石の存在は、遠隔地石材の交

易と流入を示唆している。

　出土量からは、特に桑ノ木都留産黒曜石を用いた細

石刃製作が盛んに行なわれていたと考えられる。

　第２１図は、頁岩、桑ノ木都留産黒曜石、腰岳産黒曜

石の出土状況をグルーピング化し、模式的に示したも

のである。

　３者の石器石材ともほぼ分布域を違えずに、北側１

箇所（Ａ集中区）、南側２箇所（Ｂ・Ｃ集中区）の石器

集中区に大きくわかれている。特にＡ集中区は濃密で

ある。Ａ集中区では、さらに２～３箇所の石器集中区

が認められる。

　Ａ集中区周辺は、地形的になだらかな斜面となるた

め、遺物の二次的移動の可能性も考慮する必要がある

が、後期旧石器時代�期においては、Ａ集中区を中心

とした石器製作の場が存在したと考えられる。

　また、石器石材の分布域がほぼ重なりあうことか

ら、３種類の石材が併用されていた可能性も示す。　

　しかしながら、礫群といった遺構が確認されなかっ

たこと、石器製作に関わる工具（敲石等）が検出され

なかったことを、どのように解釈するかについては問

題として残った。

　本遺跡周辺の、後期旧石器時代�期と同様な石器構

成を有する遺跡は、老瀬坂上第３遺跡〔旧石器時代�

期〕及び北牛牧第５遺跡〔旧石器時代第�文化層〕が

挙げられる。後期旧石器時代�期と一転して、出土

量、石器構成は本遺跡が卓越している。

　本遺跡は、細石刃文化期において細石刃製作の場と

いう位置づけと共に、牛牧台地縁辺部における一拠点

的存在であったと推察される。

第２１図　後期旧石器時代�期石材別出土傾向（Ｓ＝１/１,０００）

写真２　M１６グリッド南壁土層（北から）
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第３表　後期旧石器時代�期遺物観察表

第２表　後期旧石器時代�期遺物観察表

備考石材重量（g）
法量出土地点

器種種類図面番号
最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）取り上げ番号出土遺構

－ホルンフェルス３０.９２２.７７.０５１覆土中��１０７剥片尖頭器石器７

－ホルンフェルス７７.７１.９４.５９.５－覆土中��１２０剥片尖頭器石器８

備　　考
出土地点法量

石材出土層位器種種類
取り上げ
番号

図面番号
レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－８８.１５７４５８７２.７９３-９５４３９.９３８１.８０.４０１.４０３.２０ホルンフェルス��ナイフ形石器石器２１０４１

－８８.１２５４５８５３.６３５-９５４９０.９７２１２.４１.２０２.３０６.１０ホルンフェルス��ナイフ形石器石器２９３９２

－８８.０３６４５８８０.８９７-９５４４３.３６６４.１０.６０１.６０４.４５ホルンフェルス��ナイフ形石器石器２１１２３

－８８.１３７４５８１９.０５-９５４６１.４９７.２０.９０１.６０４.７０ホルンフェルス��角錐状石器石器１８６６４

－８８.１８４５７９０.８７２-９５４２９.３３５４.８０.９０１.６０３.８０チャート��角錐状石器石器１７４６５

－８８.０４８４５８１６.６１３-９５４６０.４１１２１.６１.３０３.００６.００ホルンフェルス��剥片尖頭器石器３８８４６

－８８.１８４４５８８０.２３７-９５４４５.５３９７８.２２.３５６.３０８.４０ホルンフェルス��剥片石器１３９７９

－８８.１７４４５８５４.４４２-９５４８５.７０１３０.６１.２０４.５０６.５５ホルンフェルス��剥片石器２５５０１０

１４３１と接合８８４５８８２.０９９-９５４４３.５８６
５２０.０４.５０７.６０１３.１５

ホルンフェルス��石核石器１４３０１１

１４３０と接合８８.０７５４５８８０.８６２-９５４４３.５９４ホルンフェルス��石核石器１４３１１１

－８８.１５３４５８８０.５７６-９５４４４.６８２４２.３１.１０５.７０８.７０ホルンフェルス��剥片石器２１１４１２

－８８.１８９４５８１７.９２１-９５４６３.１３３１７０.５２.１４６.４７１２.１８ホルンフェルス��剥片石器２８８８１４

－８８.１６１４５８５２.４１９-９５４９０.６７６１０２.０１.９６４.９２１０.９２ホルンフェルス��剥片石器２５７１１５

－８８.０６１４５８８１.４４４-９５４４４.４１２７２.９２.０２４.７０８.９６ホルンフェルス��剥片石器２１４６１６

－８８.１７５４５８５２.４２８-９５４９０.７５２４.５１.２０３.８０７.７５ホルンフェルス��剥片石器４８６１７

－８８.２４９４５８１８.９３４-９５４６１.７２３２５.４１.００３.３０７.７５ホルンフェルス��剥片石器２８７９１８

－８８.５３４５８６４.４９-９５４６６.５３５１８.６１.４０２.５０７.００ホルンフェルス��剥片石器１１９

－８８.２２８４５８８０.０９３-９５４４４.９７２９.５０.９０２.５０５.６０ホルンフェルス��剥片石器２２４０２０

－８８.２２８４５８７９.６２３-９５４４５.０６１３.５０.９０３.１０５.１０ホルンフェルス��剥片石器２５７５２１

－８８.１７９４５８７９.１６１-９５４４３.６４８１４.１１.１０２.３０６.００ホルンフェルス��剥片石器２１２５２２

－８８.２３４５８８０.０１５-９５４４４.７３４１７.８１.４０２.５０６.００ホルンフェルス��剥片石器２６２５２３

－８８.２４９４５８１８.８５１-９５４６２.６４８５.５０.６０２.２０４.８５ホルンフェルス��剥片石器２９７５２４

－８８.２０７４５８５１.６７２-９５４８７.６４２３１.１１.２０５.９０５.８０ホルンフェルス��剥片石器２９８７２５

－８８.２４２４５８１８.３９５-９５４６１.８０７３３.９１.４０６.００６.７５ホルンフェルス��剥片石器５１８２６

－８８.２０５４５８８１.１３４-９５４４３.０９２２４.９１.３０４.２０４.７０ホルンフェルス��剥片石器４２７２７

－８８.２５３４５８７９.８６-９５４４７.３９７２１.８１.２０３.２０５.２０ホルンフェルス��剥片石器６３４２８

－８８.１８６４５８１８.９８１-９５４６２.２６６１６.６１.３０４.１５４.００ホルンフェルス��剥片石器６４６２９

備　　考
出土地点法量

石材
出土
層位

器種種類
取り上げ
番号

図面番号
レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－８８.４９３４５８３０.０４-９５４７１.７５６０.４０.２８０.７０１.９０桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２３４５３５

－８８.５２１４５８６７.３９８-９５４６０.９６９０.３０.２５０.６９１.８１桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１３５９３６

－８８.７９１４５８７５.１１６-９５４４６.０３２０.２０.２００.６４１.５６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２９９２３７

－８８.５８４４５８７５.０５９-９５４４４.１１２０.２０.２７０.６０１.５０桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２８１４３８

－８８.４８６４５８７４.０７-９５４４６.７２９４.３１.２０１.５４２.５７桑ノ木津留産黒曜石��細石核石器４６８３９

－８８.５４４５８３１.５８７-９５４７４.１８３９.７２.２０１.８９２.２１桑ノ木津留産黒曜石��細石核石器２３４７４０

－８８.５３７４５８７０.３１７-９５４５７.８８１１.１２.２５１.７１２.６５桑ノ木津留産黒曜石��細石核石器１３５４４１

－８８.６７８４５８３９.２０６-９５４５８.９５７.０１.１８１.８０２.８２桑ノ木津留産黒曜石��細石核石器２０７７４２

－８８.８４４４５８５３.２０５-９５４６１.９０１１８.９１.６９２.７８３.１１桑ノ木津留産黒曜石��細石核石器７９１４３

備　　考
出土地点法量

石材
出土
層位

器種種類
取り上げ
番号

図面番号
レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－８８.７７２４５８７４.４８７-９５４４３.１８４０.１０.１５１.１５１.４２腰岳産黒曜石��細石刃石器２９３０４４

－８８.６８２４５８６０.２２２-９５４４６.２３.８１.４２１.８８１.６８腰岳産黒曜石��細石核石器７０１４５

－８８.２４８４５８７８.９５-９５４４４.７１.３０.４０１.２５２.９５腰岳産黒曜石��二次加工剥片石器７７３４６

－８８.２０６４５８７９.７１-９５４４５.１４.０１.００１.５０２.７０腰岳産黒曜石��二次加工剥片石器７８６４７

－８８.２４７４５８１９.１７-９５４６２.７４.２０.７０１.００５.３０腰岳産黒曜石��二次加工剥片石器２９６８４８

備　　考
出土地点法量

石材
出土
層位

器種種類
取り上げ
番号

図面番号
レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－８９.０９８４５８６４.２９９-９５４４６.２８０.３０.１６０.９１１.９０頁岩��細石刃石器３１５１３０

－８８.３９８４５８１１.７３５-９５４４１.３２０.３０.１９０.９３１.６５頁岩��細石刃石器２６３４３１

－８８.５９６４５８６６.１７１-９５４２.８３０.３０.２００.７８１.５８頁岩��細石刃石器３７８８３２

－８８.８８２４５８４８.３５７-９５４５９.５４０.２０.２６０.７９１.８０頁岩��細石刃石器３５５５３３

－８８.６６５４５８６４.２８８-９５４５６.７９０.３０.２９０.９５１.３１頁岩��細石刃石器５１１３４



－３９－

第５表　後期旧石器時代�期未図化遺物一覧（腰岳産黒曜石）

第４表　後期旧石器時代�期未図化遺物一覧（頁岩）

備考
法量出土地点

石材出土層位器種種類取り上げ番号
重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標

－０.２０.２１.１８８.６２２４５８６３.８-９５４６２.３４頁岩��細石刃石器７５

－０.２０.１４０.８８８.４７１４５８７６.６８２-９５４４８.０１７頁岩��細石刃石器３１２

－０.２３０.２１.４８８.１１５４５８６１.７９-９５４４４.０３９頁岩��細石刃石器３１３６

備考
法量出土地点

石材出土層位器種種類取り上げ番号
重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標

－５.１１.８２.３８８.５０９４５８７１.９７-９５４５６.４１３腰岳産黒曜石��細石核石器１４２

－０.１０.２１.５８８.４８７４５８７５.５６６-９５４４７.３２３腰岳産黒曜石��細石刃石器２７２

－０.１０.２１.２８８.４５３４５８７６.５４２-９５４４７.１３腰岳産黒曜石��細石刃石器３５８

－０.１０.２１.３８８.４４７４５８７５.９４-９５４４６.５３５腰岳産黒曜石��細石刃石器３７７

－０.２０.３１.０８８.２５５４５８３６.４８９-９５４５４.６２腰岳産黒曜石��砕片石器２１０５

－０.１０.２１.０８８.３８９４５８３６.１６-９５４５４.４１６腰岳産黒曜石��砕片石器２１０６

－１.２０.５２.１８８.７１６４５８７６.８３７-９５４６２.３０３腰岳産黒曜石��剥片石器２１１１

－０.３０.２１.４８８.６７４５８７４.１７３-９５４５９.８６２腰岳産黒曜石��砕片石器２１１３

－０.２０.２１.４８８.７５６４５８７４.７８２-９５４４８.１０９腰岳産黒曜石��剥片石器２１４７

－０.１０.２１.４８８.６８８４５８１９.３４５-９５４７７.１７５腰岳産黒曜石��剥片石器２２３３

－０.２０.３１.４８８.７０６４５８１９.９４１-９５４７７.２８１腰岳産黒曜石��砕片石器２２３５

－０.２０.３１.２８８.６５６４５８１９.９３３-９５４７８.２３腰岳産黒曜石��砕片石器２２３７

－０.１０.１０.８８８.６７９４５８２１.４４５-９５４７７.４９腰岳産黒曜石��砕片石器２２３９

－０.１０.１０.７８８.７６３４５８２１.７１３-９５４７６.１３４腰岳産黒曜石��砕片石器２２４２

－０.８０.５１.８８８.７５５４５８２３.０５４-９５４７５.６９７腰岳産黒曜石��剥片石器２２４７

－０.１０.１０.９８８.７７１４５８２５.０７６-９５４７５.９１６腰岳産黒曜石��砕片石器２２４９

－０.７０.３１.６８８.４６３４５８４８.６９４-９５４８０.６４３腰岳産黒曜石��剥片石器２２５３

－０.２０.１１.１８８.３７５４５８５０.５６８-９５４８１.０３６腰岳産黒曜石��砕片石器２２５４

－０.３０.２１.４８８.４０４４５８５０.７９６-９５４８４.５０４腰岳産黒曜石��砕片石器２２５５

－１.００.４１.８８８.１７４４５８５４.４４２-９５４８５.７０１腰岳産黒曜石��剥片石器２２５８

－０.２０.４１.３８８.４２７４５８４９.１６１-９５４８８.８０７腰岳産黒曜石��剥片石器２２５９

－０.１０.１０.９８８.３９３４５８４９.３２２-９５４８９.８９２腰岳産黒曜石��砕片石器２２６５

－１.２０.７１.９８８.３７４５８４９.３６５-９５４９０.０９４腰岳産黒曜石��剥片石器２２６６

－０.１０.２１.２８８.３４７４５８５０.０３３-９５４８８.８０６腰岳産黒曜石��砕片石器２２６８

－０.７０.６１.６８８.３７９４５８５０.４-９５４８７.９６６腰岳産黒曜石��剥片石器２２６９

－０.４０.４１.７８８.３５４５８５０.８１４-９５４８８.９６腰岳産黒曜石��剥片石器２２７３

－０.５０.４１.５８８.３５４４５８５０.４７２-９５４８９.６４１腰岳産黒曜石��剥片石器２２７５

－０.１０.１１.０８８.４４１４５８４８.３２３-９５４８９.９２８腰岳産黒曜石��剥片石器２２８０

－０.７０.４１.５８８.３４２４５８４８.５１８-９５４９１.５６４腰岳産黒曜石��剥片石器２２８２

－０.１０.１１.２８８.３５２４５８４８.６５１-９５４９１.９６３腰岳産黒曜石��剥片石器２２８３

－０.１０.１０.７８８.２０７４５８５１.６７２-９５４８７.６４２腰岳産黒曜石��砕片石器２２９６

－０.１０.１０.８８８.２４１４５８１８.５７２-９５４６１.９８８腰岳産黒曜石��砕片石器２３１９

－０.５０.５１.６８８.１３７４５８１９.０５-９５４６１.４９腰岳産黒曜石��剥片石器２３２２

－１.００.７１.５８８.３０８４５８１８.３２４-９５４６２.６９９腰岳産黒曜石��剥片石器２３２９

－１.９０.８１.９８８.５４８４５８２３.８４５-９５４７１.２４５腰岳産黒曜石��剥片石器２３４３

－０.１０.２１.１８８.５３４５８２９.９１-９５４７１.３８５腰岳産黒曜石��砕片石器２３４４

－０.１０.１１.２８８.６７２４５８７６.３７５-９５４４８.２２５腰岳産黒曜石��砕片石器２４８８

－０.１０.２０.９８８.６５２４５８７６.７６１-９５４４８.１８４腰岳産黒曜石��砕片石器２４８９

－０.１０.３０.９８８.６４４５８７７.０９７-９５４４８.１９１腰岳産黒曜石��砕片石器２４９２

－０.１０.１０.６８８.６４２４５８７７.１３９-９５４４８.３６９腰岳産黒曜石��砕片石器２４９３

－０.２０.３１.３８８.６４５４５８７１.９８４-９５４４７.４１５腰岳産黒曜石��細石刃石器３０３３

－０.２０.４１.３８８.６１２４５８７３.１５５-９５４４６.３４１腰岳産黒曜石��細石刃石器３０３５

－０.１０.２１.５８８.５５７４５８７４.３４６-９５４４７.６１１腰岳産黒曜石��細石刃石器３０４１



－４０－

第６表　後期旧石器時代�期未図化遺物一覧�（桑ノ木津留産黒曜石）

備考
法量出土地点

石材出土層位器種種類取り上げ番号
重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標

－３.８１.２２.６８８.４７５４５８６４.６５８-９５４６９.１４４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器３７

－０.１０.２１.０８８.５６２４５８６２.６４６-９５４６６.２１８桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器４８

－０.３２.３１.４８８.４９３４５８６０.８３３-９５４６７.２５５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器５０

－０.１０.１０.７８８.５２３４５８５９.２９７-９５４６７.２９９桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器５２

－０.２０.３１.６８８.５３２４５８６１.１４８-９５４６５.９２７桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器５３

－０.１０.２１.２８８.５８２４５８６１.８０５-９５４６４.６１１桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器５４

－０.１０.２１.２８８.６０４４５８６３.０６９-９５４６４.０４４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器５７

－０.１０.１０.８８８.５３４５８６３.３２-９５４６３.８５桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器５８

－０.２０.２１.５８８.５６９４５８６２.９８１-９５４６３.７２２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器５９

－０.１０.２１.２８８.５８９４５８６２.２６９-９５４６３.５７２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器６１

－０.１０.２１.０８８.６１３４５８６２.４-９５４６３.１４４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器６２

－０.７０.３１.９８８.６１７４５８６２.６６６-９５４６２.７８２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器６３

－０.１０.１１.０８８.６３７４５８６２.３０１-９５４６２.１０５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器６４

－０.１０.２１.０８８.６０３４５８６２.５３-９５４６１.９８３桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器６６

－０.１０.１０.９８８.５８６４５８６２.３０８-９５４６０.６２６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器６７

－０.１０.３１.０８８.６１６４５８６２.６３２-９５４５９.８６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器６８

－０.１０.２１.２８８.６１８４５８６２.６４-９５４５９.７１７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器６９

－０.１０.２１.０８８.５６７４５８６４.１３５-９５４６２.８９９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器７４

－０.２０.４１.２８８.６０４４５８６３.１８７-９５４６２.２６９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器７６

－０.１０.２１.１８８.５９８４５８６３.１６４-９５４６１.６１７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器７７

－０.１０.１０.８８８.４６１４５８６６.４５６-９５４６７.２２７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器８１

－０.３０.２１.５８８.４９５４５８６６.３０３-９５４６５.５４９桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器８２

－０.７０.４１.６８８.４６４４５８６６.９３５-９５４６５.３５１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器８３

－０.２０.２１.３８８.４７５４５８６７.２８２-９５４６４.７３６桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器８４

－０.２０.２１.６８８.４３８４５８６７.１８２-９５４６７.４５２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器８６

－０.１０.１０.７８８.５３７４５８６９.２３２-９５４６２.３１４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器８９

－０.３０.６１.７８８.５２９４５８６７.２６７-９５４６２.０６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器９０

－０.１０.３１.３８８.５４６４５８６７.３０２-９５４６１.８４１桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器９１

－３.０１.１２.６８８.５０９４５８６８.２６５-９５４６１.６４７桑ノ木津留産黒曜石��石核石器９３

－０.６０.４１.８８８.５０３４５８６８.１９-９５４６１.１２７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器９４

－０.１０.２０.８８８.５６７４５８６８.３２７-９５４６０.９２１桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器９５

－０.１０.２０.７８８.５７４５８６８.０６６-９５４６０.８０７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器９６

－０.１０.２１.２８８.５２３４５８６８.５９１-９５４６０.７６２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器９８

－１.５０.６２.７８８.４９２４５８６９.０２５-９５４６１.００９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器９９

－０.１０.２０.７８８.４９２４５８６９.２５９-９５４６０.９６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１００

－０.４０.４２.２８８.４８２４５８７０.２０３-９５４６１.１５９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１０１

－４.９１.４２.４８８.５６４５８７０.６１-９５４５９.７２８桑ノ木津留産黒曜石��石核石器１０４

－０.１０.１０.８８８.４９９４５８７０.９７５-９５４５９.２９１桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１０５

－１.１０.５２.５８８.５２４５８７０.２４７-９５４５９.３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１０６

－０.１０.２１.２８８.４９２４５８６９.０２２-９５４６０.１１８桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１０７

－０.１０.２０.８８８.５４２４５８６９.３０７-９５４５９.９８２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１０９

－０.１０.２０.９８８.５４２４５８６８.８７５-９５４５９.６２４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１１０

－０.１０.２１.２８８.５０１４５８６９.１７１-９５４５９.６７９桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１１１

－０.１０.２１.２８８.５１１４５８６９.２８７-９５４５９.６２５桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１１２

－０.１０.２０.８８８.４８９４５８７０.０７２-９５４５８.９６１桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１１４

－０.１０.２０.８８８.５２３４５８６９.９４３-９５４５８.６９２桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１１５

－０.２０.３１.３８８.５６６４５８７０.３５４-９５４５８.９５４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１１６

－０.１０.２０.７８８.３９６４５８７２.５０６-９５４５９.５３４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１１９

－０.１０.２１.２８８.５５４４５８７０.５８３-９５４５８.８２３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１２１

－０.２０.２１.２８８.５８３４５８７０.５６５-９５４５８.７３桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１２２

－０.１０.８１.１８８.５５３４５８７０.７９３-９５４５８.４２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１２３

－０.１０.１１.２８８.５８２４５８７０.３８５-９５４５８.６４１桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１２４

－０.１０.１０.７８８.５７３４５８７０.４２１-９５４５８.２９９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１２５

－０.９０.６１.７８８.５８２４５８７０.３２-９５４５８.１７１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１２６

－１.１０.４２.２８８.５６６４５８７０.３７-９５４５８.１１７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１２７

－０.１０.２１.３８８.５７１４５８７０.４８７-９５４５８.０５５桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１２８

－０.１０.１０.８８８.５４５４５８７１.３７１-９５４５８.４４４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１２９

－０.１０.３０.８８８.５４５４５８７０.６８-９５４５７.６８２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１３０

－１.６０.９１.９８８.５４９４５８７０.８３２-９５４５７.２４７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１３１

－０.５０.４１.８８８.５０９４５８７１.２５１-９５４５７.４２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１３２

－０.１０.１０.８８８.４９７４５８７２.９１６-９５４５７.１９２桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１３６

－０.１０.１０.９８８.５３９４５８７１.７５５-９５４５７.２８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１３７

－０.１０.１０.９８８.５８５４５８７１.１１８-９５４５６.６３４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１３９

－０.１０.１０.９８８.５３６４５８７１.３７６-９５４５６.４７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１４０

－０.１０.１０.７８８.５１１４５８７３.３８１-９５４５５.８６５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１４５



－４１－

第７表　後期旧石器時代�期未図化遺物一覧�（桑ノ木津留産黒曜石）

備考
法量出土地点

石材出土層位器種種類取り上げ番号
重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標

－０.４０.３１.７８８.４５１４５８７４.２４５-９５４５６.７１５桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１４６
－０.１０.１０.９８８.４６１４５８７５.３３５-９５４５４.８６９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１４９
－１.３０.７２.１８８.４１６４５８７４.３８４-９５４５２.６７４桑ノ木津留産黒曜石��石核石器１５４
－３.４１.３２.９８８.４６５４５８７７.０２７-９５４５１.２３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１５６
－０.１０.１０.８８８.５６４４５８６５.７３２-９５４６３.５３桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１６０
－０.１０.１０.７８８.５８１４５８６６.４３８-９５４６２.２９９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１６４
－０.１０.３０.８８８.５５４５８６６.９２５-９５４６１.６５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１６５
－０.１０.１０.７８８.５２１４５８６６.６５１-９５４６１.２２桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１６６
－０.１０.１０.８８８.５３１４５８６６.１８７-９５４６０.５２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１６７
－０.１０.１０.９８８.５３７４５８６６.５０３-９５４６０.７４７桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１６８
－０.１０.１０.８８８.５４１４５８６７.３５９-９５４６１.０８９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１６９
－０.１０.２１.１８８.５７２４５８６８.３６９-９５４５９.６９６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１７１
－０.１０.１０.９８８.６３４４５８６７.１６-９５４５８.３１６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１７５
－０.１０.２１.６８８.６３９４５８６７.４２９-９５４５８.０６２桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１７６
－０.１０.３１.０８８.６２２４５８６６.３６２-９５４５８.６４１桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１７７
－０.１０.３０.８８８.６５６４５８６５.９８６-９５４５８.８２６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１７８
－０.１０.２０.７８８.６６８４５８６５.７２３-９５４５７.９９２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１７９
－０.１０.１０.８８８.６８２４５８６６.５４８-９５４５７.２４５桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１８１
－０.１０.１０.６８８.６２５４５８６７.５８-９５４５７.５４６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１８４
－０.１０.２１.０８８.５９２４５８６８.１５８-９５４５７.６９４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１８５
－０.１０.１１.２８８.６３７４５８６８.０７-９５４５７.５５９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１８６
－０.１０.１０.６８８.５６９４５８６８.８６４-９５４５７.７０３桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１８７
－０.１０.１０.９８８.６０２４５８６８.５８２-９５４５７.４９８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１８８
－０.１０.１０.８８８.５６１４５８６９.５７-９５４５７.９７９桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１９０
－０.１０.１０.７８８.６２７４５８６７.２７７-９５４５６.６９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１９４
－０.１０.１０.８８８.６５７４５８６７.７８２-９５４５７.０９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器１９５
－０.１０.１０.８８８.６０７４５８６７.８２９-９５４５６.７３６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１９６
－０.１０.２１.０８８.６１６４５８６８.１５６-９５４５６.８５７桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１９７
－０.５０.４１.５８８.６４４５８６８.２６３-９５４５７.１０９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器１９８
－０.１０.２１.３８８.５８９４５８６９.２０６-９５４５７.１２６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器１９９
－０.５０.４１.５８８.５８２４５８６９.３６５-９５４５６.９１３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２００
－２.３０.９２.２８８.６１４４５８７０.１０６-９５４５７.２４２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２０１
－０.４０.３１.６８８.５８２４５８７０.３-９５４５７.０５７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２０２
－０.１０.２１.３８８.５７４４５８７０.４９７-９５４５６.３８６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２０５
－０.６０.４１.６８８.５５２４５８７０.４８９-９５４５６.０７７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２０６
－２.４１.２２.７８８.５８８４５８６９.９９４-９５４５６.０６７桑ノ木津留産黒曜石��石核石器２０７
－０.２０.２１.３８８.５７２４５８６９.８４２-９５４５５.８８４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２０９
－１.９０.８２.１８８.５９７４５８６９.４０９-９５４５５.９４８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２１０
－０.２０.３１.２８８.５８８４５８６９.４７-９５４５５.８８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２１１
－０.６０.４１.７８８.５６６４５８６８.７７２-９５４５５.９４７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２１２
－０.１０.２０.９８８.５９４４５８６８.４９３-９５４５６.４４４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２１３
－５.０１.５２.２８８.６２６４５８６７.３２７-９５４５４.９０５桑ノ木津留産黒曜石��石核石器２１７
－０.１０.３１.０８８.５６９４５８７０.１９-９５４５５.６３２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２２０
－１.００.６２.０８８.５２３４５８６９.８８９-９５４５４.８７９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２２２
－１.００.４２.１８８.５３２４５８６９.９２２-９５４５４.６９５桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２２３
－０.１０.２１.０８８.４５４４５８７０.８９３-９５４５４.４９８桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２２４
－０.１０.２０.７８８.４５１４５８７１.４７４-９５４５３.８９４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２２５
－１.８０.７２.５８８.４８６４５８７０.８８７-９５４５３.１８２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２２７
－０.２０.４１.０８８.５６５４５８６８.６１９-９５４５３.８８１桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２２８
－１.８０.５３.０８８.６０３４５８６７.６１６-９５４５４.１３６桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２３０
－０.３０.３１.１８８.５８８４５８６７.９５-９５４５２.７７８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２３３
－０.７０.４１.７８８.５８５４５８６７.０９２-９５４５２.１２１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２３７
－０.６０.６１.６８８.５５８４５８６８.７５８-９５４５１.９３７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２３９
－０.１０.１０.８８８.５９９４５８６７.６６２-９５４５４.１３４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２４０
－０.１０.２１.３８８.５６２４５８６９.５９９-９５４５１.１３２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２４３
－０.１０.１１.０８８.５９６４５８６６.７２２-９５４５１.４２５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２４６
－０.９０.５１.７８８.５９６４５８６６.７２２-９５４５０.７７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２４７
－０.６０.３２.０８８.５５９４５８６９.０１２-９５４５０.２３７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２４９
－０.５０.４１.５８８.５８９４５８７０.７９５-９５４５１.８３８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２５０
－０.２０.３１.１８８.５０５４５８７２.８０９-９５４５１.３２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２５１
－０.２０.３１.２８８.４９２４５８７３.８３-９５４４８.８４２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２５４
－０.５０.４１.７８８.４８７４５８７４.５９１-９５４４８.４５８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２６１
－０.３０.３１.４８８.４９９４５８７４.５６７-９５４４８.４２７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２６２
－０.１０.１０.８８８.５０１４５８７５.１８２-９５４４７.４２２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２６６
－０.１０.２１.２８８.４８４５８７５.２１８-９５４４７.１８９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２６９
－０.１０.２１.１８８.４６４５８７５.２４６-９５４４７.０９４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７０
－０.１０.１０.９８８.４９２４５８７５.６２９-９５４４７.４３１桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７３
－０.１０.１０.８８８.４４１４５８７５.９１-９５４４７.３０１桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７４



－４２－

第８表　後期旧石器時代�期未図化遺物一覧�（桑ノ木津留産黒曜石）

備考
法量出土地点

石材出土層位器種種類取り上げ番号
重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標

－０.１０.１１.０８８.４７７４５８７５.７６３-９５４４７.５４５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７５

－０.１０.１０.９８８.５０２４５８７５.６０８-９５４４７.８３９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７６

－０.１０.１０.７８８.４９４４５８７５.６７９-９５４４８.０４３桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７９

－０.１０.３１.３８８.５０３４５８７５.２８-９５４４７.４３２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２８０

－０.１０.２１.０８８.４５８４５８７５.３０１-９５４４７.８５５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８１

－０.１０.２１.０８８.４９８４５８７５.９９３-９５４４８.２３７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８６

－０.１０.２１.２８８.４６３４５８７６.７２３-９５４４９.４３３桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２９５

－０.１０.１０.９８８.４１９４５８７６.６３８-９５４４９.３８４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２９６

－０.１０.３１.０８８.３６７４５８７８.４５７-９５４４９.６６桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２９８

－０.１０.１０.９８８.４２２４５８７７.１０３-９５４４８.６６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０５

－０.３０.３１.３８８.４７１４５８７６.７０３-９５４４８.４４７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３０９

－０.１０.１１.０８８.４８５４５８７６.４-９５４４７.８４１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３１４

－０.１０.１１.４８８.５１２４５８７６.０４１-９５４４７.１６７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３１７

－０.１０.２１.０８８.４３４５８７８.５１４-９５４４９.１６７桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器３２３

－０.９０.７１.８８８.３７２４５８７８.２９８-９５４４８.７６９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３２５

－０.６０.３２.１８８.３５５４５８７８.７１４-９５４４８.８３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３２７

－０.１０.１１.０８８.３９４５８７７.２９６-９５４４７.１２８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３４８

－０.２０.２１.７８８.３９８４５８７６.７９６-９５４４７.３９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３５１

－０.１０.１０.８８８.４３２４５８７６.５-９５４４７.３６９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３５６

－０.１０.１０.６８８.４４６４５８７６.６０５-９５４４７.２７８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３５７

－０.１０.１０.８８８.４２４４５８７６.７７７-９５４４６.９７５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３５９

－０.１０.１０.７８８.４２５４５８７６.７２-９５４４６.２８９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３６３

－０.１０.３０.７８８.４６５４５８７６.１９８-９５４４６.７４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３７６

－０.１０.１０.５８８.４７１４５８７５.８６９-９５４４６.２９３桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３７９

－０.１０.１０.４８８.３５３４５８７９.０９３-９５４４６.７４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３９３

－１.５０.８２.５８８.１８４４５８８０.２３７-９５４４５.５３９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４０４

－１.４０.６２.０８８.０７５４５８８０.８６２-９５４４３.５９４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４０８

－０.２０.３１.４８８.１５３４５８８０.５７６-９５４４４.６８２桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器４０９

－０.１０.１０.８８８.２２８４５８８０.０９３-９５４４４.９７２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器４１１

－０.３０.３１.２８８.１７９４５８７９.１６１-９５４４３.６４８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４１６

－０.３０.３１.７８８.２８６４５８７７.７９２-９５４４４.３８５桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４２２

－０.１０.１０.９８８.３７６４５８７８.１９３-９５４４６.３６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器４３４

－１.５０.９１.６８８.３８４５８７７.９２７-９５４４６.７６３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４４６

－０.１０.１０.７８８.３５４５８７７.３９１-９５４４６.６７８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器４５４

－０.１０.１０.７８８.５０８４５８７３.９３-９５４４６.７９２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４６９

－０.４０.４１.２８８.３９９４５８７４.２２１-９５４４４.１９３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４７１

－０.１０.１１.０８８.４９２４５８７２.３９７-９５４４７.４５８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４７４

－０.５０.４１.５８８.４６３４５８７２.６１５-９５４４８.５８７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４７５

－０.１０.２１.１８８.５０４４５８７１.１５１-９５４４９.５１７桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器４７６

－０.１０.２１.０８８.５６７４５８７１.４９１-９５４４７.７２９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器４８１

－０.１０.１１.０８８.５１５４５８７１.２２３-９５４４８.３８６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器４８４

－０.６０.５１.４８８.５２７４５８７０.３４７-９５４４８.４３２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４８７

－１.１０.７１.９８８.４７３４５８６９.２９２-９５４４７.９７２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器４９１

－０.２０.２１.２８８.５８３４５８６８.９３４-９５４４８.３１７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器４９３

－０.１０.１１.０８８.４５８４５８６９.７３２-９５４４９.６１１桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器４９５

－０.４０.４２.１８８.６３１４５８６５.７８１-９５４５３.０４６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器５０４

－０.１０.１０.９８８.６７２４５８６５.３８２-９５４５５.４９２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器５０８

－１.２０.５２.０８８.６７９４５８６０.８５-９５４５４.７１８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器５２４

－０.７０.５１.５８８.６４９４５８６１.１７３-９５４５５.３７５桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器５２７

－０.１０.１１.０８８.６７４５８６２.１４９-９５４５５.２４３桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器５３４

－０.１０.２１.１８８.６７２４５８６２.８５８-９５４５４.６７５桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器５３６

－０.２０.３１.１８８.７０２４５８６１.５４５-９５４５３.４９４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器５３８

－０.５０.７１.４８８.６９９４５８６２.６０１-９５４４９.３７４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器５４５

－０.２０.４１.８８８.６９４４５８６２.９１６-９５４４９.３９６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器５４６

－０.１０.１１.１８８.５７３４５８６５.８０４-９５４４７.８６５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器５６８

－０.６０.６２.０８８.５６９４５８６８.５１-９５４４６.７０７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器５８７

－２.３０.９２.０８８.５４２４５８６９.４９７-９５４４６.７５８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器５９０

－０.３０.３１.５８８.５１５４５８６９.６７３-９５４４５.６７３桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器５９９

－０.８０.６１.６８８.５２６４５８７０.１０７-９５４４５.８３１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器６０１

－０.１０.３０.５８８.５６６４５８７０.３５４-９５４４６.４３９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器６０４

－１.６０.６２.０８８.５７９４５８７０.４６６-９５４４６.４６桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器６０５

－０.１０.２０.７８８.５１９４５８６９.１１７-９５４４５.４２８桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器６０８

－０.６０.６１.５８８.３５７４５８７２.４８７-９５４４５.４５７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２０７９

－２.７０.８２.７８８.５５２４５８５６.７９９-９５４４８.８２１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２０８９

－３.５０.７２.５８８.６５４４５８５５.８９８-９５４４８.９２桑ノ木津留産黒曜石��石核石器２０９１



－４３－

第９表　後期旧石器時代�期未図化遺物一覧�（桑ノ木津留産黒曜石）

備考
法量出土地点

石材出土層位器種種類取り上げ番号
重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標

－０.５０.２２.０８８.４９２４５８５３.４４８-９５４５０.５４１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２０９７
－６.５１.１２.７８８.７８１４５８２１.２９１-９５４７２.８０９桑ノ木津留産黒曜石��石核石器２２４５
－０.１０.１０.８８８.３５５４５８５０.８７５-９５４８８.５６４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２２７１
－０.６０.６２.０８８.３６３４５８５１.２６４-９５４８７.５４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２２９７
－０.１０.１０.８８８.２８７４５８１７.７６-９５４６２.５４１桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２３１１
－０.１０.３２.０８８.２６４５８１６.４７１-９５４６５.５８４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２３４１
－０.１０.１１.３８８.７２７４５８７７.９４７-９５４４８.７７桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２４４５
－０.７０.６１.４８８.５８４４５８７８.４６５-９５４４７.６１４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２４４８
－０.３０.５１.０８８.９７３４５８６９.４７８-９５４５７.１０９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２４６０
－０.２０.２１.５８８.６８４４５８７６.８３５-９５４４８.５１３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２４８７
－０.１０.１１.２８８.６４８４５８７６.７０５-９５４４７.９７２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２４９０
－０.１０.１０.８８８.６１９４５８７７.５１２-９５４４７.３３７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２５０７
－０.２０.４１.２８８.５５２４５８７８.１４４-９５４４７.１０８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２５１７
－０.３０.３１.４８８.５５７４５８７６.４７１-９５４４４.８７５桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２５２１
－０.５０.３１.３８８.４０５４５８７６.９８７-９５４４３.０９４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２５２３
－０.１０.１０.６８８.７１１４５８７５.８１９-９５４４８.３７８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２５３５
－０.１０.１０.９８８.７１７４５８７６.３６３-９５４４９.４０７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２５３７
－０.１０.１０.６８８.８４７４５８４０.６８７-９５４６１.２６３桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２５４６
－０.６０.３１.９８８.６５４４５８７６.０９７-９５４４８.１２７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２６７１
－１.４０.５２.４８８.６５８４５８７５.９３-９５４４８.１０１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２６７２
－０.２０.２１.４８８.６６２４５８７５.７７７-９５４４８.１５８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２６７３
－０.１０.１１.２８８.５９８４５８７６.１２７-９５４４７.５８６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２６７４
－０.１０.１１.３８８.４１４４５８７６.３６６-９５４４１.０３８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２６７８
－０.１０.３１.２８８.８２８４５８５９.９２８-９５４６５.８２４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２６９８
－０.１０.２１.２８８.７４３４５８７３.２３５-９５４５１.８４４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２７０５
－０.１０.１１.１８８.６４７４５８７６.４８３-９５４４９.９２１桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７０９
－０.１０.１０.８８８.６４４５８７５.４３２-９５４４７.９７７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７１０
－０.１０.２０.７８８.６２７４５８７５.９２８-９５４４７.８４９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７１１
－０.１０.１０.９８８.５８８４５８７７.０３-９５４４８.００９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７１６
－０.１０.３０.９８８.５８８４５８７５.８３６-９５４４６.３６８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２７３０
－１.３０.７２.０８８.５３４５８７６.６０５-９５４４４.９５５桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２７３２
－０.３０.５１.４８８.６０２４５８７６.０１３-９５４４５.８６１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２７３３
－０.３０.４１.３８８.６４８４５８７５.０７７-９５４４７.５３４桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２８０２
－０.１０.３１.２８８.６３１４５８７４.７１４-９５４４６.１０２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８０３
－０.１０.２０.９８８.５９２４５８７５.１０１-９５４４５.４３５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８０６
－０.１０.１０.５８８.５８８４５８７５.１８４-９５４４５.３５３桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８０７
－０.１０.１０.７８８.５７４５８７５.９９８-９５４４６.１４８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８１０
－７.５１.２３.１８８.５７３４５８７５.４５１-９５４４３.５８４桑ノ木津留産黒曜石��石核石器２８１２
－０.１０.１０.７８８.５９１４５８７５.５８４-９５４４４.２４３桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８１８
－１.４０.６２.０８８.５４８４５８７５.７０２-９５４４４.０４１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２８１９
－０.１０.１０.６８８.５９２４５８７５.７２２-９５４４５.０９４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８３６
－０.２０.３１.５８８.４６８４５７９５.５４７-９５４３４.４３８桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２８５４
－０.７０.５１.８８８.４９６４５７９５.３６-９５４３４.３３６桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２８５８
－０.６０.４１.６８８.１８４５７９０.８７２-９５４２９.３３５桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２８６７
－０.１０.２１.０８８.８４５４５８０４.３６９-９５４４１.８６５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８６８
－０.１０.２１.３８８.６２４５８７４.５５４-９５４４５.９４３桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８９７
－０.１０.１０.８８８.８１２４５８７４.５１７-９５４４５.４０１桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２８９９
－０.１０.１１.１８８.８０４４５８７４.７４８-９５４４５.２２４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２９００
－０.１０.２１.６８８.７５４４５８７５.７９７-９５４４５.４４５桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２９０２
－０.１０.１１.０８８.６８７４５８７５.９４２-９５４４４.６２４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２９１１
－０.５０.２２.０８８.７３１４５８７５.５１６-９５４４３.９３５桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２９１５
－０.１０.３１.１８８.６２１４５８７８.１７-９５４４４.０９６桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２９１６
－０.２０.２１.７８８.５３３４５８７６.８９２-９５４４０.０６３桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２９１７
－０.２０.３１.５８８.９８９４５８７０.５４７-９５４５９.７５１桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２９２２
－０.１０.２１.１８８.９９３４５８７０.４１２-９５４５９.８３桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２９２３
－０.１０.３１.１８８.９９７４５８７０.３４１-９５４５９.９１７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２９２４
－１.４１.０１.６８８.９９５４５８６９.２３-９５４５９.９３７桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器２９２５
－０.１０.２０.９８８.９６７４５８６７.９１９-９５４６３.０５桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２９２７
－０.２０.２１.３８８.７９７４５８７４.５３３-９５４４３.５１９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２９２９
－０.１０.１１.２８８.７２９４５８７５.６８１-９５４４５.４０９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２９９５
－０.２０.２１.３８８.７２７４５８７５.７８１-９５４４５.５３４桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器２９９６
－０.１０.１１.０８８.７３６４５８７６.２０８-９５４４５.９２９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器２９９７
－１.８１.０１.９８８.６７５４５８７６.０２４-９５４４５.２０３桑ノ木津留産黒曜石��石核石器３０００
－０.２０.２１.４８８.７９４４５８７４.５４２-９５４４４.４４９桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３００４
－０.１０.１１.１８８.８４４４５８７４.２０８-９５４４５.７２６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３００６
－０.１０.１１.０８８.８１６４５８７４.５０７-９５４４５.７２２桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３００７
－０.１０.２１.０８８.７５９４５８７５.１７-９５４４４.４８９桑ノ木津留産黒曜石��細石刃石器３０１１
－０.１０.１０.９８８.７５２４５８５４.５２１-９５４６６.２９４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０２５
－０.２０.３１.１８８.７９５４５８６２.６４３-９５４５９.３４８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０２６



－４４－

第１０表　後期旧石器時代�期未図化遺物一覧�（桑ノ木津留産黒曜石）

備考
法量出土地点

石材出土層位器種種類取り上げ番号
重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標

－０.１０.１０.７８８.６８９４５８６９.６２７-９５４４９.３３９桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０２７
－０.１０.１０.９８８.６３１４５８７２.６３-９５４４６.９１３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３０３４
－０.１０.１０.９８８.５９８４５８７４.１６９-９５４４８.７９７桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０３８
－０.１０.１０.６８８.５４２４５８７４.７２８-９５４４７.０６４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０４４
－０.１０.２１.２８８.５８６４５８７３.８-９５４４６.８２８桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０４６
－０.１０.２１.２８８.６３６４５８７１.９９３-９５４４６.７３５桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０４７
－０.１０.１１.１８８.６２１４５８７３.６２４-９５４４６.７７１桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０４８
－０.１０.１０.７８８.５９９４５８７３.４６１-９５４４６.４３４桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０４９
－０.１０.１１.１８８.５９７４５８７３.７３１-９５４４６.２５６桑ノ木津留産黒曜石��砕片石器３０５０
－０.２０.３１.１８８.５９７４５８７３.９０９-９５４４６.２４２桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３０５１
－０.２０.２１.２８８.６３９４５８７３.４０１-９５４４５.６３桑ノ木津留産黒曜石��剥片石器３０５２
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第４節　縄文時代早期の遺構と遺物

　１　概要

　縄文時代早期の遺構と遺物は、Ａ区の北半部、特に

北側の開析谷と接する部分で検出された。縄文時代早

期を対象とする調査面積は約６,１００	である。

　遺構は集石遺構３２基、遺物は縄文時代早期土器、石

鏃やスクレイパー等の石器で、それらの検出層位は主

に第�層および第�ａ層である。

　集石遺構はおもに散礫中に含まれ、散礫を除去して

ようやく認識できた場合が多い。

　この散礫の構成礫は第�層下部付近から散見され始

めるが、第�ａ層上面付近になると濃密になる。遺物

も同様で、第�層下層より剥片や砕片が検出されはじ

め、第�ａ層上面付近から第�ａ層中にかけて密に出

土する傾向が強い。

　なお、散礫や集石遺構以外に、炉穴や陥し穴状遺構

などの遺構は検出されなかった。

　２　散礫と集石遺構

〔散礫〕

　第�層を除去し、第�層を精査すると、大きく２箇

所の礫集中区が現れた。こうした広範囲に一様に散乱

している礫の広がりを「散礫」とした。

　散礫の内で、周辺礫より集中する、ある程度のまと

まりをなす箇所や散礫以外の場所であるまとまりを

持って礫が密に集中する箇所を「集石遺構」とした。

　散礫は、大きく２箇所で検出され、調査区北辺中央

寄りの集石遺構群１（ＳＩ１・１６・２２～２４・３１・３２）

と、調査区北東端（ＳＩ６～９、１７～２０、２５～３０）の

集石遺構群２に伴うと考えられる。

　ここでは、前者を散礫１、後者を散礫２と呼称する。

なお、この散礫１および２については調査の都合上、

図化等は実施していない。

　散礫１は、礫が一面に薄く広がっていた。全体的に

散漫で、いわばアメーバー状の広がりを示し範囲が一

様には捉えがたかった。そのなかに礫が円形に集中す

る、密な部分があり、これを集石遺構と認識された。

　散礫の礫は、尾鈴山酸性岩類と砂岩等が中心で、赤

化の著しい等、親指大に割れた破砕礫が主体であった。

　散礫２の礫は、散礫１と同様に広がるが、特に北東

側の調査区端に向かって厚く密に堆積していた。

　散礫の検出状況時の表面観察では集石遺構の存在は

不明確で、厚く堆積した礫を除去してようやく認識で

きた。従って集石遺構と認識できずに破壊した場合が

あり、実際の基数は多いと考えられる。

　礫は、尾鈴山酸性岩類が中心で、平面形は円礫状、

棒状である。散礫１の礫より大きい拳大であった。ま

た、熱による赤変を受けていない礫が比較的多い。

　〔集石遺構〕

　縄文時代早期の集石遺構は３１基を数える。ＳＩ３は

第�層上面で検出された縄文時代中期の集石遺構と判

断されるので、ここでは取り上げない。

　集石遺構は、散礫内や散礫以外の箇所で検出された

が、明確にその輪郭を確かめられた層位は、第�層上

面である。

　集石遺構は、Ａ区北側調査区境界（解析谷との接点）

に沿って、いくつかのまとまりを成しながら東西に展

開しているように認識できる。また、このまとまりは

集石遺構２～６基で構成する東、中央、西の３つの群

とも読み取れる。

　しかし、この散礫や集石遺構が検出された箇所は第

�層まで掘削される後世の攪乱（縄文時代や古墳時代

の土坑や竪穴住居跡）が比較的薄い部分であった。

　これらの検出された散礫や集石遺構は、辛うじて免

れた遺構群であり、従って本来の一部分しか示してい

ないと考えるのが妥当であろう。　

　本遺跡における集石遺構については、集石遺構の持

つ特徴、すなわち「掘り込みの有無」と「底石（配石）

の有無」で注目して大きく３つに分類して掲載した。

また、礫の集中範囲や掘り込みの「直径（大きさ）」の

関連性を把握するため、各分類を細分した。

　分類と分類基準

　　�類：掘り込み、底石（配石）のないもの

　　�類：掘り込みはあるが、底石（配石）はない

　　�類：掘り込み、底石（配石）もあり

�類：（ＳＩ８，１０，１１，１３，１５～１７，２０，２１，２７～３１）

　礫は、散礫中および散礫外の地点で周辺より密に集

中しているが、掘り込みや底石（配石）を持たないも
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のである。炭化物や熱による赤変を受けた礫（赤化礫）

は比較的少なかった。

　石材は砂岩、ホルンフェルスおよび尾鈴山酸性岩な

どが用いられる。

　礫集中域の直径（短径と長径の平均値）から４タイ

プに細分した。

　　　　��－ａ類：直径０.５～０.７ｍ

　　　　��－ｂ類：直径０.８ｍ

　　　　��－ｃ類：直径１.２ｍ

　　　　��－ｄ類：直径１.４ｍ

　　　　��－ｅ類：直径２.１ｍ

��－ａ類（ＳＩ１０，１３）

　ＳＩ１０１０（第２３図）

　Ａ区東側半部の西よりで検出された集石遺構であ

る。単独で存在し、近接する集石遺構がない。礫集中

箇所の直径は０.７ｍで、径約５～１０�程度の円礫や角礫

が集まって構成する。炭化物は検出されていない。礫

の総重量は２２�である。

ＳＩ１３　ＳＩ１３（第２３図）

　Ａ区東側半部の南よりで検出された集石遺構であ

る。ＳＩ１３～１５が東西方向に隣接する集石遺構群中の

ひとつである。

　径約５�程度の角礫で構成する礫集中箇所の直径は

０.５～０.８ｍを測る。礫の集中度合いはＳＩ１０より散漫

で、ＳＩ１４に伴う使用前の礫（準備礫）や使用後の礫

（廃棄礫）の置かれた場所と想定される。

　また、約１～５㎜ 大の炭化物が検出面および埋土中

か散漫に出土した。赤変した礫も全体的に多くみられ

た。礫の総重量は１８�である。

��－ｂ類（ＳＩ１１，１６，２１，２７，２８，３０）

ＳＩ１１　ＳＩ１１（第２３図）

　Ａ区西側半部の南よりで検出された集石遺構であ

る。単独で存在し、近接する集石遺構がない。礫集中

箇所の直径は０.８ｍで、径約５～１５�程度の円礫や角礫

が集まって構成する。

　礫は密に集中し、礫の石材はホルンフェルスを中心

としている。一方、赤変した礫は僅かで、炭化物は検

出されていない。礫の総重量は、４７�である。

ＳＩ１６　ＳＩ１６（第２３図）

　散礫２中の南西隅にある。礫集中箇所の直径は０.８

ｍを測り、径約１０～１５�程度の角礫が集まって構成す

る。尾鈴山酸性岩やホルンフェルスを主体とする石材

が使用され、礫は比較的密に集中していた。赤変した

礫や炭化物は検出されなかった。

　なお、礫の総重量は、５１�であった。

ＳＩ２１　ＳＩ２１（第２３図）

　Ａ区西側半部の北よりで検出された集石遺構であ

る。やや離れた箇所にＳＩ４・２が位置する。

　礫集中箇所の直径は０.８ｍで、径約５�程度の角礫を

主体として、約１０�程度の少数の円礫で構成される。

礫の石材は尾鈴山酸性岩と砂岩が主で、赤変、破砕し

た礫は砂岩の場合が多い。炭化物は検出されていな

い。礫の総重量は、１９�である。

ＳＩ２７　ＳＩ２７（第２３図）

　散礫２内に北側にある集石遺構である。ＳＩ２８は北

側に近接している。散礫２を除去した下から検出され

た。

　径約１０～１５�程度の円礫と角礫が集まって構成す

る。礫集中箇所の直径は０.８ｍを測り、尾鈴山酸性岩や

ホルンフェルスを主体とする石材が使用されている。

礫の総重量は、３９�である。

　炭化物は検出されず、赤変した礫が礫集中範囲の周

縁部に散在していた。

ＳＩ２８　ＳＩ２８（第２３図）

　散礫２内の北側に位置し、ＳＩ２７は南側に近接して

いる。散礫２を除去した下から検出された。

　礫集中箇所の直径や石材等の諸特徴はＳＩ２７と近似

しているが、大きさ約１０～１５�程度の礫の割合がやや

多い。礫の総重量は、３７�である。

ＳＩ３０　ＳＩ３０（第２３図）

　散礫２内の東端にある。南側のＳＩ３０と切りあい関

係（重なり合い）を示し、その前後関係はＳＩ２９に後

出する。散礫２を除去した下から検出された。礫集中

箇所の直径は０.８ｍを測り、径約１０～１５�程度の円礫と

角礫が集まって構成される。石材は尾鈴山酸性岩やホ

ルンフェルスを主体とする。円礫は頁岩の場合が多

かった。

　炭化物は検出されず、赤変した礫が礫集中範囲の中
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心に散在していた。礫の総重量は、３１�である。

��－ｃ類（ＳＩ２０，２９，３１）

ＳＩ２０　ＳＩ２０（第２３図）

　散礫２の西端にある集石遺構のひとつである。東側

のＳＩ１９と切りあい関係を示し、ＳＩ１９に前出する。

散礫２を除去した下から検出された。

　礫集中箇所の直径は１.２ｍを測り、径約５～１０�程度

の角礫と１５�程度の円礫で構成される。石材は尾鈴山

酸性岩やホルンフェルスを主体とする。円礫の場合は

頁岩が多い。礫の総重量は２８�である。

　極めて微小な炭化物が埋土中および検出面でまばら

に検出されたが、赤変した礫は認められなかった。

ＳＩ２９　ＳＩ２９（第２３図）

　散礫２の東端に位置する。散礫２を除去した下から

検出された。北側にあるＳＩ３０とは前出する切りあい

関係（重なりあい）を示す。　礫集中箇所の直径は１.２

ｍを測り、径約５～１０�程度角礫が集まって構成され

る。礫の総重量は、２４�である。

　石材は尾鈴山酸性岩やホルンフェルスを主体とす

る。炭化物は検出されず、赤変した礫もみられない。

ＳＩ３１　ＳＩ３１（第２３図）

　散礫１内の南端に位置する。ＳＩ１６の南側に位置す

る。径約１０～２０�のやや大きめの角礫が集まって構成

する。

　礫集中箇所の直径は１.２ｍを測り、尾鈴山酸性岩やホ

ルンフェルスを主体とする石材が使用されている。赤

変した礫は中心部に比較的集中していたが、炭化物は

検出されなかった。礫の総重量は、３６�である。

�－ｄ類（ＳＩ１５，１７）

ＳＩ１５　ＳＩ１５（第２３図）

　Ａ区東側半部の南よりで検出された集石遺構であ

る。ＳＩ１３～１５が東西方向に隣接する集石遺構群中の

ひとつで、その東端に位置する。

　礫集中箇所の直径は１.４ｍを測り、径約５�程度の角

礫と約１０～１５�の円礫で構成される。　

　礫集中の度合いや石材構成、赤変の状況や炭化物の

検出状況などはＳＩ１３と同様なあり方を示す。ＳＩ１３

と同じく、隣接するＳＩ１４に伴う使用前の礫（準備礫）

や使用後の礫（廃棄礫）の置かれた場所と想定される。

礫の総重量は、１６�である。

ＳＩ１７　ＳＩ１７（第２３図）

　散礫２内の西側にある。北側にＳＩ２５、南にＳＩ９

が近接する。散礫２を除去した下から検出された。礫

集中箇所の直径は１.４ｍを測り、径約５～１０�程度の角

礫と１５�程度の円礫で構成され、密に集中している。

礫の総重量は、４１�である。

　石材は尾鈴山酸性岩やホルンフェルスを主体とす

る。円礫の場合は頁岩が多い。

　極めて微小な炭化物が埋土中および検出面でまばら

に検出され、赤変した礫は礫集中域全体にまばらに広

がる。

��－ｅ類（ＳＩ８）

ＳＩ８　ＳＩ８（第２３図）

　散礫２内の西側に存在し、散礫２検出時点でもその

存在が明瞭であった。北側にＳＩ９とＳＩ１８～２０が近

接する。

　礫集中箇所の直径は２.１ｍを測り、径約５～１０�程度

の角礫と円礫で構成され、礫集中域の周縁では径１０�

前後の角礫と円礫が密に、中心部では赤変の著しい細

かく破砕された５�前後の角礫が疎らに広がる。礫の

総重量は、９１�である。　

　石材は尾鈴山酸性岩やホルンフェルスと砂岩を主体

とし、赤変や破砕の著しい礫は砂岩の場合が多い。

　礫集中域の中心部の検出面と埋土中から径５ｍｍ前

後の炭化物がやや密に検出された。

�類（ＳＩ１，２，４～７，９，１２，１４，１８～１９，２３，２５，２６，３２）

　礫が周辺よりも密に集中する箇所のうち、掘り込み

を有するが、底石（配石）を持たないものである。

　掘り込み平面形は円形、楕円形を基調とする。掘り

込みの断面形はスリバチ状で、検出面から底面までの

深さは０.２ｍ前後とほぼ一定している。

　礫と掘り込み埋土と関係は、掘り込みの上面に礫が

集中し、その下面は埋土となる、礫は掘り方埋土中に

一様に存在する、礫は掘り方内に密に充填される場合

が確認された。
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第２３図　集石遺構�類実測図（Ｓ＝１/４０）
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　また、掘り方埋土はきめの細かく、やや粘性の強い

黒色土で炭化物や焼土粒が混入している。　

　礫が検出面から�類に比べ炭化物や熱による赤変を

受けた礫（赤化礫）は多い。

　石材は砂岩、ホルンフェルスおよび尾鈴山酸性岩な

どが用いられる。

　掘りかたの直径（短径と長径の平均値）から４タイ

プに細分した。

　　　　��－ａ類：直径０.８ｍ

　　　　��－ｂ類：直径１ｍ前後

　　　　��－ｃ類：直径１.３～１.５ｍ

　　　　��－ｄ類：直径１.８～２ｍ

��－ａ類（ＳＩ１４）

　ＳＩ１４ＳＩ１４（第２４図）

　Ａ区東側半部の南よりで検出された。ＳＩ１３～１５が

東西方向に隣接する集石遺構群中のひとつで、その中

央に位置する。その両端に掘り込みを持たないＳＩ

１３・１４が近接する。

　礫集中箇所の直径は約１ｍ、掘りかたの直径は約０.８

ｍを測り、径約５�程度の角礫と約１０～１５�の円礫で

構成される。礫は掘り込み面レベルで面的に集中して

いる。礫の総重量は４３�である。

　石材は、ＳＩ１３・１４と同様だが、礫集中箇所の中心

部は著しい赤変を示し、検出面と埋土中から約１～５

�大の炭化物が少量検出された。

��－ｂ類（ＳＩ４，６，７，１２，１９，２３，３２）

　ＳＩ４ＳＩ４（第２４図）

　Ａ区西側半部の南よりで検出された集石遺構であ

る。北側に掘り込みを持たないＳＩ２１、南にＳＩ１１が

位置する。

　礫集中箇所の直径は約１ｍ、掘りかたの直径も約１

ｍを測る。礫は掘り方底面に薄く張り付く形態で検出

された。中心部に径約１０～１５�の円礫が、その周辺に

径約５�内外の赤変著しい角礫が広がる。

　石材はホルンフェルスと尾鈴山酸性岩山を中心とし

ている。礫の総重量は、４１�である。

　なお、炭化物は検出されていない。

　ＳＩ６ＳＩ６（第２４図）

　散礫２内に位置する。北側にＳＩ６が近接する。散

礫２の南側縁辺付近にあたる。

　礫集中箇所の直径は１ｍ前後、掘りかたの直径も約

１ｍを測る。径約１０�程度の比較的大きさのまとまり

のある角礫で構成され、密に集中している。

　礫は掘り込み面レベルで面的に集中し、下面に埋土

が流入している。

　石材は尾鈴山酸性岩やホルンフェルスを主体とす

る。また、極めて微小な炭化物が埋土中および検出面

でやや密に検出されたが、赤変した礫は認められな

い。礫の総重量は、４１.５�である。

　ＳＩ７ＳＩ７（第２４図）

　集石遺構群２のひとつで、南側にＳＩ７が近接する。

　礫集中箇所の直径は１.５ｍ前後、掘りかたの直径は約

１ｍを測る。掘り方平面形はやや不整形をなす。礫は

掘り方内に密に詰まっていた。その他の特徴はＳＩ６

と同様である。礫の総重量は、４４�である。

　ＳＩ１２ＳＩ１２（第２４図）

　調査区北端中央に位置する集石遺構である。東側の

集石遺構群（ＳＩ６～９、１７～２０、２５～３０）と西側の

集石遺構群（ＳＩ１・１６・２２～２４・３１・３２）のほぼ等

距離の地点にある。

　ＳＩ１２を中心として直径約３～５ｍの範囲で礫が疎

らに点在していた。

　礫集中箇所の直径は１ｍ前後、掘りかたの直径も約

１ｍを測る。径約５�と１０～１５�の角礫と円礫で構成

され、多くは掘り込み底面付近に集中する。

　石材は尾鈴山酸性岩やホルンフェルスを主体とし、

部分的に赤変する礫がわずかに認められた。礫の総重

量は、３７�である。炭化物は検出されなかった。

　ＳＩ１９ＳＩ１９（第２４図）

　散礫２内の西端にある。西側のＳＩ２０と切りあい関

係を示し、ＳＩ２０に後出する。

　礫集中箇所の直径は約１ｍ、掘りかたの直径は約０

.９～１ｍを測る。径約５～１０�程度の角礫と円礫で

構成される。礫の総重量は、３６�である。

　礫集中域の中心部は赤変の著しい破砕した礫が多

い。また礫は掘り込み内に満遍なく入っている。

　石材の特徴はＳＩ２０と同様である。炭化物は検出さ
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れていない。

　ＳＩ２３・３２ＳＩ２３・３２（第２７図）

　散礫１内の東南隅に位置する。後述する掘り込みを

有し底石（配石）を持つＳＩ２２、ＳＩ２３とＳＩ３２がと

もに切りあう関係を示す。その前後関係はＳＩ２２→Ｓ

Ｉ３２→ＳＩ２３の順となる。

　ＳＩ２３・３２ともに礫集中箇所の直径は約１ｍ、掘り

かたの直径は約１ｍ前後を測る。

　両遺構とも径約５�以下と約１０�の角礫が集まって

構成する。

　石材はホルンフェルスと砂岩が主体となり、礫集中

範囲の周縁は約１０�、中心部では約５�以下の赤変の

著しい破砕された礫が多い。　

　礫は掘り込み面レベルにおいて面的に広がってい

た。また、中心部にはタールのつく礫も多い。炭化物

は約１�前後のものが検出面と掘り方埋土中から検出

されている。礫の総重量は、ＳＩ２３が４７�、ＳＩ３２は

４５�である。

　なお、ＳＩ２３の構成礫に混じって台石が１点出土し

た（第２８図５０）。珪質の頁岩で暗灰色を呈す。台石中央

部は、潰打痕が明瞭に残る。

��－ｃ類

　ＳＩ１ＳＩ１（第２５図）

　散礫１内の北西隅に位置する。礫群１検出時点で確

認された集石遺構である。

　礫集中箇所の直径は約１.１ｍ、掘りかたの直径は約

１.３ｍを測る。径約５�以下と約１０�前後の角礫、円

礫で構成される。礫の総重量は、８９�である。

　石材はホルンフェルス、尾鈴山酸性岩山と砂岩が主

体で、礫集中域の中心部では砂岩を中心とする約５�

以下の赤変著しく細かく破砕した礫が多い。中心部に

はタールのつく礫も多い。　

　礫は掘りかた内に密に入っていた。炭化物は認めら

れていない。

ＳＩ２　ＳＩ２（第２５図）

　調査区北西隅よりで検出された集石遺構である。Ｓ

Ｉ２を中心に周辺には礫が薄く、疎らに直径２～３ｍ

四方に散乱していた。

　礫集中箇所の直径は約１～１.３ｍ、掘りかたの直径は

約１.２～５ｍを測る。掘りかた平面形は円形だが一部

隅丸となる。

　石材は尾鈴山酸性岩のみで、径約５�前後と約１５�

前後の角礫、円礫で構成される。

　また、礫は掘り込み面レベルにおいて面的に広がっ

ており、礫集中域の中心部では赤変著しい礫が多い。

一方、タールのつく礫も目立った。なお、炭化物は認

められていない。礫の総重量は、５４�である。

ＳＩ１８　ＳＩ１８（第２５図）

　散礫２内の西端に位置する。付近のＳＩ１９・２０と近

接する。

　礫集中箇所の直径は１.５ｍ前後、掘りかたの直径は約

１.３ｍを測る。掘りかたの平面形は楕円形を呈す。径

約５～１０�程度の大きさの不ぞろいな角礫と円礫から

なる。また、礫は掘り込み面レベルで面的に集中し、下

面に埋土が流入していた。礫の総重量は、８５�である。

　石材は尾鈴山酸性岩やホルンフェルスを主体とす

る。炭化物や赤変した礫は認められない。

ＳＩ２５　ＳＩ２５（第２５図）

　散礫２内の北側に位置し、調査区境界付近で検出さ

れた集石遺物である。

　礫集中箇所の直径は１.６ｍ前後、掘りかたの直径は約

１.３ｍを測る。掘り方の平面形はＳＩ１８と同じ楕円形

を呈す。径約５～１０�程度の大きさの不ぞろいな角礫

と円礫からなる。

　同タイプの集石遺構と比べて礫の集中の度合いが比

較的散漫である。

　赤変した礫は全体的に広がっている。また、礫は掘

り込み面レベルで面的に集中し、その下面は埋土が堆

積する。礫の総重量は、５２�である。

　石材は尾鈴山酸性岩、ホルンフェルス、砂岩および

頁岩を主体とする。そのうち砂岩と頁岩の礫は細かく

破砕されていた。炭化物は認められていない。

��－ｄ類

ＳＩ５　ＳＩ５（第２５図）

　調査区東側に位置する集石遺構である。北東端の集

石遺構群（ＳＩ６～９、１７～２０、２５～３０）と南側の集

石遺構群（ＳＩ１３～１５）のほぼ等距離にある。

　ＳＩ５を中心として直径約２～３ｍの範囲で礫が疎
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らに散在していた。

　礫集中箇所の直径は１.６～８ｍ前後、掘りかたの直径

は約１.７ｍを測る。集石遺構の一部は古墳時代～古代

の柱穴によって失われている。

　径約５�前後と約１５�前後の角礫、円礫で構成され

る。礫集中域の周縁は径約１５�前後の円礫が、中心部

では約５�前後の赤変、破砕の著しい角礫が密に存在

する。礫の総重量は、８３�である。

　また、礫は掘り込み面レベルで面的な広がりをみ

せ、その下面は埋土が堆積する。

　石材は尾鈴山酸性岩やホルンフェルスを主体とす

る。赤変した礫は礫集中域の中心部において、炭化物

は掘り方埋土中に認められた。

ＳＩ９　ＳＩ９（第２６図）

　散礫２のひとつで、集石遺構群のほぼ中心にあた

り、平面規模も群内で最大である。周辺にやや小規模

の集石遺構が取り巻いている。　

　礫集中箇所の直径は１.８～２ｍ前後、掘りかたの直径

は約２ｍを測る。掘りかたの平面形はやや不整形な円

形である。

　径約５�前後と約１０�前後、１５～２０�前後の角礫、

円礫で構成される。また、掘りかた内に満遍なく存在

していた。

　石材は尾鈴山酸性岩、ホルンフェルス、頁岩と砂岩

を主体とする。掘りかた埋土中に長さ１０�前後の炭化

木片を数点検出された。赤変した礫は全体的に認めら

れた。礫の総重量は、８２�である。

　集石遺構内から石錐が１点出土した（第２８図４９）。

チャート製で軸部を欠損している。

ＳＩ２６　ＳＩ２６（第２６図）

　散礫２内の北側に位置する。調査区境界付近に位置

するため、集石遺構の北半分は未調査である。礫集中

箇所の直径は１.８ｍ、掘りかたの直径も同じである。径

約５�前後と約１０�前後の角礫、円礫で構成される。

また、礫は掘りかた内に満遍なく存在していた。

　石材は尾鈴山酸性岩、ホルンフェルスと砂岩を主体

とする。赤変した礫は数箇所点在しているが、炭化物

は検出されていない。礫の総重量は４２�である。

 

第２６図　集石遺構�類実測図〔３〕（Ｓ＝１/４０）
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第２８図　集石遺構内出土石器実測図（Ｓ＝１/３・１/４）

第２７図　集石遺構�類実測図〔４〕（Ｓ＝１/４０）
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�類（ＳＩ２２，２４）

　礫が周辺よりも密に集中する箇所のうち、掘り込み

と底石（配石）を持つタイプである。掘り方の直径は

２ｍ前後、その平面形は円形を基調とし、断面形は角

の丸い逆台形をなす。

　検出面から底面までの深さは０.４～０.４５ｍと他の集石

遺構より深めである。掘りかた底面には、一個から数

個の扁平な石が置かれている。その他の諸特徴は第�

類と近似している。

　ＳＩ２２ＳＩ２２（第２７図）

　散礫１の北東側に位置する。この集石遺構とＳＩ２３

とＳＩ３２がともに切りあう関係を示す。

　礫集中箇所の直径は２ｍ前後、掘りかたの直径は約

２～２.３ｍを測る。古墳時代～古代の掘立柱建物に

よって一部破壊されている。

　掘りかた底面の中央部をさらに掘り込んで径約０.２

ｍ前後の扁平な石を１個配置する。この掘りかたの規

模は直径０.３ｍ、深さ０.１５ｍである。礫は掘り方内に密

に詰まっていた。

　また、遺構検出面で長さ３～５�前後の炭化木片を

１０数点ほど検出された。

　赤変した礫は全体的に認められ、一部タールの付着

したものもある。

　一方、構成礫の石材や大きさはＳＩ２３・３２と同じこ

とからＳＩ２３・３２の礫はＳＩ２４のものを再利用したと

推測される。礫の総重量は、２０７�である。

　ＳＩ２４ＳＩ２４（第２７図）

　散礫１の南東側にある。第�類に分類される集石遺

構は、この集石遺構群のみに存在する。礫集中箇所の

直径は１.８～１.９ｍ前後、掘りかたの直径は約２ｍを測

る。礫中心部は古墳時代～古代の掘立柱建物によって

破壊されている。　

　掘りかた底面の中央部に径約０.１ｍと約０.２～０.３ｍ前

後の円礫（尾鈴山酸性岩と頁岩）を数個用いて円形に

二段ほど積み重ねている。

　集石遺構の検出面では礫の集中が密な部分と西側の

疎らな部分が認められ、かき出しといった使用時の痕

跡を残していると考えられる。　　

　さらに、掘りかた底面付近は炭化物を含む黒色の粘

性のある埋土が５～１０�ほど堆積し、それより上位は

礫と埋土の層が交互に堆積しており、複数回の使用も

想定される。

　構成礫は尾鈴山酸性岩、砂岩、頁岩の径約５�前後

と約１０�前後の角礫、円礫である。　

　赤変した礫は全体的に認められ、一部タールの付着

したものもある。礫の総重量は１１４�である。

３　遺物

ａ）概要

　出土遺物は土器、石器合わせて３,５００点近く取り上げ

た。土器は貝殻条痕文、押型楕円文、縄文土器、無文

土器の深鉢片が、石器は打製石鏃、石皿、敲石、台石、

磨石、剥片が出土した。

　土器は、各型式を含めて１４個体前後のみで、ほとん

どが、黒曜石やチャートの剥片や砕片であった。全体

の出土量に比して土器の占める割合が極端に少ない傾

向が認められる。

　特に打製石鏃は６１点と多く出土し、未製品のものが

３３点ほど見出された。石鏃製作が行なわれた可能性が

高い。多量に出土した剥片や砕片も、石鏃製作に伴う

遺物と考えられる。また石鏃製作に使用された石材

も、頁岩、姫島産黒曜石、日東産黒曜石、チャートと

多岐にわたっている。

ｂ）土　器

【土器の分類】

　第�層～第�ａ層にかけて、縄文時代早期に位置づ

けられる土器が出土した。これらは、器形や文様によ

り４分類される。ここでは、分類の基準と根拠を示し

た上で、若干の説明を加えることにする。

　本報告中に掲載した遺物の詳細は、観察表を参照さ

れたい。

　�類土器

　　外面に貝殻条痕文を有する土器である。全体の　

器形が把握可能な資料に乏しいが、平口縁で口縁部

は、胴部からそのまま開く深鉢形の土器である。

　　内面は丁寧なナデ調整のみだが、外面は、ナデ調

整のあと、櫛状施文具（貝殻腹縁か）を「Ｘ」　字形

に斜格子状の施文を施す。

　�類土器

　　押型楕円文を主文様とする土器である。深鉢口縁
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部と胴部破片のみの資料のため、全体の文様構成や

器形は不明確である。

　�類土器

　　内外面ともナデ調整のみで施文されない土器群で

ある。器壁は�類と比べやや薄手で、色調も淡い明

赤褐色と異なっている。口縁部資料から、�類土器

と同様な器形をなすと考えるが、底部形態は不明で

ある。胎土には繊維の混入が認められる。

　�類土器

　　外面は、ナデ調整のあと縄文または撚糸文を器壁

全体にアトランダムに施す。口縁部形態や器壁の厚

さ、色調の度合い等は�類土器に近似する。

　　胎土は、�類より精良である。

【土器の出土状況】

　�類～�類土器は、Ａ調査区東半部を中心に出土し

た。�類～�類土器とも、全体に拡散したような出土

状態であるが、それぞれ１～２箇所程度のまとまりを

見出すことができる。

　特に�類土器は、Ｅ２２グリット部分が特に集中して

出土した。

　接合の結果、各類別土器の最小個体数は図化した遺

物も含めて、�類土器：６個体、�類土器：２個体前

後、�類土器：３個体前後、�類土器：３個体前後と

数えられる。

　�類～�類土器の垂直分布状況は、包含層自体が薄

いためか、調査時点では、明確な層位差は見出しえな

かった。

　しかし、第２９図に示した垂直分布状況から、�～�

類土器の層位（出土レベル）的関係は、�類土器は�

～�類土器より上位で出土する傾向が読み取れる。そ

れでも�～�類土器については、明確な出土レベル差

は見出しがたく、出土層位から型式的変遷を追うこと

は困難である。

【出土土器】

　５１～５４・５９は�類土器に相当する。それぞれ施文の

モチーフが異なる。「Ｘ」字状に施文する一群（５１・

５２・５３・５９）、横方向に施文するもの（５３）に大別さ

れる。前者の一群も施文具の違いによってバラエ

ティーに富む。

　５５・５６・６１は、�類土器に、５７と６０は、�類土器に

相当する土器群である。

　また、５６・５８・６２・６３は、�類土器に相当する。外

面の縄文または撚糸文は、施文原体を器壁にしっかり

と押し当てた、軽く転がした場合との、外面に残る施

文の深浅の別が認められる。

ｃ）石　器

　出土した石器は、尖頭器、打製石鏃、スクレイパー、

石核、剥片、砕片、敲石、磨石、台石、石皿、石製垂

飾等、多種多様な内容を示す。これらの石器は�類～

�類土器と共伴して出土した。

　本稿では整序よく記述する必要性から、石錐・石鏃

以外の利器類と、石鏃及び石鏃製作に伴うと考えられ

る石核・剥片・砕片と大きく二分して報告する。

　また、石鏃関連の遺物は、石材ごとに記述する。

【石材の分類】

　ホルンフェルス

　　…後期旧石器時代�・�期に伴うよりも風化の度

合いは弱い。表面が粉を吹いた状態のものを指

す。新鮮な面は、暗紫色系統の色調である。

　頁岩…風化面の色調が暗青灰色をなすもの。堆積岩

である。

　砂岩…頁岩と同じ堆積岩の一種。肉眼で砂粒が確認

できるもの。粒径によりザラツキや滑らかな肌触

りのものがある。

　チャート…珪質で緻密、硬質である。色調は暗緑色

～黄緑色で白い筋が入るもの、白色に灰色が混じ

るもの、赤褐色のものがある。

　　　量的には、暗緑色のものが主体を占めたため、

細分していない。

　姫島産黒曜石…ガラス質で灰白色を呈する。

　日東産黒曜石

　　…ガラス質で黒色を呈する。細かい気泡が入る。

　尾鈴山酸性岩類

　　…溶結凝灰岩の一種。灰色～暗灰色で緻密、堅

い。風化すると白色を呈する。

　安山岩

　　…風化面はホルンフェルスと類似するが、叩くと

澄んだ金属音がする。新鮮な面は暗紫～灰色であ

る。サヌカイトも含めた。
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第３０図　縄文時代早期土器実測図〔１〕（Ｓ＝１/３）

第２９図　縄文時代早期土器群出土分布図
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第３１図　縄文時代早期土器実測図〔２〕（Ｓ＝１/３）
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第３３図　縄文時代早期石器実測図〔１〕（Ｓ＝２/３・１/３）

第３２図　縄文時代早期石器群出土分布図
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第３４図　縄文時代早期石器実測図〔２〕（Ｓ＝１/２・１/３・１/４）
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�　石錐・石鏃以外の石器
　本遺跡では、第�層及び第�ａ層からスクレイ

パー、敲石、磨石、台石、石製垂飾等が出土した。

＜遺物出土状況＞

　尖頭器やスクレイパーや敲石、磨石、石皿は、Ａ調

査区の北東部を中心に出土した。尖頭器１点、スクレ

イパー４点、敲石３点、磨石１１点、石皿９点、台石６

点および石製垂飾が１点検出された。

　これらの遺物出土のあり方は、一見、散漫なようだ

が、台石や石皿、磨石や敲石の出土位置に注目すると

ある傾向が認められた。

　台石と石皿の出土位置は、大きく４箇所にわたり、

西側からＦ１６、Ｅ２０、Ｅ２２、Ｆ２１グリットとなる。こ

の台石や石皿の周辺には、磨石や敲石がセット関係を

示すような状態で近接した位置で出土するありかたが

看取される。

　尖頭器やスクレイパーも石皿や台石に近い位置で検

出されているため、石皿や台石の検出位置は、遺跡空

間内での中心的存在を占めていたと考えられる。

＜出土遺物＞

　本稿では、尖頭器１点、スクレイパー４点、敲石４

点、磨石２点と台石１点、石皿１点及び石製垂飾１点

を図化し掲載した。

　６４は槍先形尖頭器である。石材は安山岩かサヌカイ

トである。風化が進んでおり、茎部は欠損している。

表裏とも細かい剥離が施され、鋸歯縁状の側縁を作り

出している。

　６５～６８はスクレイパーである。円礫の下端を打面剥

離して刃部を形成する。一方、６７と６８は母岩より剥離

した、片面に素材面を残す剥片の周縁部を剥離調整加

工して刃部を作り出す。

　７０・７１・７３・７４は敲石である。石材は砂岩と頁岩で

ある。７３は棒状の敲石、７０・７４は磨石転用の敲石であ

る。潰打痕の特徴から側縁部ないし、端部を使用面と

するもの（７０・７３）と表面の平坦面を利用するもの

（７１・７４）がある。

　７５と７６は尾鈴山酸性岩類の磨石である。使用頻度が

高かったためか、磨面が明瞭に残っている。

　６９は石製垂飾である。石材はホルンフェルス、また

は頁岩で、不整な楕円形の扁平な礫の一端に表裏方向

から穿孔がなされている。

�　石錐・打製石鏃
　石錐、石鏃の石材観察や剥片や砕片の多量さから、

これらは、外部からの持込みではなく、遺跡内で複数

の母岩から製作された石器群と残滓と想定した。

　この想定の可否を判断するには、石材別に石器構成

と出土状況を把握する必要がある。従って、以下石材

ごとに記述することにする。　

ａ）頁岩製石器群

　第�層～第�ａ層出土の頁岩製石器群は、スクレイ

パーや磨石、台石以外の石鏃６点、石錐１点で構成さ

れる。遺物の総重量は１６.３ｇである。

＜遺物出土状況＞

　頁岩製石器群は、Ｄ２１・Ｅ２２グリットを中心に出土

している。遺物量の少なさか、石器集中区は見出せな

い。剥片や砕片も１点も回収されなかった。

＜出土遺物＞

　７７～８４は石鏃である。平面形は二等辺三角形を基調

とし、基部形態から平基鏃（７７）、微凹基鏃（８０～８１）、

凹基鏃（８２）、円基鏃（８３）、極凹基で脚部は円脚（８４）

に類別される。

　７８は石錐である。軸部は丁寧に剥離が施される。

ｂ）水晶・石英石器群

　第�層～第�ａ層出土の石英石器群は石鏃１点、剥

片３点、石核１点で、水晶石器群は、剥片３点、砕片

５点を数えるが製品は検出されなかった。

　遺物の総重量は２２.５ｇである。

＜遺物出土状況＞

　両石器群とも調査区北東部の緩やかな斜面部を中心

に出土した。そのありかたは散漫で、石器集中区は見

出せなかった。

　なお、出土遺物は小破片で図化に堪えなかったので

掲載していない。個々の遺物の詳細は、第１４～３８表縄

文時代早期遺物一覧を参照されたい。

ｃ）姫島産黒曜石石器群

　姫島産黒曜石石器群は、石鏃８点、石核３点、剥片

５１点、砕片２３点で構成する、石鏃製作関連の石器群と

推定される。遺物の総重量は６５.４ｇである。

　なお、剥片の中で、石鏃製作過程の痕跡を残す（製

作途中）のもの、形態は石鏃だが、基部、脚部や側縁
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第３６図　縄文時代早期頁岩製石器実測図（Ｓ＝２/３・１/２）

第３５図　縄文時代早期頁岩製石器出土分布図
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部の剥離調整が粗く、微細な交互剥離がなされていな

いものを石鏃未製品とした。３点を数える。

＜遺物出土状況＞

　姫島産黒曜石石器群は、Ａ区東半部の北側調査区境

界に沿って東西に薄く広がっている。

　巨視的には、大きく２～３箇所にまとまる様にみえ

る。西からＢ１５グリット、Ｅ１８グリット周辺、Ｃ２０～

２４グリットである。特にＤ２４グリット付近が濃密に遺

物が集中する。

　垂直分布状況では、ほぼ旧地形面に沿ったあり方を

示すが、遺物出土ラインより極端に高い出土位置にあ

る石器は、二次的移動か遺物取り上げ時の記入ミスと

考えられる。

＜出土遺物＞

　当該石器群のうち、石鏃３点を図化し掲載した。こ

れらは、出土した石鏃群の形態的特徴を代表させてい

る。なお、個々の遺物の詳細は、第１４～３８表縄文時代

早期遺物一覧を参照されたい。

　８５～８６は平面二等辺三角形の石鏃で、基部・脚部形

態から、前者は微凹基、後者は凹基で脚部が細く直線

的に開く直尖脚と類別される。

　８７は、平面正三角形に近い凹基で、脚部はやや内側

第３７図　縄文時代早期水晶・石英製石器群出土分布図
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に内湾する曲脚である。

ｄ）日東産黒曜石石器群

　日東産黒曜石石器群は、石鏃３点、石核１３点、剥片

１０点、砕片１０点で構成される。姫島産黒曜石石器群と

同様に石鏃主体である。石鏃未製品として１点が出土

した。遺物の総重量は１７５３ｇである。

＜遺物出土状況＞

　Ａ区東半部の北側調査区境界に沿って東西に薄く広

がっている。なかでもＣ１７、Ｃ２３グリット付近がもっ

とも遺物が集中して出土する。Ｃ１７グリット部分が特

に濃密な出土分布を示す。　

　垂直分布状況では、ほぼ旧地形面に沿ったあり方を

示すが、部分的に０.２～０.３ｍほどのレベル差があるの

で、二次的移動も認められる。

　極端に低い位置で出土した遺物は、取り上げ時の記

入ミスの可能性がある。

＜出土遺物＞

　図化した遺物は石鏃３点と石核１点である。図化し

た石鏃は、出土した石鏃群の形態的特徴を代表させて

いる。

第３９図　縄文時代早期姫島産黒曜石製石器実測図（Ｓ＝２/３）

第３８図　縄文時代早期姫島産黒曜石製石器群出土分布図
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　石核（９１）は、古墳時代竪穴住居ＳＡ４０覆土中の出

土であるが、日東産黒曜石石器群に伴う参考資料とし

て図化掲載した。

　なお、個々の遺物の詳細は、第１４～３８表縄文時代早

期遺物一覧を参照されたい。

　８８～９０は平面二等辺三角形を呈する石鏃である。基

部の形態的特徴から平基（８８）、凹基で脚部の端部が平

坦な平脚（８９）、８９と同様な形態で、大型（９０）に類別

される。９０は先端部を欠損している。

第４１図　縄文時代早期日東産黒曜石製石器実測図（Ｓ＝２／３・１／３）

第４０図　縄文時代早期日東産黒曜石製石器群出土分布
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第４３図　縄文時代早期チャート製石器実測図〔１〕（Ｓ＝２/３・１/３）

第４２図　縄文時代早期チャート製石器群出土分布
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第４４図　縄文時代早期チャート製石器実測図〔２〕（Ｓ＝２/３）
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ｅ）チャート製石器群

　チャート製石器群は、石鏃４３点、掻器２点、石核１３

点、剥片６２９点、砕片７０３点で構成される。石鏃主体で

ある。石鏃未製品として２６点が出土した。石鏃主体の

石器群では最大の遺物量と内容を示す。遺物の総重量

は７８０.５ｇである。

＜遺物出土状況＞

　Ａ区の東半部全体に薄く広がるように出土してい

る。Ｅ２１・Ｃ２４グリット付近では、剥片と砕片の集中

出土箇所が点在しており、石鏃や石鏃未製品が伴う。

　垂直分布状況では、ほぼ旧地形面に沿ったあり方を

示すが、０.２～０.３ｍほど上位にも遺物出土帯が認めら

れる。時期差か、他所からの二次的移動を示している

と判断される。

＜出土遺物＞

　図化した遺物は、掻器２点、石鏃１２点、石鏃未製品

と判断されるもの１６点、石核３点である。

　図化した石鏃は、出土した石鏃群の形態的特徴を代

表させている。

　なお、石核（９４）は、古墳時代竪穴住居ＳＡ４１覆土

中の出土であるが、９６と近似した形態を示すことから

参考資料として図化掲載した。

　個々の遺物の詳細は、第１４～３８表縄文時代早期遺物

一覧を参照されたい。

　９７～１０８は平面二等辺三角形を呈する石鏃である。　

１０９～１２４は、石鏃製作過程の段階と判断される、剥片

（石鏃未製品）である。

　１１０～１１２・１１４～１１６・１１８～１２４は、一見したところ

石鏃の完成品にみえるが、９７～１０８の石鏃と判断した

遺物群と比べて、�左右非対称、�厚みがある、�表

裏面とも粗い剥離のみで、側縁部は微細な調整剥離が

なされず、直線的で整美なつくりではない、�基部の

つくり、特に抉り部分や脚部端部が整えられていな

い、４点の差異が認められたので、石鏃未成品と判断

した。

　石鏃は、大きく平面二等辺三角形と正三角形を呈す

るものに区分される。

　平面二等辺三角形のタイプは、基部や脚部の形態的

特徴から、微凹基（９７）、凹基で基部にＶ字やＵ字の抉

りを入れ脚部を作り出す（９８・１０１～１０２）、抉りが全長

の半分まで入る極凹基で長脚（１０３・１０４）、極凹基長脚

でも円形に開く円脚（１０５）がある。

　特殊な形態として、凹基で、側縁部が鋸歯縁状の

（１０６）、脚部端部が軸線に斜交する（１０７・１０８）があ

る。　一方、平面正三角形に近いタイプは極凹基（９９・

１００）となる。

　石鏃未製品とした遺物群は、上記の石鏃の平面形や

基部や脚部形態とほぼ対応している。

４　小結
�　遺物について

ａ）土器の位置づけ

　ここでは、�類～�類土器の位置づけについて考察

してみたい。

　�類土器は、外面を斜格子状に施文する櫛描文であ

る。鹿児島県桑ノ丸遺跡出土遺物中の桑ノ丸３類とす

る遺物群と類似する�。従って�類土器は、桑ノ丸式

土器の範疇と考えられる。

　�類土器と類似した土器は、下耳切第３遺跡近辺で

は、高鍋町大戸ノ口第２遺跡�で出土した。

　�類土器は、いわゆる押型文土器に属する。口縁部

付近と胴部片の、風化が著しい破片であるため、押型

楕円文が施文されるという情報以外、器形や施文原体

等は不明である。類似資料として、高鍋町崩戸遺跡

�、野首第１遺跡出土遺物�がある。

　特に、崩戸遺跡報告書掲載遺物（図９の番号１６・１９）

の類似する。報告者は、図９掲載の番号１１・１６・１９を

九州北東部における押型文編年の「田村式」に相当す

るとされているので、下耳切第３遺跡出土の押型文土

器も概ね「田村式」に対応するであろう。

　�類土器は、いわゆる「無文土器」と呼称される土

器群である。崩戸遺跡出土遺物と近似する。

　近年、無文土器と押型文土器の共伴関係の有無につ

いて様々な議論がなされるが、本例は底部形態は不明

であるけれども、薄手なつくりが特徴的で、議論の対

象となっている厚手・平底のものとは異なる。

　�類土器との明確な層位差は認められないが、少な

くとも同一層から出土した土器群としておきたい。

　�類土器は、外面に縄文ないし撚糸文を施す土器群

である。本遺跡例は、口縁部の内面にも施文され、類
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似資料としては野首第１遺跡の出土例がある。型式名

の付されない「在地系」の土器群である。

　以上、�類～�類土器の位置づけを試みた。

　本遺跡の場合、土器の特徴や出土層位から、押型文

土器系（�類土器：田村式）から南九州貝殻条痕文系（�

類土器：桑ノ丸式土器）へという変遷が追えた。現行

の編年観から縄文時代早期中葉から後葉にかけての土

器群と考えられる。

ｂ）石器の位置づけ

　本遺跡では、打製石鏃を中心に多種多様な石器が出

土した。とくに石鏃と石鏃未製品、及び同一母岩と考

えられる石核、剥片や砕片の多量且つ集中的な出土の

あり方が、石材別ごとに認められた。

　この様相は、本遺跡では石鏃製作が行なわれていた

ことを示していると考えられる。

　これらの石器群は、共伴して出土した土器の型式

（�類～�類土器）から縄文時代早期中葉～後葉の時

期と考えられる。この時期に本遺跡では、石鏃製作の

空間として機能していたと考えられる。　

　他方、石皿や台石、敲石や磨石の出土からは、一定

期間の居留も想定される。　

　しかし、石器群はどの土器群に伴うか、石鏃石材の

違いは時期差を示すのか、同時期に多種類の石材を入

手製作していたのかは、遺物や出土位置の検討のみで

は明確にしえなかった。石皿や台石が使用された時期

と石鏃製作の時期との関係も同様である。

　本遺跡の北側に位置する老瀬坂上第３遺跡�では、

多量の打製石鏃が出土した。掲載遺物中には、未製品

と判断される遺物が含まれており、谷を挟んだ遺跡空

間構成を類推させる。

　その他、特筆する遺物として尖頭器（第３３図６４）が

挙げられる。槍先形尖頭器の一種と考えられ、本遺跡

付近の遺跡では、崩戸遺跡、北牛牧第５遺跡�におい

て出土例が知られている。両遺跡とも縄文時代草創期

とされている。

　本例の場合、石材は安山岩かサヌカイトで平面は非

対称であることから、宮崎県下の槍先形尖頭器を集

成・総括された松本茂氏�の第�・�期（縄文時代早

期中葉～後葉）に相当すると考えられる。本例と共伴

して出土した土器の時期とも合致する。

　ただ、本例は、平面非対称とはいえ、それほどの粗

雑化は認められないので、古相の様相を残す資料とし

ておきたい。

�　遺構について－集石遺構の展開－

　本遺跡では、第�ａ層～第�層において縄文時代早

期の集石遺構３１基を検出した。各集石遺構の検出レベ

ルはさほど違わないので、各遺構とも時期的に近接し

ていると推測される。一方、集石遺構群の検出面であ

る第�ａ層から第�層面にかけては�～�類土器が出

土した。

　これらの集石遺構は、共伴して出土した押型文系土

器（�類土器：田村式）および南九州貝殻条痕文系

（�類土器：桑ノ丸式）の時期から縄文時代早期中葉

から後葉にかけての所産と推定される。　

　ここでは、後世の遺構による攪乱が著しく本来のあ

り方を残しているとはいえないが、本遺跡検出の集石

遺構の持つ諸特徴について概括しておきたい。

　集石遺構の立地については、ほぼ調査区北側に面す

る開析谷との地形変換線上に位置し、それぞれ集石遺

構（群）はある距離的間隔を保っている。　

　また、後世の遺構の攪乱による破壊を考慮しても、

集石遺構の集中する群と単独ないし散在する集石遺構

の、２者の傾向が想定される。　　

　一方、集石遺構の諸属性、主に掘り込みの有無に着

目して分類を試みた。従来、集石遺構は加熱の場に関

係すると指摘されている。礫の赤変の度合いや埋土の

あり方は、この観点に関連している。

　この指摘に立脚するならば、掘り込みや底石（配石）

を持たない、�類に該当する集石遺構の性格はいわゆ

る「準備礫」や「廃棄礫」の類いと想定される。�類

と�類にあたる集石遺構は実際に調理ないし加熱の場

であったと考えられる。

　本遺跡周辺では、開析谷を挟んで北側の老瀬坂上第

３位遺跡でも多数の集石遺構が確認された。勾配の斜

面地のかけあがり部分と頂部の平坦面には、本遺跡の

�類～�類と対応する集石遺構群が展開している。

　また、下耳切第３遺跡と老瀬坂上第３遺跡が立地す

る牛牧台地の北端にある野首第１・２遺跡で検出され
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第４５図　縄文時代早期の遺物別出土傾向
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たような礫の下部に深い土坑を有する集石遺構が認め

られない点も共通している。

　さらに、他の東九州自動車道関連調査では、集石遺

構と炉穴がセット関係を示す事例が半ば通有化する

が、両遺跡とも炉穴が確認されていない。

　他方、老瀬第３遺跡で出土した縄文時代早期土器群

と本遺跡の出土土器を比較した場合、老瀬第３遺跡で

欠落する土器型式が本遺跡出土土器型式となることで

ある。土器の型式＝集石遺構の時期と即断できない

が、遺跡間における集石遺構の動向（縄文時代早期の

人間活動）を考察する上で重要であり、興味深い事象

であると考えられる。

　この視点は、単に近接する遺跡間ではなく、本遺跡

を含む、集石遺構が検出された他遺跡の立地する牛牧

台地全体をフィールドとした、集石遺構の分類や分布

状況さらには共伴遺物との関係性を追及しなければな

らない。本報告では、隣接する遺跡との関連性をいく

つか指摘しておくにとどめておく。

�　集石遺構と出土遺物との関連性

　本遺跡では、縄文時代早期中葉～後葉の遺構として

集石遺構、打製石鏃製作関連に伴う多量の石器が検出

された。この集石遺構と石器群及び土器群との関連性

について若干の考察を加えていきたい。

　第４５図は、集石遺構の分布図に土器及び打製石鏃製

作に伴う石器群、打製石鏃製作に関連する石器群以外

の石器（磨石、敲石、石皿や台石等）の分布図を重ね

たものである。

　打製石鏃製作関連以外の石器群は、集石遺構群の中

間、つまり空白域に分布していることが読み取れる。

土器群についても、ほぼ同様な傾向が伺える。

　一方、打製石鏃製作関連の石器群は、各石材別とも、

その分布域は重なり合い、大きく逸脱はしない。

　特徴的なのは、土器や打製石鏃製作関連以外の石器

群とも分布域は同一であった点である。

　つまり、土器群や石器群は、ほぼ同じ分布傾向を示

し、且つ、集石遺構群間に挟まれた空間に展開してい

るのである。集石遺構、土器群と石器群が同時存在と

するならば、集石遺構群間の空間が、石器製作（打製

石鏃）および生業の場と認定することも可能である。

　集石遺構、土器群と石器群の検出レベルが近似して

いるのも傍証となろう。

　ただ、出土縄文土器の型式は単一型式ではなく複数

型式であり、縄文早期中葉～後葉と時期幅が認められ

ること、打製石鏃製作関連の石器群の分布は、石材に

よっては集石遺構の分布と一部交差する状況が認めら

れる。

　少なくとも、縄文時代早期中葉～後葉にかけて継続

的、断続的に集石遺構と石器製作、食物加工（石皿の

存在から）がセットとなった人間活動の営みがなされ

たと考えたい。

　一方、本遺跡と直線距離で０.４
離れた北牛牧第５遺

跡Ｄ区では、縄文時代草創期～早期の陥し穴状遺構２

基および石鏃２５点、尖頭器１点が検出された。仮に狩

猟の場とするならば、本遺跡における石器製作、食料

調理の場と対比的な関係となる。

　このように周辺遺跡の調査及び整理・報告が進めば、

本遺跡における縄文時代早期の位置づけがより明確化

するであろう。
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第１２表　縄文時代早期土器取り上げ一覧�

第１１表　縄文時代早期土器観察表

分類備考焼成胎土
色調手法・調整・文様等法量（cm）

部位器種種別出土
層位

出土
地点

図面
番号 内面外面内面外面底径胴径器高口径

�類土器－良好６�以下の灰白色・黄灰・褐色・茶褐
色・黒褐色粒子を含む

にぶい黄橙
１０��７�４

にぶい黄橙
１０��６�３

ナ デ�指
頭痕

貝殻条痕
文－－－－口縁部

～底部
有文深
鉢

縄文
土器�層�区５１

�類土器外面黒斑良好５�以下の灰白色粒子を多く含む。微
細な金色光沢粒子を多く含む

橙７�５��７�
６

明 黄 褐 色
１０��６�６ナデナ デ�貝

殻条痕文－－－－口縁部
～胴部深鉢縄文

土器�層�区５２

�類土器－良好
２�以下の黒色柱状光沢鉱物粒子を多
く含む。２�以下の灰白色粒子を多く
含む

浅 黄２�５��
７�４

浅 黄 色
２�５��７�３ナデ貝殻条痕

文－－－－口縁部深鉢縄文
土器�層�区５３

�類土器外面スス
付着良好１�５�以下の灰白色粒子を多く含む。にぶい黄橙

１０��５�４
にぶい黄橙
１０��４�３

ナ デ�指
頭痕斜格子文－－－－口縁部

～胴部深鉢縄文
土器�層�区５４

�類土器－良好２�以下の乳白色粒子を多く含む。１
�以下の黒雲母を多く含む

にぶい黄橙
１０��６�４

にぶい橙色
７�５��６�４ナデ楕円押型

文�ナデ－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器�層�区５５

�類土器－良好１�以下の灰白色粒子を多く含む明 黄 褐 色
２�５��６�６

明 黄 褐 色
１０��６�６

ナ デ�縄
文施文

縄文施文
�ナデ－－－－口縁部深鉢縄文

土器�層�区５６

�類土器－良好微細な灰白色粒子を多く含む明 褐 色
７�５��５�６

褐 色７�５��
４�６ナデナ デ�指

頭痕－－－－口縁部深鉢縄文
土器�層�区５７

�類土器外面スス
付着良好微細な金色光沢粒子を多く含む。１�

以下の灰白色粒子を多く含む灰５�６�１灰５�５�１ナデ貝殻条痕
文－－－－口縁部

～胴部
有文深
鉢

縄文
土器�層�区５８

�類土器－良好
２�以下の黒色柱状光沢鉱物粒子を多
く含む。２�以下の灰白色粒子を多く
含む。

浅 黄 色
２�５��７�４

浅 黄 色
２�５��７�３

ナ デ�指
頭痕斜格子文－－－－胴部有文深

鉢
縄文
土器�層�区５９

�類土器外面スス
付着良好２�以下の灰白色粒子を多く含む。微

細な黒色光沢鉱物粒子を多く含む
明 褐 色
７�５��５�６

褐 色７�５��
４�６ナデナデ－－－－胴部深鉢縄文

土器�層�区６０

�類土器内面黒斑良好２�以下の乳白色粒子を多く含む。１
�以下の黒雲母を多く含む

にぶい黄橙
１０��６�４

にぶい橙色
７�５��６�４ナデ楕円押型

文�ナデ－－－－胴部深鉢縄文
土器�層�区６１

�類土器外面スス
付着良好１�以下の半透明鉱物粒子を多く含

む・微細な淡黄色粒子を多く含む
明 黄 褐 色
２�５��６�６

明 黄 褐 色
１０��６�６ナデナ デ�縄

文施文－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器�層�区６２

�類土器－良好微細な金色光沢粒子を多く含む。微細
な黒色光沢鉱物粒子を多く含む

暗 灰 黄 色
２�５��５�２

明 黄 褐 色
１０��６�６ナデナ デ�撚

糸文�－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器�層�区６３

備考出土地点器種・部位種別出土層位
取り上げ
番号 レベルY座標X座標

－８８�５３２４５８６３�７９６�９５４６６�７６４深鉢胴部�類土器��２
実測番号６０��取り上げ番号４・５・８・１２・２１・２３・４７・５６・１３６３と接合８８�４８２４５８６３�３５６�９５４６６�７４５深鉢胴部�類土器��３
実測番号６０�取り上げ番号３・５・８・１２・２１・２３・４７・５６・１３６３と接合８８�５４１４５８６２�４３９�９５４６７�５０１深鉢胴部�類土器��４
実測番号６０�３・４・８・１２・２１・２３・４７・５６・１３６３と接合８８�５２９４５８６３�１４�９５４６７�８５４深鉢胴部�類土器��５

－８８�５５５４５８６３�２３８�９５４６７�５２８深鉢胴部�類土器��７
実測番号６０�取り上げ番号３・４・５・１２・２１・２３・４７・５６・１３６３と接合８８�５６３４５８６３�５２８�９５４６７�１６７深鉢胴部�類土器��８

－８８�４６３４５８６３�６５８�９５４６７�２９９深鉢胴部�類土器��９
－８８�４９１４５８６３�６１６�９５４６７�４７３深鉢胴部�類土器��１０

実測番号６０�取り上げ番号３・４・５・８・２１・２３・４７・５６・１３６３と接合８８�４８７４５８６３�２５�９５４６８�４７４深鉢胴部�類土器��１２
－８８�４６１４５８６３�３５９�９５４６８�４８４深鉢胴部�類土器��１３
－８８�４５３４５８６３�３２３�９５４６８�７６１深鉢胴部�類土器��１４
－８８�４５１４５８６３�３０３�９５４６８�９１７深鉢胴部�類土器��１５
－８８�４０３４５８６３�０３１�９５４６８�９４３深鉢胴部�類土器��１６
－８８�４６２４５８６３�４３９�９５４６９�０５４深鉢胴部�類土器��１７
－８８�４６６４５８６３�８１２�９５４６９�５１２深鉢胴部�類土器��１８
－８８�４５２４５８６３�２９１�９５４６９�１８深鉢胴部�類土器��１９

実測番号６０�取り上げ番号３・４・５・８・１２・２３・４７・５６・１３６３と接合８８�４７２４５８６３�８３６�９５４６９�９５５深鉢胴部�類土器��２１
実測番号６０�取り上げ番号３・４・５・８・１２・２１・４７・５６・１３６３と接合８８�４３５４５８６３�０３９�９５４６９�６５１深鉢胴部�類土器��２３

－８８�４０８４５８６３�１６２�９５４７１�２深鉢胴部�類土器��２６
－８８�４０８４５８６３�１６２�９５４７１�２深鉢胴部�類土器��２６
－８８�４０８４５８６３�１６２�９５４７１�８９深鉢胴部�類土器��２７
－８８�３８４４５８６３�２０９�９５４７１�８９深鉢胴部�類土器��２７
－８８�４３５４５８６４�９２５�９５４７０�２８５深鉢胴部�類土器��３１
－８８�４４６４５８６４�７９５�９５４６９�５６１深鉢胴部�類土器��３２
－８８�５４１４５８６３�９４９�９５４６８�３６１深鉢胴部�類土器��３８
－８８�４７６４５８６４�０５２�９５４６８�５７９深鉢胴部�類土器��３９
－８８�５４４５８６４�１７７�９５４６７�５５６深鉢胴部�類土器��４４
－８８�５０１４５８６４�１１７�９５４６７�３９２深鉢胴部�類土器��４５
－８８�４８９４５８６４�０３�９５４６７�２６９深鉢胴部�類土器��４６

実測番号６０�取り上げ番号３・４・５・８・１２・２１・２３・５６・１３６３と接合８８�４６６４５８６４�０９２�９５４６７�１４２深鉢胴部�類土器��４７
実測番号６０�取り上げ番号３・４・５・８・１２・２１・２３・４７・１３６３と接合８８�５６９４５８６３�７７５�９５４６４�７９３深鉢胴部�類土器��５６

－８８�６２２４５８６２�１３３�９５４５９�３８８深鉢胴部�類土器��７０
－８８�５２４４５８６４�９７９�９５４６７�８４１深鉢胴部�類土器��７９
－８８�４９４５８６７�６６１�９５４６７�４９深鉢胴部�類土器��８７
－８８�４２８４５８７４�９４５�９５４５３�９６深鉢胴部�類土器��１５０

実測番号５６８８�４２８４５８７５�７９６�９５４５３�３３３口縁部�類土器��３５２
－８８�４２６４５８７５�８�９５４４６�２５２深鉢胴部�類土器��３８０

実測番号６３�取り上げ番号５２９・８３４・２２７０と接合８８�５８５４５８７０�０８１�９５４４８�２５深鉢胴部�類土器��４５９
－８８�５８５４５８７０�０８１�９５４４８�２５深鉢胴部�類土器��４８８

実測番号６３�取り上げ番号４５９・８３４・２２７０と接合８８�５５４４５８６８�１２１�９５４４８�１３１深鉢胴部�類土器��５２９
実測番号５５８８�５６８４５８６８�２８５�９５４４８�４７２深鉢胴部�類土器��５８８

－８８�６１５４５８６８�３６６�９５４４８�１７４深鉢胴部�類土器��５７９
－８８�６０８４５８６８�４６４�９５４４８�１深鉢胴部�類土器��５８０
－８８�５５４４５８６８�６３７�９５４４８�１９３深鉢胴部�類土器��５８１
－８８�５５２４５８６９�０１８�９５４４７�５１７深鉢胴部�類土器��５８３
－８８�５５４５８６９�３４４�９５４４６�９９３深鉢胴部�類土器��５８９
－８８�５６４５８６８�９２６�９５４４６�３５６深鉢胴部�類土器��５９２
－８８�５１４４５８６９�３１６�９５４４４�８２６深鉢胴部�類土器��６０７

実測番号６１�取り上げ番号７３０・３７１４と接合８８�３９９４５８６０�７０９�９５４４１�５１２口縁部�類土器��７０４
実測番号６１�取り上げ番号７０４・３７１４と接合８８�６１４４５８５５�４４５�９５４４０�６２８口縁部�類土器��７３０

－８８�７４５８５７�１１６�９５４４５�５５４深鉢胴部�類土器��７４８
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第１３表　縄文時代早期土器取り上げ一覧�

備考
出土地点

器種・部位種別出土層位
取り上げ
番号 レベルY座標X座標

－８８�７１７４５８５６�９２９�９５４４５�８６３深鉢胴部�類土器��７４９

実測番号６３�取り上げ番号�４５９・５２９・２２７０と接合８８�８０２４５８５７�２７７�９５４４６�５３４深鉢胴部�類土器��８３４

－８８�６７４４５８５１�７４３�９５４６８�６深鉢胴部�類土器��１０６９

－８８�７１６４５８４９�３７�９５４６８�１深鉢胴部�類土器��１１２２

実測番号５８８８�５５４５８６９�２３４�９５４５１�０６３口縁部�類土器��１３５１

－８８�４４５４５８６３�９１５�９５４６９�４８２深鉢胴部�類土器��１３６２

実測番号６０�取り上げ番号３・４・５・８・１２・２１・２３・４７・５６と接合８８�５１５４５８６３�１８４�９５４６７�３１５深鉢胴部�類土器��１３６３

－８８�４６４５８５７�４０２�９５４７２�２０４深鉢胴部�類土器��１３６８

－９０�５７５４５８３４�３４７�９５４４１�２８２深鉢胴部�類土器��１４２４

－９０�５９２４５８３４�２１３�９５４４２�２７３深鉢胴部�類土器��１４２７

－９０�４０２４５８３２�５２４�９５４５４�２５９深鉢胴部�類土器��１４４３

実測番号５７�取り上げ番号１４６１と接合９０�４３３４５８３１�９８８�９５４５４�００２口縁部�類土器��１４５９

実測番号５７�取り上げ番号１４６０と接合９０�７４４４５８３０�０２７�９５４４１�１０６口縁部�類土器��１４６１

－９０�３７４４５８２９�２０７�９５４５８�６７１深鉢胴部�類土器��１５００

－９０�４７７４５８２６�０６３�９５４６０�４８５深鉢胴部�類土器��１５０２

実測番号６２�取り上げ番号１５０５・１５０６・１５２４と接合９０�４５１４５８２５�４７�９５４６０�５０３深鉢胴部�類土器��１５０４

実測番号６２�取り上げ番号１５０４・１５０６・１５２４と接合９０�４５７４５８２６�０１８�９５４６０�１９１深鉢胴部�類土器��１５０５

－９０�４３４５８２９�２８１�９５４６１�０１１深鉢胴部�類土器��１５１０

－９０�４１４５８２７�７９４�９５４５７�５５７深鉢胴部�類土器��１５１５

実測番号６２�取り上げ番号１５０４・１５０５・１５０６と接合９０�６３２４５８２６�１４９�９５４５２�９２２深鉢胴部�類土器��１５２４

実測番号５３９０�７２４４５８２５�１８７�９５４５３�１６７口縁部�類土器��１５４１

－９０�６７２４５８２５�５１１�９５４５２�７２７深鉢胴部�類土器��１５４４

－９０�６８４４５８２８�２６６�９５４５１�７７深鉢胴部�類土器��１５５６

１５８５・１５９１と接合９０�４９１４５８１９�５２２�９５４６４�３６６深鉢胴部�類土器��１５８３

－９０�５２３４５８１９�７９５�９５４６４�５６８深鉢胴部�類土器��１５８４

１５８３・１５９１と接合９０�４９３４５８１９�４２６�９５４６５�０９４深鉢胴部�類土器��１５８５

－９０�４３４５８２０�５１９�９５４６６�４５５深鉢胴部�類土器��１５８７

－９０�４４３４５８１９�８５１�９５４６５�９８８深鉢胴部�類土器��１５８９

１５８３・１５８５と接合９０�４８４４５８１９�４９９�９５４６６�８６７深鉢胴部�類土器��１５９１

－９０�４５８４５８１９�５２６�９５４６７�４３３深鉢胴部�類土器��１５９２

－９０�４９５４５８１７�９８５�９５４６４�８８３深鉢胴部�類土器��１６０９

－９０�５４４４５８１６�０７�９５４６５�１２５深鉢胴部�類土器��１６１６

実測番号５２９０�５８６４５７９５�７１６�９５４６２�４３３口縁部�類土器��１８９８

－９０�６４４４５７９５�４７７�９５４６２�８５４深鉢胴部�類土器��１９００

－９０�６２３４５７９５�７６８�９５４６３�５５５深鉢胴部�類土器��１９０６

実測番号５１９０�６７７４５７９５�６７２�９５４６３�６２３口縁部�類土器��１９１０

－９０�６３４４５７９５�８７４�９５４６３�６８８深鉢胴部�類土器��１９１１

－９０�６６１４５７９５�４９８�９５４６３�７４３深鉢胴部�類土器��１９１２

－９０�６１７４５７９６�６０５�９５４６４�１５深鉢胴部�類土器��１９１３

－９０�６０３４５７９６�３�９５４６６�１１９深鉢胴部�類土器��１９１５

－９０�０１３４５８１３�０５�９５４７５�２７１深鉢胴部�類土器��１９４３

－９０�６９３４５８１５�５７３�９５４８９�５４９深鉢胴部�類土器��１９７５

－９１�０５３４５７９２�９８５�９５４６６�４２９深鉢胴部�類土器��２０５０

－８８�６３３４５８４０�９２１�９５４５３�３０２深鉢胴部�類土器��２１０１

－９０�７９９４５７６６�３８７�９５４５３�２１７深鉢胴部�類土器��２１７６

実測番号５９�取り上げ番号３８７４と接合９１�３２１４５７８２�８２３�９５４３８�４４２深鉢胴部�類土器��２２０８

実測番号６３�取り上げ番号４５９・５２９・８３４と接合９０�１９７４５８２１�４�９５４４７�３１２深鉢胴部�類土器��２２７０

－９０�６７２４５７７８�１３７�９５４３０�１２深鉢胴部�類土器��２３９５

２５２５と接合８８�２０５４５８８１�１３４�９５４４３�０９２深鉢胴部�類土器��２４８３

２４８３と接合８８�６１４５８７６�６６８�９５４４６�１８６深鉢胴部�類土器��２５２０

－８８�２４９４５８８１�２３�９５４４２�９８６深鉢胴部�類土器��２５２５

－８８�６０４４５８７５�５９９�９５４４７�２８７深鉢胴部�類土器��２６７５

－８８�７１２４５８７６�４８７�９５４５３�０５４深鉢胴部�類土器��２７０６

－８８�７１４５８５４�９８�９５４７９�１９６深鉢胴部�類土器��２７９８

実測番号５４９０�４１３４５７９６�４８８�９５４４７�５５５口縁部�類土器��３１７２

－８８�５１５４５８０８�８８３�９５４３７�６７８深鉢胴部�類土器��３１８４

－８８�６６２４５８４９�７３８�９５４６６�９９深鉢胴部�類土器��３４８０

－８８�２４９４５８８１�２３�９５４４２�９８６深鉢胴部�類土器��２５２５

－８８�２４９４５８８１�２３�９５４４２�９８６深鉢胴部�類土器��２５２５

７０４・７３０と接合８８�７６７４５８５６�８２６�９５４４５�４７５口縁部�類土器��３７１４

－８８�７７２４５８５６�９４９�９５４４４�４６８深鉢胴部�類土器��３７３２

－８８�７７４４５８５６�９８２�９５４４６�２５２深鉢胴部�類土器��３７６７

－８８�７７２４５８５６�９４９�９５４４４�４６８口縁部�類土器��３７３２

－８８�７７４４５８５６�９８２�９５４４６�２５２口縁部�類土器��３７６７

実測番号５９�取り上げ番号２２０８と接合８９�８９９４５８２０�６２１�９５４４８�５５９深鉢胴部�類土器��３８７４
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第１４表　縄文時代早期石器観察表〔石材別〕�

備考
出土地点法量

石材出土層位器種種類取り上げ
番号図面番号

レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－９１�０７４５７９３�１２９�９５４６８�４７９１２０６�６５�９５１０�２５１３�０９尾鈴酸性岩類��磨石石器２０５４７６

－８９�８７１４５８２８�８４５�９５４５４�０４４６２２�７４�３８８�９２１０�１０尾鈴酸性岩類��磨石石器２０５９７５

－８９�１１９４５８４７�４１１�９５４６３�３５８６５０１１�５０１６�４５３０�７５尾鈴酸性岩類��石皿石器２０２６７７

備考
出土地点法量

石材出土層位器種種類取り上げ
番号図面番号

レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－９０�３３６４５８０７�９４５�９５４７２�５２３７�００�９６２�４３２�９０チャート��掻器石器１８４０９２

－８８�２４１４５８１８�５７２�９５４６１�９８８７５�８３�２５５�５５４�６０チャート��石核石器３７２７９３

－８８�４５７４５８５８�０２３�９５４７２�６９１６�８１�００２�５０３�１５チャート��掻器石器１３７２９５

－９０�７４１４５８２６�６９８�９５４３６�９０１２４�７２�６０２�９０３�７０チャート��石核石器１４６８９６

－９０�８７６４５８１５�６３３�９５４７６�９７３０�５０�３０１�２０１�４５チャート��石鏃石器１９３６９７

－８８�９５９４５８５１�２４３�９５４４４�００８０�８０�４０１�４０２�１０チャート��石鏃石器６８８９８

－９０�１３６４５８１２�２８５�９５４６７�１５９０�３０�２６１�３４１�８４チャート��石鏃石器１７３３９９

－８８�６９５４５８１７�５２１�９５４７４�９０６０�４０�３０１�１３１�５０チャート��石鏃石器２２２７１００

－８９�３２９４５８６７�９１５�９５４７４�９１３０�６０�３０１�３５２�１０チャート��石鏃石器２１２１１０１

－９１�６８６４５７８１�２８�９５４３０�３１９０�９０�４５１�８０２�１５チャート��石鏃石器２１５７１０２

－８９�３４１４５８４５�４７４�９５４６０�８３９０�７０�３０１�７７１�８８チャート��石鏃石器２１３４１０３

－９０�４７８４５８００�４３３�９５４７１�９８３０�５０�２７１�４６１�８０チャート��石鏃石器１８８１１０４

－８８�８７９４５８４０�６２８�９５４６６�２１４０�５０�３０１�３０２�４６チャート��石鏃石器９４３１０５

－８９�１５２４５８４６�６４７�９５４４５�００７０�９０�４６１�７５３�０６チャート��石鏃石器１３１９１０６

－８８�８７２４５８４７�０７８�９５４６３�７３４０�７０�２５２�２０２�５０チャート��石鏃石器９２４１０７

－８８�８０２４５８４４�４７４�９５４６５�５４６０�６０�２３１�６３１�５２チャート��石鏃石器９３３１０８

備考
出土地点法量

石材出土層位器種種類取り上げ
番号図面番号

レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－８９�０８４５８４８�８９６�９５４４７�０４９�７０�６４２�００６�５０砂岩��尖頭器石器３８０６６４

－８９�１１４５８４８�１５６�９５４５３�２８４３６３�２４�３９７�０５８�０５砂岩��敲石石器３５７０７０

－８８�５１６４５８６８�２６４�９５４４８�９１８３５６�５４�６９６�６３８�５５砂岩��敲石石器３６２３７１

－９０�６８６４５８１５�２１３�９５４６２�４４１２２６�１２�２３４�９０１４�３８砂岩��敲石石器２９８０７３

備考
出土地点法量

石材出土層位器種種類取り上げ
番号図面番号

レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－８９�１６７４５８５７�７６９�９５４５４�９９６４３５�１３�５５１０�８５１０�４９頁岩��スクレイパー石器１９８１６６

－９０�０１２４５８２２�１７７�９５４５２�５４６６４５０�０１１�００１７�７８２５�３６頁岩��台石石器２０２４７２

－８９�３９５４５８５１�３０９�９５４５１�１４２７２０�６４�８０９�９８１１�００頁岩��磨石石器１９８４７４

－８８�４９６４５８５７�８９７�９５４７２�２５５�６０�６６２�３８３�１７頁岩��石錐石器１３６９７８

－９０�３９４４５８２０�４７３�９５４６５�８６３０�４０�２５１�２６１�６７頁岩��石鏃石器１５８６７９

－９０�３２６４５８２２�００１�９５４７０�１９３１�００�３０１�７０２�５６頁岩��石鏃石器１６０３８０

－８８�６４５４５８５６�０９５�９５４４９�０８２１�００�４０１�９０２�４０頁岩��石鏃石器２０９２８１

－８９�２８９４５８４６�３３９�９５４６１�８５４１�１０�３５１�４０２�３０頁岩��石鏃石器２００９８２

－８８�４６４５８５７�２５９�９５４７１�９０２５�００�８０２�３０３�２０頁岩��石鏃石器１３６７８３

－８９�２１７４５８４５�１０５�９５４４６�３２５１�００�３０１�５７３�３５頁岩��石鏃石器３６０４８４

尾鈴酸性岩類

頁岩

砂岩

チャート
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第１５表　縄文時代早期石器観察表〔石材別〕�

－８８�５７４４５８７７�７６４�９５４４８�７４５１�７０�５６２�１０２�３５チャート��石鏃未製品石器２６４３１０９

－９０�０３９４５８１０�７７３�９５４６３�４３４１�８０�６０１�９０２�２０チャート��石鏃未製品石器１７４０１１０

－９０�９７２４５８２２�３�９５４６９�４３８１�００�３０１�８０２�１０チャート��石鏃未製品石器１７８９１１１

－８９�１５４５８３９�３３９�９５４５６�３８５０�８０�３５１�６０１�９６チャート��石鏃石器９７５１１２

－８８�７４３４５８５７�２７９�９５４４５�２２９０�９０�３０１�６０１�８９チャート��石鏃未製品石器７４３１１３

－８９�２０１４５８４７�４３６�９５４５１�９６２０�７０�３６１�５０１�９６チャート��石鏃石器１２９７１１４

－８８�６５５４５８６２�６７�９５４５６�７３４１�６０�４０１�８０２�７０チャート��石鏃石器５１４１１５

－８９�５９１４５８４０�４４２�９５４４８�０５９１�５０�４５１�４３２�７０チャート��石鏃未製品石器２５７９１１６

－８８�３７４４５８７９�７６３�９５４４６�１５４０�４０�３２１�４５１�４５チャート��石鏃未製品石器２５２７１１７

－８８�６９５４５８７８�２１９�９５４４９�０５６０�３０�２３１�１０１�１６チャート��石鏃石器２４４４１１８

－８８�５８２４５８６７�０９３�９５４５０�４１９２�３０�５５２�１９２�６２チャート��石鏃石器４９７１１９

－９０�１６８４５８１２�６６９�９５４６６�２０７２�５０�５０１�６０３�９０チャート��石鏃未製品石器１６８５１２０

－８８�２６４４５８６０�４９２�９５４７９�１４８０�７１�６０１�７２１�６０チャート��石鏃石器１３９０１２１

－８９�１２３４５８４１�６６８�９５４６４�８９９０�７０�３８１�７５１�９５チャート��石鏃石器２５４４１２２

－９０�４７２４５８００�９１９�９５４６７�４２８１�１０�３５１�９３２�８０チャート��石鏃石器１８８５１２３

－８８�９３７４５８５０�１３３�９５４５７�５４６１�５０�４０２�００２�６０チャート��石鏃石器１１６３１２４

SA４１出土資料－－－８３�２３�５０４�５０５�６５チャート－石核石器－９４

備考
出土地点法量

石材出土層位器種種類取り上げ
番号図面番号

レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－８９�１０５４５８４４�７７３�９５４５３�５３９０�５０�４０１�２５１�４０姫島産黒曜石��石鏃石器１２７５８５

－９０�５４８４５８３４�１６９�９５４３９�６８４１�００�４２２�００２�４５姫島産黒曜石��石鏃石器１４２２８６

－９０�５１５４５８５８�７７３�９５３８７�３８１０�３０�３０１�２０１�２５姫島産黒曜石��石鏃石器３１９９８７

備考
出土地点法量

石材出土層位器種種類取り上げ
番号図面番号

レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－９０�３６８４５８１１�８１３�９５４４０�９７５０�３０�２５１�００１�５０日東産黒曜石��石鏃石器２６３５８８

－８９�５６９４５８６６�８０５�９５４４５�７９１０�５０�３４１�３７１�６３日東産黒曜石��石鏃石器２２０４８９

－８８�４８５４５８７６�２０２�９５４４６�７７２１�５０�３４２�５６１�７２日東産黒曜石��剥片石器３６７９０

SA４０出土資料－－－５４�３３�２０５�００３�９０日東産黒曜石－石核石器９１

備考
出土地点法量

石材出土層位器種種類取り上げ
番号図面番号

レベルY座標X座標重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）

－８９�８４６４５８３５�１７３�９５４４７�４６９４９４�７４�２５８�９５１１�７０ホルンフェルス��スクレイパー石器１９８７６５

－８９�１４８４５８５３�１７３�９５４６７�２２４４４５�３２�９０１０�８０１１�７０ホルンフェルス��スクレイパー石器２０７３６７

－８９�４０７４５８４２�７９５�９５４５５�４５６３９６�４３�５０９�４３１０�０８ホルンフェルス��スクレイパー石器１９９０６８

－８９�６４４５８２６�８６７�９５４５８�０３４�００�３８３�００２�６３ホルンフェルス��石製垂飾石器２０２３６９

備考石材
法量

器種種類
出土地点

図面番号
重量（g）最大厚（cm）最大幅（cm）最大長（cm）取り上げ番号出土遺構

－ホルンフェルス６２００�０９�００１６�９０２７�１５台石石器２集石内��９４９

－チャート８�１０�８３２�８９２�７４石錐石器－集石内��２３５０

日東産黒曜石

姫島産黒曜石

ホルンフェルス

集石遺構内出土石器
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第１６表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
表裏面に磨痕１６６�８３�３６�４８９�２４８４５８５３�９４２�９５４５１�００９尾鈴酸性岩��磨石石器１９８３
表裏面に磨痕３１８�４４�２１１�４８９�３６６４５８４３�０３３�９５４５５�３３４尾鈴酸性岩��磨石石器１９８６
表面に緩い凹み７８００�０８�６２５�８８９�８１２４５８３４�９１�９５４４７�３２６尾鈴酸性岩��石皿石器１９８８
表裏面に弱い敲打痕あり５３８�４５�２１０�５８９�７９６４５８２６�６６７�９５４５６�１４５尾鈴酸性岩��磨石石器１９９７
やや摩滅が認められる３４５０�０９�５１０�３８９�４０５４５８４８�５１�９５４５５�８３９尾鈴酸性岩��台石石器２００２
表面に緩い凹み９３００�０７�８２５�５８９�１１６４５８５７�７９７�９５４５３�６３７尾鈴酸性岩��石皿石器２００４
表面に緩い凹み１１３５�０５�８１４�３８９�１０５４５８５８�０４１�９５４５３�６８５尾鈴酸性岩��石皿石器２００５
表面に緩い凹み５４８０�０７�８１７�８８９�００７４５８４７�６８９�９５４６８�９７２尾鈴酸性岩��石皿石器２０２８
表面に緩い凹み４８２０�０７�２１５�６９０�９２７４５８０１�２４６�９５４３４�６８７尾鈴酸性岩��石皿石器２０３６
やや摩滅が認められる３８５０�０７�５１７�３９１�２２５４５７８９�４３�９５４６９�２６２尾鈴酸性岩��台石石器２０５８
表面に緩い凹み７９８０�０４�９２４�５８８�８５４５８４７�９５９�９５４５４�３５９尾鈴酸性岩��石皿石器２０６５
表面に緩い凹み８９００�０６�２１９�２８８�８９４４５８４７�１３３�９５４６９�０５２尾鈴酸性岩��石皿石器２０７２
自然礫の可能性あり８１８�１５�１１１�９８８�９５９４５８５０�３４５�９５４６７�２２尾鈴酸性岩��磨石石器２７９７
表面に緩い凹み７６００�０５�２１７�７８８�１５７４５８７２�７９３�９５４３９�９３８尾鈴酸性岩��石皿石器３６２６

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
表裏面に磨痕３６２�４６�２９�８８８�９９６４５８５０�６９７�９５４４４�０８頁岩��磨石石器７７５
両脚欠損１�２０�５１�５８８�７９７４５８４９�８９２�９５４６３�１１１頁岩��石鏃石器８８３

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
やや摩滅が認められる２８７０�０４�４１３�７９０�０３９４５８１６�３４８�９５４５８�０３砂岩��台石石器２０２５
潰打痕あり、風化著しい４７６０�０４�９１９�２８８�８３９４５８４７�７３�９５４５３�１２６砂岩��台石石器２０６３
潰打痕あり、風化著しい５７９０�０５�１１７�４８８�８２５４５８４７�８８５�９５４５３�３５２砂岩��台石石器２０６４
自然礫の可能性あり３５６�２９�７１１�０８８�９５９４５８５０�２３４�９５４６７�１１４砂岩��磨石石器２７９６
表裏面に磨痕６０３�４４�７１０�３８９�７１２４５８２７�３０９�９５４４９�２１砂岩��磨石石器３８３９
表裏面に弱い敲打痕あり４８７�２４�３９�２８９�５１５４５８３１�２８８�９５４５１�２０８砂岩��磨石石器３８８２

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標

－０�１０�１０�７８８�３４１４５８６３�１７１�９５４７３�７５７水晶��砕片石器２８

－０�９０�５１�５８８�３２６４５８６３�１２３�９５４７３�１３３水晶��剥片石器２９

－０�８０�５１�１８８�３５３４５８６３�６８６�９５４７３�３７０水晶��剥片石器３０

－０�１０�１０�８８８�６２３４５８６７�２８９�９５４５５�５４５水晶��砕片石器２１５

－０�８０�５１�１９０�５０８４５８２９�６１９�９５４５２�９８９水晶��砕片石器１４９４

－０�５０�７１�８８８�４１９４５８６３�９０４�９５４４７�３１４水晶��剥片石器２０８６

－０�１０�１０�９８８�９５８４５８７０�８５９�９５４４４�４４９水晶��砕片石器２９８８

－０�１０�１０�７８９�１６４５８６０�０２７�９５４５７�７５８水晶��砕片石器３１４７

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
不定形剥片を剥離１６�２２�１３�９９０�８０３４５７８９�４０８�９５４５３�２９２石英��石核石器２１７４
－０�８０�４１�７９０�５０９４５７７７�９６６�９５４３４�９５石英��剥片石器２４０１
－１�１０�３１�５８８�７１４４５８４１�６３１�９５４６８�１石英��剥片石器２５４０
－０�７０�４１�７８８�７４８４５８４１�４２９�９５４６７�８２石英��剥片石器２５４１
両脚欠損０�３０�３１�４８９�８４４４５８２５�１５１�９５４４８�２２２石英��石鏃石器３８６１

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�１０�６８８�５３４５８７０�５７２�９５４５９�８６１チャート��砕片石器１０２
－０�１０�２１�１８８�５３６４５８７０�５９６�９５４５９�７８１チャート��砕片石器１０３
－０�２０�２１�０８８�５５５４５８７１�７４６�９５４５７�５２チャート��剥片石器１３３
－１�００�４２�１８８�４０５４５８７２�５１８�９５４５８�０３１チャート��剥片石器１３４
－１�２０�４２�１８８�４３４５８７３�３５２�９５４５７�４１９チャート��剥片石器１３５
－０�１０�１０�７８８�４９７４５８７２�９１６�９５４５７�１９チャート��砕片石器１３６
－０�１０�２０�８８８�５１３４５８７１�３０２�９５４５６�７３８チャート��砕片石器１３８
－０�１０�１１�１８８�４０９４５８７４�７２７�９５４５３�２０７チャート��砕片石器１５３
－０�６０�３１�４８８�５１６４５８６５�５２５�９５４６１�８７５チャート��剥片石器１６３
－０�７０�５１�３８８�５６９４５８６８�４０８�９５４５９�６８５チャート��剥片石器１７０
－０�１０�１０�６８８�６４４４５８６７�６５７�９５４５７�６９９チャート��砕片石器１８３
－０�２０�２１�０８８�６０７４５８６７�８２９�９５４５６�７４チャート��砕片石器１９６
－１�５０�５１�７８８�４６７４５８７１�４６６�９５４５３�８５３チャート��剥片石器２２６
－０�１０�１０�７８８�５６５４５８６８�９３３�９５４５０�３７チャート��砕片石器２４８
－０�１０�１１�２８８�４５４５８７４�１８７�９５４４９�４２１チャート��砕片石器２５３
－０�１０�２０�９８８�５１４５８７５�２０１�９５４４９�８１７チャート��砕片石器２５７
－０�２０�２１�５８８�５０２４５８７４�２６３�９５４４８�８４５チャート��剥片石器２５９
－０�１０�１１�０８８�４９３４５８７４�２５１�９５４４８�７９５チャート��砕片石器２６０
－０�１０�２１�０８８�４９４５８７４�６０３�９５４４７�９５チャート��砕片石器２６３
－０�１０�１１�０８８�４２６４５８７５�３１４�９５４４８�１５４チャート��砕片石器２８２
－０�１０�１０�７８８�５０４４５８７５�９４７�９５４４８�４９３チャート��砕片石器２８７
－０�６０�４２�０８８�３５９４５８７８�４４５�９５４４９�５８５チャート��剥片石器２９９
－０�８０�３２�４８８�４５３４５８７７�０１３�９５４４８�５８８チャート��剥片石器３０６



－７８－

第１７表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�４０�３１�６８８�４１９４５８７７�３６３�９５４４８�６１５チャート��剥片石器３０７
－０�１０�２１�２８８�３９４５８７７�３５８�９５４４８�５２８チャート��砕片石器３０８
－０�１０�１０�８８８�５２４５８７６�８４７�９５４４８�１９４チャート��砕片石器３１１
－０�２０�２１�０８８�４７３４５８７６�９５４４６�９２８チャート��剥片石器３１８
－４�３０�９３�７８８�４４５４５８７７�７５６�９５４５０�６９２チャート��剥片石器３２１
－０�１０�１１�２８８�３７９４５８７８�３０８�９５４４８�９７チャート��剥片石器３２４
－０�１０�２１�０８８�３７６４５８７８�５７９�９５４４８�３４４チャート��砕片石器３３１
－０�２０�２１�５８８�３６６４５８７８�００８�９５４４７�５７９チャート��剥片石器３３５
－０�１０�１１�２８８�４４５８７８�３５５�９５４４７�３０６チャート��剥片石器３３６
－０�２０�２１�４８８�３４１４５８７８�１２５�９５４４７�２５７チャート��剥片石器３３７
－０�３０�３１�４８８�３６５４５８７７�８５９�９５４４７�５７９チャート��剥片石器３３８
－０�３０�２１�６８８�３６７４５８７７�７４９�９５４４７�４７２チャート��剥片石器３３９
－２�２０�７２�１８８�３５４５８７７�９４１�９５４４７�２５チャート��剥片石器３４０
－０�１０�１１�２８８�４０７４５８７７�４７８�９５４４７�４７１チャート��砕片石器３４１
－０�３０�３１�４８８�３６７４５８７７�５１４�９５４４７�１９６チャート��剥片石器３４２
－０�２０�２１�３８８�４４４４５８７７�１３１�９５４４７�５２３チャート��剥片石器３４３
－０�１０�１１�３８８�４３６４５８７７�７２３�９５４４７�１９８チャート��剥片石器３４５
先端部欠損０�３０�３１�７８８�３９４５８７７�０１９�９５４４７�５０７チャート��石鏃石器３４７
－０�１０�１１�３８８�４４４４５８７７�１２２�９５４４７�２５７チャート��剥片石器３４９
－０�４０�２１�５８８�３９８４５８７７�０１４�９５４４７�３４２チャート��剥片石器３５０
－０�３０�５１�１８８�３８４４５８７７�１１８�９５４４７�１６２チャート��剥片石器３５４
－３�９１�０２�９８８�４４４４５８７７�０６６�９５４４７�０８１チャート��剥片石器３５５
－２�２０�７２�１８８�４５３４５８７６�５４２�９５４４７�１３チャート��砕片石器３５８
－０�２０�１０�８８８�４５３４５８７６�８２２�９５４４６�８チャート��剥片石器３６０
－０�５０�２１�９８８�４１４５８７６�８４７�９５４４６�９０６チャート��剥片石器３６１
－０�１０�２１�１８８�４４４５８７６�５９３�９５４４６�５６２チャート��砕片石器３６２
－０�１０�１０�８８８�４０６４５８７７�１１７�９５４４６�５４１チャート��砕片石器３６４
－０�３０�３１�５８８�３３９４５８７７�３４１�９５４４７�０１３チャート��剥片石器３６５
－０�１０�１１�１８８�３２９４５８７７�２１�９５４４６�９７２チャート��砕片石器３６６
－０�４０�４１�３８８�３８７４５８７７�２３２�９５４４６�３５８チャート��剥片石器３７１
－０�１０�１０�７８８�３８５４５８７７�２４１�９５４４６�２９９チャート��砕片石器３７２
－０�１０�２１�０８８�３７７４５８７７�３５１�９５４４６�２３３チャート��砕片石器３７３
－０�２０�４１�４８８�２８７４５８７７�３５８�９５４４６�３２２チャート��剥片石器３７４
－０�１０�２０�８８８�２５３４５８７９�８６�９５４４７�３９７チャート��砕片石器３８９
－０�１０�１０�７８８�２８８４５８７９�２６９�９５４４７�１４チャート��砕片石器３９０
－０�３０�２１�８８８�２８５４５８７９�２９８�９５４４６�７６１チャート��剥片石器３９１
－０�１０�１０�８８８�３７４５８７９�１０５�９５４４６�９３７チャート��砕片石器３９２
－０�５０�４１�５８８�３５４５８７８�６６５�９５４４７�１６２チャート��剥片石器３９４
－０�１０�２１�０８８�３４２４５８７８�７２２�９５４４７�００６チャート��砕片石器３９５
－０�２０�２１�２８８�３５２４５８７８�４５８�９５４４６�９５６チャート��砕片石器３９６
－０�１０�２１�１８８�３４８４５８７８�４２５�９５４４６�７７７チャート��砕片石器３９７
－０�１０�２１�２８８�３５９４５８７８�２０８�９５４４６�９８２チャート��砕片石器３９８
周縁からの粗い整形のみ０�８０�４２�０８８�３５１４５８７８�２３�９５４４６�８６９チャート��石鏃未製品石器３９９
－０�１０�１１�３８８�４５３４５８７６�８９６�９５４４７�５８４チャート��砕片石器４００
周縁からの粗い整形のみ０�８０�４２�０８８�０６１４５８８１�４４４�９５４４４�４１２チャート��石鏃未製品石器４０５
－０�１０�２１�０８８４５８８２�０９９�９５４４３�５８６チャート��砕片石器４０６
－０�１０�１０�７８８�０３６４５８８０�８９７�９５４４３�３６６チャート��砕片石器４０７
－０�４０�３１�２８８�２３４５８８０�０１５�９５４４４�７３４チャート��剥片石器４１０
－０�７０�２２�０８８�２０６４５８７９�７１１�９５４４５�０５７チャート��剥片石器４１３
－０�２０�３１�１８８�２２８４５８７９�６２３�９５４４５�０６チャート��剥片石器４１４
－０�１０�１１�０８８�２４８４５８７８�９６７�９５４４４�６８４チャート��砕片石器４１７
－０�６０�３１�８８８�２８１４５８７８�８７２�９５４４４�７６７チャート��剥片石器４１８
－０�１０�１０�８８８�３０６４５８７８�６１５�９５４４４�５８９チャート��砕片石器４１９
－０�１０�１０�９８８�３１３４５８７８�３３２�９５４４４�２９４チャート��砕片石器４２０
－０�１０�１０�７８８�３０７４５８７７�６５９�９５４４４�３６９チャート��砕片石器４２３
－０�１０�１０�９８８�３５１４５８７８�３７３�９５４４５�３２３チャート��砕片石器４２４
－０�２０�２１�５８８�２７５４５８７８�８９６�９５４４５�５１２チャート��剥片石器４２５
先端部欠損０�４０�５１�４８８�３３６４５８７８�６７４�９５４４５�９２７チャート��石鏃石器４３０
－０�１０�１１�０８８�３７１４５８７８�７１２�９５４４６�２２１チャート��砕片石器４３２
－０�６０�６１�５８８�３４４４５８７８�２５５�９５４４６�１５７チャート��剥片石器４３３
－０�１０�２０�９８８�３５２４５８７８�２８７�９５４４６�５４チャート��砕片石器４３６
－０�１０�１０�９８８�３３９４５８７８�００７�９５４４６�１７チャート��砕片石器４３７
－０�１０�２１�２８８�３８２４５８７７�９７６�９５４４６�２６２チャート��砕片石器４３８
－０�１０�１０�７８８�３７６４５８７７�７８４�９５４４６�２３４チャート��砕片石器４３９
－０�３０�２１�５８８�３６４４５８７７�７６９�９５４４６�４８４チャート��剥片石器４４１
－０�１０�１０�７８８�３３３４５８７７�８４３�９５４４６�５１チャート��砕片石器４４２
－０�１０�１１�１８８�３３６４５８７８�００１�９５４４６�６７チャート��砕片石器４４３
－０�８０�４２�０８８�３４７４５８７８�０１６�９５４４６�７６８チャート��剥片石器４４４
－０�４０�５１�２８８�３９５４５８７８�０１６�９５４４６�８９９チャート��剥片石器４４５
－０�１０�１０�８８８�３３５４５８７７�７５６�９５４４７�０２６チャート��砕片石器４４７
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第１８表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�２０�２１�５８８�３９２４５８７７�６２７�９５４４６�７９５チャート��剥片石器４４９
－０�３０�２１�９８８�３３６４５８７７�５０７�９５４４６�８７７チャート��剥片石器４５０
－０�１０�１０�９８８�３３２４５８７７�４８３�９５４４６�７８４チャート��砕片石器４５１
－０�４０�３１�７８８�３６８４５８７７�７�９５４４６�６２１チャート��剥片石器４５２
－０�１０�２０�９８８�４３４５８７７�５８５�９５４４６�６０２チャート��砕片石器４５３
－０�２０�２１�２８８�３８４４５８７７�６３９�９５４４６�２７９チャート��剥片石器４５５
－１�６１�０２�３８８�３６９４５８７６�２２７�９５４４４�７３８チャート��剥片石器４５７
－０�１０�１０�７８８�３７８４５８７６�０３８�９５４４５�５１５チャート��砕片石器４６０
－０�２０�２１�３８８�４０５４５８７５�０３９�９５４４４�９９５チャート��剥片石器４６２
－０�９０�５１�８８８�４０１４５８７４�９４４�９５４４６�０３４チャート��剥片石器４６５
－０�１０�１１�０８８�４８４４５８７４�９２�９５４４６�５０４チャート��剥片石器４６６
－１�５０�７２�４８８�６４３４５８６５�２６７�９５４５２�３６４チャート��剥片石器５０１
－０�１０�２０�７８８�６６９４５８６３�４９７�９５４５７�１７９チャート��砕片石器５１３
－０�７０�５１�８８８�６５４４５８６２�６７１�９５４５６�６４８チャート��剥片石器５１５
－０�１０�１１�０８８�６７５４５８６０�００６�９５４５６�４３３チャート��砕片石器５１７
－０�１０�２０�７８８�６８４５８６０�６０７�９５４５４�６２８チャート��砕片石器５２０
－０�２０�２１�５８８�６６９４５８６０�７０１�９５４５４�６６７チャート��砕片石器５２２
－０�６０�４１�８８８�７３６４５８６０�９７９�９５４５５�１６２チャート��剥片石器５２５
－０�１０�１０�７８８�６５９４５８６１�１５３�９５４５５�３２１チャート��砕片石器５２６
－０�１０�１１�１８８�６４７４５８６１�６０６�９５４５５�０９１チャート��砕片石器５２８
－０�５０�２１�３８８�７１４５８６１�６２４�９５４５４�９１チャート��剥片石器５２９
－２�１０�７２�３８８�６８５４５８６１�７４９�９５４５５�１２８チャート��剥片石器５３０
－０�７０�７１�６８８�６７４４５８６１�８７９�９５４５５�２２５チャート��剥片石器５３１
－０�２０�２１�５８８�６６７４５８６２�０１８�９５４５５�０５２チャート��剥片石器５３２
－１�００�６２�１８８�６８４４５８６２�０６３�９５４５５�１１９チャート��剥片石器５３３
－０�３０�２２�０８８�６８３４５８６２�０３８�９５４５５�２９１チャート��剥片石器５３５
－０�６０�３１�２８８�６５６４５８６２�８３６�９５４５２�４８２チャート��剥片石器５３９
－１�１０�５２�３８８�６７４４５８６３�７８１�９５４４８�５０３チャート��剥片石器５５６
－０�２０�３１�４８８�５７８４５８６６�３１８�９５４４９�９０７チャート��剥片石器５５７
－０�４０�４１�８８８�５６１４５８６５�８９６�９５４４９�５７３チャート��剥片石器５５８
－０�１０�１０�７８８�６２４５８６６�１１８�９５４４９�４８３チャート��砕片石器５５９
－０�１０�１１�２８８�６２３４５８６５�８０８�９５４４９�２９４チャート��剥片石器５６０
－０�１０�１０�９８８�５８４５８６６�１７３�９５４４９�２５５チャート��砕片石器５６１
－３�５０�９３�０８８�６１７４５８６６�６３６�９５４４９�０８１チャート��剥片石器５６２
－０�４０�１２�１８８�６０３４５８６６�８３４�９５４４９�４０９チャート��剥片石器５６３
－０�１０�１０�８８８�６１２４５８６７�０４８�９５４４９�５５８チャート��剥片石器５６４
－０�１０�１１�０８８�６２２４５８６５�４９８�９５４４８�４１２チャート��砕片石器５６５
－１�５０�３３�０８８�６４６４５８６５�５７４�９５４４８�２５８チャート��剥片石器５６６
－０�４０�２１�４８８�６１５４５８６５�７６７�９５４４８�２６３チャート��剥片石器５６７
－０�２０�２１�２８８�５９２４５８６７�０５６�９５４４９�０８４チャート��砕片石器５６９
－０�１０�１１�０８８�６０２４５８６７�２８３�９５４４９�２３８チャート��砕片石器５７０
－０�４０�２１�９８８�５９２４５８６７�１８５�９５４４８�８１９チャート��剥片石器５７１
－０�２０�４０�８８８�６１５４５８６７�１８６�９５４４８�４１４チャート��砕片石器５７２
－０�１０�１１�０８８�６２４５８６６�９５１�９５４４８�４７２チャート��砕片石器５７３
－０�１０�１０�８８８�６３８４５８６６�６４１�９５４４８�１５７チャート��砕片石器５７４
－０�１０�１１�０８８�５７４４５８６７�１７�９５４４７�２８１チャート��砕片石器５７６
－０�４０�１２�１８８�５２３４５８６８�６２９�９５４４５�５０１チャート��剥片石器５９５
－０�２０�２１�４８８�５４７４５８６９�９４１�９５４４５�９２５チャート��砕片石器６００
－１�１０�６１�８８８�５５７４５８７０�００７�９５４４６�８９２チャート��剥片石器６０２
－０�６０�３１�８８８�５６２４５８７０�２４９�９５４４６�６６３チャート��剥片石器６０３
－０�２０�２１�７８８�２８４４５８６９�８�９５４４１�６０３チャート��砕片石器６１７
小型角礫素材０�１０�１１�０８８�３５９４５８６８�０５１�９５４４１�９８チャート��石核石器６２４
－１�１０�７１�５８８�３５１４５８６８�２０２�９５４４２�０２９チャート��剥片石器６２６
－２�５０�７３�５８８�３４２４５８６８�３５８�９５４４２�０４９チャート��剥片石器６２７
－０�３０�２１�５８８�５４５４５８６６�２７４�９５４４５�２７チャート��砕片石器６３３
－０�１０�２１�０８８�６４１４５８６４�８６９�９５４４７�６０３チャート��砕片石器６３５
－０�７０�３１�４８８�５０９４５８６８�３６７�９５４４５�２３２チャート��剥片石器６３６
－３�９１�０３�５８８�５０８４５８６４�０８４�９５４４３�６５５チャート��剥片石器６４２
－０�３０�２１�４８８�６１３４５８６４�３１�９５４４６�４５７チャート��砕片石器６４９
－１�１０�８１�９８８�６８９４５８６３�４７４�９５４４７�３１７チャート��剥片石器６５２
－８�９１�１２�５８８�６６３４５８６３�２０５�９５４４７�８３９チャート��剥片石器６５４
－２�２０�８２�１８８�６４６４５８６１�１６７�９５４４５�４４５チャート��剥片石器６６９
－０�９０�４１�４８８�６０１４５８６０�９５１�９５４４５�４５チャート��剥片石器６７０
－０�１０�２１�２８８�３３６４５８５８�０３９�９５４４１�２４３チャート��砕片石器６７２
－０�６０�４１�９８８�４４１４５８５７�８４�９５４４２�１７５チャート��剥片石器６７３
－０�１０�１０�６８８�６９１４５８５７�４９９�９５４４３�１７２チャート��砕片石器６７４
－０�１０�１１�０８８�６７４４５８５６�４３７�９５４４２�６３８チャート��砕片石器６７５
－０�１０�１１�１８８�６５２４５８５４�２３７�９５４４０�８３３チャート��砕片石器６７７
－０�８０�２１�５８８�６４１４５８５４�４６�９５４４１�４６７チャート��剥片石器６８０
－０�１０�１１�２８９�００６４５８４９�８９６�９５４４４�１７８チャート��砕片石器６９４
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備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�１１�２８９�０５９４５８５２�９３９�９５４４７�４０４チャート��砕片石器６９７
－０�３０�３１�１８８�９１６４５８５４�７８８�９５４４５�４７５チャート��剥片石器７２２
－０�９０�４２�７８８�８５４４５８５６�１１５�９５４４４�０３チャート��剥片石器７２７
－０�２０�１１�５８８�６９３４５８５７�３５２�９５４４３�１５４チャート��砕片石器７２８
－０�１０�１０�９８８�５４９４５８５６�２４８�９５４４０�８０８チャート��砕片石器７２９
－０�５０�３１�７８８�８１２４５８５６�７０１�９５４４４�６６５チャート��剥片石器７３２
－０�５０�３１�８８８�８０８４５８５６�７５１�９５４４４�７０４チャート��剥片石器７３３
－１�４０�６２�４８８�７４７４５８５８�４４３�９５４４４�５３チャート��剥片石器７３４
－０�２０�３１�１８８�７６４５８５７�９７�９５４４４�８０８チャート��砕片石器７３５
－０�２０�２１�１８８�７４１４５８５７�８５９�９５４４５�１２５チャート��剥片石器７３６
－１�１０�６１�４８８�７５１４５８５７�８１３�９５４４４�７８８チャート��剥片石器７３７
－２�２１�０２�０８８�７６６４５８５７�５５８�９５４４４�８９６チャート��剥片石器７３８
－０�１０�１０�７８８�７３４４５８５７�５７６�９５４４４�７７４チャート��砕片石器７３９
－１�４０�４２�５８８�７３７４５８５７�４５４�９５４４５�１９チャート��剥片石器７４０
－０�２０�２１�２８８�７１３４５８５７�３３３�９５４４５�４１８チャート��砕片石器７４２
－０�１０�１１�２８８�８０３４５８５７�４３３�９５４５２�０６５チャート��砕片石器７６０
－０�６０�２２�０８８４５８５４�７６２�９５４５０�８６２チャート��剥片石器７６２
－０�３０�３１�５８８�９２４５８５４�７５４�９５４５０�６５３チャート��剥片石器７６３
－５�１１�１２�５８８�９７２４５８５４�１２７�９５４５０�４５２チャート��剥片石器７６５
－１�２０�５２�５８８�９５２４５８５４�００５�９５４５０�３１３チャート��剥片石器７６６
－０�１０�１１�１８８�９９５４５８５３�１９�９５４５０�１７３チャート��砕片石器７６７
－０�９０�７１�７８８�９９４５８５３�７３９�９５４４９�４５２チャート��剥片石器７６９
－１�００�２２�６８８�９８３４５８５３�８８９�９５４４９�２８８チャート��剥片石器７７１
－０�８０�３２�１８８�０７９４５８５１�２０５�９５４４８�３７３チャート��剥片石器７７７
－０�１０�２０�９８９�０５２４５８５１�９８�９５４４９�３０２チャート��砕片石器７７８
－０�２０�２１�１８９�０４６４５８５１�４３２�９５４５０�０７７チャート��剥片石器７７９
－０�１０�１１�０８９�０８１４５８５０�９４３�９５４５０�１３５チャート��砕片石器７８０
－０�２０�２１�２８９�０４２４５８５１�６９９�９５４５０�３９８チャート��砕片石器７８１
不定形剥片を剥離０�１０�１１�１８８�９０３４５８５６�１５１�９５４５３�０６チャート��石核石器７９１
－０�５０�３１�３８８�６４９４５８６１�２６９�９５４５５�３９６チャート��砕片石器７９６
－０�１０�１１�０８８�６６６４５８５１�８９４�９５４６９�４８チャート��砕片石器８１５
－０�１０�１０�８８８�６０６４５８５１�４８９�９５４６９�９９８チャート��砕片石器８１６
－０�２０�３１�１８８�６５９４５８５１�７７８�９５４６９�４５チャート��砕片石器８１７
－１�３０�４３�１８８�６５５４５８５１�２２８�９５４６９�５８６チャート��剥片石器８２０
－０�１０�２１�０８８�６７２４５８５０�６９４�９５４６９�７５２チャート��砕片石器８２２
－０�１０�１０�７８８�６７５４５８５１�６６４�９５４６８�８８１チャート��剥片石器８２７
－０�１０�２１�０８８�６５３４５８５１�３７２�９５４６８�９１７チャート��砕片石器８２８
－０�３０�２１�１８８�６５６４５８５２�６９２�９５４６８�４０７チャート��剥片石器８３１
両脚欠損０�１０�３０�９８８�７７８４５８５２�９５５�９５４６６�１７８チャート��石鏃石器８４３
－０�１０�２１�２８８�８１６４５８５２�２２５�９５４５９�３１６チャート��砕片石器８５７
－０�１０�１０�９８８�８２６４５８５１�９３５�９５４５９�３１７チャート��砕片石器８５８
－０�１０�１０�８８８�８１４４５８５３�０１６�９５４６１�５３３チャート��砕片石器８６０
－０�１０�１０�８８８�８２９４５８５２�８２４�９５４６２�２０１チャート��砕片石器８６１
－１�８０�６２�９８８�８８９４５８４９�７４４�９５４６１�７６１チャート��剥片石器８８１
－０�１０�１０�７８８�９０４４５８４９�１４１�９５４６１�８６７チャート��砕片石器８８７
－０�８０�５０�９８８�９２６４５８４９�１３６�９５４６１�０１３チャート��剥片石器８８９
－０�１０�１１�２８８�９３６４５８４８�７７５�９５４６２�０８５チャート��砕片石器８９１
－０�１０�１０�８８８�９１４５８４８�２７５�９５４６２�６４８チャート��砕片石器８９３
－０�１０�１０�８８８�９４７４５８４７�６３�９５４６０�９９３チャート��砕片石器８９８
－０�１０�１０�８８８�９４４４５８４７�５８２�９５４６１チャート��砕片石器８９９
－０�１０�１０�７８８�９１７４５８４７�５７３�９５４６０�９６１チャート��砕片石器９００
－０�１０�１０�７８８�９４１４５８４７�７３２�９５４６０�６５１チャート��砕片石器９０１
－０�１０�１０�９８８�９３２４５８４７�２８６�９５４６１�２４９チャート��砕片石器９０２
－０�１０�１０�９８８�８９３４５８４６�７９�９５４６０�９６７チャート��砕片石器９０６
－０�２０�１１�４８８�９１２４５８４６�６０５�９５４６０�８１５チャート��砕片石器９０７
－０�１０�１１�０８８�８８６４５８４５�９８８�９５４６０�７６４チャート��砕片石器９０９
－０�１０�１０�９８８�９０４４５８４６�２２７�９５４６１�０３１チャート��砕片石器９１０
－０�４０�２１�２８８�８９２４５８４６�５４５�９５４６１�９１５チャート��剥片石器９１３
－０�８０�４１�３８８�８９９４５８４６�５８１�９５４６２�６５８チャート��剥片石器９１８
－０�１０�１０�７８８�９１５４５８４６�２５６�９５４６３�２０７チャート��砕片石器９１９
－０�２０�２１�０８８�８２６４５８４６�３２７�９５４６３�２６９チャート��剥片石器９２１
－０�１０�１０�９８８�７６１４５８４８�１０２�９５４６６�４５７チャート��砕片石器９２８
－０�１０�１０�９８８�７３８４５８４６�６３９�９５４６６�０１５チャート��砕片石器９３１
－０�１０�１０�７８８�７７４４５８４５�４９９�９５４６７�７３８チャート��砕片石器９３２
剥片の可能性あり０�７０�５１�７８８�７７８４５８４５�１５８�９５４６５�７１チャート��石鏃未製品石器９３４
－０�２０�２１�１８８�８１２４５８４５�２３８�９５４６５�７３６チャート��砕片石器９３５
－０�１０�１０�７８８�８０７４５８４５�４５２�９５４６５�６１８チャート��砕片石器９３６
－０�１０�１０�８８８�８０５４５８４６�０５３�９５４６５�５７１チャート��砕片石器９３７
－２�３０�５２�４８８�８４５４５８４５�８０４�９５４６４�２８チャート��剥片石器９３９
－０�１０�１０�９８８�８１７４５８４４�０１４�９５４６４�５５５チャート��砕片石器９４０
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備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－３�３０�７２�８８８�９３９４５８４０�１２３�９５４６７�５１８チャート��剥片石器９４２
－０�１０�１１�０８８�９３８４５８４０�９９８�９５４６３�７２チャート��砕片石器９４６
－０�１０�２１�２８８�９７７４５８４０�２４１�９５４６３�１８７チャート��砕片石器９４７
－０�１０�１０�９８８�９２９４５８４１�４１９�９５４６２�９８２チャート��砕片石器９５０
－０�１０�１０�６８８�９３９４５８４０�７９７�９５４６２�９２チャート��砕片石器９５１
－０�２０�２０�９８８�９６７４５８４０�５３２�９５４６２�６０８チャート��剥片石器９５３
－０�１０�１０�８８８�９５９４５８４０�３１２�９５４６２�７７５チャート��砕片石器９５４
－０�３０�３１�３８９�００３４５８４０�５２１�９５４６２�４５７チャート��剥片石器９５５
－０�４０�５０�９８８�９３４４５８３９�７０５�９５４６２�３３８チャート��剥片石器９５６
－０�１０�１０�７８８�９９２４５８３９�６５３�９５４６１�４５チャート��砕片石器９５７
－０�１０�２１�０８９�００８４５８３９�９３８�９５４６１�４８チャート��砕片石器９５９
－１�２０�２１�２８８�９２２４５８４０�８１８�９５４６０�８２９チャート��剥片石器９６０
－０�１０�１０�７８８�９６４５８４０�５８８�９５４６１�８４５チャート��砕片石器９６１
－０�１０�１１�０８９�９０３４５８４０�８８３�９５４６１�６４７チャート��砕片石器９６２
－０�２０�２０�９８８�９９５４５８４０�８７２�９５４６１�８０７チャート��剥片石器９６３
－０�１０�１１�２８８�９６６４５８４０�８７１�９５４６１�８７５チャート��砕片石器９６４
－０�４０�３１�１８９�０８３４５８３９�５８９�９５４５８�９９３チャート��剥片石器９６６
両脚欠損０�４０�３１�３８９�０７４５８４０�０３８�９５４５９�２１３チャート��石鏃石器９６７
－０�３０�３１�２８９�０８８４５８４０�６７７�９５４５８�５５２チャート��剥片石器９６８
－０�１０�１１�１８９�０３６４５８４２�２４６�９５４５７�９チャート��剥片石器９７０
－０�１０�１０�７８８�８３３４５８４５�８１７�９５４６４�３１２チャート��砕片石器９７６
－０�１０�１０�８８８�６６９４５８５２�９８２�９５４６４�８４７チャート��砕片石器９８２
－０�１０�２０�９８８�７２４５８５１�１４４�９５４６６�４０９チャート��砕片石器９９６
－０�５０�７１�６８８�６９９４５８５１�１７５�９５４６６�５３３チャート��剥片石器９９８
剥片の可能性あり０�９０�４０�３８８�７１４５８５０�９７５�９５４６６�５６５チャート��石鏃未製品石器９９９
－０�１０�２１�０８８�６９５４５８５１�１１３�９５４６６�６１３チャート��砕片石器１０００
－０�１０�１０�５８８�７５７４５８４９�９５５�９５４６５�５３２チャート��剥片石器１００８
－０�１０�１１�１８８�７９４５８４９�３５６�９５４６５�７９７チャート��砕片石器１０１１
基部の抉りのみ作り出す１�４０�６２�２８８�７６７４５８４９�０４２�９５４６６�０４１チャート��石鏃未製品石器１０１２
－２�４１�１１�９８８�７４１４５８４９�９３２�９５４６６�４０１チャート��剥片石器１０１７
－０�１０�１１�０８８�７６１４５８４９�９７�９５４６６�６１５チャート��砕片石器１０１８
－０�１０�１１�０８８�８１２４５８５０�２４９�９５４６６�５６６チャート��砕片石器１０１９
－０�２０�２１�４８８�７５４４５８５０�０５６�９５４６６�７３チャート��剥片石器１０２０
－０�１０�１１�０８８�７３６４５８５０�４６９�９５４６６�６４７チャート��砕片石器１０２１
－０�４０�２１�２８８�７２１４５８５０�６８１�９５４６６�７４５チャート��剥片石器１０２２
－０�６０�４１�８８８�７６９４５８５０�９０５�９５４６６�７０７チャート��剥片石器１０２３
－０�１０�２１�０８８�７５９４５８５０�５�９５４６６�９１４チャート��砕片石器１０２４
－２�００�５１�６８８�７２７４５８５１�０８４�９５４６７�００５チャート��剥片石器１０２７
－０�４０�３１�６８８�７０５４５８５１�３４６�９５４６７�０７５チャート��剥片石器１０２８
－０�１０�２０�９８８�７１９４５８５０�９９３�９５４６７�１６２チャート��砕片石器１０３２
－０�１０�１１�０８８�７４７４５８４９�９９９�９５４６６�８３６チャート��砕片石器１０３６
－０�１０�３１�０８８�７４２４５８５０�２８１�９５４６７�４２３チャート��剥片石器１０４０
－０�１０�１０�５８８�７０５４５８５０�３６６�９５４６７�３９５チャート��砕片石器１０４１
－０�１０�２０�７８８�７１７４５８５０�４９�９５４６７�３５３チャート��砕片石器１０４２
－０�１０�１０�９８８�６８３４５８５０�７２７�９５４６７�６１９チャート��砕片石器１０４５
－０�１０�１０�９８８�７４５８５０�８８１�９５４６７�５３２チャート��砕片石器１０４６
－０�１０�２０�８８８�７２９４５８５１�１８�９５４６７�５４１チャート��砕片石器１０４９
－２�８０�７２�８８８�６７５４５８５１�７３３�９５４６７�５０５チャート��剥片石器１０５１
－０�１０�１１�４８８�６８５４５８５１�４８１�９５４６７�６７２チャート��砕片石器１０５２
－０�６０�３１�９８８�６８６４５８５１�３８１�９５４６７�６６７チャート��砕片石器１０５３
－０�１０�１１�０８８�６７５４５８５１�６３４�９５４６７�７５８チャート��砕片石器１０５４
－０�１０�２０�９８�６７４４５８５１�７４３�９５４６８�６０１チャート��砕片石器１０６９
－０�３０�３１�５８８�７１３４５８５１�６６４�９５４６８�７２チャート��剥片石器１０７０
－０�１０�２０�１８８�６９９４５８５１�１２８�９５４６８�４９４チャート��砕片石器１０７５
－０�１０�１１�０８�６８８４５８５１�２７６�９５４６８�２３１チャート��砕片石器１０７７
－０�９０�５２�０８８�７３２４５８５１�２７８�９５４６７�９８９チャート��剥片石器１０７８
－０�１０�２１�２８８�７１１４５８５１�１８�９５４６７�９５９チャート��砕片石器１０７９
－０�２０�３１�０８８�６８４４５８５１�１３４�９５４６７�８７７チャート��砕片石器１０８０
－０�３０�２１�２８８�７５９４５８５１�１６５�９５４６７�７０１チャート��剥片石器１０８１
－０�１０�１１�１８８�６７２４５８５１�０３２�９５４６８�５６６チャート��砕片石器１０８２
－０�１０�１０�７８８�７１５４５８５０�９９６�９５４６８�４７１チャート��砕片石器１０８３
－０�１０�１０�７８８�７２３４５８５０�８８４�９５４６８�２４３チャート��砕片石器１０８４
－０�１０�１０�７８８�７４５８５０�７７９�９５４６８�７０６チャート��砕片石器１０８７
－０�１０�１１�０８８�７０６４５８５０�７５７�９５４６８�３３９チャート��砕片石器１０８９
－１�００�５１�７７９�６９７４５８５０�７２６�９５４６８�０２３チャート��剥片石器１０９４
－０�６０�４２�０９９�７７７４５８５０�１３９�９５４６７�６８１チャート��剥片石器１１０７
－０�１０�１０�７８８�６８７４５８４９�９４７�９５４６７�８３９チャート��砕片石器１１０９
－０�１０�１０�６８８�６６４４５８４９�９９４�９５４６８�１７６チャート��砕片石器１１１０
－０�１０�１０�７８８�６９９４５８５０�１２２�９５４６８�１４１チャート��砕片石器１１１１
－０�１０�１１�１８８�７４４５８５０�５６２�９５４６８�４６チャート��剥片石器１１１４

第２０表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�



－８２－

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
両脚欠損０�２０�３１�２８８�７１３４５８４９�０５１�９５４６７�５１９チャート��石鏃石器１１２４
－０�１０�１０�７８８�７９５４５８５２�２１１�９５４６１�３７６チャート��砕片石器１１２６
－０�１０�１１�０８８�８３７４５８５２�１０９�９５４６１�１３５チャート��砕片石器１１２７
－０�１０�１０�９８８�８０１４５８５２�５４５�９５４６０�５０８チャート��砕片石器１１２９
－０�１０�１０�８８８�７９３４５８５１�９３７�９５４６０�９３６チャート��砕片石器１１３０
－０�１０�１０�９８８�８１４５８５１�５８７�９５４６０�１９３チャート��砕片石器１１３２
－０�１０�１０�９８８８２５４５８５１�４７６�９５４６０�２４４チャート��砕片石器１１３３
－０�１０�２０�９８８�８０４４５８５１�４９４�９５４６０�１２チャート��砕片石器１１３４
－０�１０�１０�９８８�８３９４５８５１�２８８�９５４６０�７１１チャート��砕片石器１１３６
－０�１０�１０�７８８�８１８４５８５１�０７３�９５４６０�７１９チャート��砕片石器１１３８
－０�１０�１０�９８８�８２４５８５０�９６６�９５４６０�６５５チャート��砕片石器１１３９
－０�２０�２１�３８８�８７２４５８５０�８５９�９５４６０�３１１チャート��剥片石器１１４０
－０�１０�２１�１８８�８１９４５８５１�０５８�９５４５９�７１４チャート��砕片石器１１４１
－０�１０�１１�０８８�８６６４５８５０�５２１�９５４６０�００１チャート��砕片石器１１４５
－０�１０�１０�７８８�８１４５８５０�７２３�９５４６０�３５２チャート��砕片石器１１４６
－０�１０�１０�９８８�８２６４５８５０�６８４�９５４６０�６４３チャート��砕片石器１１４７
－０�１０�１０�９８８�７９５４５８５０�７４４�９５４６０�９７チャート��砕片石器１１４９
－０�７０�２２�０８８�８６４４５８５１�０８４�９５４６０�９５２チャート��剥片石器１１５０
－０�１０�１０�９８８�８６５４５８５１�０１４�９５４６１�０７８チャート��砕片石器１１５２
－０�１０�１１�１８８�８６７４５８５０�３２３�９５４６０�６１９チャート��剥片石器１１５４
－０�１０�１０�８８８�９８４４５８５０�２４４�９５４５６�２８５チャート��砕片石器１１６４
先端部欠損０�７０�４２�１８８�９８４４５８４５�６６３�９５４５９�９９２チャート��石鏃石器１１７０
－０�２０�２１�４８８�９６１４５８４５�３０３�９５４５９�７９２チャート��剥片石器１１７１
－０�１０�１１�５８８�９４１４５８４５�５６６�９５４６０�４７６チャート��剥片石器１１７２
－０�１０�１０�９８８�８９２４５８４４�９３８�９５４６０�６８１チャート��砕片石器１１７３
－０�１０�１０�８８８�７７３４５８４４�９５４�９５４６４�１３６チャート��砕片石器１１７４
－０�１０�１１�０８８�８５６４５８４５�９６１�９５４６１�２２５チャート��砕片石器１１７５
－０�１０�２０�８８８�８７９４５８４６�１５４�９５４６２�１４１チャート��砕片石器１１７６
－０�１０�１１�２８８�８６５４５８４５�９９４�９５４６１�９９４チャート��剥片石器１１７７
－０�１０�１１�１８８�９２４５８４５�８１４�９５４６２�４７チャート��砕片石器１１７８
右脚欠損０�８０�３１�９８８�８９６４５８４５�８０４�９５４６２�１１４チャート��石鏃石器１１７９
－０�１０�２１�０８８�８９６４５８４５�７９１�９５４６１�９４７チャート��砕片石器１１８０
－０�１０�１１�２８８�８９４４５８４５�５９８�９５４６１�９９８チャート��砕片石器１１８１
－０�１０�１１�３８８�８６４５８４５�５７９�９５４６１�８１１チャート��砕片石器１１８２
－０�１０�１１�０８８�８８６４５８４５�４９４�９５４６１�８３４チャート��砕片石器１１８３
－０�１０�１０�８８８�８３４４５８４５�４９９�９５４６２�７６３チャート��砕片石器１１８４
－０�１０�１０�９８８�８６１４５８４４�８４１�９５４６２�４４チャート��砕片石器１１８６
－０�２０�２１�５８８�９１７４５８４４�６３９�９５４６２�６０１チャート��剥片石器１１８７
－０�１０�１１�１８８�８７５４５８４３�８８７�９５４６２�７６１チャート��砕片石器１１８８
－０�１０�１１�０８８�８７４４５８４３�７０９�９５４６３�２２９チャート��砕片石器１１８９
－０�１０�１１�１８８�９０８４５８４４�６�９５４６１�２８チャート��砕片石器１１９２
－０�１０�１１�４８８�９１４４５８４３�７１４�９５４６１�５７４チャート��砕片石器１１９３
－０�１０�２１�０８８�９１６４５８４３�７６�９５４６１�４４９チャート��砕片石器１１９４
－０�１０�１１�０８９�０２５４５８４４�０９２�９５４６０�７６チャート��砕片石器１１９５
－０�１０�１１�５８９�０２１４５８４３�７３９�９５４６０�５８チャート��剥片石器１１９６
－０�１０�１０�６８８�９９４５８４４�０２２�９５４５９�７９８チャート��砕片石器１１９８
－０�１０�１０�７８８�９８７４５８４４�５９７�９５４５９�７０３チャート��砕片石器１１９９
－０�１０�１０�９８８�９８４５８４４�６９９�９５４５８�６２８チャート��砕片石器１２００
－０�１０�１０�７８９�０９１４５８４３�６０４�９５４５６�７０７チャート��砕片石器１２０６
－０�１０�１０�８８９�０６３４５８４３�７４５�９５４５６�５６１チャート��砕片石器１２０７
－１�２０�６２�０８９�０５５４５８４３�３６５�９５４５６�２４８チャート��剥片石器１２０８
－０�８０�５２�７８９�０３８４５８４４�１３９�９５４５６�１５７チャート��剥片石器１２１０
－０�２０�２１�３８９�０４９４５８４４�１２８�９５４５５�９９７チャート��剥片石器１２１１
－４�３１�０３�２８９�１１５４５８４４�１２３�９５４５５�７３６チャート��剥片石器１２１２
－０�１０�１０�９８９�０４２４５８４３�９３１�９５４５５�９１８チャート��砕片石器１２１３
－０�３０�３１�３８９�１１５４５８４３�８９３�９５４５５�４２６チャート��剥片石器１２１４
－０�６０�２１�８８９�０７８４５８４３�７０２�９５４５５�３３１チャート��剥片石器１２１５
－０�１０�２１�１８９�０６４５８４３�１７２�９５４５６�２５２チャート��剥片石器１２１７
－０�１０�１１�０８９�０２４４５８４２�８２７�９５４５６�７８８チャート��剥片石器１２１８
－０�１０�１１�３８９�０４６４５８４２�９７９�９５４５５�６５２チャート��砕片石器１２１９
－０�４０�２１�３８９�１０３４５８４２�３４３�９５４５５�７１チャート��剥片石器１２２０
－０�１０�１１�０８９�１５３４５８４２�５８８�９５４５５�５７４チャート��砕片石器１２２２
－０�６０�３１�７８９�０８１４５８４２�７２９�９５４５５�４９チャート��剥片石器１２２３
－０�２０�２１�２８９�１１９４５８４２�７７８�９５４５５�２８２チャート��砕片石器１２２４
－０�１０�１１�５８９�１２２４５８４２�６５５�９５４５５�０９３チャート��砕片石器１２２７
－０�２０�１１�４８９�１２４５８４２�４５�９５４５５�３７３チャート��剥片石器１２２８
－０�２０�２１�５８９�０６６４５８３８�７６１�９５４６１�３４８チャート��砕片石器１２３８
－０�１０�１０�９８９�０８６４５８３７�８２６�９５４６０�３２７チャート��砕片石器１２３９
－０�１０�１１�０８９�１７１４５８３７�４７１�９５４６０�３４１チャート��砕片石器１２４０
－０�５０�４１�２８９�１３６４５８３７�０９�９５４６０�６２３チャート��剥片石器１２４１

第２１表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�



－８３－

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�１１�１８９�１５２４５８３６�８２９�９５４６０�５１５チャート��砕片石器１２４２
－０�２０�３１�２８９�０８５４５８３６�７５２�９５４６５�７８３チャート��砕片石器１２４７
－０�１０�２１�２８９�００４４５８３５�９４２�９５４６４チャート��剥片石器１２４９
－１�７０�５２�８８９�１６４４５８３５�３８５�９５４６０�０６６チャート��剥片石器１２５２
－０�１０�２１�２８９�２１６４５８３７�１７９�９５４５６�５９１チャート��砕片石器１２６２
－１�１０�７２�７８９�２３５４５８３６�８４６�９５４５６�８４８チャート��剥片石器１２６３
－０�５０�２２�１８９�２４３４５８３６�７１２�９５４５６�４７２チャート��剥片石器１２６４
－２�２０�７２�４８９�２４３４５８３６�８８９�９５４５５�５７５チャート��剥片石器１２６５
－０�６０�３２�２８９�２５２４５８３６�４８３�９５４５５�８５６チャート��剥片石器１２６６
先端部欠損０�３０�３１�４８９�２８５４５８３４�９５２�９５４５５�８７８チャート��石鏃石器１２６８
－１�３０�６２�９８９�２８４４５８３７�２５３�９５４５２�２５１チャート��剥片石器１２７３
－０�３０�３１�６８９�１０７４５８４６�３１６�９５４５４�１３２チャート��剥片石器１２７６
－０�１０�２１�０８９�１３６４５８４７�９４４�９５４５４�７０８チャート��砕片石器１２７７
－０�４０�２１�５８９�１３６４５８４７�２８７�９５４５３�７２８チャート��砕片石器１２７８
－０�４０�２１�６８９�１５５４５８４７�０４７�９５４５２�９６８チャート��剥片石器１２７９
－０�４０�３１�７８９�１４４５８４７�１８８�９５４５２�４５２チャート��剥片石器１２８０
－０�１０�１０�７８９�１３１４５８４７�６９�９５４５２�５３９チャート��砕片石器１２８１
－０�１０�１１�１８９�１４２４５８４７�７９２�９５４５２�９１３チャート��砕片石器１２８２
－１�００�４１�６８９�１２３４５８４８�３８�９５４５２�５１９チャート��剥片石器１２８４
－２�１０�８２�９８９�１２４５８４８�５０５�９５４５２�１９６チャート��剥片石器１２８７
－０�１０�２０�９８９�１１１４５８４９�０８１�９５４５２�９９３チャート��砕片石器１２８８
－３�１０�８２�４８８�８７４４５８５２�５５�９５４５４�７チャート��剥片石器１２９１
－０�１０�１０�８８９�１２７４５８４８�０７２�９５４５１�３２１チャート��砕片石器１２９５
－０�３０�２１�５８９�１３１４５８４７�９３１�９５４５１�０６６チャート��剥片石器１２９６
－０�１０�２０�９８９�１２２４５８４８�３４３�９５４５０�５１３チャート��砕片石器１３００
－０�１０�１１�２８９�１５６４５８４７�７４６�９５４５０�６８チャート��砕片石器１３０１
－０�２０�２１�０８９�１６６４５８４７�３３８�９５４５０�３４チャート��砕片石器１３０２
－０�１０�２１�０８９�１９１４５８４７�２９１�９５４４９�９１１チャート��砕片石器１３０３
－０�１０�１０�７８９�２３５４５８４４�６９１�９５４４９�３５４チャート��砕片石器１３１３
－０�２０�２１�４８９�１１２４５８４８�０３８�９５４４７�５２８チャート��剥片石器１３１４
－０�１０�２１�０８９�０８７４５８４８�１１�９５４４７�４４９チャート��砕片石器１３１５
－０�６０�２１�６８９�１８６４５８４３�９６４�９５４４５�５０７チャート��剥片石器１３１８
－０�３０�２１�５８０�４６７４５８３８�６０８�９５４４２�５１４チャート��剥片石器１３３１
－０�１０�１１�０８９�５１５４５８３６�９５�９５４５０�１７４チャート��砕片石器１３３９
－０�６０�４１�５８８�２７５４５８７８�２０７�９５４４４�７７４チャート��剥片石器１３４２
－０�１０�１０�８８８�３５４４５８７７�７１�９５４４７�１７７チャート��砕片石器１３４３
－０�１０�１０�７８８�３７４４５８７７�５２４�９５４４６�５９７チャート��砕片石器１３４４
－０�１０�１１�１８８�３７８４５８７５�９８７�９５４４６�４７９チャート��砕片石器１３４８
－０�１０�２１�２８８�４２２４５８５７�６８１�９５４７２�６０２チャート��砕片石器１３７１
－１�４０�４１�７８８�４８９４５８５８�００２�９５４７３�３８７チャート��剥片石器１３７３
－０�８０�４２�３８８�４２６４５８５７�８５２�９５４７３�３９１チャート��剥片石器１３７４
－０�３０�２１�５８８�５１５４５８５７�６０２�９５４７３�３１９チャート��剥片石器１３７５
－２�２０�８２�１８８�４６５４５８５７�３１９�９５４７３�２５６チャート��剥片石器１３７６
－０�１０�２１�３８８�４０９４５８５８�５２７�９５４７４�９０８チャート��剥片石器１３７７
－２�００�７２�４８８�４４８４５８５８�３６１�９５４７４�７チャート��剥片石器１３７８
－０�５０�４２�０８８�３８９４５８５７�８９６�９５４７５�３７２チャート��剥片石器１３７９
－０�３０�２１�１８８�４６９４５８５６�９８３�９５４７３�６８７チャート��剥片石器１３８１
－０�３０�２１�３８８�４０２４５８５７�８２２�９５４７４�２１２チャート��剥片石器１３８３
－０�４０�４２�０８８�４６９４５８５５�８０４�９５４７５�３６３チャート��剥片石器１３８６
－２�３０�４１�８８８�２６４５８６１�４４２�９５４７７�５４８チャート��剥片石器１３８８
－０�４０�１１�９８８�３１６４５８６２�０４３�９５４７６�６１６チャート��剥片石器１３８９
－１�７０�６２�５８８�４７２４５８５６�４５７�９５４７４�１６６チャート��剥片石器１３９３
－１�００�６２�５８８�４７４４５８５６�５０１�９５４７４�２５７チャート��剥片石器１３９４
－０�７０�２１�５８９�４３９４５８５７�０２７�９５４７４�４４７チャート��剥片石器１３９５
－０�４０�２１�６８９�４７６４５８５６�７５８�９５４７３�８４５チャート��剥片石器１３９６
－０�１０�１１�０８９�６８２４５８５１�０９９�９５４６８�４８８チャート��砕片石器１４０９
－４�３１�０３�０８９�６９５４５８５０�１０５�９５４６７�７３３チャート��剥片石器１４１２
－０�１０�１１�１８９�７９６４５８５０�９７�９５４６１�２１７チャート��砕片石器１４１３
－０�１０�１１�１８９�７９９４５８５１�５６２�９５４６０�６１７チャート��砕片石器１４１４
－０�４０�３１�８９０�４１４５８３８�６６６�９５４５１�０１チャート��剥片石器１４１６
－０�６０�５１�８９０�６２９４５８３３�０５�９５４４１�７６８チャート��剥片石器１４２５
－０�８０�２２�９９０�６６３４５８３２�４５�９５４４３�５０５チャート��剥片石器１４３３
－０�９０�４２�２９０�７６４４５８３１�０６３�９５４４４�０４チャート��剥片石器１４３７
－０�５０�６１�４９０�６９７４５８３１�２３６�９５４４２�７４５チャート��剥片石器１４３８
－０�５０�４１�０９０�６７５４５８３１�８１２�９５４４２�３９チャート��剥片石器１４４０
－０�２０�３１�２９０�５１３４５８３２�１４３�９５４５１�００２チャート��砕片石器１４４８
－０�７０�３１�３９０�７０７４５８３１�４３３�９５４４６�９７９チャート��剥片石器１４４９
－０�５０�２１�０９０�８０５４５８２９�３９７�９５４４４�８０１チャート��剥片石器１４５５
－６�０１�０２�８９０�６０２４５８３２�１８３�９５４３８�８０４チャート��剥片石器１４６３
－０�１０�１１�１９０�６４９４５８３０�１１６�９５４３７�７０５チャート��砕片石器１４６６
－０�１０�２０�７９０�７１１４５８２７�３１５�９５４３７�１４６チャート��砕片石器１４７１
不定形剥片を剥離３�５１�０２�７９０�８９４４５８２７�２３７�９５４４０�０５チャート��石核石器１４７４
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第２３表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕	

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－１�５０�６２�６９０�９２１４５８２６�３６３�９５４４０�５２６チャート��剥片石器１４７６
－２�５０�９２�２９０�８４４５８２８�１０７�９５４４２�７０８チャート��剥片石器１４８２
－１�３０�７１�７９０�７０９４５８２９�７０１�９５４４９�６８４チャート��剥片石器１４９１
－０�１０�１０�８９０�４０２４５８２８�７３１�９５４５８�０３９チャート��砕片石器１４９９
素材剥片面が良く残る０�８０�４２�０９０�３４３４５８２８�３４４�９５４６４�１１チャート��石鏃未製品石器１５０８
－０�６０�４１�６９０�４３８４５８２７�３８８�９５４５７�４３７チャート��砕片石器１５１６
－０�４０�４１�５９０�５９７４５８２４�７７３�９５４５５�８２１チャート��剥片石器１５２５
－０�７０�５１�７９０�６０７４５８２２�４９�９５４５６�３７チャート��剥片石器１５２６
先端部欠損０�６０�３１�６９０�６４４４５８２０�３１９�９５４５６�３９７チャート��石鏃石器１５２７
－０�２０�２１�３９０�５８７４５８２４�６８７�９５４５５�２７５チャート��剥片石器１５３０
左脚欠損０�１０�１１�０９０�６０８４５８２５�５２４�９５４５４�６８１チャート��石鏃石器１５３２
－０�１０�２１�０９０�４８７４５８２７�１１５�９５４５３�９チャート��砕片石器１５３５
－０�３０�２１�３９０�５７１４５８２７�５０８�９５４５３�４６１チャート��剥片石器１５３６
－１�００�４２�５９０�５６９４５８２７�４２８�９５４５２�８２１チャート��剥片石器１５３７
－０�１０�２１�１９０�７４４５８２７�５２７�９５４５２�６９２チャート��砕片石器１５３８
－０�１０�２１�０９０�７１５４５８２７�５７�９５４５２�６１７チャート��砕片石器１５３９
－０�１０�１０�９９０�６９５４５８２６�０７２�９５４５２�０７５チャート��砕片石器１５４５
－５�７１�１３�４９０�７８８４５８２６�５２�９５４５１�０５７チャート��剥片石器１５４７
－０�２０�２１�５９０�５９４５８２６�８７�９５４５１�８０８チャート��剥片石器１５４８
－０�２０�２１�６９０�６０９４５８２７�０３２�９５４５２�０２９チャート��剥片石器１５４９
－０�１０�１１�０９０�７２４４５８２６�９６２�９５４５１�７３チャート��砕片石器１５５０
－０�５０�５１�６９０�７２３４５８２７�１１�９５４５１�７８５チャート��剥片石器１５５１
－０�１０�２０�５９０�７５７４５８２７�３７２�９５４５２�０２チャート��砕片石器１５５２
－０�９０�４２�０９０�７５７４５８２７�４９１�９５４５１�７４１チャート��剥片石器１５５３
－０�１０�２１�５９０�６４３４５８２７�６８７�９５４５１�６５６チャート��剥片石器１５５４
－１�６０�５３�２９０�７１８４５８２８�１８４�９５４５１�５６２チャート��剥片石器１５５５
－０�２０�２１�３９０�７１４５８２８�３８４�９５４５０�９１１チャート��剥片石器１５５９
－０�３０�２１�５９０�６９４５８２７�５３３�９５４５０�７８１チャート��剥片石器１５６０
－０�２０�２１�３９０�８８６４５８２７�６４４�９５４４８�５５チャート��剥片石器１５６２
－０�２０�２１�７９０�８９１４５８２７�１４９�９５４４５�７０８チャート��剥片石器１５６３
－０�４０�５１�３９０�９１４５８２６�０５５�９５４４６�６７３チャート��砕片石器１５６５
－１�００�４２�２９０�８５３４５８２５�５７６�９５４４７�６６８チャート��剥片石器１５６６
－２�９０�５３�０９０�８９５４５８２５�０４７�９５４４７�４１８チャート��剥片石器１５６７
－２�９０�８３�０９０�８９９４５８２４�３９２�９５４４７�９４１チャート��剥片石器１５７０
－０�２０�１１�２９０�４２６４５８２０�４４８�９５４６４�６５１チャート��砕片石器１５７５
－０�８０�４１�８９０�４０６４５８２１�４２�９５４６８�１５２チャート��剥片石器１５９５
－０�１０�１１�０９０�４３７４５８２０�６６７�９５４６９�１２７チャート��砕片石器１５９６
－０�１０�１０�９９０�４０４４５８２１�６５９�９５４６８�９１４チャート��砕片石器１５９７
－０�３０�３１�３９０�４２９４５８２１�５９４�９５４６８�４８５チャート��砕片石器１５９８
－０�６０�５１�８９０�３６２４５８２２�６９４�９５４６９�０９３チャート��剥片石器１６００
－０�３０�２１�８９０�３２２４５８２３�０３６�９５４７０�１５５チャート��剥片石器１６０１
－０�１０�１１�０９０�３１５４５８２２�３７２�９５４６９�３１７チャート��砕片石器１６０２
－０�８０�２２�３９０�５１４５８１９�３２８�９５４６１�９４８チャート��剥片石器１６０４
－１�５０�８２�０９０�５５３４５８１９�２４９�９５４６３�８５７チャート��剥片石器１６０５
－０�２０�２１�４９０�４６１４５８１９�０５６�９５４６３�９６７チャート��剥片石器１６０６
－０�２０�２１�５９０�６４５４５８１９�０８６�９５４６４�１４チャート��剥片石器１６０７
－０�１０�１０�８９０�５５１４５８１９�２１８�９５４６４�２８３チャート��砕片石器１６０８
－０�６０�４２�０９０�５６１４５８１７�６８３�９５４６２�９９チャート��剥片石器１６１１
－０�３０�２１�８９０�５５６４５８１７�２２５�９５４６３�２３５チャート��剥片石器１６１３
先端部欠損０�３０�３１�２９０�７８２４５８１５�４９１�９５４５８�０９９チャート��石鏃石器１６２９
－０�１０�１０�８９０�７８６４５８１５�１０６�９５４５７�６８５チャート��砕片石器１６３１
－０�２０�２１�３９０�８０９４５８１５�５１１�９５４５７�５２７チャート��砕片石器１６３２
－０�１０�１１�１９０�７９９４５８１５�９６８�９５４５７�１８８チャート��砕片石器１６３３
－０�３０�２１�８９０�７７４４５８１５�９０５�９５４５７�０５８チャート��剥片石器１６３４
－０�２０�２１�７９０�７４６４５８１６�７６６�９５４５７�５４２チャート��剥片石器１６３５
－０�２０�１１�３９０�７３４５８１６�４２９�９５４５７�０９８チャート��剥片石器１６３６
－０�２０�３１�１９０�７４６４５８１６�２９�９５４５６�９７９チャート��剥片石器１６３８
－０�６０�４１�７８１�７８９４５８１５�０３８�９５４５５�７６２チャート��剥片石器１６４０
－０�１０�２１�０９０�８５６４５８２３�７９５�９５４４８�５６８チャート��砕片石器１６４４
－０�１０�１０�９９０�９１４４５８２３�２５９�９５４４８�５４１チャート��砕片石器１６４５
－０�２０�３１�０９０�８７７４５８２２�４８７�９５４４９�４１７チャート��砕片石器１６５１
－０�１０�２１�１９０�８９３４５８２２�９６�９５４４７�８２２チャート��剥片石器１６５６
－０�１０�１０�８９０�９３９４５８２２�９４９�９５４４７�５１５チャート��砕片石器１６５７
－０�２０�２１�３９０�９４９４５８２２�５２５�９５４４７�９７６チャート��剥片石器１６５９
－０�３０�２１�５９０�８８３４５８２２�１３�９５４４８�６２２チャート��剥片石器１６６０
－０�１０�２１�７９０�９４２４５８２２�００９�９５４４８�３７８チャート��剥片石器１６６２
－０�４０�３１�６９０�９３５４５８２０�２６８�９５４６４�１４５チャート��剥片石器１６６４
－０�２０�３１�５９０�９５３４５８２０�２１１�９５４６４�０４５チャート��剥片石器１６６５
－０�５０�４１�２９０�９４５８１９�３９８�９５４６４�５９６チャート��剥片石器１６６７
－０�３０�３１�５９０�８９９４５８１９�４９９�９５４６４�８７４チャート��剥片石器１６６８
－０�１０�１１�０９０�９２５４５８１９�６６４�９５４６５�７８２チャート��砕片石器１６７０
－０�２０�２１�３９０４５８１３�９２９�９５４６５�５９７チャート��剥片石器１６７１



－８５－

第２４表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕


備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�８０�４２�３９０�１０９４５８１３�３７９�９５４６５�７６９チャート��剥片石器１６７２
－０�５０�３２�２９０�０６７４５８１３�５７�９５４６６�１８チャート��剥片石器１６７３
－０�４０�３１�７９０�１３７４５８１３�１５５�９５４６６�０５３チャート��剥片石器１６７４
－０�９０�４１�９９０�１３１４５８１３�０３９�９５４６６�３チャート��剥片石器１６７６
－０�４０�３１�６９０�１３８４５８１３�１５８�９５４６６�４７２チャート��剥片石器１６７７
－０�１０�１１�０９０�１０９４５８１３�０７７�９５４６６�７３２チャート��砕片石器１６７８
－０�２０�１１�３９０�０３４５８１３�１９９�９５４６７�３４８チャート��剥片石器１６７９
－０�１０�２０�８９０�０７３４５８１３�１１１�９５４６７�３５チャート��砕片石器１６８０
－０�２０�３１�０９０�０９３４５８１３�００４�９５４６７�０８チャート��砕片石器１６８１
－１�６０�５２�４９０�１０７４５８１３�０２�９５４６７�２６４チャート��剥片石器１６８２
－０�１０�１１�３９０�０９８４５８１２�９１�９５４６６�９９１チャート��砕片石器１６８３
－０�１０�１０�６９０�１５４５８１２�５７３�９５４６６�０５２チャート��砕片石器１６８６
－０�１０�１１�６９０�１１２４５８１２�５６�９５４６６�２３４チャート��剥片石器１６８７
－０�１０�１１�０９０�１１２４５８１２�５９８�９５４６６�３３チャート��砕片石器１６８８
－１�４０�３２�８９０�１４４５８１２�３７５�９５４６６�２４５チャート��剥片石器１６８９
－０�３０�２１�５９０�１２９４５８１２�４４８�９５４６６�４０１チャート��剥片石器１６９０
－０�１０�１１�３９０�１２４４５８１２�５３９�９５４６６�５２３チャート��剥片石器１６９１
－０�２０�２１�５９０�２１３４５８１２�６７４�９５４６６�７７３チャート��剥片石器１６９２
－０�２０�２１�６９０�１８７４５８１２�５９３�９５４６６�７０８チャート��剥片石器１６９３
－０�１０�１０�９８９０１４９４５８１２�２�９５４６６�１４２チャート��砕片石器１６９４
－０�１０�１０�８９０�１４８４５８１２�１０１�９５４６６�１７３チャート��砕片石器１６９５
－０�９０�５１�８９０�１３５４５８１２�０８４�９５４６６�４３２チャート��剥片石器１６９７
－２�５０�５３�３９０�１４５４５８１２�３７６�９５４６６�４８４チャート��剥片石器１６９９
－０�１０�１０�７９０�１８２４５８１２�３４�９５４６６�８０５チャート��砕片石器１７０１
－０�１０�２１�０９０�１８４５８１２�４５３�９５４６６�８１７チャート��剥片石器１７０２
－０�１０�１０�８９０�１４３４５８１１�８０５�９５４６６�８６９チャート��砕片石器１７０３
－０�１０�２０�８９０�１２２４５８１１�１１８�９５４６６�７３８チャート��剥片石器１７０４
－０�４０�２１�８９０�１３２４５８１１�１６５�９５４６６�８８７チャート��剥片石器１７０５
－０�１０�１１�０９０�１３１４５８１１�３３４�９５４６６�９７３チャート��砕片石器１７０６
－０�１０�１０�８９０�１１６４５８１１�２０７�９５４６７�１６２チャート��砕片石器１７０７
－０�１０�１１�０９０�１１６４５８１１�２１５�９５４６７�２１７チャート��砕片石器１７０８
－０�１０�２０�８９０�１０９４５８１１�３６９�９５４６７�５５５チャート��砕片石器１７１０
－０�３０�２１�０９０�１３４４５８１１�６７８�９５４６７�５５５チャート��剥片石器１７１１
－０�３０�２１�５９０�１１５４５８１１�９０８�９５４６７�９３２チャート��剥片石器１７１２
－０�４０�２１�２９０�１１３４５８１１�９３４�９５４６７�２８４チャート��剥片石器１７１３
－１�８０�５２�７９０�１３４５８１１�７１９�９５４６７�１３７チャート��剥片石器１７１４
－０�１０�２１�２９０�０８５４５８１１�７９４�９５４６７�１３６チャート��砕片石器１７１５
－０�３０�２１�８８９０�１３１４５８１１�９２１�９５４６７�０８チャート��剥片石器１７１６
－０�７０�２２�０９０�２４４５８１２�０３３�９５４６７�００８チャート��剥片石器１７１７
－０�１０�１０�８９０�１９８４５８１１�９８６�９５４６７�１７８チャート��砕片石器１７１８
－０�１０�１０�５９０�１３６４５８１２�１９３�９５４６６�９３５チャート��剥片石器１７１９
－０�１０�１０�７８９�１０８４５８１２�１１３�９５４６７�３６６チャート��砕片石器１７２０
－０�１０�２１�１９０�１１１４５８１２�１５５�９５４６７�３１４チャート��砕片石器１７２１
－０�１０�２１�０９０�１０４４５８１２�４�９５４６７�３８５チャート��砕片石器１７２２
－０�１０�１０�８９０�１４６４５８１２�３０８�９５４６７�２チャート��砕片石器１７２４
－０�１０�１０�９９０�１０８４５８１２�５５２�９５４６７�５１６チャート��砕片石器１７２５
－０�１０�１０�９９０�０９７４５８１２�６４�９５４６７�３６５チャート��砕片石器１７２６
－０�１０�１１�３９０�０８６４５８１２�５２８�９５４６７�３２１チャート��剥片石器１７２７
－０�１０�１０�６９０�０９２４５８１２�４９�９５４６７�２０７チャート��砕片石器１７２８
－０�３０�３１�２９０�１２５４５８１２�４９５�９５４６７�１３１チャート��剥片石器１７３０
－０�１０�２０�９９０�０９９４５８１２�６５８�９５４６７�１８１チャート��剥片石器１７３１
－０�１０�１０�９９０�１４５８１２�６２５�９５４６７�０９７チャート��砕片石器１７３２
－０�１０�２０�９９０�１５１４５８１２�３３８�９５４６７�１４７チャート��砕片石器１７３４
－０�１０�１０�９９０�１６５４５８１１�８３４�９５４６５�５４９チャート��砕片石器１７３５
－０�１０�２１�１９０�１６１４５８１０�９４�９５４６４�９３１チャート��砕片石器１７３６
－０�２０�２１�２９０�１２６４５８１１�６５１�９５４６４�１２７チャート��剥片石器１７３７
－０�１０�２１�３９０�１３５４５８１１�６８�９５４６４�１２９チャート��剥片石器１７３８
－０�４０�３１�４９０�１５４４５８１０�９９６�９５４６３�５９４チャート��剥片石器１７３９
－０�９０�４１�４９０�０３１４５８１０�７７１�９５４６３�２６９チャート��剥片石器１７４１
－０�２０�３１�３９０�０９８４５８１２�３７３�９５４６３�２６５チャート��砕片石器１７４２
－０�６０�２１�３９０�０８３４５８１３�７７３�９５４６４�６８チャート��剥片石器１７４５
－２�４０�７２�８９０�１５５４５８１３�９６２�９５４６３�９３７チャート��剥片石器１７４７
－０�７０�３１�８９０�０８９４５８１５�４３２�９５４６４�９５４チャート��剥片石器１７４９
－０�５０�５１�２９０�０６４５８１４�７４６�９５４６４�９４チャート��剥片石器１７５０
－０�３０�３１�４９０�１０５４５８１５�４７２�９５４６３�２１１チャート��剥片石器１７５２
－０�１０�１０�７９０�１７５４５８１４�３２４�９５４６２�２３１チャート��砕片石器１７５４
－１�４０�８１�２９０�１６４５８１３�８９９�９５４６１�８０７チャート��剥片石器１７５５
－０�６０�４１�９９０�１８２４５８１２�８５９�９５４５９�２１５チャート��剥片石器１７５８
－０�１０�１０�９９０�１５２４５８１３�５６８�９５４５７�４２３チャート��砕片石器１７６１
－０�７０�３１�８９０�９５４４５８１１�９５５�９５４５４�８６６チャート��剥片石器１７６３
－０�１０�２１�１９０�８９７４５８１４�３５�９５４６１�４０２チャート��砕片石器１７６４
－０�１０�１０�７９０�１０８４５８１８�３４６�９５４６８�６７６チャート��砕片石器１７７３



－８６－

第２５表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�１１�２９０�２０３４５８１６�５９４�９５４７０�８７６チャート��砕片石器１７７６
－０�１０�１０�５９０�１１２４５８１７�４１１�９５４７１�２９７チャート��剥片石器１７７７
－０�１０�１０�９９０�１１８４５８１７�４１７�９５４７０�８５２チャート��剥片石器１７７８
－０�２０�２１�２９０�０３１４５８１９�７０８�９５４７０�１８６チャート��剥片石器１７８０
－０�１０�１１�３９０�０６９４５８２０�１８３�９５４６９�７３３チャート��剥片石器１７８２
－０�１０�１０�９９０�０６９４５８２０�２４５�９５４６９�７６３チャート��砕片石器１７８３
－１�００�３２�０９０�９３５４５８２１�２１２�９５４７０�７７３チャート��剥片石器１７８４
－１�５０�５１�５９０�９５３４５８２１�５１２�９５４７０�７３２チャート��剥片石器１７８５
－０�８０�２２�１９０�９９３４５８２１�４６３�９５４７０�９３７チャート��剥片石器１７８６
－０�２０�３１�１９０�９１３４５８２１�９１３�９５４７０�７８チャート��砕片石器１７８７
－０�５０�４２�０９０�９１１４５８２２�１９８�９５４７０�２４５チャート��剥片石器１７８８
－０�８０�４２�４９０�９５６４５８２２�２９８�９５４６８�９９７チャート��剥片石器１７９０
－０�６０�５１�９９０�９８１４５８２１�８５３�９５４６８�４４７チャート��剥片石器１７９２
－０�５０�５１�５９０�９０２４５８２２�７１�９５４６４�５４１チャート��剥片石器１７９７
－２�００�５２�１９０�９５６４５８２０�９５３�９５４６４�２３３チャート��剥片石器１８００
－０�２０�４１�５９０�９２８４５８２１�７９３�９５４６５�０８２チャート��剥片石器１８０１
－０�５０�３１�３９０�０５７４５８２１�２１７�９５４６５�２９５チャート��剥片石器１８０２
－０�５０�４１�１９０�０２３４５８１７�３４５�９５４６４�３７１チャート��剥片石器１８１５
－０�１０�１１�５９０�０１６４５８１９�９０１�９５４６６�２７７チャート��剥片石器１８１７
－０�１０�２１�２９０�０３２４５８２０�５８７�９５４６６�８６６チャート��剥片石器１８１８
－０�２０�１１�４９０�１２７４５８１９�０６９�９５４６７�８９１チャート��剥片石器１８１９
－０�４０�３１�５９０�２０３４５８０９�９６５�９５４７１�８９チャート��剥片石器１８２３
－０�１０�２１�１９０�２２７４５８０９�２１１�９５４７２�２０１チャート��砕片石器１８２５
－０�３０�３１�１９０�２１５４５８０９�１３７�９５４７２�１１４チャート��剥片石器１８２７
－０�１０�２１�５９０�２１６４５８０９�１１７�９５４７２�２１チャート��剥片石器１８２８
－０�５０�４１�４９０�２５２４５８０９�０９１�９５４７２�０２６チャート��剥片石器１８２９
先端部欠損１�１０�５２�５９０�３０２４５８０６�２８９�９５４６８�８７８チャート��石鏃石器１８３４
－０�１０�３０�７９０�３２５４５８０６�６０５�９５４７０�５６１チャート��砕片石器１８３５
－２�３０�７１�６９０�２５５４５８０８�４８５�９５４７２�９３１チャート��剥片石器１８４４
－２�１０�５１�７９０�３４２４５８０８�４７８�９５４７３�６５チャート��剥片石器１８４７
整形は背面側を中心に剥離１�７０�６２�９９０�２８１４５８０８�８２�９５４７３�９４１チャート��石鏃未製品石器１８４８
－０�２０�２１�２９０�３１４５８０９�１９�９５４７３�８３９チャート��剥片石器１８５０
－０�１０�２０�９９０�２６４５８０９�８９６�９５４７４�３４４チャート��砕片石器１８５２
－０�６０�４１�４９０�３３４５８０９�６８９�９５４７４�４２チャート��剥片石器１８５３
－０�２０�３１�１９０�３０９４５８０９�３３８�９５４７４�４５８チャート��剥片石器１８５４
－４�７０�７２�４９０�３１３４５８０８�９４３�９５４７４�７チャート��剥片石器１８５５
－０�１０�２０�９９０�３０５４５８０８�３９２�９５４７４�７８２チャート��砕片石器１８５６
－０�１０�１０�８９０�３０６４５８０７�９８８�９５４７４�５３チャート��砕片石器１８５７
－０�３０�２１�４９０�３０８４５８０７�８６９�９５４７４�３１１チャート��剥片石器１８５８
－０�９０�５１�８９０�３６１４５８０５�８８３�９５４６４�７８４チャート��剥片石器１８５９
－０�１０�２０�９９０�３７９４５８０３�９６６�９５４６６�２５チャート��砕片石器１８７０
－０�１０�３１�１９０�３８４４５８０３�５１３�９５４６６�３６５チャート��砕片石器１８７１
－０�１０�１１�０９０�３４９４５８０３�４４３�９５４６６�４５３チャート��砕片石器１８７２
－０�１０�３１�３９０�３９３４５８０３�５１５�９５４６６�７８１チャート��砕片石器１８７３
－０�１０�１０�７９０�３７１４５８０２�９３�９５４６６�９９２チャート��砕片石器１８７４
－０�１０�２０�８９０�４０２４５８０２�９１６�９５４６７�１８チャート��剥片石器１８７５
－０�３０�２１�６９０�４５２４５８０２�６７７�９５４６７�５１５チャート��剥片石器１８７７
－０�１０�３１�０９０�３８６４５８０３�１７９�９５４６９�０４８チャート��砕片石器１８７８
－０�１０�１１�２９０�４６７４５８００�５８６�９５４７２�３０３チャート��砕片石器１８８０
－０�１０�１１�０９０�５０５４５８００�７３２�９５４６７�８８３チャート��砕片石器１８８４
－０�１０�３１�２９０�４５８４５８０１�４２８�９５４６６�２９チャート��剥片石器１８８８
－０�４０�２１�３９０�４９４４５８００�６３８�９５４６４�３２９チャート��剥片石器１８９０
－１�４０�７２�２９０�３３７４５７９８�２５１�９５４６０�４６３チャート��剥片石器１８９３
－０�１０�２０�７９０�５５２４５７９５�７６４�９５４６０�１２チャート��砕片石器１８９４
－０�５０�３１�２９０�６７６４５７９５�０５８�９５４６０�９５３チャート��剥片石器１８９５
礫面が残る２�５１�０３�０９０�５９９４５７９５�４�９５４６１�５８９チャート��石核石器１８９６
－０�４０�２１�０９０�６０５４５７９５�５０３�９５４６１�８２８チャート��剥片石器１８９７
－０�１０�２０�８９０�５８４５７９７�３９５�９５４６５�９７７チャート��砕片石器１９１６
－０�１０�２０�８９０�５２４４５７９９�２３２�９５４６５�４４１チャート��砕片石器１９２０
－０�１０�２０�９９０�５５１４５７９９�２９８�９５４６６�１７３チャート��砕片石器１９２１
－０�３０�３０�８９０�５６９４５７９８�７２１�９５４６６�１０９チャート��剥片石器１９２２
－１�６０�５１�６９０�５４５４５７９８�４５６�９５４６６�２３８チャート��剥片石器１９２４
－０�１０�２０�９９０�５６９４５７９８�３６１�９５４６６�３４５チャート��砕片石器１９２５
－０�１０�３１�０９０�２３５４５８０４�６５１�９５４７１�２６９チャート��砕片石器１９２８
－０�４０�２１�４９０�８６１４５８１５�９６５�９５４７７�７９チャート��剥片石器１９３７
－０�９０�５２�１８９�０１４５８５０�６２１�９５４６７�２４４チャート��剥片石器２０１３
－０�１０�１０�９８９�０７４４５８５４�８６１�９５４６２�８７４チャート��砕片石器２０１４
－１�２０�４１�５９０�６７９４５８０１�０５５�９５４４８�９４チャート��剥片石器２０３９
－０�３０�４１�１８８�７９８４５８５４�５８�９５４５２�７８チャート��砕片石器２０６０
－２�３０�４２�３８８�５０７４５８３５�９５２�９５４５３�８３１チャート��剥片石器２０７６
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第２６表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�２０�９８８�７１６４５８３７�７４９�９５４５７�９０１チャート��砕片石器２０７８
－０�８０�３１�３８８�４８１４５８７２�４９９�９５４４５�７７７チャート��剥片石器２０８０
－０�５０�４１�６８８�５１８４５８６８�７２１�９５４４５�８８２チャート��剥片石器２０８２
－０�６０�４１�４８８�４２９４５８６５�８�９５４４６�７４２チャート��剥片石器２０８３
整形は背面側を中心に剥離１�１０�３２�８８８�６１５４５８６４�９０１�９５４４７�０５５チャート��石鏃未製品石器２０８５
－４�７０�７３�７８８�６７１４５８５６�１３５�９５４４８�８７３チャート��剥片石器２０９０
礫面が残る１�８０�５２�６８８�５５６４５８５５�８８２�９５４４９�３６７チャート��石核石器２０９３
－１�８０�６２�４８８�４２６４５８５０�４８４�９５４５１�１３５チャート��剥片石器２０９９
－３�８０�６２�５８８�５４９４５８３８�９８５�９５４５３�８３４チャート��剥片石器２１０２
－０�１０�１０�８８８�２５４４５８３４�０９５�９５４５５�４１１チャート��砕片石器２１０７
－０�１０�３１�０８８�７８８４５８８０�１８６�９５４６５�５１５チャート��砕片石器２１１５
－０�１０�１１�３８８�９６５４５８８９�９５９�９５４５７�４４７チャート��砕片石器２１１６
－０�１０�１１�２８９�０１７４５８８９�９８６�９５４５７�３６２チャート��砕片石器２１１７
－０�１０�３１�１８９�３９９４５８６７�８６４�９５４７４�７９８チャート��砕片石器２１２２
－１�２０�５２�１８９�３１９４５８６８�１３９�９５４７４�３４チャート��剥片石器２１２３
－０�１０�１０�９８９�２９６４５８６７�９２６�９５４７２�８７２チャート��砕片石器２１２７
－０�１０�２０�８８９�３５７４５８６３�８７５�９５４７２�３０４チャート��砕片石器２１２８
－０�１０�１０�８８９�４２５４５８６４�０６９�９５４７２�５８チャート��砕片石器２１２９
－０�１０�２１�０８９�３８３４５８６３�９８４�９５４７２�７８チャート��砕片石器２１３０
－０�１０�１０�６８９�３４９４５８６３�７２５�９５４７２�９６４チャート��砕片石器２１３１
－０�３０�３１�２８９�４３１４５８６２�１９２�９５４７４�６２３チャート��砕片石器２１３２
－０�１０�１１�０８９�３１４４５８６２�１１２�９５４７４�５２７チャート��砕片石器２１３３
－０�１０�２１�２８９�３１５４５８４５�５６７�９５４６０�８５３チャート��砕片石器２１３５
－０�１０�１１�３８９�３９７４５８４５�８０７�９５４６０�８９２チャート��砕片石器２１３６
－０�１０�２０�８８９�３６４４５８４５�７２３�９５４６０�２８９チャート��剥片石器２１３７
－３�３０�５２�２８９�３２８４５８４３�９７３�９５４６４�１３６チャート��剥片石器２１４０
－０�１０�１０�７８９�２１１４５８４７�５３３�９５４７３�５８４チャート��砕片石器２１４５
－２�１０�６２�２９１�３３６４５７９０�０９１�９５４３４�３６６チャート��剥片石器２１５２
左側縁は欠損１�１０�３２�８９１�４０９４５７８３�２８３�９５４３４�４８８チャート��石鏃未製品石器２１５８
－０�１０�３０�９９０�９２８４５７７８�７５６�９５４４８�３８チャート��砕片石器２１６５
－０�３０�３１�２９０�６５４４５７６９�５５２�９５４６０�９チャート��砕片石器２１８３
－０�１０�１１�０９０�６６４４５７７２�６７�９５４６０�００７チャート��砕片石器２１８５
－０�２０�３１�３９０�９５９４５７６９�８１３�９５４５０�０５８チャート��砕片石器２１８９
－０�３０�３１�５９０�８８３４５７７１�２�９５４５１�４２３チャート��剥片石器２１９０
－０�６０�３１�７９０�５１４５７７２�７１８�９５４６３�８３７チャート��剥片石器２１９３
－０�１０�２１�３９０�５７７４５７７４�５６２�９５４６５�３８２チャート��剥片石器２１９４
－０�４０�１１�８９０�５４５４５７７９�５１７�９５４６３�２３３チャート��剥片石器２１９９
－０�３０�２１�４９０�４８７４５７８０�０１１�９５４６５�１６４チャート��剥片石器２２００
－０�９０�５２�１９０�３８８４５８１９�４４４�９５４３９�８６９チャート��剥片石器２２０６
－１�２０�４１�７９０�１９７４５８２１�４�９５４４７�３１チャート��剥片石器２２０８
－０�６０�４１�１９０�５４９４５７７４�８５７�９５４６５�４１８チャート��剥片石器２２１４
－０�２０�２１�２９０�５５１４５７７４�７２５�９５４６４�９０５チャート��砕片石器２２１５
－０�４０�２１�０９０�４３２４５８１９�１８９�９５４４４�８２チャート��剥片石器２２１９
基部の抉りのみ作り出す１�１０�５２�５８９�１６１４５８５１�９３１�９５４６４�７１２チャート��石鏃未製品石器２２２３
－０�１０�２１�２８８�６５４５８１８�７８�９５４７６�５３４チャート��砕片石器２２２８
－０�１０�１１�０８８�６６４４５８１８�９８４�９５４７６�４９７チャート��砕片石器２２２９
－０�１０�３０�８８８�６９４４５８１９�５５８�９５４７５�５２３チャート��砕片石器２２３０
－０�１０�１０�７８８�７１４４５８１９�８１３�９５４７５�９２８チャート��砕片石器２２３１
－０�１０�１０�９８８�７２３４５８１９�８７７�９５４７６�２８チャート��砕片石器２２３２
－０�１０�２０�９８８�６７９４５８１９�８４７�９５４７７�７７１チャート��砕片石器２２３６
－１�２０�５１�５８８�６９４４５８２０�８１７�９５４７７�２６６チャート��剥片石器２２３８
基部の抉りのみ作り出す０�５０�４１�３８８�７６９４５８２１�９４５�９５４７５�５１２チャート��石鏃未製品石器２２４３
－０�１０�１１�１８８�８１２４５８２１�８８９�９５４７１�５０６チャート��砕片石器２２４６
－０�１０�１０�８８８�７９４４５８２６�５４５�９５４７４�９７２チャート��砕片石器２２５１
－０�１０�２１�２８８�４４４４５８４８�４６３�９５４８１�０４６チャート��砕片石器２２５２
先端部欠損０�４０�３１�７８８�４２５４５８４８�９２�９５４８９�４７１チャート��石鏃石器２２６０
－０�３０�２１�４８８�４１２４５８４８�９８２�９５４８９�８１２チャート��剥片石器２２６１
－０�１０�１０�９８８�４１４４５８４９�１８５�９５４８９�７７チャート��砕片石器２２６２
－０�１０�２１�１８８�３９３４５８４９�１１�９５４８９�９９２チャート��砕片石器２２６３
先端部欠損０�１０�３０�９８８�３４６４５８５０�７９４�９５４８９�１７５チャート��石鏃石器２２７４
－０�１０�１０�８８８�３４７４５８５０�４６４�９５４８９�９６１チャート��砕片石器２２７６
－０�１０�１０�９８８�３６５４５８５０�８５１�９５４８９�８０３チャート��砕片石器２２９３
－０�１０�１０�８８８�３０６４５８５２�１６３�９５４８９�７８４チャート��砕片石器２２９４
右脚欠損０�８０�５１�８８８�２９５４５８５２�０８７�９５４８９�６１６チャート��石鏃石器２２９５
－０�１０�２０�７８８�３０４４５８１７�８６７�９５４６２�５８１チャート��砕片石器２３１２
－０�１０�１１�０８８�３０１４５８１８�０８８�９５４６２�６５５チャート��砕片石器２３１３
－０�１０�１０�９８８�２８８４５８１８�５５１�９５４６２�２０１チャート��砕片石器２３１６
－０�１０�２１�０８８�２４２４５８１８�３９５�９５４６１�８０７チャート��剥片石器２３１７
－０�２０�１１�２８８�２４９４５８１８�９３４�９５４６１�７２３チャート��剥片石器２３２０
－０�６０�３１�６８８�１８６４５８１８�９８１�９５４６２�２６６チャート��剥片石器２３２３
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第２７表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�２０�２１�３８８�３３５４５８１８�９６４�９５４６２�９２５チャート��剥片石器２３２５
－０�５０�２１�２８８�３１３４５８１８�６９６�９５４６２�７４５チャート��剥片石器２３２８
－１�２０�６１�９８８�２９７４５８１８�０７６�９５４６２�７６チャート��剥片石器２３３０
－０�１０�３０�８８８�２９８４５８１８�３１８�９５４６２�８９５チャート��砕片石器２３３１
－０�１０�３０�８８８�２９６４５８１７�７８９�９５４６２�７８６チャート��砕片石器２３３４
－０�１０�１０�７８８�２５３４５８１７�７８１�９５４６２�９１１チャート��砕片石器２３３５
－０�１０�２０�８８８�３１４４５８１７�９４８�９５４６３�１１６チャート��砕片石器２３３７
－０�１０�２０�９８８�３２３４５８１７�９２９�９５４６３�２０４チャート��砕片石器２３３８
－０�１０�２０�９８８�３４６４５８１７�７３３�９５４６３�４２６チャート��砕片石器２３４０
－０�２０�２１�０８８�５０２４５８３０�７２１�９５４７１�９７９チャート��砕片石器２３４６
－０�１０�１１�０８８�５０６４５８４５�１４７�９５４８５�６７９チャート��剥片石器２３４８
－０�１０�１１�０９０�１０４４５８０７�３８８�９５４４４�７チャート��砕片石器２３５３
－０�１０�２０�９９０�１３５４５８０５�５７７�９５４４４�１３チャート��砕片石器２３５４
－０�５０�３１�３９０�１４７４５８０５�２０４�９５４４３�５０１チャート��剥片石器２３５７
－１�２０�３２�１９０�２０２４５８０５�４３７�９５４４３�５７７チャート��剥片石器２３５８
－０�６０�３１�８９０�１３１４５８０８�１６�９５４４４�０５４チャート��剥片石器２３５９
－０�１０�２０�７９０�０７４４５８０８�３３４�９５４４５�３２５チャート��砕片石器２３６０
右脚欠損０�３０�３１�８９０�５１５４５７８７�４８２�９５４３４�９９９チャート��石鏃石器２３７０
－０�１０�１１�１９０�４５５４５７７６�３３４�９５４３５�８２チャート��砕片石器２４０６
－０�２０�２０�９９０�３８６４５７５９�３０６�９５４２９�９８２チャート��剥片石器２４１０
－０�１０�１０�９９０�３８３４５７５９�６０７�９５４３０�２７４チャート��砕片石器２４１１
－０�２０�２１�２９０�３５８４５７６３�６８６�９５４３５�３８５チャート��砕片石器２４１６
－０�１０�２０�７８８�２８６４５８５３�６８�９５４８１�０２３チャート��砕片石器２４２３
－０�１０�２１�４８８�２８５４５８５３�７０７�９５４８１�１３９チャート��剥片石器２４２４
－０�１０�２１�２８８�２８８４５８２４�７�９５４５９�６７３チャート��砕片石器２４２６
－０�１０�２０�８８８�２６３４５８１７�９８６�９５４６２�９２８チャート��砕片石器２４２８
－０�１０�１０�９８８�２６７４５８１７�９６８�９５４６２�９８１チャート��砕片石器２４２９
－０�３０�２１�２８８�２６４５８１８�０１７�９５４６３�０３７チャート��剥片石器２４３０
－０�１０�１０�９８８�１８９４５８１７�９２１�９５４６３�１３３チャート��砕片石器２４３１
－０�１０�２１�０８８�２８７４５８１８�４３�９５４６２�５４７チャート��砕片石器２４３３
－０�１０�１１�１８８�１８２４５８１８�５９７�９５４６１�８６３チャート��砕片石器２４３５
－０�２０�１１�１８８�２４９４５８１８�８５１�９５４６２�６４８チャート��砕片石器２４３７
－０�７０�３１�３８８�２４７４５８１９�１７３�９５４６２�６５チャート��剥片石器２４３８
－０�４０�３１�７８８�３１４４５８１９�７６３�９５４６２�６５チャート��剥片石器２４３９
－０�１０�１０�７８８�２６１４５８１７�７２９�９５４６２�７９６チャート��剥片石器２４４２
右脚欠損０�５０�３１�９８８�６７１４５８７８�０１２�９５４４８�０３チャート��石鏃石器２４４６
－０�１０�２０�８８８�６８２４５８７８�２０９�９５４４７�７９４チャート��剥片石器２４４７
－０�４０�４１�５８８�６７５４５８７８�４６１�９５４４７�２５２チャート��剥片石器２４４９
先端部欠損０�７０�４２�３８８�６９６４５８７８�３０７�９５４４７�３３３チャート��石鏃石器２４５０
－０�１０�１１�０８８�７０９４５８７８�２４�９５４４７�２７９チャート��砕片石器２４５１
－０�１０�２０�８８８�７１４４５８７８�１６５�９５４４７�３３チャート��砕片石器２４５３
－０�１０�１１�０８８�７２２４５８７８�１０２�９５４４７�２７１チャート��砕片石器２４５４
－０�１０�２０�８８８�６７８４５８７８�１２７�９５４４７�１６７チャート��砕片石器２４５６
－０�３０�２１�３８８�６７４５８７８�０７９�９５４４７�０９９チャート��剥片石器２４５７
－０�６０�３３�６８８�６７４４５８７８�２０１�９５４４６�８９３チャート��剥片石器２４５８
－０�１０�２１�２８８�６８２４５８７８�０５７�９５４４６�８９１チャート��砕片石器２４５９
－０�３０�３１�１８８�５９２４５８７７�６７６�９５４４６�７２チャート��剥片石器２４６２
－０�８０�３１�４８８�６０７４５８７７�７４５�９５４４６�９４８チャート��剥片石器２４６５
－０�１０�１１�０８８�６１４４５８７７�４７�９５４４６�９２９チャート��砕片石器２４６８
－０�１０�１０�６８８�５９５４５８７７�４０３�９５４４６�９４５チャート��砕片石器２４６９
－０�１０�１１�０８８�５８７４５８７７�８３５�９５４４７�０９チャート��砕片石器２４７０
－０�１０�１０�６８８�６２６４５８７７�９６９�９５４４７�２８１チャート��砕片石器２４７１
－０�１０�１１�３８８�６０９４５８７７�８３５�９５４４７�３９５チャート��剥片石器２４７２
－０�１０�３１�０８８�６１２４５８７７�７０８�９５４４７�４２２チャート��砕片石器２４７４
－０�１０�１０�８８８�６０６４５８７７�７１７�９５４４７�１０１チャート��砕片石器２４７５
－０�１０�２０�８８８�６１５４５８７７�５�９５４４７�１０３チャート��砕片石器２４７７
－０�１０�１０�９８８�６４９４５８７７�１６５�９５４４６�４８４チャート��砕片石器２４７８
－０�１０�１０�８８８�５８４４５８７７�９４５�９５４４６�８８５チャート��砕片石器２４７９
－０�１０�２１�１８８�５８４５８７８�３２３�９５４４７�２４２チャート��砕片石器２４８０
－０�１０�１０�８８８�６１４４５８７８�１１５�９５４４７�４２２チャート��砕片石器２４８２
－０�１０�３１�１８８�６８７４５８７６�４７６�９５４４８�８７２チャート��砕片石器２４８６
－０�１０�１０�８８８�６３９４５８７７�３７７�９５４４８�４８２チャート��砕片石器２４９４
－０�２０�３１�５８８�６０８４５８７７�４３２�９５４４８�２０２チャート��剥片石器２４９５
－０�１０�２０�８８８�６０３４５８７７�５３�９５４４８�０５７チャート��砕片石器２４９６
－０�１０�３１�１８８�６４５８７７�３２６�９５４４７�５４６チャート��砕片石器２４９７
－０�１０�３０�８８８�６０６４５８７７�９１９�９５４４８�０７８チャート��砕片石器２４９８
－０�１０�２０�９８８�６０４４５８７７�９６４�９５４４８�０７３チャート��砕片石器２４９９
－０�１０�３１�１８８�５５７４５８７８�０５４�９５４４８�０３３チャート��砕片石器２５００
－０�１０�１０�７８８�６１６４５８７７�９１６�９５４４７�８１３チャート��砕片石器２５０２
－０�１０�１０�６８８�６１５４５８７７�８５３�９５４４７�６８４チャート��砕片石器２５０３



－８９－

第２８表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�１０�９８８�６１５４５８７７�７９１�９５４４７�５６６チャート��砕片石器２５０４
－０�１０�２０�９８８�６１２４５８７７�９１７�９５４４７�５７７チャート��砕片石器２５０５
－０�１０�１０�８８８�６２３４５８７７�３８７�９５４４７�４２８チャート��砕片石器２５０６
－０�６０�５１�２８８�６３７４５８７７�３０６�９５４４７�２８８チャート��剥片石器２５０８
－０�２０�２１�５８８�６３９４５８７７�２０７�９５４４７�２５４チャート��剥片石器２５０９
－０�２０�３１�１８８�６３５４５８７７�２９４�９５４４７�０９９チャート��剥片石器２５１０
－０�３０�４１�２８８�５８９４５８７７�５４８�９５４４７�１４３チャート��剥片石器２５１１
－０�１０�２０�９８８�５８４４５８７７�７１１�９５４４７�０７７チャート��砕片石器２５１２
－０�２０�３１�１８８�５６９４５８７７�９９７�９５４４７�０９５チャート��剥片石器２５１５
－０�１０�１１�０８８�５５２４５８７８�１４４�９５４４７�１０８チャート��剥片石器２５１７
－０�１０�１１�０８８�４８１４５８７８�３１９�９５４４６�９９２チャート��剥片石器２５１９
－０�１０�２０�９８８�５０４４５８７８�０６４�９５４４７�９２３チャート��砕片石器２５２９
－０�１０�１０�８８８�５８１４５８７８�０７２�９５４４７�２９２チャート��砕片石器２５３３
－０�１０�１０�７８８�６１６４５８７８�０７３�９５４４７�３９８チャート��砕片石器２５３４
－１�７０�７２�９８８�８９５４５８６７�６�９５４４９�５０１チャート��剥片石器２５３６
－０�１０�３０�８８８�９５７４５８４１�８３５�９５４６１�０６６チャート��砕片石器２５４７
－０�２０�２１�６８９�３３６４５８４１�７７４�９５４５５�３３９チャート��剥片石器２５５３
－０�１０�１０�９８９�３８７４５８４１�８３４�９５４５４�８３４チャート��砕片石器２５５４
－０�２０�２１�４８９�４７９４５８４０�４�９５４５０�６１９チャート��剥片石器２５７０
－０�１０�２０�９８９�４７９４５８４０�４�９５４５０�６１９チャート��剥片石器２５７０
－０�１０�２１�１８９�５７６４５８４１�９６２�９５４４８�０９３チャート��砕片石器２５７６
－０�４０�３０�５８９�５７４４５８４１�８９５�９５４４７�３３４チャート��剥片石器２５７７
－０�１０�１１�１８９�４４６４５８４１�２５７�９５４４２�６３２チャート��砕片石器２５８２
－０�２０�３１�６８９�４５６４５８４０�３１１�９５４４２�１４１チャート��剥片石器２５８４
－０�５０�３１�２９０�１４５４５８１０�３９７�９５４５５�２０１チャート��剥片石器２６０２
－０�１０�２０�９９０�３２６４５８１０�６２９�９５４４５�７９２チャート��砕片石器２６０７
－０�１０�２０�９９０�３６９４５８１０�６１４�９５４４５�２１８チャート��砕片石器２６０８
－０�１０�３１�１９０�３９８４５８１０�３８２�９５４４４�９６チャート��砕片石器２６０９
－０�１０�１１�２９０�４０５４５８１３�０１６�９５４４７�４８６チャート��剥片石器２６１５
－０�１０�１０�９９０�４２９４５８１１�３４３�９５４４３�９９３チャート��砕片石器２６１６
－１�００�７１�９９０�４５２４５８１１�１８５�９５４４３�３５７チャート��剥片石器２６１７
－０�２０�２１�５９０�４６７４５８１０�５５１�９５４４３�４８１チャート��剥片石器２６１９
－０�２０�２１�２９０�４９２４５８１０�６１２�９５４４３�２９チャート��剥片石器２６２０
－０�３０�５１�２９０�４８２４５８１０�３８２�９５４４３�１９６チャート��砕片石器２６２１
－１�４０�５１�６９０�４３８４５８１０�８３２�９５４４２�９９チャート��剥片石器２６２３
－０�１０�２０�８９０�４３９４５８１０�６５５�９５４４３�０３４チャート��砕片石器２６２４
－０�５０�４１�８９０�５１６４５８１０�１６８�９５４４２�６５２チャート��剥片石器２６２７
－０�５０�４１�３９０�２８７４５８１１�４６５�９５４４２�４６チャート��砕片石器２６３０
－０�１０�１１�０８８�５９３４５８７７�９７７�９５４４７�７３８チャート��砕片石器２６４６
－０�７０�３１�９８８�４９７４５８７８�０５�９５４４７�５０９チャート��剥片石器２６４７
－０�１０�１０�９８８�５３８４５８７７�９５１�９５４４７�３９６チャート��砕片石器２６５０
－０�１０�１１�２８８�５３６４５８７７�９０６�９５４４７�１８６チャート��砕片石器２６５２
－０�１０�１０�８８８�５０７４５８７７�７４２�９５４４７�０６７チャート��砕片石器２６５３
－０�１０�３１�１８８�５０５４５８７７�３３３�９５４４６�４２チャート��砕片石器２６５４
－０�２０�３１�１８８�５３３４５８７７�４０６�９５４４７�０３９チャート��砕片石器２６５５
－０�１０�２１�１８８�５３４５８７７�６７�９５４４７�２４４チャート��砕片石器２６５６
－０�１０�２１�０８８�５６４５８７７�７９�９５４４７�２７７チャート��砕片石器２６５７
－０�１０�１０�８８８�５６４４５８７７�５３３�９５４４７�４２３チャート��砕片石器２６６１
－０�１０�１０�８８８�５９１４５８７７�３０４�９５４４７�１６チャート��砕片石器２６６３
－０�１０�２０�９８８�５９２４５８７７�２３６�９５４４７�０８２チャート��砕片石器２６６４
－０�３０�３１�３８８�６１３４５８７７�２１７�９５４４７�２８２チャート��砕片石器２６６５
－０�７０�４２�２８８�６１９４５８７７�０９４�９５４４７�３９６チャート��剥片石器２６６６
－０�１０�２１�０８８�６０７４５８７７�２６２�９５４４７�７２チャート��砕片石器２６６８
－０�３０�３１�６８８�６４４４５８７６�０５５�９５４４８�３７３チャート��剥片石器２６７０
－０�１０�１０�９８８�６１４５８７６�８１６�９５４４６�７５５チャート��砕片石器２６７６
－０�１０�２１�２８８�６９３４５８７４�９３３�９５４４９�８４チャート��砕片石器２６８４
－０�２０�３１�０８８�３７８４５８７７�７６６�９５４４２�３０１チャート��剥片石器２６８５
－０�１０�１０�８８８�５５９４５８７７�４７７�９５４４７�５１７チャート��剥片石器２６８６
－１�４０�５１�９９０�３３４４５８１３�４６４�９５４４７�４２３チャート��剥片石器２６９４
周縁からの粗い整形のみ３�００�７３�２９０�３５７４５８１３�３３５�９５４４７�４４チャート��石鏃未製品石器２６９５
－０�１０�１０�８９０�３５７４５８１３�３３５�９５４４７�４４チャート��剥片石器２６９５
－０�５０�３１�４８８�８３２４５８６９�２５３�９５４５１�２チャート��剥片石器２７０３
－０�３０�３１�４８８�５５９４５８７７�６０５�９５４４８�４０５チャート��剥片石器２７０８
－０�１０�１１�１８８�６２４５８７６�０７５�９５４４８�３８チャート��砕片石器２７１２
－０�８０�４１�６８８�５９４４５８７６�４５９�９５４４７�６１８チャート��剥片石器２７１３
－０�１０�１０�８８８�５８２４５８７６�７０７�９５４４８�１２２チャート��砕片石器２７１５
－０�１０�１０�８８８�５８９４５８７６�９０１�９５４４７�８７チャート��砕片石器２７１７
右脚欠損１�２０�５２�２８８�６１４４５８７７�０１７�９５４４７�６０６チャート��石鏃石器２７１８
－０�１０�３１�２８８�５４８４５８７７�６０１�９５４４８�１４４チャート��砕片石器２７１９
右脚欠損０�２０�３１�１８８�５７１４５８７７�２１１�９５４４７�６８９チャート��石鏃石器２７２０



－９０－

第２９表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�２０�９８８�６０４４５８７７�２９５�９５４４７�６０４チャート��砕片石器２７２２
－０�１０�１０�９８８�５９１４５８７７�２５８�９５４４７�２３４チャート��砕片石器２７２５
－０�１０�２１�１８８�５５１４５８７７�４７６�９５４４７�１３６チャート��砕片石器２７２７
－０�１０�１０�９８８�５６９４５８７７�３４７�９５４４７�２２１チャート��砕片石器２７２８
－０�１０�２０�８８８�５７３４５８７６�８５５�９５４４６�８１チャート��砕片石器２７２９
－０�１０�１１�３９０�２８５４５８１２�７０２�９５４４８�５５６チャート��剥片石器２７３６
－０�１０�１０�８９０�３９１４５８１３�７５４�９５４４８�５６２チャート��砕片石器２７３７
－０�１０�２０�８９０�３０４４５８１３�７７１�９５４４８�３７５チャート��砕片石器２７３８
－０�５０�４１�０９０�３１５４５８１４�１４３�９５４４８�４５９チャート��剥片石器２７３９
－０�１０�１０�９９０�３２４５８１４�３８５�９５４４８�３９７チャート��砕片石器２７４０
－０�２０�２１�０９０�３０１４５８１３�９５８�９５４４８�０２チャート��剥片石器２７４１
－０�１０�２１�２９０�３６３４５８１３�７８３�９５４４７�８４２チャート��剥片石器２７４２
－０�１０�１０�８９０�３９４５８１３�８４９�９５４４７�８０５チャート��砕片石器２７４３
－０�１０�２０�８９０�３７５４５８１３�９５５�９５４４７�７２４チャート��砕片石器２７４４
－０�２０�２１�０９０�３７６４５８１３�９５７�９５４４７�６３９チャート��砕片石器２７４５
－０�１０�１１�２９０�３９３４５８１３�８８�９５４４７�６１７チャート��砕片石器２７４６
－０�３０�２２�０９０�３７８４５８１３�９２３�９５４４７�５６チャート��剥片石器２７４７
－０�３０�２２�０９０�３８９４５８１３�８５２�９５４４７�３２チャート��剥片石器２７４８
－０�４０�２２�２９０�３８９４５８１３�８５２�９５４４７�３２チャート��剥片石器２７４８
－０�４０�２１�３９０�３２７４５８１４�２５６�９５４４７�４６３チャート��剥片石器２７５０
－０�２０�２１�０９０�３５４４５８１４�３９６�９５４４７�２８９チャート��剥片石器２７５１
－０�４０�２１�３９０�３５４４５８１４�３９６�９５４４７�２８９チャート��剥片石器２７５１
下面は折れ面０�７０�４２�３９０�２７６４５８１４�８２４�９５４４７�７１１チャート��石鏃未製品石器２７５２
－０�８０�４２�１９０�３８５４５８１３�８５５�９５４４６�８９チャート��剥片石器２７５３
－０�１０�１０�８９０�３８５４５８１３�８５５�９５４４６�８９チャート��剥片石器２７５３
－０�２０�２１�０９０�３８４４５８１３�９１２�９５４４６�９０４チャート��剥片石器２７５４
－０�１０�１０�８９０�３８４４５８１３�９１２�９５４４６�９０４チャート��剥片石器２７５４
－０�１０�１０�９９０�３９４４５８１３�７２４�９５４４６�４３６チャート��剥片石器２７５６
－０�１０�１１�３９０�４２４５８１４�００１�９５４４６�２４３チャート��砕片石器２７５７
－０�１０�１１�１９０�４１８４５８１３�９４９�９５４４５�７９６チャート��砕片石器２７５８
左側面を打面とし、調整剥離２�８０�５２�７９０�３７６４５８１４�６０３�９５４４６�８４４チャート��石鏃未製品石器２７５９
－０�１０�１１�３９０�３７６４５８１４�６０３�９５４４６�８４４チャート��剥片石器２７５９
－０�１０�１０�９９０�３６９４５８１５�０８１�９５４４６�５６４チャート��砕片石器２７６０
－０�４０�２１�４９０�４０５４５８１３�１９５�９５４４４�２４７チャート��剥片石器２７６１
－０�８０�４２�１９０�４０５４５８１３�１９５�９５４４４�２４７チャート��剥片石器２７６１
－０�８０�５１�８９０�３６８４５８１３�２７３�９５４４７�３３２チャート��剥片石器２７６５
－０�３０�２１�２９０�３９４５８１３�０９２�９５４４７�２７７チャート��剥片石器２７６６
－０�２０�４０�９９０�３０９４５８１３�０１１�９５４４６�９１６チャート��剥片石器２７６７
－０�８０�４２�１９０�３３４５８１２�７９４�９５４４６�９２９チャート��剥片石器２７６８
－０�３０�２１�５９０�２９１４５７７８�１８５�９５４６４�９０６チャート��剥片石器２７８８
－０�８０�４１�４８８�５９６４５８７４�５７６�９５４４５�３４３チャート��剥片石器２８０４
－０�３０�２２�０８８�５９６４５８７４�５７６�９５４４５�３４３チャート��剥片石器２８０４
－０�１０�２０�９８８�５８９４５８７５�５９�９５４４４�０９５チャート��砕片石器２８１７
－０�１０�１０�７８８�５６５４５８７５�６４１�９５４４４�８２９チャート��砕片石器２８２０
－０�１０�１０�７８８�５４８４５８７５�９１４�９５４４４�３２チャート��砕片石器２８２１
－０�１０�１０�７８８�５３５４５８７６�１０６�９５４４４�３２６チャート��砕片石器２８２２
－０�１０�１１�３８８�５２４５８７５�９４２�９５４４４�７１チャート��砕片石器２８２５
－０�１０�１０�７８８�５２４５８７５�９４２�９５４４４�７０５チャート��剥片石器２８２５
－０�４０�２１�４８８�５４４５８７７�０１�９５４４６�５１７チャート��剥片石器２８２６
－０�２０�２１�０８８�５４４５８７７�０１�９５４４６�５１７チャート��剥片石器２８２６
－０�７０�５１�５８８�５３４４５８７６�４５４�９５４４５�８６６チャート��剥片石器２８２８
－０�１０�１１�３８８�５３４４５８７６�４５４�９５４４５�８６６チャート��剥片石器２８２８
－０�１０�１０�９８８�５３８４５８７６�２４９�９５４４５�７４チャート��砕片石器２８２９
－０�１０�１１�１８８�４９８４５８７６�６７３�９５４４５�６３８チャート��砕片石器２８３０
－０�１０�１０�７８８�５０１４５８７６�５３６�９５４４５�５４チャート��砕片石器２８３１
－０�１０�１０�７８８�５４５４５８７６�３４８�９５４４５�５３２チャート��砕片石器２８３２
－０�１０�３０�８８８�５４１４５８７６�４１８�９５４４５�４０５チャート��砕片石器２８３３
－０�１０�１１�０８８�５６４４５８７６�０７９�９５４４５�１８７チャート��砕片石器２８３４
－０�１０�２１�０８８�５６１４５８７５�８３３�９５４４５�４０７チャート��砕片石器２８３７
－０�１０�１０�８８８�５９１４５８７５�９８２�９５４４５�３１８チャート��砕片石器２８３８
－０�１０�１０�８８８�５７４４５８７６�１２７�９５４４４�９６１チャート��砕片石器２８４１
－０�１０�２０�８８８�５３８４５８７６�１７�９５４４４�６５８チャート��砕片石器２８４４
－０�１０�２０�６８８�５３４５８７６�２９５�９５４４４�６０４チャート��砕片石器２８４５
－０�１０�１１�１８８�４５９４５８７６�４０１�９５４４４�６６２チャート��剥片石器２８４６
－０�７０�５１�５８８�４５９４５８７６�４０１�９５４４４�６６２チャート��剥片石器２８４６
－０�１０�２０�９８８�５７３４５８７６�３１７�９５４４４�８８６チャート��砕片石器２８４８
－０�１０�１１�０８８�５１８４５７９５�４５７�９５４３４�５５８チャート��砕片石器２８４９
－０�１０�１０�７８８�５６５４５７９５�６４５�９５４３４�７１７チャート��砕片石器２８５０
－０�１０�１０�９８８�５１６４５７９５�８３７�９５４３４�４７９チャート��砕片石器２８５３
－０�１０�２１�０８８�４６８４５７９５�５４７�９５４３４�４３８チャート��剥片石器２８５４
－０�１０�２０�８８８�５０１４５７９５�６９５�９５４３４�３６１チャート��砕片石器２８５５
－０�１０�１０�７８８�４９７４５７９５�３５７�９５４３４�４０５チャート��砕片石器２８５７



－９１－

第３０表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�２１�０８８�５０３４５７９５�６８９�９５４３４�３１チャート��砕片石器２８５９
－０�１０�２１�０８８�４５４５７９５�５３８�９５４３４�１６５チャート��砕片石器２８６１
－０�１０�１０�８８８�４３８４５７９５�１９８�９５４３３�９８１チャート��砕片石器２８６２
－０�１０�１０�７８８�４５４５７９５�７２８�９５４３４�０６チャート��砕片石器２８６４
－０�２０�１１�６８８�４９８４５７９６�７４２�９５４３４�３８６チャート��剥片石器２８６５
－０�１０�１０�８８８�４９８４５７９６�７４２�９５４３４�３８６チャート��剥片石器２８６５
－０�１０�１０�８８８�４８８４５７９６�６１８�９５４３４�１３１チャート��砕片石器２８６６
右脚欠損０�９０�４２�２８８�７４５４５８１７�９５３�９５４４８�１３７チャート��石鏃石器２８６９
－０�１０�１０�８８８�５０６４５７９５�２９６�９５４３４�９０５チャート��砕片石器２８７３
－０�１０�１０�６８８�４３６４５７９５�４３８�９５４３３�３９１チャート��砕片石器２８７４
－０�４０�３１�５８８�６０７４５８７５�９５６�９５４４７�１６５チャート��剥片石器２８９４
－０�１０�１１�０８８�６０７４５８７５�９５６�９５４４７�１６５チャート��剥片石器２８９４
－０�１０�１０�７８８�５７２４５８７５�８４６�９５４４６�６２７チャート��砕片石器２８９５
－０�１０�１０�６８８�７４２４５８７６�１０３�９５４４５�７２１チャート��砕片石器２９０５
－０�１０�１０�８８８�７４４５８７６�２７２�９５４４５�８０３チャート��砕片石器２９０６
－０�１０�１０�８８８�７０６４５８７６�４１９�９５４４５チャート��砕片石器２９０９
－０�１０�１１�２８８�８１５４５８７５�７０６�９５４４７�３９チャート��砕片石器２９２８
礫面が残る１�７０�９１�３９０�１６４５８１１�８２８�９５４５４�２４５チャート��石核石器２９３３
－５�３０�７４�０９０�２５５４５８１１�１１７�９５４５１�４１チャート��剥片石器２９４０
－０�１０�１０�８９０�２５５４５８１１�１１７�９５４５１�４１チャート��剥片石器２９４０
－０�１０�１１�０８８�８０１４５８７４�９２６�９５４４５�５３９チャート��砕片石器２９９０
－０�１０�２０�８８８�６７９４５８７０�１９８�９５４４７�８チャート��砕片石器３０２９
－０�１０�２１�１８８�６１３４５８７３�５６２�９５４４８�６１５チャート��砕片石器３０３７
－０�１０�１０�９８８�５８９４５８７３�９０６�９５４４８�１６５チャート��砕片石器３０４０
－０�１０�２１�１８８�５５７４５８７４�５０９�９５４４７�５６チャート��砕片石器３０４２
－０�１０�２０�９８８�５６５４５８７６�９５３�９５４４８�５５４チャート��砕片石器３０５６
－０�２０�１１�６８９�０２８４５８６９�３９４�９５４５１�０１７チャート��剥片石器３０５７
－０�４０�３１�８８９�０２８４５８６９�３９４�９５４５１�０１７チャート��剥片石器３０５７
－０�１０�２１�４８８�８４９４５８７４�０７６�９５４４７�１８９チャート��剥片石器３０６３
－０�１０�２１�１８８�８４９４５８７４�０７６�９５４４７�１８９チャート��剥片石器３０６３
－０�１０�１０�９８９�４０６４５８５４�４７４�９５４４３�６９７チャート��砕片石器３０６５
－０�１０�２１�２８９�３３４４５８５５�２７６�９５４４３�９３７チャート��砕片石器３０６６
－０�１０�２１�３８９�２８５４５８５５�６８１�９５４４３�７３６チャート��砕片石器３０６７
－０�１０�２１�２８９�３５５４５８５５�１８５�９５４４２�８１１チャート��砕片石器３０６８
－０�１０�１０�５８９�３５８４５８５５�１７４�９５４４２�６５３チャート��砕片石器３０６９
－０�１０�１１�０８９�３５８４５８５５�２１９�９５４４２�６６８チャート��砕片石器３０７０
－０�１０�２０�９８９�２４７４５８５６�８７３�９５４４２�５９２チャート��砕片石器３０７５
－０�１０�１０�７８９�２５３４５８５６�７２９�９５４４２�７９３チャート��砕片石器３０７６
－０�１０�１０�７８９�２５８４５８５６�５２５�９５４４２�８８４チャート��砕片石器３０７７
－０�１０�１１�０８９�２６４５８５６�３６６�９５４４２�８４８チャート��砕片石器３０７８
－０�１０�１０�７８９�２４５４５８５６�８６７�９５４４３�１５チャート��砕片石器３０７９
－０�１０�１０�９８９�２６６４５８５６�１７７�９５４４３�０２９チャート��砕片石器３０８３
－０�１０�２０�７８９�２６８４５８５６�０４２�９５４４３�０９チャート��砕片石器３０８４
－０�１０�１０�７８９�２８６４５８５５�８４７�９５４４１�８４７チャート��砕片石器３０８６
－０�１０�１０�６８９�３６４４５８５５�１４５�９５４４３�５７３チャート��砕片石器３０８８
－０�１０�１０�８８９�４２２４５８５４�５７３�９５４４６�５３６チャート��砕片石器３０９２
－０�１０�２１�１８９�４６６４５８５４�４８９�９５４４７�２６５チャート��砕片石器３０９３
－０�１０�２１�０８９�３９３４５８５５�０７５�９５４４８�６３４チャート��砕片石器３０９５
－０�１０�１１�２８９�４８４５８５３�０２８�９５４４７�９７７チャート��砕片石器３０９６
－０�２０�２１�０８９�４９３４５８５２�７２９�９５４４７�９６５チャート��剥片石器３０９７
－０�１０�１１�２８９�４９３４５８５２�７２９�９５４４７�９６５チャート��剥片石器３０９７
－０�１０�１０�９８９�５１４４５８５２�５３８�９５４４７�７７３チャート��砕片石器３０９８
－０�１０�１０�７８９�４６４５８５３�２８�９５４４８�５５３チャート��砕片石器３０９９
－０�１０�１０�８８９�５２２４５８５２�２８７�９５４４７�７４３チャート��砕片石器３１００
－０�１０�２１�１８９�４８９４５８５２�５６９�９５４４８�７３７チャート��砕片石器３１０１
－０�２０�２１�５８９�５２６４５８５１�７１５�９５４４８�１６１チャート��剥片石器３１０２
－０�２０�２１�５８９�５２６４５８５１�７１５�９５４４８�１６１チャート��剥片石器３１０２
－０�１０�１０�６８９�５６６４５８４９�９８�９５４４７�２６８チャート��砕片石器３１０３
－０�２０�３１�０８９�５７９４５８４８�７３３�９５４４９�０５４チャート��砕片石器３１０４
－０�１０�１１�１８９�５６２４５８４９�４９６�９５４５０�３９４チャート��砕片石器３１０７
－０�１０�１１�０８９�６１３４５８４７�８８９�９５４５０�６２７チャート��砕片石器３１０９
－０�１０�１０�７８９�６１６４５８４７�９２４�９５４５０�７３５チャート��砕片石器３１１０
－０�２０�２０�９８９�６３３４５８４６�６９１�９５４５０�６９８チャート��剥片石器３１１１
－０�１０�１１�１８９�６３３４５８４６�６９１�９５４５０�６９８チャート��剥片石器３１１１
－０�２０�２１�０８９�６３７４５８４６�９０６�９５４４９�６０６チャート��剥片石器３１１４
－０�２０�２１�０８９�６３７４５８４６�９０６�９５４４９�６０６チャート��剥片石器３１１４
－０�１０�１０�８８９�６５３４５８４６�７�９５４４８�５４３チャート��砕片石器３１１６
－２�２０�９２�１８９�６８６４５８４５�１１４�９５４４５�０６チャート��剥片石器３１１８
－０�１０�１０�６８９�６８６４５８４５�１１４�９５４４５�０６チャート��剥片石器３１１８
－０�１０�１１�０８９�６９６４５８４５�１９９�９５４４５�８５２チャート��砕片石器３１２０
－０�１０�１０�７８９�５４８４５８４９�７４６�９５４４８�１１８チャート��砕片石器３１２５
－０�１０�１１�１８９�５０７４５８５１�９５�９５４４８�５２４チャート��砕片石器３１２８
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第３１表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�２１�２８９�４７４５８５３�２３３�９５４４８�８０９チャート��砕片石器３１２９
－０�１０�１０�９８９�４７４５８５３�１８６�９５４４８�７９２チャート��砕片石器３１３０
－０�３０�３１�７８８�９０８４５８７５�１５６�９５４５１�１４９チャート��剥片石器３１３４
－０�２０�２１�０８８�９０８４５８７５�１５６�９５４５１�１４９チャート��剥片石器３１３４
－０�１０�１１�１８８�７４８４５８７７�８１３�９５４４９�００４チャート��砕片石器３１３５
不定形剥片を剥離５�９１�１１�８８９�１７３４５８６１�３１５�９５４４６�５３７チャート��石核石器３１４２
－０�２０�３１�０８９�０８４５８６５�０１４�９５４４６�９６９チャート��剥片石器３１４９
－０�１０�１０�８８９�０８４５８６５�０１４�９５４４６�９６９チャート��剥片石器３１４９
－０�２０�１１�４８９�０７７４５８６５�５７８�９５４４６�４７４チャート��剥片石器３１５０
－０�１０�１１�０８９�０７７４５８６５�５７８�９５４４６�４７４チャート��剥片石器３１５０
－０�３０�３１�４８９�１３４４５８６３�９８６�９５４４５�２６６チャート��砕片石器３１５２
－０�１０�１０�７８８�６１９４５７９９�２９９�９５４３０�５３４チャート��剥片石器３１７０
－０�１０�１１�５８８�６１９４５７９９�２９９�９５４３０�５３４チャート��剥片石器３１７０
－０�１０�１１�０８９�１３３４５８３１�１０４�９５４６２�２７８チャート��砕片石器３１７６
－０�１０�２１�０８８�５７６４５８６５�７２３�９５４４６�８３５チャート��砕片石器３１８０
－０�１０�２１�０８９�０９８４５８４７�００５�９５４５３�１０８チャート��砕片石器３１８１
－０�１０�１０�７８９�０５３４５８１４�０９７�９５４４７�６４３チャート��砕片石器３１８３
－１�３０�７２�０９０�９６７４５８９２�９７６�９５４０３�９２４チャート��剥片石器３１８８
－０�４０�４１�４９１�０７４５８９０�８２８�９５４０３�１３チャート��剥片石器３１９１
不定形剥片を剥離３�３０�９２�５９１�８１９４５８９７�０２５�９５３８４�３９３チャート��石核石器３１９３
－０�２０�３１�１９１�２７５４５８８３�７５７�９５３７４�４９７チャート��剥片石器３１９４
－０�３０�３１�４９０�８６２４５８６７�３７７�９５３８２�１２９チャート��剥片石器３１９７
－０�５０�４１�５９０�９４８４５８７１�１０３�９５３８５�１０６チャート��剥片石器３１９８
－０�７０�７１�８９０�８０５４５８８３�２１９�９５４１１�２０３チャート��剥片石器３２０３
－０�３０�２１�４９０�５２１４５８８１�２４１�９５４１８�９６チャート��剥片石器３２０９
－０�８０�４１�７９０�６３４５８８０�４４２�９５４１８�７０２チャート��剥片石器３２１１
－１�５０�４１�６９０�６４５８７９�６８�９５４１９�０２６チャート��剥片石器３２１５
－０�２０�２０�９９０�４８７４５８８１�５７９�９５４２４�３１９チャート��剥片石器３２２６
－０�３０�３１�８９０�４９９４５８８１�８６７�９５４２４�１８１チャート��剥片石器３２２７
－０�９０�３１�４９０�５６６４５８８２�９８２�９５４２０�２２７チャート��剥片石器３２３０
－０�１０�２０�８９０�１６５４５８７９�７０３�９５４３３�０５チャート��砕片石器３２３４
－０�１０�１０�７９０�１７５４５８７８�８７７�９５４３３�１３９チャート��砕片石器３２３８
－０�１０�１１�１９０�１２５４５８７８�５１１�９５４３４�１５４チャート��砕片石器３２３９
－０�２０�２１�４９０�１７６４５８７８�３１�９５４３３�４８７チャート��剥片石器３２４１
－０�２０�２１�４９０�１７６４５８７８�３１�９５４３３�４８７チャート��剥片石器３２４１
－０�２０�３１�１９０�１７１４５８７７�６４５�９５４３３�５３８チャート��砕片石器３２４３
－０�１０�２１�１９０�１７９４５８７７�６３８�９５４３３�８４３チャート��剥片石器３２４４
－０�１０�２１�１９０�１７９４５８７７�６３８�９５４３３�８４３チャート��剥片石器３２４４
－０�２０�２１�５９０�１５６４５８７７�０１７�９５４３３�５１８チャート��剥片石器３２４７
－０�１０�２０�８９０�１５６４５８７７�０１７�９５４３３�５１８チャート��剥片石器３２４７
－０�５０�５１�１９０�５９７４５８７９�６５１�９５４１９�００３チャート��剥片石器３２５１
－０�１０�１０�９８９�９２４５８７０�１３９�９５４３３�５９７チャート��砕片石器３２５３
－０�１０�１０�９９０�０１９４５８７２�１３２�９５４３７�１チャート��剥片石器３２５４
－０�１０�１０�９９０�０１９４５８７２�１３２�９５４３７�１チャート��剥片石器３２５４
－０�１０�３０�８８９�７０９４５８７４�７３４�９５４４６�５７７チャート��砕片石器３２６４
－０�１０�２０�７８９�７０７４５８７４�４９８�９５４４６�６８２チャート��砕片石器３２６５
－０�３０�２１�０８９�７４４５８７３�８２９�９５４４５�１９７チャート��剥片石器３２６６
－０�２０�３１�１８９�７４４５８７３�８２９�９５４４５�１９７チャート��剥片石器３２６６
－０�３０�３１�４８９�７１６４５８７３�５３７�９５４４６�８０５チャート��剥片石器３２６７
－０�５０�４１�５８９�７１６４５８７３�５３７�９５４４６�８０５チャート��剥片石器３２６７
－０�２０�２１�１８９�６６６４５８７３�９１９�９５４４７�９９チャート��砕片石器３２６９
－０�１０�１０�８８９�７０８４５８７２�８９６�９５４４７�９８３チャート��砕片石器３２７０
－０�１０�１０�６８９�６６８４５８７１�８３２�９５４４９�３２３チャート��砕片石器３２７５
右脚欠損０�１０�２０�８８９�６３９４５８７０�１９４�９５４４８�２４６チャート��石鏃石器３２７６
－０�１０�２１�２８９�６２６４５８６９�９７３�９５４４８�５７９チャート��砕片石器３２７７
－０�１０�２０�７８９�６２６４５８６９�８３３�９５４４７�９９２チャート��砕片石器３２７８
－０�１０�２１�０８９�５７１４５８６６�０４５�９５４４６�１８７チャート��砕片石器３２８０
－０�１０�１０�６８９�５５６４５８６５�７５�９５４４６�０９８チャート��砕片石器３２８１
－０�１０�２０�８８９�６１１４５８６６�７３１�９５４４７�２２２チャート��砕片石器３２８２
－０�１０�１０�７８９�６０２４５８６７�２４５�９５４４７�３８２チャート��砕片石器３２８３
－０�１０�１０�７８９�６１３４５８６８�６９４�９５４４８�７０２チャート��砕片石器３２８４
右脚欠損０�２０�３０�７８９�６２２４５８６８�８４８�９５４４８�９２３チャート��石鏃石器３２８５
－０�１０�２１�２８９�６１６４５８６８�８５�９５４４９�４０９チャート��剥片石器３２８６
－０�２０�２１�３８９�６１６４５８６８�８５�９５４４９�４０９チャート��剥片石器３２８６
－０�１０�２１�１８９�６１３４５８６８�４９５�９５４４９�１４１チャート��剥片石器３２８７
－０�１０�１０�９８９�６１３４５８６８�４９５�９５４４９�１４１チャート��剥片石器３２８７
－０�２０�３０�７８９�６１２４５８６８�３０４�９５４４８�６９６チャート��剥片石器３２８９
－０�３０�３１�２８９�６１２４５８６８�３０４�９５４４８�６９６チャート��剥片石器３２８９
－０�２０�２０�９８９�６０１４５８６７�３６�９５４４９�６０３チャート��砕片石器３２９１
－０�２０�２０�８８９�５６７４５８６９�６５�９５４５０�７５３チャート��砕片石器３２９３
－０�１０�１０�８８９�５３１４５８７０�４３５�９５４５２�０７８チャート��砕片石器３２９６
－０�２０�２１�２８９�５２５４５８７０�３０７�９５４５２�００９チャート��砕片石器３２９７
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第３２表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標

－０�１０�１０�８８９�４９５４５８７０�０７１�９５４５２�８３９チャート��砕片石器３２９９

－０�１０�１１�３８９�５２４４５８７１�２２６�９５４５３�７３１チャート��砕片石器３３０１

－０�１０�２０�５８９�５２９４５８７１�２９３�９５４５３�７９３チャート��砕片石器３３０２

－０�１０�２１�１８９�４６９４５８７０�５６６�９５４５４�３１３チャート��砕片石器３３０３

－０�５０�４１�１８９�４５１４５８７０�２５７�９５４５５�１０３チャート��剥片石器３３０４

－０�１０�１０�８８９�４５１４５８７０�２５７�９５４５５�１０３チャート��剥片石器３３０４

－０�１０�１０�９８９�４２２４５８７０�５６３�９５４５５�４２１チャート��砕片石器３３０５

－０�１０�１０�７８９�４８２４５８６９�３５７�９５４５３�５０２チャート��砕片石器３３０６

左脚欠損０�１０�２１�０８９�４９４５８６９�１２７�９５４５２�５６８チャート��石鏃石器３３０７

－０�１０�１０�６８９�４６７４５８６８�６９９�９５４５３�７４チャート��砕片石器３３０９

－０�１０�１１�０８９�４７７４５８６８�７８８�９５４５４�４７１チャート��砕片石器３３１０

小型角礫素材９�２１�０２�２８９�４３４５８６５�２８３�９５４５１�８３チャート��石核石器３３１１

小型角礫素材０�１０�１０�６８９�４３４５８６５�２８３�９５４５１�８３チャート��石核石器３３１１

－０�４０�２１�８８９�１４２４５８６５�１８４�９５４６１�３５３チャート��剥片石器３３２０

－０�１０�１０�７８９�１４２４５８６５�１８４�９５４６１�３５３チャート��剥片石器３３２０

－０�８０�３１�７８９�１４１４５８６５�５５�９５４６１�７９７チャート��剥片石器３３２１

－１�５０�５２�７８９�１４１４５８６５�５５�９５４６１�７９７チャート��剥片石器３３２１

－０�７０�３２�０８９�１５４４５８６５�４１１�９５４６１�９８チャート��剥片石器３３２２

－０�７０�３２�０８９�１５４４５８６５�４１１�９５４６１�９８チャート��剥片石器３３２２

－０�１０�２１�９８９�１３９４５８６３�９２９�９５４６３�３４９チャート��剥片石器３３２３

－０�１０�２１�０８９�１３９４５８６３�９２９�９５４６３�３４９チャート��剥片石器３３２３
－０�１０�１０�８８９�３６６４５８７５�０２１�９５４５１�８５６チャート��砕片石器３３２８
－０�１０�１０�５８９�４３４５８４４�３１９�９５４６３�８９９チャート��砕片石器３３２９
－０�１０�１０�７８９�２５５４５７８９�１２１�９５４９７�６３８チャート��剥片石器３３４４
－０�２０�４１�２８９�２２４４５７８８�６２７�９５４９７�３３９チャート��剥片石器３３４９
－０�２０�２１�０８９�２０６４５７８８�５０１�９５４９８�５４１チャート��剥片石器３３５９
－０�１０�２０�９８９�１１５４５７８７�３２５�９５４９８�５２４チャート��剥片石器３３６１
－０�６０�３１�６８９�１０９４５７８６�５７８�９５４９７�１５２チャート��剥片石器３３７３
－１�５０�９１�２８８�９３７４５７８４�３８９�９５４９６�９４４チャート��剥片石器３３７６
－０�１０�１０�９８９�２３３４５７８８�８０５�９５４８９�２２９チャート��砕片石器３３８７
－０�１０�１１�０８９�２３９４５７８８�６３�９５４８９�０６３チャート��砕片石器３３８８
左脚欠損１�５０�９１�２８９�２１２４５７８９�４５８�９５４８７�４７６チャート��石鏃石器３３９０
－０�１０�２１�１８８�９７３４５７８４�９３７�９５４８５�０６５チャート��砕片石器３３９３
－０�１０�２１�０８９�０３３４５７８４�５０７�９５４８９�４８６チャート��砕片石器３３９５
－０�２０�５１�１８９�０４９４５７８４�６５９�９５４９０�４５３チャート��剥片石器３３９７
－０�２０�２１�２８９�２２７４５８４４�４１�９５５２４�４３２チャート��剥片石器３４０７
－０�１０�１０�９８８�８０４４５８２７�８２６�９５５３２�７４チャート��剥片石器３４２０
－０�１０�２１�０８８�６１９４５８５０�７５４�９５４６８�６１６チャート��砕片石器３４２９
－３�００�６２�１８８�６４４５８５１�１１２�９５４６８�０７チャート��剥片石器３４３２
－０�１０�１０�７８８�６４４５８５１�１１２�９５４６８�０７チャート��剥片石器３４３２
－０�１０�１０�６８８�６３３４５８５０�８９７�９５４６８�０４３チャート��砕片石器３４３４
－１�００�３１�７８８�６２４５８５１�０４７�９５４６７�６２４チャート��剥片石器３４３７
－０�１０�２１�９８８�６２４５８５１�０４７�９５４６７�６２４チャート��剥片石器３４３７
－０�１０�２１�１８８�６３４４５８５０�８５２�９５４６７�８２７チャート��砕片石器３４３８
－０�１０�１０�７８８�６３６４５８５０�７２７�９５４６７�７０７チャート��砕片石器３４４１
－０�４０�４１�３８８�６４８４５８５０�９７５�９５４６７�３７５チャート��剥片石器３４４２
－０�１０�２０�９８８�６４８４５８５０�９７５�９５４６７�３７５チャート��剥片石器３４４２
－０�１０�１１�０８８�６７４４５８５１�０１４�９５４６７�２３３チャート��砕片石器３４４４
－０�５０�３０�９８８�６７２４５８５０�９５２�９５４６７�０６８チャート��剥片石器３４４９
－１�００�３１�７８８�６７２４５８５０�９５２�９５４６７�０６８チャート��剥片石器３４４９
－０�２０�３１�１８８�６６６４５８５１�０４２�９５４６７チャート��砕片石器３４５０
左脚欠損０�２０�３１�１８８�６６６４５８５０�９�９５４６６�８４６チャート��石鏃石器３４５１
左脚欠損０�４０�３１�４８８�６８９４５８５０�７７１�９５４６７�１３９チャート��石鏃石器３４５３
－０�１０�１０�７８８�６８２４５８５０�６９３�９５４６７�２３１チャート��砕片石器３４５４
－０�１０�１０�６８８�６８４４５８５０�６５４�９５４６７�２４チャート��砕片石器３４５５
－０�１０�１０�８８８�５８６４５８５０�３０１�９５４６８�４６７チャート��砕片石器３４５７
－０�１０�２０�７８８�６３２４５８４９�９８２�９５４６８�２６７チャート��砕片石器３４５９
－０�１０�１０�７８８�６３４５８４９�９７９�９５４６８�１７６チャート��砕片石器３４６０
両脚欠損０�１０�１０�８８８�６８１４５８５０�６６８�９５４６７�２チャート��石鏃石器３４６１
－０�１０�１０�６８８�６４９４５８５０�２５５�９５４６７�７５２チャート��砕片石器３４６２
－０�３０�３０�９８８�６５９４５８５０�２７３�９５４６７�７１６チャート��剥片石器３４６３
－０�１０�１０�６８８�６５９４５８５０�２７３�９５４６７�７１６チャート��剥片石器３４６３
－０�１０�１０�５８８�６７３４５８５０�０６７�９５４６７�２８１チャート��砕片石器３４７０
－３�５０�７１�５８８�６７４４５８５０�１６�９５４６７�１１５チャート��剥片石器３４７３
－３�５０�７１�５８８�６７４４５８５０�１６�９５４６７�１１５チャート��剥片石器３４７３
－０�１０�１０�９８８�６６２４５８５０�１１６�９５４６７�４７２チャート��剥片石器３４７５
－０�３０�３０�９８８�６６２４５８５０�１１６�９５４６７�４７２チャート��剥片石器３４７５
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第３３表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－１�２０�６１�５８８�６７８４５８４９�８８１�９５４６７�１２８チャート��剥片石器３４７７
－０�２０�３１�１８８�６７８４５８４９�８８１�９５４６７�１２８チャート��剥片石器３４７７
－０�１０�２０�７８８�６７４４５８４９�２０６�９５４６７�４３３チャート��砕片石器３４７８
－０�１０�２０�８８８�６６７４５８４９�２８１�９５４６７�２８２チャート��砕片石器３４７９
－０�２０�２１�０８８�６９３４５８５０�１４５�９５４６６�９７９チャート��砕片石器３４８５
－０�１０�１０�８８８�６８８４５８４９�９６�９５４６６�５９１チャート��砕片石器３４８６
－０�４０�３１�２８８�６８９４５８５０�０５３�９５４６６�６９８チャート��剥片石器３４８７
－０�４０�３１�２８８�６８９４５８５０�０５３�９５４６６�６９８チャート��剥片石器３４８７
－０�１０�２０�９８８�６７９４５８５０�１９８�９５４６６�６７５チャート��砕片石器３４８８
－０�５０�２１�２８８�６６３４５８５０�３０９�９５４６６�６３８チャート��剥片石器３４９２
－０�１０�１０�５８８�６６３４５８５０�３０９�９５４６６�６３８チャート��剥片石器３４９２
－０�１０�２０�７８８�６８４４５８５０�２７４�９５４６６�５１１チャート��砕片石器３４９４
－０�１０�１０�８８８�６７６４５８５０�５６７�９５４６６�６０９チャート��砕片石器３４９５
－１�２０�４１�６８８�６８６４５８５０�７０９�９５４６６�４９チャート��剥片石器３４９７
－０�１０�１０�６８８�６８６４５８５０�７０９�９５４６６�４９チャート��剥片石器３４９７
－０�１０�１０�５８８�７０１４５８５０�６５５�９５４６６�３５５チャート��剥片石器３５０１
－０�３０�５１�２８８�７０１４５８５０�６５５�９５４６６�３５５チャート��剥片石器３５０１
－０�１０�１０�９８８�６９５４５８５０�７３８�９５４６６�３０３チャート��砕片石器３５０２
－０�１０�１０�５８８�６９８４５８５０�４８２�９５４６６�３８７チャート��砕片石器３５０３
－０�１０�２０�９８８�７０３４５８５０�２３２�９５４６６�２５４チャート��砕片石器３５０６
－０�１０�１０�８８８�６９３４５８５０�８４９�９５４６６�１チャート��砕片石器３５０７
－０�１０�１０�６８８�７０６４５８５０�５５３�９５４６６�０９９チャート��砕片石器３５０８
－０�１０�１０�８８８�６９４５８４９�８３６�９５４６６�１２１チャート��砕片石器３５１０
－０�１０�１０�７８８�６６７４５８５１�３６２�９５４６６�４０６チャート��砕片石器３５１２
－０�１０�３１�０８８�６０３４５８５１�６９５�９５４６６�８８２チャート��砕片石器３５１３
－０�１０�１０�９８８�５６４４５８５１�６８１�９５４６６�５７１チャート��砕片石器３５１７
－０�１０�１０�６８８�５２９４５８５１�７１３�９５４６６�１３８チャート��砕片石器３５１９
－０�１０�１０�７８８�４７３４５８５２�０４１�９５４６６�０７１チャート��砕片石器３５２１
－０�１０�２１�４８８�７５６４５８５０�１６８�９５４６４�４９１チャート��剥片石器３５３８
－０�１０�１０�８８８�７５６４５８５０�１６８�９５４６４�４９１チャート��剥片石器３５３８
－０�１０�１０�６８８�６９８４５８５０�２５４�９５４６５�９１８チャート��砕片石器３５３９
－０�１０�１０�６８８�７１１４５８４９�７９８�９５４６５�６７４チャート��砕片石器３５４１
－０�１０�１０�５８８�７１９４５８４８�９５８�９５４６５�７８５チャート��砕片石器３５４３
－０�１０�１１�１８８�７９４５８４９�０５１�９５４６２�４０６チャート��砕片石器３５４６
－０�２０�１１�０８８�７８１４５８５０�１６２�９５４６１�６４６チャート��砕片石器３５４７
－０�１０�１１�０８８�７５８４５８５１�５７５�９５４６１�８８１チャート��砕片石器３５４９
－０�１０�１１�０８８�８２６４５８４９�７５３�９５４６０�３６７チャート��砕片石器３５５１
－０�７０�３１�３８８�８５４４５８４９�０９６�９５４６０�６５５チャート��剥片石器３５５２
－０�７０�３１�３８８�８５４４５８４９�０９６�９５４６０�６５５チャート��剥片石器３５５２
－０�１０�２１�２８８�８６４５８４７�５２�９５４６１�２９１チャート��砕片石器３５５６
－０�１０�１０�７８８�８１７４５８４５�５５３�９５４６２�１８５チャート��砕片石器３５５７
－０�３０�２１�４８９�０５２４５８４７�１４２�９５４５６�２４５チャート��剥片石器３５５８
－０�１０�１０�５８９�０５２４５８４７�１４２�９５４５６�２４５チャート��剥片石器３５５８
両脚欠損０�１０�２０�６８８�６８１４５８５０�６６８�９５４６７�１９９チャート��石鏃石器３５６１
－０�１０�１１�０８８�７９２４５８５１�０１８�９５４６１�３０９チャート��砕片石器３５６２
－０�４０�２１�２８９�１０３４５８４８�１６２�９５４５４�４２８チャート��剥片石器３５６７
－０�７０�３１�３８９�１０３４５８４８�１６２�９５４５４�４２８チャート��剥片石器３５６７
－０�２０�２１�４８９�１２８４５８４８�０４２�９５４５４�１０３チャート��剥片石器３５６８
－０�１０�１０�８８９�１２８４５８４８�０４２�９５４５４�１０３チャート��剥片石器３５６８
両脚欠損０�３０�２１�５８９�１０９４５８４８�７０１�９５４５３�７４４チャート��石鏃石器３５６９
－０�１０�２０�７８９�１２７４５８４７�１３８�９５４５３�３６３チャート��砕片石器３５７１
－０�１０�１０�９８９�１１６４５８４７�３７７�９５４５３�０８２チャート��砕片石器３５７２
－０�５０�４０�９８９�０９６４５８４３�９５�９５４５４�１６８チャート��剥片石器３５７３
－０�１０�１０�５８９�０９６４５８４３�９５�９５４５４�１６８チャート��剥片石器３５７３
－０�１０�２０�８８９�１５４４５８４７�０６７�９５４５０�６１５チャート��砕片石器３５７５
－０�１０�２０�９８９�１４８４５８４７�５８８�９５４５０�７１２チャート��砕片石器３５７６
下面は折れ面０�２０�３１�２８９�１３５４５８４７�９１８�９５４５０�３４チャート��石鏃未製品石器３５７７
－０�１０�２０�７８９�１５５４５８４７�５５５�９５４５０�３０３チャート��砕片石器３５７８
－０�１０�１０�７８９�１６２４５８４７�２９�９５４５０�２９７チャート��砕片石器３５７９
－０�１０�１０�７８９�１６１４５８４７�２０９�９５４５０�２６チャート��砕片石器３５８０
－０�１０�１０�７８９�１８４５８４６�９６２�９５４４９�６１７チャート��砕片石器３５８３
－０�１０�３１�５８９�１７４５８４６�３１５�９５４５０�０８チャート��剥片石器３５８４
－０�１０�１０�７８９�１７４５８４６�３１５�９５４５０�０８チャート��剥片石器３５８４
－０�１０�１０�７８９�１８４４５８４５�８５１�９５４５０�４４２チャート��砕片石器３５８５
－１�２０�７１�３８９�２４３４５８４４�４５８�９５４４７�９７８チャート��剥片石器３５９３
－０�１０�１０�７８９�２４３４５８４４�４５８�９５４４７�９７８チャート��剥片石器３５９３
－１�２０�４１�７８９�２３１４５８４３�９３２�９５４４８�６３９チャート��剥片石器３５９７
－０�１０�２０�９８９�２３１４５８４３�９３２�９５４４８�６３９チャート��剥片石器３５９７
－０�８０�３２�０８９�２５８４５８４２�６７５�９５４４８�２７７チャート��剥片石器３５９８
－０�１０�１０�５８９�２５８４５８４２�６７５�９５４４８�２７７チャート��剥片石器３５９８
－０�２０�２１�４８９�２６４５８４２�７８２�９５４４７�６５４チャート��剥片石器３５９９
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第３４表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�１０�７８９�２６４５８４２�７８２�９５４４７�６５４チャート��剥片石器３５９９
－０�６０�４１�３８９�２４９４５８４３�３５７�９５４４７�３８６チャート��剥片石器３６００
－０�４０�２１�２８９�２４９４５８４３�３５７�９５４４７�３８６チャート��剥片石器３６００
－０�２０�３０�８８９�２６８４５８４３�３７４�９５４４７�２５６チャート��剥片石器３６０１
－０�１０�１０�７８９�２６８４５８４３�３７４�９５４４７�２５６チャート��剥片石器３６０１
－０�１０�２０�５８９�２６２４５８４３�６３�９５４４７�０６２チャート��砕片石器３６０２
－０�３０�２１�４８９�２３５４５８４４�５８�９５４４７�２５１チャート��剥片石器３６０３
－０�５０�４０�９８９�２３５４５８４４�５８�９５４４７�２５１チャート��剥片石器３６０３
－０�１０�１０�６８９�１８９４５８４６�０５３�９５４４６�４２９チャート��砕片石器３６０６
－０�１０�２１�２８９�１９９４５８４６�１６１�９５４４７�０５６チャート��砕片石器３６０８
－０�１０�１０�６８８�９９５４５８５３�２５６�９５４５０�１６２チャート��砕片石器３６１１
－０�１０�１０�６８８�９８８４５８５３�６１９�９５４４８�８９２チャート��砕片石器３６１２
－０�１０�２０�５８８�９８４４５８５４�９５４４９�００１チャート��砕片石器３６１３
－０�４０�５１�７８８�７１１４５８５８�７７５�９５４４５�０１６チャート��砕片石器３６１６
右脚欠損０�４０�３１�４８８�６８１４５８６２�０３８�９５４５１�８５１チャート��石鏃石器３６２１
－０�１０�２０�６８８�４５４４５８７０�１６�９５４６３�２９９チャート��砕片石器３６２８
粗い整形のみ０�１０�２０�５８８�８６６４５８５５�８７３�９５４４５�３９チャート��石鏃未製品石器３６２９
－０�３０�２０�９８８�５３８４５８４１�７９９�９５４８１�８２９チャート��剥片石器３６３０
－０�１０�１０�８８８�５３８４５８４１�７９９�９５４８１�８２９チャート��剥片石器３６３０
－０�１０�２１�１８８�５７７４５８４１�５１７�９５４８２�０２６チャート��砕片石器３６３１
－１�９０�５１�８８８�５５５４５８４１�６８３�９５４８１�５８７チャート��剥片石器３６３２
－１�９０�５１�８８８�５５５４５８４１�６８３�９５４８１�５８７チャート��剥片石器３６３２
－０�５０�３１�２８８�５６９４５８４１�５７�９５４８１�３７２チャート��剥片石器３６３３
－０�４０�４１�２８８�５６９４５８４１�５７�９５４８１�３７２チャート��剥片石器３６３３
－０�２０�２１�０８８�５９４４５８４１�１９４�９５４８２�０６８チャート��剥片石器３６３４
－０�４０�５１�７８８�５９４４５８４１�１９４�９５４８２�０６８チャート��剥片石器３６３４
－０�１０�１０�６８８�８９４４５８５２�１２４�９５４５４�９８４チャート��砕片石器３６３８
－０�１０�１０�６８９�２４７４５８４２�７２８�９５４４８�３８８チャート��砕片石器３６４０
－０�１０�１０�６８９�１２７４５８４６�１６４�９５４３９�１６３チャート��砕片石器３６４３
－０�１０�３０�７８８�８７３４５８５６�１６１�９５４４７�７４６チャート��砕片石器３６４５
－０�１０�１０�９８８�６３７４５８４９�９８４�９５４６８�８１チャート��砕片石器３６４９
－０�１０�１０�６８８�６６７４５８５０�４２１�９５４６６�６０６チャート��砕片石器３６５１
－０�１０�３１�０８８�６７４４５８４９�２８１�９５４６６�４４２チャート��砕片石器３６５５
－０�１０�２０�６８８�６７１４５８４９�２９２�９５４６６�３５２チャート��砕片石器３６５６
－０�１０�２０�７８８�６８４４５８４９�５７５�９５４６６�０７３チャート��砕片石器３６５８
－０�１０�１０�８８８�７２９４５８４９�１４４�９５４６５�０３８チャート��砕片石器３６６１
－０�４０�３１�６８８�７１２４５８４９�５７７�９５４６５�０１７チャート��剥片石器３６６２
－０�４０�３１�６８８�７１２４５８４９�５７７�９５４６５�０１７チャート��剥片石器３６６２
－０�２０�２１�０８８�６８６４５８４８�８６４�９５４６５�７２１チャート��砕片石器３６６７
－０�１０�１０�７８９�０５２４５８５１�９７�９５４４６�０８４チャート��砕片石器３６７０
－０�１０�１１�１８９�５５７４５８３４�６７９�９５４４６�７６５チャート��砕片石器３６７７
－０�２０�４１�４８９�７２４４５８２７�３０７�９５４４９�３１７チャート��剥片石器３６８０
－０�２０�４１�４８９�７２４４５８２７�３０７�９５４４９�３１７チャート��剥片石器３６８０
－０�１０�２０�５８９�６７６４５８２７�３３１�９５４４９�９０８チャート��砕片石器３６８１
－０�１０�１０�７８９�６７８４５８２７�２４１�９５４４９�９５２チャート��砕片石器３６８２
－０�１０�４０�９８９�６２７４５８２４�９５�９５４５１�１５５チャート��砕片石器３６８４
－０�１０�１０�５８８�６５９４５８６０�４２８�９５４５７�２７４チャート��砕片石器３６８５
－０�１０�１０�７８８�９５６４５８４４�６８２�９５４５９�６６７チャート��砕片石器３６８６
－０�１０�２０�９８９�１３２４５８４６�６７７�９５４５２�１０２チャート��砕片石器３６８８
－０�１０�１０�６８９�１３８４５８４７�３１５�９５４５１�０９８チャート��砕片石器３６９０
－０�４０�２１�３８９�１４６４５８４６�９６６�９５４５０�６０１チャート��剥片石器３６９１
－０�１０�１０�７８９�１４６４５８４６�９６６�９５４５０�６０１チャート��剥片石器３６９１
－０�１０�１０�６８９�１５１４５８４６�８３４�９５４５０�６３３チャート��砕片石器３６９２
－０�１０�２０�９８９�１３３４５８４７�８８７�９５４４９�９７９チャート��砕片石器３６９４
－０�１０�１０�７８９�１２６４５８４８�３７１�９５４４９�９３４チャート��砕片石器３６９５
－０�１０�２１�１８９�１７９４５８４６�４２３�９５４４７�４３１チャート��砕片石器３６９６
－０�１０�１０�８８９�２０１４５８４５�５９２�９５４４７�２１８チャート��砕片石器３６９７
－０�１０�１０�７８９�２０８４５８４５�５４２�９５４４７�２９９チャート��砕片石器３６９８
－０�１０�１０�７８９�２０１４５８４５�１２９�９５４４６�８０４チャート��砕片石器３６９９
－１�００�３１�６８８�９７５４５８５３�５５４�９５４４５�１４チャート��剥片石器３７０４
－０�１０�１０�７８８�９７５４５８５３�５５４�９５４４５�１４チャート��剥片石器３７０４
－０�１０�１０�９８８�９０３４５８５４�２３４�９５４４４�２６３チャート��砕片石器３７０５
－０�１０�１０�８８８�９３９４５８５４�４７６�９５４４５�２９６チャート��剥片石器３７０８
－０�１０�１０�８８８�９３９４５８５４�４７６�９５４４５�２９６チャート��剥片石器３７０８
右脚欠損１�６０�５２�８８８�８３４５８５６�１５３�９５４４５�５４６チャート��石鏃石器３７０９
－０�１０�１０�８８８�８７３４５８５６�１３７�９５４４５�２５４チャート��剥片石器３７１０
－０�１０�１０�７８８�８７３４５８５６�１３７�９５４４５�２５４チャート��剥片石器３７１０
－０�９０�５１�０８８�８５６４５８５６�２４３�９５４４４�９７３チャート��剥片石器３７１１
－０�１０�１０�９８８�８５６４５８５６�２４３�９５４４４�９７３チャート��剥片石器３７１１
－０�１０�２０�９８８�８４９４５８５６�４１２�９５４４４�９９３チャート��砕片石器３７１２
－０�１０�２０�７８８�７６５４５８５７�０６６�９５４４５�０６５チャート��砕片石器３７１５
－０�１０�２１�１８８�７６６４５８５６�７５２�９５４４４�８２７チャート��砕片石器３７１６
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第３５表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�２０�２１�２８８�７６８４５８５７�０５４�９５４４４�８４５チャート��剥片石器３７１７
－０�１０�２１�１８８�７６８４５８５７�０５４�９５４４４�８４５チャート��剥片石器３７１７
－０�４０�３１�４８８�８０４４５８５５�８２�９５４４３�６３９チャート��剥片石器３７２０
－０�１０�２１�１８８�８０４４５８５５�８２�９５４４３�６３９チャート��剥片石器３７２０
－０�１０�１０�６８８�８６４５８５６�１６９�９５４４４�４０１チャート��砕片石器３７２１
－０�１０�１０�８８８�８２１４５８５６�３６５�９５４４３�７８８チャート��砕片石器３７２３
－０�１０�１１�０８８�７７３４５８５６�３４５�９５４４３�５０７チャート��砕片石器３７２５
－０�１０�１０�７８８�７６３４５８５７�１６７�９５４４４�６６１チャート��砕片石器３７２８
－０�６０�２１�４８８�７４９４５８５７�６０２�９５４４４�７１４チャート��剥片石器３７２９
－０�１０�１０�７８８�７４９４５８５７�６０２�９５４４４�７１４チャート��剥片石器３７２９
－０�２０�２０�８８８�７５５４５８５７�５０９�９５４４４�５７１チャート��剥片石器３７３０
－０�３０�３０�９８８�７５５４５８５７�５０９�９５４４４�５７１チャート��剥片石器３７３０
－０�１０�２０�９８８�７６６４５８５７�４５５�９５４４４�４２８チャート��砕片石器３７３１
－０�１０�１０�４８８�７７６４５８５７�３４�９５４４４�３０３チャート��砕片石器３７３４
－０�１０�１０�９８８�７７４４５８５６�８６３�９５４４４�２５３チャート��砕片石器３７３７
－１�９０�９１�３８８�７９４４５８５６�６５７�９５４４４�３６３チャート��剥片石器３７３９
－３�７１�７１�７８８�７９４４５８５６�６５７�９５４４４�３６３チャート��剥片石器３７３９
－０�１０�１０�８８８�７９４４５８５６�７３３�９５４４４�５０９チャート��砕片石器３７４０
－０�１０�２０�９８８�７７６４５８５６�７５５�９５４４３�６２チャート��砕片石器３７４１
－０�１０�１０�９８８�７７６４５８５６�８３６�９５４４３�５１９チャート��砕片石器３７４２
－０�１０�１０�９８８�７４６４５８５６�８７３�９５４４３�３１２チャート��砕片石器３７４３
－２�２０�７２�５８８�７４１４５８５６�７２５�９５４４３�０８８チャート��剥片石器３７４４
－０�１０�１０�８８８�７４１４５８５６�７２５�９５４４３�０８８チャート��剥片石器３７４４
－０�１０�２０�９８８�７０６４５８５７�０８５�９５４４３�１０５チャート��砕片石器３７４６
－０�１０�１０�５８８�７２９４５８５６�９１９�９５４４３�２１２チャート��砕片石器３７４７
－０�３０�３１�０８８�５８１４５８５６�０４１�９５４４２�１１チャート��剥片石器３７４８
－０�５０�５１�５８８�５８１４５８５６�０４１�９５４４２�１１チャート��剥片石器３７４８
－０�１０�１０�８８８�７４４４５８５７�０２２�９５４４３�２７１チャート��砕片石器３７４９
－０�１０�１１�０８８�７７２４５８５７�０７３�９５４４３�５２６チャート��砕片石器３７５０
－０�１０�１０�６８８�７１５４５８５７�６１１�９５４４３�３０３チャート��砕片石器３７５２
－０�１０�２０�９８８�６０３４５８５８�１１３�９５４４２�９０３チャート��砕片石器３７５３
－０�１０�１０�８８８�７１１４５８５７�９３４�９５４４３�７１８チャート��砕片石器３７５４
－０�１０�１０�５８８�７０５４５８５８�５６１�９５４４３�８７３チャート��砕片石器３７５５
－０�１０�１０�９８８�７２８４５８５７�７５�９５４４３�９２１チャート��砕片石器３７５６
－０�１０�２１�０８８�７４１４５８５７�４９�９５４４３�８６２チャート��剥片石器３７５７
－０�１０�３１�１８８�７４１４５８５７�４９�９５４４３�８６２チャート��剥片石器３７５７
－０�１０�１０�８８８�７８８４５８５６�９６�９５４４３�９２２チャート��砕片石器３７５８
－０�１０�１１�３８８�７８６４５８５６�８１９�９５４４４�１８２チャート��砕片石器３７５９
－０�１０�１０�４８８�８０７４５８５６�４９４�９５４４４�３７５チャート��砕片石器３７６０
－０�１０�３１�３８８�８０６４５８５６�５６３�９５４４４�４０２チャート��砕片石器３７６１
－０�１０�１１�３８８�８４５８５６�５５２�９５４４４�５２６チャート��砕片石器３７６４
粗い整形のみ０�４０�２１�７８８�８４８４５８５６�２９８�９５４４４�５２２チャート��石鏃未製品石器３７６５
－０�２０�２１�２８８�７８２４５８５６�８３９�９５４４４�７６８チャート��剥片石器３７６６
－０�２０�２１�２８８�７８２４５８５６�８３９�９５４４４�７６８チャート��剥片石器３７６６
－０�１０�２０�７８８�７３８４５８５７�８９４�９５４４５�９５８チャート��砕片石器３７６８
－０�３０�３１�２８８�６９９４５８５７�５２２�９５４４５�３６５チャート��剥片石器３７７２
－０�１０�１０�４８８�６９９４５８５７�５２２�９５４４５�３６５チャート��剥片石器３７７２
－０�１０�１０�４８８�７４７４５８５７�９２４�９５４４４�６５８チャート��剥片石器３７７３
－０�１０�１０�４８８�７４７４５８５７�９２４�９５４４４�６５８チャート��剥片石器３７７３
－０�１０�２１�０８８�７４６４５８５７�８１５�９５４４４�４４８チャート��砕片石器３７７４
－０�１０�１０�８８８�７４９４５８５７�８２６�９５４４４�２６３チャート��砕片石器３７７６
－０�１０�２０�９８８�７８７４５８５６�６３７�９５４４４�４４４チャート��砕片石器３７７７
－０�１０�１０�９８８�７９３４５８５６�６３９�９５４４４�７６９チャート��砕片石器３７７８
－０�１０�１０�７８８�８３４５８５６�３６２�９５４４４�７７１チャート��砕片石器３７７９
－０�１０�１０�７８８�８３１４５８５６�３１９�９５４４４�７７４チャート��砕片石器３７８０
－０�１０�２１�０８８�５８１４５８６６�０４３�９５４４７�４１８チャート��砕片石器３７８２
－０�２０�２１�４８８�５５１４５８６６�８６５�９５４４６�９１６チャート��剥片石器３７８３
－０�３０�２１�８８８�５５１４５８６６�８６５�９５４４６�９１６チャート��剥片石器３７８３
－０�５０�２１�９８８�５５１４５８６７�０５１�９５４４７�０７４チャート��剥片石器３７８４
－０�１０�１０�７８８�５５１４５８６７�０５１�９５４４７�０７４チャート��剥片石器３７８４
－０�１０�１０�６８８�６２６４５８６５�４０６�９５４５３�１４６チャート��砕片石器３７８９
－０�１０�１０�６８８�４３９４５８６７�８７６�９５４６５�４７４チャート��砕片石器３７９０
－０�１０�１０�８８８�９５１４５８５４�０８８�９５４５１�６９５チャート��砕片石器３７９７
－２�００�８２�１８８�９７５４５８５３�５２３�９５４５０�３５５チャート��剥片石器３７９８
－０�１０�１０�６８８�９７５４５８５３�５２３�９５４５０�３５５チャート��剥片石器３７９８
－０�１０�１０�７８８�９９２４５８５３�４６６�９５４５０�１チャート��砕片石器３７９９
－０�１０�１０�７８９４５８５３�２２７�９５４５０�５７４チャート��砕片石器３８００
－０�１０�１０�７８９�０３５４５８５１�２４８�９５４４９�５１３チャート��砕片石器３８０１
－０�１０�１０�８８９�０３６４５８５１�２９６�９５４４９�６４９チャート��砕片石器３８０２
－０�１０�１０�５８９�０３２４５８５１�４７９�９５４４９�９４８チャート��砕片石器３８０３
－０�２０�２０�９８９�０７７４５８５１�１０４�９５４４７�４８９チャート��剥片石器３８０４



－９７－

第３６表　縄文時代早期石材別一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�２０�２０�９８９�０７７４５８５１�１０４�９５４４７�４８９チャート��剥片石器３８０４
－０�１０�２１�５８９�２５２４５８４３�８５７�９５４４６�４２７チャート��剥片石器３８１２
－０�１０�１０�８８９�２５２４５８４３�８５７�９５４４６�４２７チャート��剥片石器３８１２
－０�１０�２０�８８８�６５１４５８５７�７６５�９５４６３�６３３チャート��砕片石器３８２３
－０�１０�１１�１８８�７４２４５８５８�６１３�９５４５３�５４６チャート��砕片石器３８３０
－０�１０�１０�５８９�８４４４５８２５�０８６�９５４４７�９４９チャート��砕片石器３８３２
－０�６０�５１�８８９�８４３４５８２５�０１６�９５４４８�３３９チャート��剥片石器３８３３
－０�１０�１０�５８９�８４３４５８２５�０１６�９５４４８�３３９チャート��剥片石器３８３３
－０�１０�１０�８８９�５９２４５８２８�４８�９５４５１�３６５チャート��砕片石器３８３６
－０�１０�１０�７８９�６４３４５８２７�３０９�９５４５０�０７チャート��砕片石器３８３７
－０�１０�２０�９８９�５６５４５８３１�２９４�９５４４９�７７４チャート��剥片石器３８５２
－０�１０�２０�９８９�５６５４５８３１�２９４�９５４４９�７７４チャート��剥片石器３８５２
製品の可能性あり１�２０�４２�１８９�７９７４５８２３�３８３�９５４３５�４９６チャート��石鏃未製品石器３８５８
－０�１０�１０�７８９�８４８４５８２６�０２７�９５４４６�９１９チャート��剥片石器３８６０
基部側はやや分厚い０�６０�３２�２８９�８０５４５８２６�２２２�９５４４８�３４３チャート��石鏃未製品石器３８６３
整形は背面側を中心に剥離３�３０�７２�２８９�７４４５８２６�９４１�９５４４９�３３７チャート��石鏃未製品石器３８６５
－０�１０�３０�９８９�７１４４５８２７�７４７�９５４４９�００４チャート��砕片石器３８６６
－０�１０�１０�６８９�６１３４５８２８�５８７�９５４５０�８９８チャート��砕片石器３８６７
－０�１０�１０�７８９�６３２４５８２７�７１８�９５４５０�９５７チャート��砕片石器３８６８
－０�１０�２１�０８９�８５９４５８２２�２５５�９５４４８�３８２チャート��砕片石器３８７０
－０�４０�４１�３８９�８８４４５８２１�８４３�９５４４７�９０２チャート��剥片石器３８７２
－３�３０�７２�２８９�８８４４５８２１�８４３�９５４４７�９０２チャート��剥片石器３８７２
－０�１０�１０�８８９�０４５４５８３６�５１７�９５４６１�５５５チャート��砕片石器３８７３
－０�６０�６０�９８９�９３３４５８２４�８７５�９５４４６�１３６チャート��剥片石器３８７５
－０�６０�６０�９８９�９３３４５８２４�８７５�９５４４６�１３６チャート��剥片石器３８７５
－０�５０�５１�１８９�９５４４５８２１�９８４�９５４４５�９７１チャート��剥片石器３８７８
－０�１０�２１�０８９�９５４４５８２１�９８４�９５４４５�９７１チャート��剥片石器３８７８
－０�１０�１０�７８９�５４８４５８２８�５２５�９５４５３�１２２チャート��砕片石器３８８１

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�６０�３１�３８８�５６４５８６９�３２７�９５４４９�４９１日東産黒曜石��剥片石器４９４
－０�１０�３１�０８８�５６２４５８６８�６４３�９５４４６�１９７日東産黒曜石��砕片石器５９３
－２�５１�１２�６８８�７１４５８５１�８２６�９５４６８�１６４日東産黒曜石��剥片石器１０６６
－１�３０�５２�０８８�８１９４５８４９�４６５�９５４５９�２０１日東産黒曜石��剥片石器１１５９
－１�８０�６１�９８８�９６４４５８４９�８７４�９５４５６�９６４日東産黒曜石��剥片石器１１６５
－１�２０�５２�２８８�９４９４５８４７�６１９�９５４５８�９日東産黒曜石��剥片石器１１６９
－３�７１�１２�８８９�０７９４５８４２�８３７�９５４５４�８３４日東産黒曜石��剥片石器１２２６
－１�６０�９１�８９０�５５９４５８２８�９５９�９５４５２�２７９日東産黒曜石��剥片石器１５５７
－０�２０�５０�８９０�７１９４５８１６�３８８�９５４５６�９８４日東産黒曜石��砕片石器１６３７
－１�２１�０２�８９０�２５４４５８１２�１９３�９５４５９�８０６日東産黒曜石��剥片石器１７５６
－０�１０�３１�０９０�２９６４５８０８�１９９�９５４７３�６３６日東産黒曜石��砕片石器１８４６
－１�３０�７２�２９１�１６６４５７９２�２８７�９５４６７�９０９日東産黒曜石��剥片石器２０５３
－５�７０�８３�１８８�５７７４５８５６�３８�９５４４９�８５日東産黒曜石��剥片石器２０９５
－０�１０�２１�２９０�７７７４５７６４�５９１�９５４５６�６６３日東産黒曜石��砕片石器２１７７
－０�７０�６１�８８８�６９４５８１９�７３１�９５４７７�２８日東産黒曜石��剥片石器２２３４
－４�１０�９３�２８８�０４８４５８１６�６１３�９５４６０�４１１日東産黒曜石��剥片石器２４４１
－４�１０�９３�２９０�３５５４５８１１�７９４�９５４４７�６０８日東産黒曜石��剥片石器２６０３
－３�３１�０２�８９０�３５５４５８１１�７９４�９５４４７�６０８日東産黒曜石��剥片石器２６０３
－０�２０�５１�０９０�３３４４５８１１�５４３�９５４４５�９２３日東産黒曜石��砕片石器２６０５
不定形剥片を剥離１�３０�８１�６９０�３５２４５８１１�３６９�９５４４５�１７１日東産黒曜石��石核石器２６１０
小型角礫素材０�１０�２１�２９０�３５２４５８１１�３６９�９５４４５�１７１日東産黒曜石��石核石器２６１０
－０�５０�３２�０９０�４８１４５８１０�６５�９５４４３�４３１日東産黒曜石��剥片石器２６１８
－１�２１�０１�９９０�４６５４５８１０�２２�９５４４２�４６６日東産黒曜石��剥片石器２６２８
－１�００�５１�９９０�４９８４５８１０�５１４�９５４４２�４１２日東産黒曜石��剥片石器２６２９
－１�２０�６１�８９０�３３５４５８１３�０２９�９５４４７�３４５日東産黒曜石��剥片石器２６９６
－０�３０�３１�２９０�３２６４５８１２�９２５�９５４４７�９８１日東産黒曜石��剥片石器２６９７
－１�５０�９２�６８８�８３１４５８７０�３１３�９５４５２�３１日東産黒曜石��剥片石器２６９９
－０�９０�５２�０８８�７５９４５８７１�７４�９５４５１�３５８日東産黒曜石��剥片石器２７００
－１�５０�９１�８８８�７９８４５８７０�７１３�９５４５０�７９２日東産黒曜石��剥片石器２７０１
－０�８０�５１�７８８�８２７４５８６９�５２�９５４５１�０２４日東産黒曜石��剥片石器２７０２
－１�５０�６２�４８８�５９２４５８７７�０４５�９５４４８�２１７日東産黒曜石��剥片石器２７１４
－０�３０�３１�２８８�６２６４５８７５�３１９�９５４４６�０２７日東産黒曜石��砕片石器２７３１
礫面が残る０�３０�３１�２９０�３６３４５８２０�９６５�９５４３９�４１９日東産黒曜石��石核石器２７６９
礫面が残る０�３０�３１�２９０�３６３４５８２０�９６５�９５４３９�４１９日東産黒曜石��石核石器２７６９
不定形剥片を剥離２�００�８１�８９０�４０７４５８１２�５５１�９５４４４�９６１日東産黒曜石��石核石器２７７０
不定形剥片を剥離２�００�８１�８９０�４０７４５８１２�５５１�９５４４４�９６１日東産黒曜石��石核石器２７７０
－１�１０�７１�５８９�９３４５８１２�６８�９５４５７�５４４日東産黒曜石��剥片石器２７８３
－０�３０�３１�２８９�９３４５８１２�６８�９５４５７�５４４日東産黒曜石��剥片石器２７８３
－３�４０�６３�０９０�３４５８１２�７３８�９５４４６�３２４日東産黒曜石��剥片石器２７９１
－０�７０�４１�８９０�１４３４５８１１�０９６�９５４４５�９５８日東産黒曜石��剥片石器２７９２
－１�８０�８１�９９０�１９１４５８１０�６９３�９５４４７�２０５日東産黒曜石��剥片石器２７９９



－９８－

第３７表　縄文時代早期石材別一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�８０�５１�７９０�１９１４５８１０�６９３�９５４４７�２０５日東産黒曜石��剥片石器２７９９
－１�００�６１�８９０�３３９４５８０６�８７４�９５４４５�８１８日東産黒曜石��剥片石器２８７７
－０�３０�３１�２９０�３３９４５８０６�８７４�９５４４５�８１８日東産黒曜石��剥片石器２８７７
小型角礫素材１�７１�１１�８９０�１２４５８１１�９５５�９５４５３�５４３日東産黒曜石��石核石器２９３６
不定形剥片を剥離３�１１�９２�４９０�１２４５８１１�９５５�９５４５３�５４３日東産黒曜石��石核石器２９３６
－０�９０�５１�８９０�２８７４５８１１�８９１�９５４５０�６８８日東産黒曜石��剥片石器２９４３
－０�９０�４１�５９０�２８７４５８１１�８９１�９５４５０�６８８日東産黒曜石��剥片石器２９４３
－０�９０�４１�５９０�２７４５８１１�１８７�９５４４９�８１８日東産黒曜石��剥片石器２９４４
－０�３０�３１�２９０�２７４５８１１�１８７�９５４４９�８１８日東産黒曜石��剥片石器２９４４
－０�７０�６１�６９０�２１１４５８０９�４６８�９５４４６�７９８日東産黒曜石��剥片石器２９４６
－０�３０�３１�２９０�２１１４５８０９�４６８�９５４４６�７９８日東産黒曜石��剥片石器２９４６
－１�９０�７１�２９０�２３３４５８０９�５３２�９５４４６�２８２日東産黒曜石��剥片石器２９４７
－１�９０�７１�２９０�２３３４５８０９�５３２�９５４４６�２８２日東産黒曜石��剥片石器２９４７
－１�３０�９１�８９０�２３４４５８１０�１３２�９５４４６�２８４日東産黒曜石��剥片石器２９４９
－０�３０�３１�２９０�２３４４５８１０�１３２�９５４４６�２８４日東産黒曜石��剥片石器２９４９
－０�４０�４１�６９０�２５２４５８０９�４９５�９５４４５�０５２日東産黒曜石��剥片石器２９７２
－０�４０�４１�６９０�２５２４５８０９�４９５�９５４４５�０５２日東産黒曜石��剥片石器２９７２
－０�８０�８１�６８９�９９９４５８１１�２７１�９５４５５�３０４日東産黒曜石��剥片石器２９７４
－０�３０�３１�２８９�９９９４５８１１�２７１�９５４５５�３０４日東産黒曜石��剥片石器２９７４
－１�３０�６２�０９０�２６５４５８０９�１７４�９５４４５�５０９日東産黒曜石��剥片石器３０１３
－０�８０�８１�６９０�２６５４５８０９�１７４�９５４４５�５０９日東産黒曜石��剥片石器３０１３
－６�５１�０３�８９０�２２４５８０９�４７�９５４４４�１１８日東産黒曜石��剥片石器３０１６
－１�３０�６２�０９０�２２４５８０９�４７�９５４４４�１１８日東産黒曜石��剥片石器３０１６
礫面が残る５�４１�２２�４９０�２２４５８０９�６�９５４４４�３９２日東産黒曜石��石核石器３０１７
不定形剥片を剥離０�７０�６１�６９０�２２４５８０９�６�９５４４４�３９２日東産黒曜石��石核石器３０１７
－１�９０�７１�２９０�２３１４５８０９�５１６�９５４４４�５９２日東産黒曜石��剥片石器３０１８
－１�２１�１１�８９０�２３１４５８０９�５１６�９５４４４�５９２日東産黒曜石��剥片石器３０１８
－０�４０�４１�６９０�２５５４５８１１�３２１�９５４４４�１８６日東産黒曜石��砕片石器３０２０
－１�１０�８１�７９０�２４３４５８０９�２５５�９５４４５�４４３日東産黒曜石��剥片石器３０２２
－０�７０�６１�６９０�２４３４５８０９�２５５�９５４４５�４４３日東産黒曜石��剥片石器３０２２
－０�６０�５１�９８９�１２２４５８６２�１２３�９５４４４�５４３日東産黒曜石��剥片石器３１３７
－０�４０�４１�６８９�１２２４５８６２�１２３�９５４４４�５４３日東産黒曜石��剥片石器３１３７
－０�４０�４１�６８８�９４２４５８７１�１４１�９５４４９�７２３日東産黒曜石��剥片石器３１４５
－０�８０�８１�６９０�２５４５７９４�７３７�９５４７８�８５１日東産黒曜石��剥片石器３１６３
－０�３０�３１�２９０�２５４５７９４�７３７�９５４７８�８５１日東産黒曜石��剥片石器３１６３
－０�２０�３１�３８９�９５９４５７９１�０７２�９５４７１�９２９日東産黒曜石��剥片石器３１６８
－０�１０�３１�４８９�９５９４５７９１�０７２�９５４７１�９２９日東産黒曜石��剥片石器３１６８
－２�３１�０２�０９０�６２６４５８７９�２８�９５４１８�４０８日東産黒曜石��剥片石器３２１６
－０�２０�４１�１９０�０９７４５８７８�２４９�９５４３５�１７９日東産黒曜石��砕片石器３２４０
－１�２０�９１�７８８�５８６４５８５３�３４３�９５４６８�４４６日東産黒曜石��剥片石器３４２２
－２�２１�４２�３８８�５８６４５８５３�３４３�９５４６８�４４６日東産黒曜石��剥片石器３４２２
－３�２１�９２�９８８�８５７４５８４９�１３６�９５４６０�３９７日東産黒曜石��剥片石器３５５３
－２�２１�４２�３８８�８６１４５８４９�１０８�９５４６０�０５８日東産黒曜石��剥片石器３５５４
－０�９０�４１�８８８�２９４５８７４�３２９�９５４４３�７５４日東産黒曜石��剥片石器３６２５
－０�６０�５１�９８８�２９４５８７４�３２９�９５４４３�７５４日東産黒曜石��剥片石器３６２５
－０�４０�４１�６８９�６６３４５８３１�８１６�９５４３８�９７６日東産黒曜石��砕片石器３６７５
－０�４０�４１�６８８�９３１４５８５１�０２８�９５４４３�１４１日東産黒曜石��剥片石器３７０２
－０�８０�８１�６８８�９３１４５８５１�０２８�９５４４３�１４１日東産黒曜石��剥片石器３７０２
－０�３０�３１�２８８�９１４４５８５１�６８５�９５４４３�３８４日東産黒曜石��剥片石器３７０３
－０�２０�３１�３８８�９１４４５８５１�６８５�９５４４３�３８４日東産黒曜石��剥片石器３７０３
不定形剥片を剥離０�１０�３１�４８８�９５８４５８４８�６３９�９５４４２�０３日東産黒曜石��石核石器３８１３
不定形剥片を剥離０�１０�３１�５８８�９５８４５８４８�６３９�９５４４２�０３日東産黒曜石��石核石器３８１３
－０�１０�３１�６８９�０２４４５８４６�８０４�９５４４０�７２３日東産黒曜石��剥片石器３８１６
－１�１０�７１�６８９�０２４４５８４６�８０４�９５４４０�７２３日東産黒曜石��剥片石器３８１６
－０�１０�２１�０８９�０８３４５８４５�６１７�９５４４０�６８３日東産黒曜石��砕片石器３８２７
－０�５０�３１�６８９�０６５４５８４６�３６８�９５４４０�６１９日東産黒曜石��剥片石器３８２８
－１�１０�７１�６８９�３６３４５８３９�０４８�９５４４０�８９１日東産黒曜石��剥片石器３８４５
－０�１０�２１�０８９�３６３４５８３９�０４８�９５４４０�８９１日東産黒曜石��剥片石器３８４５
裏面は素材剥片のまま０�５０�３１�６９０�２８７４５８１１�９４１�９５４３９�３８日東産黒曜石��石鏃未製品石器３８５９

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－９�１１�３３�３８８�４４５４５８７７�６９２�９５４５１�１５７姫島産黒曜石��剥片石器１５８
－０�１０�２１�３８８�６０１４５８６７�６６７�９５４５４�１７３姫島産黒曜石��砕片石器２３１
先端部欠損０�１０�２１�３８８�３９１４５８７６�０７１�９５４４９�９８２姫島産黒曜石��石鏃石器２５６
－０�１０�２１�２８８�４６２４５８７４�９８１�９５４４９�４９６姫島産黒曜石��剥片石器２５８
－０�１０�２１�３８８�４９３４５８７５�７９７�９５４４９�１９６姫島産黒曜石��剥片石器２９２
－０�６０�５１�９８８�３７５４５８７７�６７７�９５４４５�６１６姫島産黒曜石��剥片石器４５６
－０�１０�２１�４８８�４３４４５８７５�０９６�９５４４５�７６２姫島産黒曜石��剥片石器４６３
－０�３０�３１�４８８�３８９４５８７４�１０４�９５４４４�１５５姫島産黒曜石��剥片石器４７０
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第３８表　縄文時代早期石材別石器一覧表〔未図化資料〕�

備考
法量出土地点

石材出土
層位器種種類取り上げ

番号 重量（g）最大厚（cm）最大長（cm）レベルY座標X座標
－０�１０�２１�２８８�５２９４５８７３�０３５�９５４４６�４７７姫島産黒曜石��砕片石器４７２
－０�１０�２１�０８８�５０６４５８７２�２１２�９５４４７�０６６姫島産黒曜石��砕片石器４７３
－０�１０�２１�２８８�５９３４５８７１�６２８�９５４４７�２８８姫島産黒曜石��砕片石器４７８
－１�３０�５２�０８８�６０４４５８７１�５３２�９５４４７�４４４姫島産黒曜石��剥片石器４７９
－０�３０�３１�５８８�５４８４５８７１�３３４�９５４４７�５８６姫島産黒曜石��剥片石器４８２
－０�１０�２１�１８８�５６３４５８７１�５７４�９５４４８�１３１姫島産黒曜石��砕片石器４８３
－０�３０�３１�８８８�５４１４５８７１�１１９�９５４４８�０３姫島産黒曜石��剥片石器４８５
－０�７０�３１�９８８�５５５４５８６９�８９３�９５４４８�１０７姫島産黒曜石��剥片石器４８９
－１�２０�４２�７８８�５４８４５８６９�８６２�９５４４７�９姫島産黒曜石��剥片石器４９０
－０�４０�４２�６８８�６８８４５８６３�７４４�９５４５０�５８９姫島産黒曜石��剥片石器５４４
－０�３０�３１�８８８�５１５４５８６９�６７３�９５４４５�６７姫島産黒曜石��剥片石器５９９
－０�１０�２１�５８８�９６３４５８５１�２０９�９５４４３�９姫島産黒曜石��剥片石器６８９
－２�９０�７３�０８８�７９４４５８５０�３８�９５４４０�０８５姫島産黒曜石��剥片石器６９０
－３�０１�０３�５８９�０４７４５８５３�４７８�９５４４６�６５姫島産黒曜石��剥片石器６９８
－１�４０�６２�６８８�９６６４５８５４�３０７�９５４４７�８５７姫島産黒曜石��剥片石器７１８
－０�７０�５２�２８８�９１８４５８５５�５２１�９５４４６�２６８姫島産黒曜石��剥片石器７２０
－１�３０�６２�２８８�９０７４５８５５�６７９�９５４４５�４５１姫島産黒曜石��剥片石器７２３
－１�００�４２�０８８�７８６４５８５８�１２１�９５４４７�０９姫島産黒曜石��剥片石器７５１
－０�１０�２１�１８８�９８１４５８５３�９８１�９５４４９�５１姫島産黒曜石��剥片石器７７０
－０�１０�１１�２８８�９０５４５８４７�６８１�９５４６２�２６６姫島産黒曜石��砕片石器８９５
－０�１０�２０�９８８�９６４５８４６�９７９�９５４６１�７５４姫島産黒曜石��砕片石器９０４
－１�１０�５２�２８８�９４１４５８４０�６９１�９５４６２�７９１姫島産黒曜石��剥片石器９５２
－０�６０�４１�７８９�２２７４５８３９�６６５�９５４５５�９８６姫島産黒曜石��剥片石器１２６０
－０�１０�１０�８８９�３７２４５８３６�２６２�９５４５５�７０５姫島産黒曜石��砕片石器１２６７
先端部欠損０�１０�３１�５８９�２７９４５８３６�１５７�９５４５５�２０３姫島産黒曜石��石鏃石器１２７２
－０�６０�７２�２８９�１９２４５８４６�８３�９５４５０�３９７姫島産黒曜石��剥片石器１３０５
－２�９０�８３�０８９�１７６４５８４７�７４５�９５４４９�４３２姫島産黒曜石��剥片石器１３０７
－０�７０�７１�８８９�０８６４５８４４�０８３�９５４４２�８３９姫島産黒曜石��剥片石器１３２６
－０�１０�１０�８８９�２６７４５８４２�９６５�９５４３９�２２１姫島産黒曜石��砕片石器１３２９
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第５節　縄文時代中期の遺構と遺物

１　概要

ａ）遺構の概要

　遺構は竪穴住居跡９軒、円形にめぐるピット列（平

地式建物跡）３２棟、掘立柱建物跡４棟、土坑（壙）１４３

基、集石遺構１基、配石遺構１基が検出された。

　遺物は、縄文土器深鉢、石鏃、石斧、スクレイパー、

石錐、石匙、敲石、磨石、台石、石皿と石錘がある。出

土土器の型式は、縄文時代中期前葉から中葉（船元�・

�式期）と考えられる。

　なお、縄文時代中期包含層は、第�ｂ層にあたる。

ｂ）検出状況

　遺構検出層位は、第�ｂ層～第�層上面である。縄

文時代中期の遺構埋土は縄文時代後晩期や古墳時代以

降の遺構埋土とは異なり、黒色土でも黄みの強いオ

リーブ色で硬質であった。

　遺構検出面の輪郭は第�層をやや削り込んでも明瞭

ではなく、「シミ」や「にじみ」状であった。特に第�

層が失われている箇所での検出は特に困難であった。

さらに、遺構面が乾燥すると平面観察では検出不可能

に陥ることがしばしばで、さらに埋土と第�層、第�

層が一見似ているため、壁面の立ち上がりや床面の精

査も困難を極めた。

　遺構精査時は、トレンチを適宜設定しながら、壁の

立ち上がりと床面を確認しながら慎重に掘り進めた。

しかし、多くの場合は半截後、床面を確認したのちに

徐々に床面からの壁面の立ち上がりを追いかける精査

方法を採った。

　調査中は当該期の遺構の存在とその平面形を確実に

おさえること、遺物の出土状況を正確に記録すること

等を優先して精査を進めた。

ｃ）遺構の分布状況

　土坑は、等高線に沿って開析谷に向かって扇形に開

くような分布を示した。竪穴住居及び円形に並ぶピッ

ト列（平地式建物跡）群は、調査区の東側と西側に二

分されているが、土坑群は、その住居跡群を結ぶ中軸

線上に展開する。古墳時代遺構の削平等を勘案する必

要があるが、複数基で土坑群をなしたり、列状または

帯状な配置形態がなされている。

２　遺物の分類
　竪穴住居跡や土坑など遺構や包含層（第�ｂ層）中

からは、主に縄文時代中期に属すると考えられる大量

の土器、石器が出土した。

　土器については、形態や調整の観察から瀬戸内地方

を中心とする広域土器型式である船元�・�式土器や、

南九州の春日式土器に類似する縄文土器深鉢が多い点

が特徴的であった。

ａ）土器の分類

　ここでは、縄文時代中期と考えられる土器群につい

て分類を試みた。

　縄文時代中期と考えられる遺構及び遺物包含層（第

�ａ層）出土土器は、少数を除いて器形全体が把握し

づらい破片資料である。

　そこで、口縁部や胴部片を観察すると、大きく地文

は、�縄文、�ナデ調整、�貝殻条痕文に大別され、

それらの地文を基に隆帯や半截竹管文、沈線文といっ

た複雑、多様な施文技法が駆使されているという結果

を得た。そして多くは、近畿・瀬戸内の土器型式であ

る船元式に類似した土器と考えられた。

　この、船元式に類似した土器（外面縄文地）と、南

九州で一般的な貝殻条痕地の土器、どちらに属するか

不分明なナデ調整と、地文に着目して�～�類に分類

し、施文技法や文様構成に基づいて細分を行なった。

無論、口縁部や底部形態といった器形的特徴も重要な

分類要素であり、各細分型式に反映させた。なお、第

３９表に分類概念を掲載している。

【�類土器】

　�類土器は、外面縄文を地文とし、口縁部に隆帯の

貼付けや沈線、押引文、刺突文、竹管文などの施文が

なされる土器群である。

　器壁は約６～７�を測り、内面はナデ調整が主体で

ある。ナデ調整の中では皮革を用いたような丁寧なナ

デ、板状工具の痕跡が残るものがある。また、ケズリ

様調整後、ナデがなされる場合もみられた。

　また、口縁端部や内面には、刻み目および縄文が施

文される場合もある。

　器形は、�ほぼ直立、�緩やかに外反、�内湾する

「キャリパー形」の口縁部に特徴付けられる。

　�「キャリパー形」場合は、（ａ）強く内湾するも
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第４６図　縄文時代中期遺構配置図（Ｓ＝１/５００）
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の、（ｂ）内湾の弱いもの、（ｃ）口縁端部のみを内湾

するもの、（ｄ）内湾口縁部の端部からさらに短く外反

する口縁部が接続する二段口縁の４種類がある。

　口縁部は、�ないし�が主体的で、�は少数である。

また、多くは平口縁で、緩やかな波状口縁を呈するも

のも少数存在する。

　底部は、上げ底状の形状をなすものがある。

　��－１類

　口縁部端部に突帯を貼り付け、肥厚させる形態であ

る。突帯部には縄文や貝殻背面を刺突する施文がなさ

れる場合がある。それ以外の部分は縄文地のままであ

る。

　口縁部はキャリパー状と、ほぼ直立する２形態が認

められる。

　��－２類

　口縁部に隆帯を貼り付け、その隆帯上に施文がなさ

れる一群である。

　隆帯は、縦位、横位、波状および「∞」状で構成さ

れる。横位や波状隆帯の場合は、２～４条ほど貼り付

けられる。隆帯上には、縄文や刺突文、刻み目が施文

される。

　口縁部は、キャリパー状、直立気味とがある。キャ

リパー状口縁は比較的少ない。

　��－３類

　�－２類と類似する土器群だが、隆帯上に施文がさ

れない一群をさす。また、隆帯の構成は、波状、連弧

文など�－２類より複雑化している。

　��－４類

　�－３類に沈線文が組み合わされる文様構成をなす

一群である。隆帯で三角形をモチーフにした区画に沈

線文が入る。４方の瘤状突起を有する波状口縁深鉢に

代表される。キャリパー口縁が主体的である。

　��－５類

　太めの隆帯と沈線文、刺突文等で構成される文様帯

を有する土器群である。

　口縁部上半部は、縦位、横位、波状や「∞」状の隆

帯、口縁下半部は縦位の沈線文や刺突文という文様構

成となる。隆帯上には工具刺突が施文されるものもあ

る。胴部にも文様を施すのも特徴である。

　口縁部はキャリパー状が主体で、キャリパー口縁の

端部に外反口縁が接続するものも一定量存在する。　

また、胴部には、撚りの緩い縄文原体が施文される傾

向がある。

　��－６類

　隆帯の両側に半截竹管工具によって平行文が施され

る一群である。

　	�－７類

　隆帯は貼り付けられず、口縁部に刺突文や押引文が

施文される。口縁部はキャリパー状主体である。

　��－８類

　隆帯は貼り付けられず、半截竹管工具で口縁部から

胴部まで全面施文される土器群である。

　文様は、縦位の条線を描き巡らしたり、平行文や斜

交文、連弧文を組み合わせたモチーフである。キャリ

パー状やほぼ直立気味の口縁部となす。

　
�－９類

　隆帯を貼り付けず、沈線文が施文される一群であ

る。文様は、横位の平行文、波状文や連弧文や縦位の

平行文等で構成される。

　��－１０類

　縄文地文のみで、文様がみられないもの。内面調整

は貝殻条痕文の場合もある。

　口縁部は、キャリパー状、キャリパー口縁の端部に

外反口縁が接続する、直立気味の３者が認められる。

【�類土器】

　�類土器は、外面ナデ調整で、口縁部に隆帯の貼付

けや沈線、押引文、刺突文、竹管文などの施文がなさ

れる土器群である。

　内面の調整は�類土器と同様であるが、ナデ調整で

はなく貝殻条痕文の場合がある。器壁も�類よりやや

厚手の場合もみられる。　

　口縁部形態は、�類土器と同じ特徴を示すが、キャ

リパー口縁の端部に外反口縁が接続するタイプは少な

い傾向がある。

　多くの場合は平口縁だが、緩やかな波状口縁を呈す

るものも少数存在する。

　底部は、やや上げ底気味、やや端部が張り出す平底

と大きく２種の形態がある。上げ底気味のタイプが古

相を示していると考えられる。
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第４７図　Ｖ類土器の細分型式（縮尺は不統一）

Ⅴ－１類

Ⅴ－３類

Ⅴ－４類

Ⅴ－６類

Ⅴ－７類

Ⅴ－８類

Ⅴ－２類

Ⅴ－５類

Ⅴ－９類

Ⅴ－１０類
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　��－１類

　口縁部端部に突帯を貼り付け、肥厚させる形態であ

る。突帯部には刺突列点文が施される。�－１類と対

応関係にある。

　口縁部の屈曲部に刺突列点文、口縁部外面に縦位の

貼付隆帯（刺突列点文有す）を有す土器も含めた。

　��－２類

　口縁部に隆帯を貼り付けるが、隆帯上に施文がな

い。�－３類と対応関係にある。隆帯の構成は�－３

と類似するが、５～７条前後と多条なものがある。

　口縁部の主体は直立気味なタイプが占める。　

　��－３類

　口縁部に隆帯、胴部に沈線文が施文される一群。隆

帯の両側に半截竹管工具による平行文や横位の竹管文

がなされる。個体的に数例しか確認されない。

　��－４類

　隆帯は貼り付けられず、半截竹管状工具による竹管

文か施文される一群である。口縁部は縦位に描き巡ら

せる縦描き条線で、胴部は縦描き条線および斜交文で

ある。口縁部はキャリパー状口縁が多い。

　��－５類

　隆帯貼り付けはみられず、沈線文・刺突文主体の一

群をさす。口縁部に横位の刺突列点文や押引文を施文

するもの、縦位の短沈線や横位の沈線文で文様を構成

するもの、三角形の区画線内に沈線文でさらに文様を

付加するものなどがある。

第４８図　�類土器及び�類土器の細分型式（縮尺は不統一）

Ⅵ－１類 Ⅵ－２類

Ⅵ－４類

Ⅵ－３類

Ⅵ－６類

Ⅶ－２類

Ⅶ－３類

Ⅵ－５類

Ⅶ－１類
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　口縁部形態はキャリパー状、ほほ直立するものに２

大別される。キャリパー口縁の端部に外反口縁が接続

するタイプもみられる。

　��－６類

　ナデ調整のみで施文がなされない一群。全く装飾性

が皆無でなく、口縁部端部に刻み目を有するものが一

定量存在する。

　口縁部形態はキャリパー状、ほほ直立するものに２

大別される。複数の瘤状突起を有する緩い波状口縁深

鉢もみられる。

【�類土器】

　�類土器は、外面貝殻条痕文調整で、口縁部に隆帯

の貼付けや沈線、押引文、刺突文、竹管文などの施文

がなされる土器群である。

　内面の調整も、貝殻条痕文主体となる。器壁も�類

同様やや厚手の場合もみられる。

　口縁部形態も、�類土器と同じ特徴を示す。底部の

形状は、平底で端部がやや張り出す形状である。　ま

た、底面はナデ仕上げで組織圧痕は認められない。

　��－１類

　隆帯が付される一群である。この隆帯は、縦位や波

状に貼り付けられ隆帯上に刺突列点文が施される。

　口縁部はやや直立気味の形状である。

　��－２類

　外面に沈線が施される土器である。少数でかつ小破

片であるため、文様構成や口縁部形態等は不明であ

る。条痕地に沈線文が施される土器として概念的な意

味で設定した。

　��－３類

　貝殻腹縁による器面調整のみで施文がなされない一

群である。口縁部形態は、キャリパー状とやや直立気

味、外反気味のタイプが認められる。

ｃ）石器の分類

　石器については、器種ごとのヴァリエイションがそ

れほど認められず、遺物に与えた器種名それ自体は、

他報告例と大きく逸脱していないと考えられるため、

特に分類しなかった。

　石材分類についても、第３・４節における石材分類

に準じておくことにする。

ｅ）遺物記述について

　本文中では、遺物出土状態の記述を重視し、遺物の

諸特徴は必要最低限の言及にとどめた。個々に遺物説

明を行なうと非常に煩雑になるためである。

　そのため、個々の遺物の詳細については遺物観察表

を参照されたい。

　また、個々の土器に与えた分類名（型式名）は、遺

物観察表に記載した。

第３９表　調整・文様形態からみた類別型式

写真４　作業風景�

施文なし隆帯なし隆帯（口縁部全体）隆帯（口縁部端部）

地文類別土器
－

沈線文
刺突文

竹管文
押引文
刺突文

隆帯上施文なし
隆帯上施文

隆帯上施文
（刺突文・縄文）

隆帯との施文組合せ

隆帯の両側に竹管
工具による平行文

沈線文+刺突文沈線文隆帯のみ（刺突文・縄文）

�－１０�－９�－８�－７�－６�－５�－４�－３�－２�－１縄 文�類土器

�－６�－５�－４�－３�－２�－１ナ デ 調 整�類土器

�－３�－２�－１貝殻条痕文�類土器

写真３　作業風景�
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３　竪穴住居跡
〔概要〕

　縄文時代中期の竪穴住居跡はＳＡ８・１４・２１・２２・

７０・８０・８１・８２・８３の総計９軒を数える。

　竪穴住居跡はＡ調査区の西側部分を中心として分布

し、平地式建物跡群や土坑群と混在する。

　竪穴住居跡の平面形は円形で、直径４～５ｍの規模

が主体であるが、直径３.６ｍや５.５ｍの大小のタイプも

存在する。床面は、�－��面やＭＬ１相当層を断面皿

形、すり鉢型に浅く掘り込んで直床とする。各竪穴住

居跡とも炉が検出されなかった。

　また、住居跡の柱穴は、中央の柱穴を中心に放射状

に小柱穴が配置される、竪穴外縁に沿って小柱穴が巡

る、明確な規則性が認められない例がある。

ＳＡ８ＳＡ８（第４９～５１図）

【立　地】

Ｆ１５グリットに位置する竪穴住居跡である。竪穴住居

跡の北側はＳＣ１１に切られる。

【規　模】

　遺構の平面形は、不整な円形プランを呈す。北側

（ＳＣ１１）方向及び南東方向（ＳＣ４１）部分がやや張

り出し気味となる。直径は、約５.５ｍ前後を測り、床面

までの深さは検出面から０.３ｍで浅めである。平面積

は約２４	である。

遺構断面形は、壁面の立ち上がりがしっかりしている

ため、皿状よりは、すり鉢ないし逆台形に近い。

【床面・柱穴】

住居床面は概して平坦で、ＭＬ１相当層をまで掘り下

げて直床とする。焼土面や地床炉といった火処は確認

されていない。

　柱穴は、床面にて３ないし４箇所検出された。床面

中央にある柱穴（Ｐ１）は、直径０.５ｍ大で床面からの

深さ０.６ｍの柱穴を中心として、３方向に直径０.３ｍで

深さ０.３～０.４ｍの小柱穴が配されている。

　住居床面中心の柱穴と壁際の小柱穴との距離は、約

２ｍ前後とほぼ等距離である。

　また、住居平面の周縁には小穴が巡っていた。この

小穴の直径は平均約０.２ｍで、大きめの場合は約０.５ｍ

を測る。検出面からの深さは、約０.４ｍ前後と一定であ

る。この小穴が１.８～２ｍ前後の間隔で、竪穴掘り方ラ

インにほぼ沿うように囲繞していた。

　なお、住居内床面でＳＣ４１が検出された。この土坑

は竪穴住居に付属する住居内土坑かどうか、調査段階

で確認できなかったため所属関係は不明である。

【覆土の状況】

　覆土は、黒褐色ないしオリーブ褐色のしまりのやや

強い硬質な土質を示す。

【出土遺物】

　竪穴住居の検出面付近で縄文時代後・晩期の台付皿

の口縁部と粗製深鉢の口縁部破片や底部（・��類

土器）が、第３層と床面付近で�・�類土器および石

器類が出土した。

　床面付近では�・�類土器の口縁部片やスクレイ

パー、石錐、石錘は散漫に、石皿や磨石及び石核と剥

片はややまとまりを持って出土した。

【遺構の時期】

　遺構検出面の遺物と覆土（第３層）および床面の遺

物の時期差が生じている。ＳＡ８より後出するＳＣ１１

は、その出土遺物から�類土器の時期が想定されるた

め、ＳＡ８はＳＣ１１より先行する時期（船元�・�式

併行）に相当すると考えられる。

　なお、検出面の・�類土器は、住居埋没時か、検

出に失敗した別遺構に伴う遺物と判断している。

ＳＡ１４ＳＡ１４（第５２～５３図）

【立　地】

　Ｆ１３グリットに位置する竪穴住居跡である。住居北

西部分は、古墳時代の竪穴住居ＳＡ１５に切られる。

【規　模】

　遺構の平面形は、直径４ｍ前後を測る不整な円形プ

ランである。床面までの深さは検出面から０.１ｍで浅

めである。平面積は約１３	を測る。

　壁面の立ち上がりはやや弱く、住居断面形は皿状な

いしすり鉢状に近い。

　一方、住居跡北東部分には、円形の突出部が認めら

れた。この突出部の床面は、住居本体の床面レベルよ

り約０.１ｍほど高い。

【床面・柱穴】

住居床面は、概して平坦で、�－��層を浅く掘り下
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１層よりもややしまりが強い。 
２層よりもしまり強く、粘性がある。土器・石器を多く含む。 
やや粘性がある。遺物は含まない。（柱穴覆土） 
黒褐色粘質土のブロック塊を含む。 
粘性強いが、ややしまりが強い。地山土に近い土質である。 
やや硬質な土質。焼土粒や土器・石器を粗らに含む。 

※図中のドットは遺物出土地点 

第４９図　ＳＡ８実測図（Ｓ＝１/６０）
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第５０図　ＳＡ８出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）
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げて直床とする。床面西側隅付近には、浅い掘り込み

があり、竪穴住居跡に付属する土坑と考えられる。

　柱穴は住居平面中央に１箇所、その周辺に小穴が放

射状に位置している。

　このうち、床面中央にある柱穴（Ｐ１）は、直径

０.６５ｍ大で床面からの深さ０.３５ｍを測る。

　Ｐ１を中心に、４方向に直径０.２ｍで深さ０.２ｍ

の小柱穴が配される。住居床面中心の柱穴と壁際の小

柱穴との距離は約１.２ｍ前後とほぼ等距離である。

　また、住居平面プランの周縁には小穴が巡ってい

た。この小穴の直径は、平均約０.２～０.３ｍで検出

面からの深さは約０.２ｍ前後である。

　この小穴が２ｍ前後の間隔で、竪穴掘り方ラインに

ほぼ沿うように囲繞している。

【出土遺物】

　住居跡覆土中から�～�類土器片および土器片錘、

土器片加工円盤が出土した。床面直上の遺物は細片に

とどまる。石器類も少量得られた。

【遺構の時期】

　本住居跡は平面規模はＳＡ８より一回り小さいが、

柱穴や土坑のあり方は類似する。床面出土遺物に乏し

いが、�～�類土器の時期（船元�～春日式北手牧段

階）と考えておきたい。

ＳＡ２１ＳＡ２１（第５４～５５図）

【立　地】

　Ｄ１４グリットに位置する竪穴住居跡である。この東

側は、ＳＡ１５とＳＢ１０に切られる。

【規　模】

　遺構の平面形は、不整な円形プランである。直径

４.２ｍ、床面までの深さは検出面から０.２ｍを測る。

平面積は約１４	を測り、ＳＡ１４と同規模である。

　壁面の立ち上がりはやや弱く、断面形は皿状ないし

すり鉢状に近い。

【床面・柱穴】

　住居床面は概して平坦で、Ｋ－Ａｈ層を浅く掘り下

げて直床とする。

　柱穴は、住居平面中央に１箇所、その周辺に小穴が

放射状に位置している。

　床面中央にある柱穴（Ｐ１）は直径０.３５ｍ大で床面

からの深さ０.５ｍを測る。Ｐ１中心として、放射状に

直径０.２５ｍで深さ０.２５ｍの小柱穴が配されている。

　Ｐ１と壁際の小柱穴群との距離は約１.３ｍ前後を

測り、ほぼ等距離な位置関係となる。

　【出土遺物】

　竪穴住居跡の覆土中および床面付近で�・�類土器

胴部片や剥片類が出土した。

【遺構の時期など】

　本住居跡は、ＳＡ１４と同規模であるが、住居内土坑

や平面プランに沿って巡る小穴列はみられないのが特

徴的である。

　本住居跡出土の�・�類土器は、やや時期幅がある

が、概ね船元�式から春日式北手牧段階となる。

ＳＡ２２・８２・８３ＳＡ２２・８２・８３（第５６～５９図）

【立　地】

　Ｄ１３・１４グリットに位置する竪穴住居跡群で、３軒

の切りあいと考えられる。住居跡群の南側からＳＡ

２２、ＳＡ８２、ＳＡ８３と呼称する。

　この住居跡群の西側は、調査区外となり、北側はＳ

Ｂ１０に切られるので、全体の概要は把握しにくい。

　なお、住居跡群の北東側には縄文時代中期の竪穴住

居跡であるＳＡ２１が近接している。

【各住居跡の前後関係】

　遺構面検出時は、直径８ｍ規模の大型住居跡として

捉えていた。覆土は黒褐色やオリーブ褐色粘質土が主

体で明快な識別が困難であったためである。

　しかし、断面土層の観察と、住居床面レベルの違い

（ＳＡ２２はＭＬ１相当層上面、ＳＡ８２はＭＢ０相当

層、ＳＡ８３はＫ－Ａｈ層が床面）、及び遺物出土状況を

再度検討した結果、３軒の切りあいと判断した。

　ＳＡ２２から北側の方向へ。平面規模を縮小させなが

ら、かつ掘り込み面を浅くしつつ切り合う前後関係と

なる。

【ＳＡ２２】

　ＳＡ２２は、平面円形で直径は約６ｍ前後と考えられ

る。床面までの深さは検出面から０.４ｍと深い。平

面積は、約２８	を測り住居跡群中最大である。

　壁面の立ち上がりは明確で、断面形はすり鉢ないし

逆台形に近い。



－１１３－

第５５図　ＳＡ２１出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）
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第５４図　ＳＡ２１実測図（Ｓ＝１/６０）
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第５６図　ＳＡ２２・８２・８３実測図（Ｓ＝１/６０）
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　柱穴は、住居底面に３箇所の小穴が認められる。平

面円形で直径０.２ｍ、深さ０.３ｍを測る。

　遺物は、床面と覆土中より�・�類土器胴部片や石

鏃、石錘が少量出土した。また、住居壁面付近には人

頭大の尾鈴山酸性岩の円礫が１個検出されたが、明確

な使用痕はみられない。

【ＳＡ８２】

　ＳＡ８２は、平面円形で直径は約５.８ｍ前後と考えら

れる。床面までの深さは、検出面から０.３ｍとＳＡ２２

より若干浅くなっている。平面積は約２７	を測り、Ｓ
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第６０図　ＳＡ８０実測図（Ｓ＝１/６０）
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Ａ２２と同規模である。

　壁面の立ち上がりは緩やかで、断面形はすり鉢ない

し皿状に近い。また、住居内の壁面に沿うように３箇

所の小穴が検出された。ともに平面円形で直径０.２

ｍ、深さ０.３ｍとなる。

　遺物は、住居東側床面の壁際を中心に、�・�類土

器、打製石斧、磨石や敲石等石錘等が出土した。

【ＳＡ８３】

　ＳＡ８３は、平面円形で直径は約４.９ｍ前後と考えら

れる。床面までの深さは検出面から０.２ｍで、ＳＡ８２

よりさらに浅くなる。

　平面積は約１９	とやや狭小となる。

　壁面の立ち上がりは緩やかで、断面形はすり鉢ない

し皿状に近い。

　住居内の中央と壁面付近に計７箇所の小穴が検出さ

れた。ともに平面円形で直径０.２～０.４ｍ、深さ

０.３～０.５ｍを測る。小穴は柱穴と考えられるが配

置や掘り方の深さに規則性は認められない。

　遺物は、床面全体に散在して出土した。�・�類土

器、石核や剥片等が多く出土した。握り拳台の砂岩や

尾鈴山酸性岩の円礫も少量出土している。

第６１図　ＳＡ８０出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）
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【住居群について】

　竪穴住居跡３軒の所属時期はそれぞれ、ＳＡ２２（船

元�・�式）、ＳＡ８２（船元�式）、ＳＡ８３（船元�式

～春日式北手牧段階）と推定される。

　一方、ＳＡ８２・８３からは多量の剥片と石核が出土し

ており、住居内で石器製作がなされた可能性を想定す

ることができる。

ＳＡ７０ＳＡ７０（第３５３図）

　Ｂ１４グリットに位置する。遺構平面の大部分が調査

区外となるため詳細は不明である。

　調査部分から復元すると直径３.５ｍ、深さ０.１５ｍの円

形プランの遺構と推定される。ここでは、土坑の可能

性も否定できないが、竪穴住居跡と報告する。

　床面はＭＬ１相当層まで掘り込まれ、平坦である。

覆土は、暗褐色粘質土で硬質であった。遺構に伴う柱

穴は認められず、遺物は剥片数点にとどまる。

　覆土の土質や土色は、古墳時代の遺構および縄文時

代後・晩期の遺構や包含層とは異なっており、縄文時

代中期の遺構のものと類似している。

　さらに、住居平面形を円形プラン、直径を３.５ｍと推

定した場合、ＳＡ８０・８１と近似した形態となる。

　従って、遺構の時期を決める遺物に欠けるが、覆土

や復元プラン等の検討から、本遺構は縄文時代中期前

葉から中葉、すなわち船元�・�式併行期の竪穴住居

跡の可能性がある。

 

ＳＡ８０ＳＡ８０（第６０～６１図）

【立　地】

　Ｅ２０グリットに位置する竪穴住居跡である。住居跡

の北東部は、古墳時代の竪穴住居跡ＳＡ６４、住居跡中

央部を縄文時代後期の土坑ＳＣ１２６に切られる。

【規　模】

　遺構の平面形は不整な円形プランである。直径

３.２ｍを測り、床面までの深さは検出面から０.１ｍで浅

い。平面積は、約８	で最小の住居面積となる。

　断面形は皿状ないしすり鉢状に近く、床面は住居中

心に向かってやや落ち込む形状となる。また、壁面の

立ち上がりはやや弱い。

【床面・柱穴】

　床面は�－��面まで掘削し、直床としている。

　柱穴は、住居平面中央に１箇所、住居壁周縁に沿う

ように多数検出された。

床面中央にある柱穴（Ｐ１）は直径０.２ｍで床面からの

深さ０.２５ｍを測る。Ｐ１を中心として、直径０.１～０.１５

ｍで深さ０.１ｍの浅い小柱穴が放射状に配置される。

　一方、床面中心より南側部分で、土坑１基が検出さ

れた。土坑は平面長楕円形プランで、長軸１ｍ、短軸

０.７ｍを測り、深さは０.２ｍである。検出状況からＳＡ

８０に伴う住居内土坑と考えられる。この住居内土坑を

切るのがＳＣ１２６である。　

　この土坑内には尾鈴山酸性岩の円礫が２点出土し、

覆土中には、焼土粒や炭化粒が僅かに含まれていた。

【出土遺物】

　覆土中を中心として�・�類土器深鉢片が、床面付

第６４図　ＳＡ８１出土遺物実測図〔２〕（Ｓ＝１/２・１/３）
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近で石匙や石錐などの石器類が出土した。

【遺構の時期等】

　ＳＡ８０は、本遺跡で検出された９軒を数える縄文時

代住居跡の中では、最小の規模である。住居面積は狭

小であるが、住居床面の柱穴配置や住居内土坑の存在

は、他の竪穴住居跡と同様である。

　ＳＡ８０の時期は、出土した縄文土器から概ね船元

�・�式の時期と想定される。少なくともＳＣ１２６に先

行する竪穴住居と考えられるので、縄文時代後期以前

となる。

ＳＡ８１ＳＡ８１（第６２～６３図）

【立　地】

　Ｆ１７グリットに位置する竪穴住居跡である。竪穴住

居跡の西側をＳＡ１５、東側をＳＢ３１と縄文時代中期の

土坑ＳＣ２２・１２０に切られる。

【規　模】

　遺構の平面形は均整な円形プランである。直径３.６５

ｍ、床面までの深さは検出面から０.１５ｍを測る。平面

積は約１０	とＳＡ８０に近い面積規模を有する。

　断面形はすり鉢状または皿状に近く、住居南側に比

べ北側壁面の立ち上がりは不明瞭である。

【床面】

　住居床面の中心部は概して平坦で、壁際付近は緩や

かな上り勾配となる。�－��層を浅く掘り下げて直床

とする。住居床面中央付近では、ＳＣ１４２を検出され

たが、ＳＡ８１との先後関係は、調査時において明らか

にできていない。

　仮にＳＡ８１に伴う土坑ならば、ＳＡ８やＳＡ８０例の

ような住居内土坑と位置づけることも可能である。

　柱穴は住居平面で８箇所検出された。平均して直径

０.２ｍ、床面からの深さ０.２～０.３ｍを測る。しかし、主

柱穴の認定や柱穴配置の推定は困難である。

　【出土遺物】

　竪穴住居跡の床面付近で�類土器を中心とする縄文

土器深鉢片や石器類が多く出土した。扁平礫に穿孔を

施した石製垂飾も１点検出された。

【遺構の時期等】

　ＳＡ８１は、�・�類土器を中心に出土していること

から、概ね船元�式～春日式北手牧段階に併行する時

期に所属すると考えられる。

４　平地式建物跡（円形や楕円形に巡る柱穴列）
ａ）ピット（柱穴）列の認定と概要

　ピット（小柱穴）は、Ａ調査区の北半部を中心に東

西で集中する部分がみられた。

　このピット群中に、ピットがある一定の間隔で円形

や楕円形に巡るピット列が認められた。

　ピットの断面形は素掘りで、検出面から鉛直方向に

掘削されており、ピット列中心に向けて斜めに掘り込

まれてはいない。

　また、ピットの覆土は暗褐色や暗オリーブ褐色土で

やや粘性があり硬質である。

　ビット列の時期は、ピット内遺物は僅少なため、詳

細な時期比定は困難であるが、縄文時代中期の竪穴住

居跡や土坑覆土と近似しているため、並行ないし前後

すると考えられる。

　こうした円形や楕円形に巡るピット列を積極的に評

価すれば、平地のままに構築された建物跡と考えるこ

とも可能である。ここではピット列を平地式建物跡に

伴う柱穴列と読み替えた。

　しかし、円形や楕円形に巡る柱穴列（平地式建物跡）

は、竪穴住居の床面や住居掘り込み外縁に存在する小

柱穴のあり方や、住居床面が�－��面を床面とする場

合がある等から、本来は竪穴部の掘り込みが浅い、あ

るいは壁体が消失・削平された竪穴住居に伴う可能性

も否定できない。

　また、検出面は第�層（�－��層）上面のため、既に

当時の生活面を失っている状況であった。そのため、

炉跡や各施設等の有無は不明である。

　上記の状況から、柱穴列が掘り込みなしに平地のま

まで構築されたかどうか、すなわち「平地式建物跡」

と見極めるのは困難であった。

　本報告にあたり、未だ検討の余地があるにせよ、柱

穴が一定の間隔で円形や楕円形に巡る以外に、有機的

な関連性や結びつきは認められなかった場合のみ、何

らかの建物跡という意味づけにおいて「平地式建物跡」

として認定した。
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第４０表　平地式建物跡の群構成

平地式建物グリット群平地式建物グリット群

ＳＨ２０～
２２・３０

Ｃ１９・２０
Ｄ２０・２１ｆ群ＳＨ２・２４・２５Ｄ１３・１４

Ｅ１３・１４ａ群

ＳＨ１４Ｅ２２ｇ群ＳＨ３・１１～１３・２３Ｅ１３・１４
Ｆ１４・１５ｂ群

ＳＨ４Ｅ１９・Ｆ１９ｈ群ＳＨ１・７～１０Ｇ１５・
Ｇ１６ｃ群

ＳＨ１５～１９
Ｅ２０・２１
Ｆ２０・２１
Ｇ２０・２１

ｉ群ＳＨ２８・２９Ｆ１３・
Ｇ１３ｄ群

ＳＨ５・６Ｇ２０・２１ｊ群ＳＨ２６・２７・３１・３２Ｇ１４・１５
Ｈ１４・１５ｅ群
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ｂ）分布と構造

　平地式建物跡は３２軒を数えた。その構成は、単独ま

たは３軒程度でまとまり、Ｃ～Ｇ１８グリットラインを

境に大きく東西に分布する。また、竪穴住居跡や土坑

群の集中域内に存在する傾向が強い。

　平面形は円形及び楕円形で、楕円形の場合は比較的

大きい。平面積は３～３９と多岐に及ぶが、一般的なの

は９～１２	である。小柱穴は、１０基以上で構成されて

いたと考えられる。

　また、平面中央に柱穴（主柱穴か?）や土坑を有する

場合が見られる。

　分布状況から、ａ～ｊ群の１０群にまとめられる。

ＳＨ１ＳＨ１（第６６図）

【立　地】

　Ｇ１５グリット位置し、ＳＡ９・１０に切られる。

【規　模】

　平面楕円形で、長軸３.２ｍ、短軸２.５ｍを測る。平面積

は約６	である。炉は検出されていない。

【柱　穴】

　平面中心には、直径０.４ｍ、深さ０.３ｍの円形柱穴（Ｐ

１）が位置し、Ｐ１を基点とする楕円形の軌道線上に、

小柱穴が０.５ｍ間隔で規則的に配置されている。現存

する柱穴数は９基である。

　各柱穴とも平面円形や楕円形で、直径は０.２ｍ、深さ

０.１～０.２ｍを測る。断面形は素掘りである。

　また、柱穴列内部でＳＣ２５が検出されたが、ＳＨ１

に伴うかはどうか不明である。

【遺　物】

　遺物は、Ｐ１覆土中より�類土器片が得られた。時

期推定可能な遺物は１点のみであるが、ＳＨ１は、船

元�式以降の時期が想定される。

ＳＨ２ＳＨ２（第６７図）

【立　地】

　Ｅ１３グリットに位置し、ＳＢ６に切られる。ＳＨ２

の北側にＳＨ２５が、南側にＳＨ３・２４がある。

【規　模】

　平面形は円形で、直径４ｍを測る。平面積は約１３	

となる。なお、炉等は検出されなかった。

【柱　穴】

　遺構平面中央には直径０.４ｍ、深さ０.３ｍの円形柱穴

（Ｐ１）があり、Ｐ１を中心とする円弧上に、小柱穴

が１ｍ間隔でほぼ規則的に配置されている。現存する

柱穴は６基である。

　各柱穴とも平面円形で、直径は０.１～０.２ｍ、深さ０.

２ｍを測る。ピットの断面形は素掘りである。

【遺　物】

　小柱穴より土器片加工円盤が１点出土したのみでＳ

Ｈ２の時期は推定困難である。覆土の状況から縄文中

期前後となるであろう。
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ＳＨ３ＳＨ３（第６８図）

【立　地】

　Ｅ１４グリットに位置し、ＳＡ１２の北側にある。ま

た、柱穴の一部がＳＣ４５を切る。

【規　模】

　平面形は、やや楕円形に近い円形で、直径３.８ｍ～４

ｍを測る。平面積は約１２	となる。

　平面中央付近には、長軸０.９ｍ、短軸０.３ｍで深さ０.２

ｍを測る長楕円形の小土坑が１基検出された。

　ただ、炉の痕跡は認められず、機能は不明である。

【柱　穴】

　小柱穴は、１～１.３ｍ間隔でぼぼ規則的に円弧を描く

ラインに沿って配置されている。北西部分の柱穴列

は、攪乱等で失われ６基が現存している。

　各小柱穴の平面形は、円形や楕円形で、直径は０.２～

０.３ｍ、深さ０.２ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　ＳＨ３に伴う遺物は皆無に近く、時期推定は困難で

ある。現況では、遺構配置状況や柱穴覆土の類似性か

ら縄文時代中期前後と考えられる。

ＳＨ４ＳＨ４（第６９図）

【立　地】

　Ｅ１９・Ｆ１９グリットに位置し、ＳＢ３２に切られる。

【規　模】

　平面形は円形で、直径５.２ｍを測る。平面積は約２１	

である。なお、炉跡などは検出されなかった。

【柱　穴】

　小柱穴は、１～１.５ｍ間隔で円弧を描くラインに沿っ

て規則的に配置されている。各柱穴は、平面円形や楕

円形で、直径は０.２～０.３ｍ、深さ０.３ｍを測る。断面形

は素掘りで、現存する柱穴数は８基である。

【遺　物】

　ＳＨ４に伴う遺物は縄文土器小破片のみで、時期推

定は困難である。現況では、遺構配置状況や柱穴覆土

の類似性から縄文時代中期前後と考えられる。

ＳＨ５ＳＨ５（第７０図）

【立　地】

　Ｇ２０グリットに位置し、ＳＡ５７に切られる。

第６８図　ＳＨ３実測図（Ｓ＝１/８０）
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【規　模】

　平面形は円形で直径３ｍ、平面積は約７	を測る。

柱穴列内部には、炉や土坑等は検出されていない。

【柱　穴】

　小柱穴は、円弧上に沿って１.２ｍ間隔で規則的に配置

されている。各柱穴は平面円形で、直径は０.２ｍ、深さ

０.２ｍを測る。現存する柱穴数は６基を数え、その断面

形は素掘りである。

【遺　物】

　ＳＨ５に伴う遺物は石器剥片数点のみで、時期推定

は困難である。現況では、遺構配置状況や柱穴覆土の

類似性から縄文時代中期前後と考えられる。

ＳＨ６ＳＨ６（第７０図）

【立　地】

　Ｇ２１グリットに位置し、ＳＡ５７に切られる。

【規　模】

　平面形は楕円形で、長軸４.５ｍ、短軸３.５ｍである。平

面積は約１６	を測る。炉跡等は検出されなかった。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、小柱穴が１.２ｍ間隔で規則

的に配置される。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２～０.３ｍ、

深さ０.３ｍを測る。現存する柱穴数は９基を数え、その

断面形は素掘りである。

　なお、柱穴列の南側では、ＳＨ６とは別個の柱穴列

が認められた。ＳＨ６に伴うかどうか不明である。

【遺　物】

　ＳＨ６に伴う遺物は縄文土器小破片のみで、時期推

定は困難である。現況では、遺構配置状況や柱穴覆土

の類似性から縄文時代中期前後と考えられる。

ＳＨ７ＳＨ７（第７１図）

【立　地】

　Ｇ１５に位置し、ＳＨ８の南側にある。

【規　模】

　平面形は円形で、直径２.５ｍを測る。平面積は約５	

でＳＨ２４と同様、最小規模である。炉や土坑等は検出

されなかった。

【柱　穴】

　小柱穴は、円弧上に０.５～１ｍ間隔で規則的に配置さ

れている。南西部分は削平で失われている。現存する

基数は７基を数える。

　各柱穴の平面形は、円形や楕円形で、直径は０.２ｍ、

深さ０.３～０.４ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　ＳＨ７に伴う遺物は縄文土器小破片のみで、時期推

定は困難である。現況では、遺構配置状況や柱穴覆土

の類似性から縄文時代中期前後と考えられる。



－１２８－

ＳＨ８ＳＨ８（第７１図）

【立　地】

　Ｇ１５グリットに位置し、ＳＨ１はその西側にある。

また、ＳＨ８の東側にあるＳＨ１０とは切りあい関係を

示し、ＳＨ１０が後出すると考えられる。

【規　模】

　平面形は円形で、直径４ｍを測る。平面積は約１３	

である。柱穴列内部で、ＳＣ２５が検出されたが、ＳＨ

８に伴うかは不明である。

【柱　穴】

　小柱穴は、円弧上に沿って１.２ｍ間隔で規則的に配置

されている。９基が現存している。

　柱穴平面形は、円形や楕円形で、直径は０.２～０.３ｍ、

深さ０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

　なお、ＳＨ８の南側に半月弧を描く柱穴列が認めら

れた。長軸０.５～０.６ｍを測る平面楕円形の柱穴列で深

さは０.３ｍである。この柱穴列は、位置関係からＳＨ８

以外に関連する遺構である可能性がある。

【遺　物】

　柱穴覆土中より�類土器片が１点出土した。ＳＨ８

は、遺物の時期から船元�式前後と推定される。

ＳＨ９ＳＨ９（第７１図）

【立　地】

　Ｇ１６グリットに位置し、西側にＳＨ８隣接する。ま

た、ＳＨ９は、ＳＨ１０内で検出された形となる。

【規　模】

　平面形は円形で直径３.５ｍを測る。平面積は約１０	

である。炉や土坑などは検出されていない。

【柱　穴】

　遺構平面中心部分に、直径０.３ｍ、深さ０.５ｍの円形柱

穴（Ｐ１）が位置し、Ｐ１を基点とする円弧上に、小

柱穴が１～１.５ｍ間隔でほぼ規則的に配置されている。

現存する柱穴は９基である。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.１～０.３ｍ、

深さ０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

　なお、柱穴列内部ではＳＣ３７が検出された。この土

坑は、Ｐ１を切っている。

【遺　物】

　ＳＨ９に伴う遺物は縄文土器小破片のみで、時期推

定は困難である。ＳＣ３７との先後関係や柱穴覆土の類

似性から縄文時代中期前後と考えられる。

ＳＨ１０（第７１図）

【立　地】

　Ｇ１６グリットに位置し、西側にＳＨ８が所在する。

また、ＳＨ１０内にはＳＨ９が包含される格好となる。

【規　模】

　平面形は円形で直径６ｍを測る。平面積は約２９	で

ある。ＳＨ１０内外では土坑数基が検出された。

　ＳＨ１０柱穴列内部ではＳＣ３７、ＳＨ１０の外縁にはＳ

Ｃ１０・２１・３８が検出された。

　ＳＣ１０については、ピット列の平面配置の関係から

ＳＨ１０より後出する土坑と考えられる。なお、ＳＣ

２１・３８はＳＨ１０に伴う遺構かは不明である。

【柱　穴】

　ＳＨ１０中心部分に、直径０.４ｍ、深さ０.５ｍの円形柱穴

（Ｐ２）が位置し、Ｐ２を中心とする円弧上に、小柱

穴が１.５～２ｍ間隔でほぼ規則的に配置されている。

現存する柱穴数は、１５基を数える。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２～０.５ｍ、

深さ０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より�類土器破片が出土した。この遺物

の時期からＳＨ１０は、船元�式前後と推定される。

ＳＨ１１ＳＨ１１（第７２・７３図）

【立　地】

　Ｆ１４グリットに位置する。柱穴列の一部をＳＣ２４・

４５・４６、ＳＢ８４に切られる。

【規　模】

　平面形は円形で、直径４ｍを測る。平面積は約１３	

である。柱穴列内部ではＳＣ４７が検出された。この土

坑はＳＨ１１に伴うものかどうか不明である。

【柱　穴】

　ＳＨ１１中心部分に、直径０.３ｍ、深さ０.２ｍの円形柱穴

（Ｐ１）が位置し、このＰ１を中心とする円弧上に、

小柱穴が１ｍ間隔でほぼ規則的に配置されている。現

存する柱穴数は、８基を数えた。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２～０.５ｍ、

深さ０.２ｍを測る。断面形は素掘りである。
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第７１図　ＳＨ７～１０実測図（Ｓ＝１/８０）

【遺　物】

　柱穴覆土中より�類土器が出土した。この遺物の時

期からＳＨ１０は、船元�式前後と推定される。

ＳＨ１２ＳＨ１２（第７２・７３図）

【立　地】

　Ｆ１５グリットに位置する。柱穴列の一部をＳＣ４７に

切られる。また、東側にＳＨ１３、西側にＳＨ１１が隣接

している。

【規　模】

　平面形は円形で、直径３.５ｍを測る。平面積は約１０

	で小型である。炉跡などは検出されていない。

【柱　穴】

　現存する小柱穴は９基を数え、円弧に沿うように１

～２ｍ間隔でほぼ規則的に配置されている。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２～０.３ｍ、

深さ０.１５ｍを測る。断面形は素掘りである。
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【遺　物】

　柱穴覆土中より�類土器数点と、石器として石匙１

点が出土した。これら遺物の時期からＳＨ１２は、船元

�・�式前後と推定される。

ＳＨ１３ＳＨ１３（第７２・７３図）

【立　地】

　Ｆ１５グリットに位置する。柱穴列の一部をＳＣ４５に

切られる。また、西側にＳＨ１２、南側にはＳＢ６３が隣

接している。

【規　模】

　平面形は円形で直径４ｍを測る。平面積は約１３	で

ＳＨ１１と同規模である。また、柱穴列内部ではＳＣ２４

が検出された。しかし、この土坑はＳＨ１３に伴うもの

かどうか不明である。

【柱　穴】

　現存する柱穴は１２基を数え、円弧上に１ｍ間隔でほ

ぼ規則的に配置されている。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２～０.３ｍ、

深さ０.２ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中からは縄文土器小破片数点が出土したの

みで遺構の時期は推定困難である。ただ、遺構配置状

況や柱穴覆土の比較からＳＨ１１・１２と近い時期が想定

される。

ＳＨ１４ＳＨ１４（第７５図）

【立　地】

　Ｅ２０グリットに位置する。柱穴列一部をＳＢ４１に切

られる。北側にはＳＡ７５が隣接している。

【規　模】

　平面形は楕円形で長軸３.２ｍ、短軸２.６ｍを測る。平

面積は約８	である。炉跡等は検出されていない。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、小柱穴が０.５ｍ間隔でやや

密に配置される。現存する柱穴は９基を数える。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２ｍ、深さ

０.２ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中からは縄文土器小破片数点が出土したの

みで遺構の時期は推定困難である柱穴覆土の比較から

縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ１５ＳＨ１５（第７４図）

【立　地】

　Ｅ２０・２１グリットに位置する。柱穴列の大部分を古

墳時代住居ＳＡ６５によって失われている。ＳＣ８５にも

切られている。

【規　模】

　平面形は円形で直径３ｍを測る。平面積は約７	前

後と考えられる。炉跡などは検出されていない。

【柱　穴】

　現存する柱穴は４基を数え、０.５～１ｍ間隔でほぼ規

則的に配置される。各柱穴は、平面円形や楕円形で、

直径は０.４～０.５ｍ、深さ０.３ｍを測る。断面形は素掘り

である。

【遺　物】

　柱穴覆土中からは縄文土器小破片や剥片数点が出土

したのみで遺構の時期は推定困難である柱穴覆土の比

較から縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ１６ＳＨ１６（第７４図）

【立　地】

　Ｆ２０グリットに位置し、ＳＨ１５・１８の中間にある。

【規　模】

　平面形は、楕円形で長軸３.５ｍ、短軸２.８ｍを測る。平

面積は約１０	である。柱穴列内部にも小柱穴が数基検

出されたが、炉跡等は確認されなかった。

【柱　穴】

　遺構平面中央に、直径０.２ｍ、深さ０.２ｍの円形柱穴

（Ｐ１）が位置し、Ｐ１を中心に平面楕円形の軌道線

上に、小柱穴が１ｍ間隔でほぼ規則的に配置されてい

る。現存する柱穴は８基を数える。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２～０.５ｍ、深

さ０.２～０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中からは縄文土器小破片数点が出土したの

みで遺構の時期は推定困難である柱穴覆土の比較から

縄文時代中期前後と想定される。
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ＳＨ１７ＳＨ１７（第７４図）

【立　地】

　Ｆ２１グリットに位置する。ＳＨ１９と切りあい関係を

持ち、ＳＨ１９に後出する。東側にはＳＨ２０がある。

【規　模】

　平面形は円形で直径３.５ｍを測る。平面積は約１０	

である。炉等は検出されなかった。

【柱　穴】

　現存する小柱穴は９基で、円弧上に０.５～１ｍ間隔で

ほぼ規則的に配置される。ただ、柱穴列北側は削平に

より失われていた。

　各柱穴平面形は、円形や楕円形で、直径は０.２～０.４

ｍ、深さ０.２～０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片数点が出土したの

みで遺構の時期は推定困難である。

　遺構配置状況や、柱穴覆土の比較から縄文時代中期

前後と想定される。

ＳＨ１８ＳＨ１８（第７４図）

【立　地】

　Ｆ２１グリットに位置し、ＳＨ１７・１９の南側にある。

また、ＳＨ１９と切りあい関係を持つが、先後関係は不

明である。

【規　模】

　平面形は楕円形で、長軸６ｍ、短軸３.８ｍを測る。平

面積は約２９	である。

　なお、柱穴列内部ではＳＣ１０４が検出された。しか

しＳＨ１８に伴うかどうかは不明である。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、小柱穴が１～２ｍ間隔で

ほぼ規則的に配置される。長辺の柱穴間距離は２ｍだ

が、短辺ないし隅部では１ｍ前後と短くなる。

　現存する柱穴数は１２基を数え、本来の基数に近いと

考えられる。

　各柱穴は平面楕円形や円形で、直径は０.３～０.５ｍ、深

さ０.２～０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片数点が出土したの

みで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ１９ＳＨ１９（第７４図）

【立　地】

　Ｆ２１グリットに位置する。ＳＨ１８と切りあい関係を

持つが、先後関係は不明である。また、古墳時代～古

代の掘立柱建物ＳＢ４８にも切られている。

【規　模】

　平面形は楕円形で長軸５ｍ、短軸３.５ｍを測る。平面

積は約２０	である。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、小柱穴が１～１.５ｍ間隔で

ほぼ規則的に配置される。柱穴列北側は、ＳＨ１７と同

様に削平で失われていた。現存する柱穴数は８基を数

える。

　各柱穴は、平面楕円形や円形で、直径は０.３～０.５ｍ、深

さ０.２～０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片数点が出土したの

みで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ２０ＳＨ２０（第７６図）

【立　地】

　Ｃ２０・２１グリットに位置する。柱穴列の西側部分は

削平によって失われている。このＳＨ２０の南側にはＳ

Ｈ２１が、西側にＳＨ３０が隣接する。

【規　模】

　平面形は楕円形で、長軸３.５ｍ前後、短軸３ｍを測

る。平面積は約１０	となる。炉跡や土坑等は検出され

ていない。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、小柱穴が０.５ｍ間隔でやや

密に配置される。現存する柱穴数は、１０基である。各

柱穴平面は、楕円形や円形で、直径は０.２～０.５ｍ、深さ

０.１５～０.２５ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片や剥片数点が出土



－１３３－

第７４図　ＳＨ１５～１９実測図（Ｓ＝１/８０）
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したのみで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ２１ＳＨ２１（第７６図）

【立　地】

　Ｄ２０・Ｃ２０グリットに位置する。柱穴列の一部は掘

立柱建物柱穴や削平によって失われている。このＳＨ

２１の北側にはＳＨ２０・３０が近接する。

【規　模】

　平面形は楕円形で、長軸６ｍ、短軸４ｍを測る。平

面積は約２８	である。炉跡等は検出されていない。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、柱穴が１～１.３ｍ間隔でほ

ぼ規則的に配置される。現存する柱穴数は、８基を数

える。

　各柱穴平面は、楕円形や円形で、直径は０.３～０.４ｍ、深

さ０.２～０.２５ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片数点が出土したの

みで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ２２ＳＨ２２（第７６図）

【立　地】

　Ｃ２０グリットに位置する。柱穴列の北及び西側の大

半を古墳時代～古代の掘立柱建物ＳＢ３３・３４で失われ

ている。ＳＨ２２の東側にはＳＨ２１・３０が隣接する。

【規　模】

　平面形は楕円形で、長軸５ｍ、短軸４.３ｍを測る。平

面積は約２０	である。炉跡等は検出されていない。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、柱穴が１～２ｍ間隔でほ

ぼ規則的に配置される。現存柱穴数は９基である。

　各柱穴は、平面楕円形や円形で、直径は０.１～０.３ｍ、深

さ０.２～０.２５ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片数点が出土したの

みで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ２３ＳＨ２３（第７７図）

【立　地】

　Ｅ１３・１４、Ｆ１３・１４グリットに位置し、ＳＡ１４の北

側にある。ＳＨ２３の東側にはＳＨ３、西側にＳＨ２が

近接する。また、柱穴列の一部をＳＡ１２・１５に切られ

ている。

【規　模】

　平面楕円形で長軸６ｍ、短軸４ｍを測る。平面積は

約２８	である。柱穴列内部には小柱穴が数箇所検出さ

れたが、ＳＨ２４に伴うかどうか不明である。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、小柱穴が１～１.５ｍ間隔でほ

ぼ規則的に配置される。長辺側の柱穴間距離は１.５ｍを

測るが、短辺または隅部付近では１ｍと短い。

　各柱穴は平面楕円形や円形で、直径は０.３～０.４ｍ、深

さ０.２～０.２５ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より�類土器数点出土した。これら遺物

の時期からＳＨ２３は、船元�式～春日式北手牧段階前

後と推定される。

ＳＨ２４ＳＨ２４（第７７図）

【立　地】

　Ｅ１３・Ｆ１３グリットに位置し、ＳＡ２２・８２・８３の南

側にある。また、東側にＳＨ２とＳＨ２が近接する。

　さらに、柱穴列の一部は、ＳＣ５０により失う。

【規　模】

　遺構平面形は、楕円形で長軸５.５ｍ、短軸３ｍを測

る。平面積は約２４	である。炉跡等は確認されない。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、柱穴が０.８ｍ間隔でほぼ

規則的に配置される。現存する柱穴数は１０基を数え、

柱穴列の西側は、攪乱と削平で部分的に失う。

　各柱穴は平面円形で、直径は０.３ｍ、深さ０.２～０.３

ｍを測る。断面形は素掘りである。

　なお、柱穴列の南側には、別個に半月弧を描く柱穴

列が認められた。この柱穴列はＳＨ２５に伴う可能性が
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あると判断した。

【遺　物】

　柱穴覆土中より�類土器数点出土した。これら遺物

の時期からＳＨ２４は、ＳＨ２３同様に船元�式～春日式

北手牧段階前後と推定される。

ＳＨ２５ＳＨ２５（第７７図）

【立　地】

　Ｅ１４、Ｄ１４に位置し、ＳＡ２２・８２・８３の南側にある。

また、ＳＨ２５の西側にはＳＨ２４、南側にＳＨ２が近接

する。柱穴列の一部はＳＡ５・６で失う。

【規　模】

　平面形は楕円形で、長軸５ｍ、短軸３.８ｍを測る。平

面積は約２０	である。柱穴列内部にはＳＣ４９が検出さ

れたが、ＳＨ２５に伴うかどうか不明である。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、小柱穴が１ｍ間隔でほぼ

規則的に配置される。現存柱穴数は１２基で本来の形態

に近いと考えられる。

　各柱穴は平面円形で、直径は０.２～０.５ｍ、深さ０.２

ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片数点が出土したの
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みで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ２６ＳＨ２６（第８０図）

【立　地】

　Ｇ１４グリットに位置し、ＳＡ１１とＳＡ１３の中間にあ

る。ＳＨ２６の南側にＳＨ３１・３２が所在する。

　また、ＳＨ２６柱穴列の一部は古墳時代～古代竪穴住

居ＳＡ１１によって失っている。

【規　模】

　平面形は楕円形で、長軸５ｍ、短軸４ｍを測る。平

面積は約２０	である。炉跡等は確認されなかった。

【柱　穴】

　平面楕円形の軌道線上に、柱穴が１～１.５ｍ間隔でほ

ぼ規則的に配置される。

　長辺側の柱穴間距離は１.５ｍを測るが、短辺または隅

部付近では１ｍと短くなる。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２～０.５ｍ、深

さ０.１５～０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片と剥片数点が出土

したのみで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ２７ＳＨ２７（第８０図）

【立　地】

　Ｇ１４グリットに位置する。ＳＨ２６に包含される位置

関係にある。このＳＨ２６との先後関係は不明である。

【規　模】

　平面形は円形で直径２.５ｍを測る。平面積は約５	

で、ＳＨ７と同様に最小規模である。また、炉跡や土

坑等は検出されていない。

【柱　穴】

　小柱穴は、円弧上に沿うように１ｍ前後間隔でほぼ

規則的に配置される。ただ、柱穴が検出されなかった

箇所があり、削平を受けたと考えられる。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２～０.４ｍ、

深さ０.２ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片と剥片数点が出土

したのみで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ２８（第７８図）

【立　地】

　Ｆ１３グリットに位置する。ＳＡ１４の南西にある。

【規　模】

　平面形は円形で、直径４ｍを測る。平面積は約１３	

である。炉跡や土坑等は検出されなかった。

【柱　穴】

　遺構平面の中心に、直径０.３ｍ、深さ０.２ｍの円形柱穴

（Ｐ１）が位置し、このＰ１を基点とする円弧上に、

小柱穴が１.５ｍ間隔でほぼ規則的に配置されている。

柱穴列南側は、削平のため失われている。現存する柱

穴数は、６基である。

　各柱穴の平面形は、円形で、直径は０.２ｍ、深さ０.３

ｍを測る。また、断面形は素掘りである。

【遺物】

　柱穴覆土中からは�類・�類土器破片と剥片類が数

点出土した。ＳＨ２８は、出土遺物から船元�式～春日

式北手牧段階の時期に属すると考えられる。

ＳＨ２９（第７９図）

【立　地】

　Ｇ１３グリットに位置する。ＳＨ２８の南側にあたる。

【規　模】

　平面形は円形で、直径４ｍを測る。平面積は約１３	

でＳＨ２８と同規模である。炉跡等はみられない。

【柱　穴】

　小柱穴は、９基現存し、円弧上に１.２～１.５ｍ間隔でほ

ぼ規則的に配置される。柱穴列南側付近は、削平や攪

乱で一部失われている。

　各柱穴平面形は、円形や楕円形で、直径は０.３～０.５

ｍ、深さ０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中からは�類土器破片が数点出土した。
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第７７図　ＳＨ２３～２５実測図（Ｓ＝１/８０）
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ＳＨ２９は、出土遺物から船元�式の時期に属すると考

えられる。

ＳＨ３０ＳＨ３０（第７６図）

【立　地】

　Ｃ２０グリットに位置する。ＳＨ２１・２２の中間にある。

また、ＳＢ３４に切られている。

【規　模】

　平面形は円形で、直径３.５ｍを測る。平面積は約１０	

である。炉跡等は検出されていない。

【柱　穴】

　現存する柱穴は５基を数え、円弧に沿うように１.２ｍ

間隔でほぼ規則的に配置される。柱穴列の南西部付近

は、削平や攪乱で失われている。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.２～０.５ｍ、

深さ０.２ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片数点が出土したの

みで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ３１ＳＨ３１（第８０図）

【立　地】

　Ｇ１５グリットに位置する。ＳＨ３２の領域と一部重な

るが先後関係は不明である。また、ＳＨ３１の北東部分

はＳＡ９・１０によって柱穴列の一部を失う。

【規　模】

　平面形は円形で、直径４ｍを測る。平面積は約１３	

である。炉跡や土坑等は検出されていない。

【柱　穴】

　現存する柱穴は５基を数え、円弧に沿うように１.３～

１.５ｍの間隔でほぼ規則的に配置される。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.３～０.４ｍ、

深さ０.２５ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中より、縄文土器小破片と剥片数点が出土

したのみで遺構の時期は推定困難である。

　しかしながら、遺構配置状況や、柱穴覆土の比較か

ら縄文時代中期前後と想定される。

ＳＨ３２ＳＨ３２（第８０図）

【立　地】

　Ｈ１４グリットに位置する。ＳＨ３１の領域と一部重な

るが先後関係は不明である。

【規　模】

　平面形は円形で直径７ｍ前後を測る。平面積は約３９

	と最大の面積を誇る。炉跡等は確認されなかった。

【柱　穴】

　現存する柱穴数は８基で、円弧に沿うよう１.５ｍの間

隔でほぼ規則的に配置される。柱穴列の西側は、削平
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第８０図　ＳＨ２６・２７・３１・３２実測図（Ｓ＝１/８０）

b

b

b

b

d

a

c

d

d

d

a

a

a

SH31

SH27

SH31

SH31

SH32

SA9

c

c

c

2m

2m0

L＝89.0m

b

c

a

d

SH26L＝90.20m

L＝90.20mL＝89.0m

M.N.

b
a

S
H
32

L＝
89
.0
m

d
c

L＝
89
.0
m

0



－１４０－

によって大部分が失われ、南東部分も部分的に欠失し

ていた。

　各柱穴は、平面円形や楕円形で、直径は０.３～０.４ｍ、

深さ０.３ｍを測る。断面形は素掘りである。

【遺　物】

　柱穴覆土中からは�類土器破片が数点出土した。Ｓ

Ｈ３２は、出土遺物から船元�式前後の時期に属すると

考えられる。

５　掘立柱建物跡
―掘立柱建物跡の認定について―

　平地式建物跡の柱穴よりは大きく、円形または楕円

形に巡らず方形区画を意識した配置をとる柱穴を掘立

柱建物跡とした。掘立柱建物跡は４軒である。

　これら掘立柱建物跡の規模や、柱穴掘りかたの形態

及び覆土の状況は、古墳時代や近現代の掘立柱建物跡

とは異なり、別時期に属すると考えられる。

第８１図　平地式建物跡（ＳＨ）出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）
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　この掘立柱建物跡群は、縄文時代中期の竪穴住居跡

や平地式建物跡（円形に巡るピット列）の群集域に包

含されていること、柱穴内遺物は得られなかったが、

柱穴覆土の状況は、縄文時代中期に属する遺構覆土の

土質や土色に近いことなどから、状況証拠ではある

が、縄文時代中期に帰属するとした。

ＳＢ６３ＳＢ６３（第７３図）

【立　地】

　Ｆ１５グリットに位置し、ＳＡ１１に一部切られる。

【規　模】

　南側桁行や西側梁行を失っているが、柱穴配置から

梁行２間×桁行３間の東西方向に長い１０本柱の側柱建

物と考えられる。

　規模は桁行２.５ｍ、梁行は２.２ｍ、総面積５.５	である。

主軸方位はＮ－５８゚ －Ｗを示す。

【柱　穴】

　柱掘りかたは、円形や楕円形の素掘りで直径０.４～

０.６ｍ前後、深さは０.２５～０.３ｍを測る。

　柱痕跡や遺物は検出されていない。柱穴覆土は、硬

質の黒褐色ないしオリーブ褐色土である。

　柱穴掘りかたの形態や覆土の状況は、古墳時代や近

現代の掘立柱建物とは異なっており、別時期に属する

と考えられる。

ＳＢ８２ＳＢ８２（第７３図）

【立　地】

　Ｆ１４グリットに位置する。ＳＡ１２によって大部分を

失い、東側桁行のみ遺存している。

【規模等】

　現況では、桁行３間で２.８ｍを測る。柱掘りかたや柱

穴覆土の状況はＳＢ６３に近似していることから、梁行

２間×桁行３間の東西方向に長い１０本柱の側柱建物と

想定される。遺物は検出されていない。

ＳＢ８３ＳＢ８３（第７３図）

【立　地】

　Ｆ１５グリット位置し、ＳＡ１１とＳＣ２に切られ、Ｓ

Ｃ２７を切る。

【規　模】

　部分的に柱穴が失なわれているが、柱穴配置から梁

行２間×桁行３間の南北方向に長い１０本柱の側柱建物

と考えられる。

　規模は桁行２.６ｍ、梁行は２.２ｍ、総面積５.７２	であ

る。主軸方位はＮ－６８゚ －Ｅを示す。

【柱　穴】

　柱掘りかたは、円形や楕円形の素掘りで直径０.４～

０.６ｍ前後、深さは０.３～０.４ｍを測る。

　また、Ｐ２のようにＳＢ６３の柱穴と切りあい関係が

想定されるが、前後関係は不明である。

　柱痕跡や遺物は検出されていない。柱穴覆土は、硬

質の黒褐色ないしオリーブ褐色土である。

ＳＢ８４（第７３図）

【立地と規模】

　Ｆ１４グリットにあり、ＳＡ１１とＳＡ１２に切られる。

部分的に柱穴が失なわれているが、柱穴配置から梁行

１間×桁行１間の東西方向に長い４本柱の側柱建物と

考えられる。

【柱　穴】

　規模は桁行３.２ｍ、梁行は３ｍ、総面積９.６	である。

主軸方位はＮ－３０゚ －Ｗを示す。

　柱掘りかたは、円形や楕円形の素掘りで直径０.６～

０.７ｍ、深さは０.３を測る。柱穴覆土は、硬質のオリーブ

褐色土である。掘りかた直径に比べて掘り込みは浅

い。なお、柱痕跡や遺物は検出されていない。

６　集石遺構

【概　要】

　第�ａ層上面にて、集石遺構が１基検出された。検

出箇所は、古墳時代～古代の遺構群の空白域であった

ことから、本来は集石遺構は１基のみではなく、より

多く存在したと考えられる。

　集石遺構自体は、縄文早期に属するものを含めて３２

基が検出された。遺構検出順に遺構番号を与えたの

で、第５節にて報告する集石遺構はＳＩ３となる。



－１４２－

ＳＩ３ＳＩ３（第８２図）

【立　地】

　Ｃ１５グリットで検出された集石遺構である。南側に

ＳＡ２１が位置する以外、周辺には縄文時代遺構は検出

されていない。

【検出状況と時期】

　第�層の下層付近を精査中に一辺２.４ｍ×１.８ｍの範

囲に焼礫が散乱する箇所を検出した。

　礫は殆ど赤変を受けて細かく砕かれていた状況であ

る。焼礫に混じって縄文土器�・�類土器小破片や剥

片といった石器類が数点出土した。

　この集石遺構は検出層位と土器の時期から縄文時代

中期（船元�・�式）に属すると判断される。

【構成礫の分析】

　調査時点では、掘り込みや底石（配石）をもたず、

特に礫の集中箇所を見出せないため、いわば「散礫」

の可能性が高いと考えていた。

　その後、接合作業を試みた結果、接合関係を有する

ことが判明した。それは大きく２箇所の接合関係を有

する群にわかれ、それぞれも接合関係を有することが

認められた。

　したがって、集石遺構は１基ではなく、本来的には

２基である可能性が高い。

　構成礫の総重量は５,３０６ｇで総個数は１３２個である。

石材は砂岩、頁岩、尾鈴山酸性岩類、ホルンフェルス

である。

　全ての礫は、直径５�内外の棒状ないし扁平な礫

で、９０％前後は被熱の痕跡がある破砕礫である。約半

数の礫には黒色付着物（煤か？）が確認された。

　接合の結果、直径約１５～３０�大、すなわち握り拳２

つ分の円礫に復元できた。砂岩４個、頁岩７個、尾鈴

山酸性岩類９個、ホルンフェルス１８個である。

　調査区北側には開析谷があり、その底面を流れる小

川には、上記とほぼ同じ大きさの円礫が河床に点在し

ていた。これら転石を利用したと想定されよう。

第８２図　ＳＩ３実測図（Ｓ＝１/２０）
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第８３図　ＳＶ１実測図（Ｓ＝１/４０）

７　配石遺構
【概　要】

　本遺跡においては、扁平な円礫を数個用い並べた

り、組み合わせた遺構を配石遺構と呼称する。この配

石遺構は１基検出された。

　ＳＶ１（第８３・８４図）　

　Ｆ１６グリットにて検出された。ＳＶ１の周囲には、

土坑群（ＳＣ６・１３～１５・１７～１９・３４・３５）内にあり、

土坑は、ＳＶ１を中心に求心的な配置をとるようにも

伺える。

　配石遺構の平面形は、長楕円形で長径２.４ｍ、短径

１.６ｍを測る。主軸は北西－南東方向にとる。

　掘り込みはごく浅く、その内部には、一辺約０.４～０.６

ｍ大で厚さ０.１～０.１５ｍ前後の尾鈴山酸性岩類の扁平な

円礫や棒状の礫が据えられたり、２～３段ほど積み重

ねられる。

　この配石部分は掘り込みの北側に偏在し、南側は扁

平な円礫１個が置かれているのみである。

　なお、配石遺構の周辺、特に北側には円礫が散在し

ており、配石遺構との関連性が想定される。

　一方、東側の配石のない空閑部分からは、�類土器

深鉢破片、石錘や敲石、剥片が数点検出された。

　また、配石遺構の構成礫のうち、尾鈴山酸性岩類の

石皿が３個体使用されていた。

　配石遺構は、出土遺物から概ね船元�・�式に併行

する時期に構築されたと考えられる。
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第８４図　ＳＶ１出土遺物実測図（Ｓ＝１/３・１/４）

８　土坑
ａ）土坑群の概要

　土坑（壙）は、便宜的に平面規模の長軸が約０.８ｍ以

上、掘り方の深さが約０.２ｍ以上とした。

　縄文時代中期の所産と判断できる土坑（壙）は１４３基

を数え、ある程度のまとまり（群）を構成する。

　土坑のまとまりや立地状況から、土坑群としてＡ～

Ｓ群の１８群に区分される。土坑全体の広がり方は等高

線に沿った扇形となるが、個々の土坑群では求心的、

等高線に沿った列状の配置をみる場合が多い。また、

竪穴住居や平地式建物群付近、または離れた箇所で群

集する傾向がある。

　土坑の平面形が楕円形を指向する場合は、その主軸

は等高線に直交する場合が多い。

ｂ）土坑の分類　

　これらの土坑（壙）は平面形と規模、遺物の出土状

態から大きく５類に分類された。

　Ａ類：平面形が円形で、平面規模は直径（長径）約

０.８～１.２ｍ前後、検出面からの深さ約０.３～

０.７ｍを測るもの。

　Ｂ類：平面形が楕円形か不整円形をなし、平面規模

は直径（長径）約１～１.５ｍ前後、検出面から

の深さ約０.２～３、０.５～０.７ｍ。

　Ｃ類：平面形は楕円形プランで、その長軸線上に円

形または方形の張り出し部がつく。平面規模

は直径（長径）約１.８～２ｍ前後、検出面から

の深さは０.６～０.７。

　Ｄ類：平面形は長楕円形または不整な長楕円形をな

し、長軸線上の一端に石が１個前後置かれて

いるもの。直径（長軸）０.９ｍと１.５～２ｍ、深

さ０.２～０.４ｍ前後。

　各土坑（壙）の規模や状況などについては別表（）

で一覧化した。ここでは上記分類に従い、それぞれの

分類ごとの、特に重要な土坑（壙）を抽出して記述す

ることにする。また、多数検出された土坑の機能推定

を試みるため、Ｃ１４放射性炭素年代測定、種実同定、

植物珪酸体分析とリン・カルシウム含量分析等を�古

環境研究所に委託した。対象とした土坑はＳＣ１９・２２・

２３・４２・４３・４４・４６・５７・５９・８１である。分析結果は、

各遺構説明の部分に原文を挿入した。なお、関連する

自然科学分析資料は、第�章「自然科学分析」におい

て提示している。
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第８５図　縄文時代中期土坑群分布図（Ｓ＝１/５００）
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第４１表　縄文時代中期の土坑群構成

配置状況土坑グリット群
列状?ＳＣ７０～７２Ｂ１５Ａ群
列状ＳＣ５３・６４・１１５～１１８・１４６Ｃ１７・Ｄ１６Ｂ群
求心的ＳＣ７７～８０Ｃ１９Ｃ群

列状?ＳＣ９４・９９～１０１Ｃ２０・２１ 
Ｄ２１Ｄ群

列状ＳＣ４２・４８・４９Ｄ１４・Ｅ１４Ｅ群
列状ＳＣ８１・８２・１３９・１４３・１４５・１４９Ｄ１９・２０Ｆ群
列状ＳＣ９３・１０３・１１３・１１４Ｄ２１・２２Ｇ群
列状ＳＣ２８～３０・４３・４４・１１９Ｅ１５Ｈ群
求心的ＳＣ５１・５２・１０６・１４０Ｅ１６・１７Ｉ群
列状
（密な配置）

ＳＣ５６～６０・６５～６８・７３～７５・９５・
９６・１４４

Ｅ１８・１９
Ｆ１８・１９Ｊ群

列状
（密な配置）

ＳＣ８８～９２・１０２・１０７～１０９・１１１・
１１２

Ｄ２０
Ｅ２０・２１・２２Ｋ群

列状
（密な配置）ＳＣ８４～８９・９７・９８Ｅ２０・２１Ｌ群

？ＳＣ７・８Ｆ１４Ｍ群

列状ＳＣ２・１６・２４・２７・４５～４７・
１２１・１２２

Ｅ１４・１５
Ｆ１４・１５Ｎ群

列状・求心的ＳＣ６・１１～１５・１７～１９・３４・３５・
１０５・１３３・１３８

Ｅ１５・１６
Ｆ１５・１６Ｏ群

列状
（密な配置）

ＳＣ２２・２３・３１・３２・５５・１１０・
１２３・１２４・１４２

Ｅ１７ Ｆ１６・
１７Ｐ群

求心的ＳＣ５４・６３・１２８～１３２・１３４・１４７Ｆ２２・２３
Ｇ２３Ｑ群

列状・求心的ＳＣ１０・２０・２１・２５・２６・３７～３９Ｇ１５・１６Ｒ群
列状・求心的ＳＣ１３５～１３７・１４８Ｈ２１・２２Ｓ群
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�：Ａ類

　平面形が円形で、平面規模は直径（長径） 約０.８～

１.２ｍ前後、検出面からの深さ約０.３～０.７ｍを測る、長

軸と短軸がほぼ等しいタイプである。

　縄文土器や石器、扁平な円礫が比較的まとまりを

もって出土する。

ＳＣ１９　ＳＣ１９（第８６～８７図）

【遺構の状況】

　Ｆ１６グリットに位置し、土坑群（Ｏ群）中にある。

　大きさは短径１.１ｍ、長径１.２ｍ、検出面からの深さは

０.４５ｍを測る。土坑の断面形は箱型に近い。

　遺物は土坑底面付近でまとまって出土した。�・�

類土器片と土器片錘、石器類として石核、剥片、石錘、

磨石、敲石、石皿等がある。

　なお、遺構検出面では、長さ０.１５ｍ、厚さ０.１ｍの尾

鈴山酸性岩の扁平な円礫が出土した。

　自然科学分析結果では、何らかの生物遺体の存在が

推定されている。

　出土遺物の時期は、船元�式～春日式北手牧段階

で、ＳＣ１９もこれと近い時期に属すると考えられる。

【自然科学分析結果】

�植物珪酸体分析結果

　土坑の埋土では、ネザサ節型が多量に検出され、ス

スキ属型やメダケ節型も比較的多く検出され、ウシク

サ族Ａ、クマザサ属型、ミヤコザサ節型なども検出さ

れた。遺構底面や遺構外でも同様の分類群が検出され

たが、埋土よりも比較的少量である。

　おもな分類群の推定生産量によると、埋土ではネザ

サ節型が卓越しており、ススキ属型やメダケ節型も多

くなっていることが分かる。

�リン・カルシウム含量分析結果

　土坑の埋土では、リン酸含量が１.０８～１.４８％（平均

１.１８％）と高い値で、遺構底面や遺構外の０.７６～

０.７９％（平均０.７８％）と比較して１.５１倍と明らかに高

くなっている。カルシウム含量については、比較試料

との間にとくに明瞭な差異は認められなかった。以上

のことから、遺構内部にはリン酸を多く含む何らかの

生物遺体が存在していた可能性が考えられる。

ＳＣ２２（第８８～８９図）

【遺構の状況】

　Ｆ１７グリットに位置し、土坑群（Ｐ群）中にある。Ｓ

Ａ８１とは、近接する位置関係にある。

　大きさは短径１ｍ、長径１.１ｍ、検出面からの深さ

は０.５ｍを測る。土坑断面形は、壁面の立ち上りが垂

直気味で、底面は平坦に近いため箱形といえる。

　土坑覆土上層部分には土器片の集中がみられた。遺

物は�・�類土器と石核、剥片、石錘等がある。

　自然科学分析結果では、何らかの生物遺体の存在が

推定されている。

　出土遺物の時期は、船元�式～春日式北手牧段階

で、ＳＣ２２もこれと近い時期に属すると考えられる。

【自然科学分析結果】

�植物珪酸体分析結果

　土坑の埋土では、ネザサ節型が多量に検出され、メ

ダケ節型も比較的多く検出された。また、ススキ属

型、ウシクサ族Ａ、クマザサ属型、ミヤコザサ節型な

ども検出され、埋土上部ではブナ科（シイ属）も検出

された。遺構底面や遺構外でも、おおむね同様の分類

群が検出された。

　おもな分類群の推定生産量によると、埋土ではネザ

サ節型が卓越しており、メダケ節型も多くなっている

ことが分かる。

�リン・カルシウム含量分析結果

　土坑の埋土では、リン酸含量が１.０８～１.４０％（平均

１.２５％）と高い値であり、埋土底部、遺構底面、遺構

外の０.５８～０.７７％（平均０.６９％）と比較して１.８１倍と明

らかに高い。カルシウム含量については、比較試料と

の間にとくに明瞭な差異は認められない。以上のこと

から、遺構内部にはリン酸を多く含む何らかの生物遺

体が存在していた可能性が考えられる。

ＳＣ３４ＳＣ３４ （第９０～９１図）

　Ｆ１６グリットに位置し、土坑群（Ｏ群）中にある。　

土坑の大きさは長径１.２８ｍ、短径１.２１ｍ、検出面から

の深さは０.２４ｍを測る。壁面は直立に立ち上がり、底

面は全体的に平坦だが、中央部はやや凹む。

　遺物は、覆土中位を中心に出土した。�～�類土器

と土器片加工円盤、石核、剥片等がある。
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第８７図　ＳＣ１９出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第８６図　ＳＣ１９実測図（Ｓ＝１/２０）

　出土遺物からＳＣ３４は、船元�式～春日式北手牧段

階に併行する時期に属する可能性が高い。

ＳＣ５７ＳＣ５７（第９２図）

　【遺構の状況】

　Ｅ１８グリットに位置し、土坑群（Ｊ群）中にある。　

　平面形は円形を基調とするが一部隅丸となる。短

径、長径ともに直径１ｍを測る。検出面からの深さは

０.２ｍで他の土坑に比べてやや浅い。掘り方断面形は

逆台形をなす。

　土坑中央よりやや南側に縄文土器深鉢が立位で出土

した。深鉢は底部と口縁部付近を欠失している。

　深鉢の出土状況と、土層断面の所見から土坑掘削

後、埋め戻した（埋没した）後に、少なくとも２度の

掘り込み（掘り直し）がなされたと解釈できる。

　つまり、初回の掘り直しでは直径約０.５ｍ、深さ約０

.２５ｍの円形の小穴を掘り込む（第２層）。この掘り方
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第８９図　ＳＣ２２出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第８８図　ＳＣ２２実測図

　　　（Ｓ＝１/２０）
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壁面近くには約０.１～０.１５ｍ大の礫を含んでいる。　２

度目の掘り直し時は、初回の掘り込み範囲の中心部付

近をやや深く掘り込む。そして深鉢を固定するように

土で埋め戻す（第６・７層）過程が想定される。

　第７層や深鉢内埋土（第６層）より焼土粒が検出さ

れたことから、この土坑は深鉢を利用した炉の性格を

もつ可能性がある。

　出土遺物は、�類土器等があり、ＳＣ５７は船元�式

に併行時期に属する可能性が高い。

　また、自然科学分析結果では、何らかの生物遺体の

存在が推定されている。

【自然科学分析結果】

�植物珪酸体分析結果

　土坑北側の埋土では、メダケ節型やネザサ節型が多

量に検出され、キビ族型、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、

クマザサ属型、ミヤコザサ節型などが、遺構底面や遺

構下層でも同様の分類群が検出され、メダケ節型やネ

ザサ節型は埋土よりも比較的少量である。

　土坑南側の埋土では、メダケ節型やネザサ節型が多

量に、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、クマザサ属型、ミ

ヤコザサ節型なども検出された。遺構底面や遺構下層

でも同様の分類群が検出されたが、メダケ節型やネザ

サ節型は埋土よりも比較的少量である。

　土坑中央部の埋土では、メダケ節型やネザサ節型が

多量に、キビ族型、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、クマ

ザサ属型、ミヤコザサ節型なども検出された。遺構外

では、埋土とおおむね同様の結果である。

　おもな分類群の推定生産量によると、埋土ではメダ

ケ節型やネザサ節型が卓越していることが分かる。

（※原文はＳＣ４７と記載）

�リン・カルシウム含量分析

　土坑の埋土では、リン酸含量が０.７１～１.２２％（平均

０.９１％）と比較的高い値であり、遺構底面や遺構外の

０.５１～０.６４％（平均０.５６％）と比較して１.６２倍と明

らかに高くなっている。カルシウム含量については、

比較試料との間にとくに明瞭な差異は認められなかっ

た。以上のことから、遺構内部にはリン酸を多く含む

何らかの生物遺体が存在していた可能性が考えられ

る。（※原文はＳＣ４７と記載）

第９０図　SC３４実測図（Ｓ＝１/２０）
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ＳＣ５８ＳＣ５８（第９３～９５図）

　Ｅ１８グリットに位置し、土坑群（Ｊ群）中にある。　

土坑の大きさは直径０.９ｍ、検出面からの深さは

０.４５ｍを測り、他の土坑よりは浅めである。

　壁面は直立気味で、底面は全体的に平坦なため、断

面形は箱形となる。

　遺物は、埋土中位を中心に出土した。特に長さ約０.２

～０.４ｍ、厚さ０.０５ｍ大の扁平な尾鈴山酸性岩が折り重

なって中心部に向かって落ち込んだ状況で出土した。

このうち大きめな礫は、石皿で３個体分出土した。土

器は�・�類土器破片が出土した。また、約０.１～０.１５

ｍ大の角礫等もある。

　出土遺物からＳＣ５８は、船元�式～春日式北手牧段

階に併行時期に属する可能性が高い。

ＳＣ６７ＳＣ６７（第９６～９７図）

　Ｅ１９グリットに位置し、土坑群（Ｊ群）中にある。　

大きさは、短径０.９ｍ、長径１.０５、検出面からの深さは

０.５ｍを測り、一部に隅角を有するやや不整形な円形の

土坑である。

　壁面は、ほぼ垂直に立ち上がり、底面は緩やかに凹

む。断面形は箱形に近い形状をなす。

　遺物は埋土上位から中位にかけて出土している。　

　主な遺物は、�類土器片が少量と、打製石斧、石錘、

磨石、敲石、剥片及び約０.１５ｍ大の扁平な円礫、約０.０５

ｍ大の角礫がある。角礫は量的に多く、赤変を受け細

かく砕けていた。

　出土遺物からＳＣ６７は、船元�式に併行する時期に

属する可能性が高い。

ＳＣ６８ＳＣ６８（第９８～９９図）

　Ｆ１８・Ｅ１８グリットに位置し、土坑群（Ｊ群）中に

ある。やや不整形な円形の土坑である。土坑の一部は

別遺構に切られる。

　大きさは短径０.８ｍ、長径０.８＋α、検出面からの深さ

は０.３ｍを測り、やや浅めである。断面形は箱形を呈す

ると考えられる。

　遺物は、底面および床面よりやや浮いた位置で出土

した。�・�類土器と剥片、敲石、約０.１５ｍ大の扁平

な円礫がある。

　出土遺物からＳＣ６８は、船元�式～春日式北手牧段

階に併行する時期に属する可能性が高い。

ＳＣ７７ＳＣ７７（第１００～１０１図）

　Ｃ１９グリットに位置し、土坑群（Ｃ群）中にある。

　土坑の大きさは短径０.９ｍ、長径１ｍ、検出面からの

深さは０.７ｍを測る。土坑の北側部分はＳＢ２５の柱穴

によって一部失われる。

　他の土坑と異なり、壁面の立ち上がり部分と底面と

の境は緩やかである。底面も緩い断面凸レンズ状を呈

す。平面規模のわりに深めなのが特徴である。　遺物

は、覆土中位を中心に出土した。�類土器と石錘、敲

石、剥片などである。

　出土遺物からＳＣ６８は、船元�式に併行する時期に

属する可能性が高い。

ＳＣ８０ＳＣ８０（第１０２～１０３図）

　Ｃ１９グリットに位置し、土坑群（Ｃ群）中にある。

　大きさは直径０.９ｍ、検出面からの深さは０.３５ｍを測

る。断面形は箱形を呈する。ＳＣ７７同様、平面規模の

割りに深めである。

　覆土中より、�・�類土器片が出土している。

　出土遺物からＳＣ８０は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ８１ＳＣ８１（第１０４～１０５図）

【遺構の状況】

　Ｄ２０グリットに位置し、土坑群（Ｆ群）中にある。　

大きさは短径１.１ｍ、長径１.２５、検出面からの深さは０.３

ｍを測り、他の土坑よりは浅めである。壁面は直立

し、底面は全体的にやや凹む。

　遺物は、覆土上位から底面付近にかけて出土した。

遺物の出土位置から北西側から投棄した、流れ込んだ

ようなあり方を示す。�・�類土器と剥片、石錘、敲

石と約０.１～０.１５ｍ大の赤変した扁平礫がある。

　出土遺物からＳＣ８１は、船元�式～春日式北手牧段

階に併行する時期に属する可能性が高い。

出土遺物は土器は船元�式土器に属する。
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ＳＣ５７ 土層注記 
１ ： 黒色土（１０ＹＲ１．７/１） 
２ ： 黒色土（７．５ＹＲ２/１） 
３ ： 黒褐色粘質土（１０ＹＲ２/２） 
４ ： 黒色粘質土（７．５ＹＲ２/１） 
５ ： 黒色土（７．５Ｙ２/１） 
６ ： 黒褐色土（１０ＹＲ３/１） 
７ ： 暗褐色土（１０ＹＲ３/３） 
８ ： 灰黄褐色粘質土（１０ＹＲ４/２） 

ＳＣ５８ 土層注記 
１ ： 黒褐色粘質土（１０ＹＲ３/１） 
２ ： 黒色粘質土（１０ＹＲ２/１） 
３ ： 暗褐色土（１０ＹＲ３/３） 

第９３図　ＳＣ５８実測図（Ｓ＝１/２０）

第９２図　ＳＣ５７実測図及び出土遺物実測図（Ｓ＝１/３・１/２０）

第９４図　ＳＣ５８出土遺物実測図〔１〕（Ｓ＝１/２０）



－１５２－

340

341

342

336 337

338 339

333332

330

331

334

335

0 10cm

0 10cm

L＝89.80m

L＝
89
.8
0m

M
.N
.

0 0.5m

第９６図　ＳＣ６７実測図（Ｓ＝１/２０）

第９５図　ＳＣ５８出土遺物実測図〔２〕（Ｓ＝１/３）

第９７図　ＳＣ６７出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

【自然科学分析結果】

�Ｃ１４放射性炭素年代測定（ＡＭＳ）

１．試料

　ＳＣ８１出土土器付着煤（図面番号３６２：委託番号№４）

２．測定結果 

　加速器質量分析（ＡＭＳ）法による放射性炭素年代

測定の結果、№４の土器付着煤では４３７０±５０年ＢＰ

（１σの暦年代でＢＣ３０３０～２９１０年）の年代値を得た。

�植物珪酸体分析結果

　土坑中央部西の埋土では、ネザサ節型が多量に検出

され、メダケ節型も比較的多く検出された。また、ス

スキ属型、ウシクサ族Ａ、クマザサ属型、ミヤコザサ
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節型なども検出された。

　遺構底面でも同様の分類群が検出されたが、メダケ

節型やネザサ節型は埋土よりも比較的少量である。

　土坑中央部東の埋土では、ネザサ節型が多量に検出

され、メダケ節型も比較的多く検出された。また、キ

ビ族型、ウシクサ族Ａ、クマザサ属型、ミヤコザサ節

型、海綿骨針も検出された。

　遺構底面および遺構下層では、ネザサ節型、クマザ

サ属型、ミヤコザサ節型が比較的多く検出され、キビ

族型、ウシクサ族Ａ、メダケ節型なども検出された。

遺構外も、埋土とおおむね同様の結果である。

　おもな分類群の推定生産量によると、埋土ではメダ

第９９図　ＳＣ６８出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第９８図　ＳＣ６８実測図
（Ｓ＝１/２０）
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ケ節型やネザサ節型が卓越していることが分かる。

（※原文はＳＣ８２と報告している）

　�リン・カルシウム含量分析結果

　土坑の埋土では、リン酸含量が０.４８～０.７０％（平均

０.５９％）であり、遺構底面や遺構外の０.５２～０.６８％

（平均０.５９％）と同等となる。カルシウム含量につい

ては、比較試料との間にとくに明瞭な差異は認められ

なかった。以上のことから、同遺構では生物遺体が存

在した可能性については判断できない。

（※原文はＳＣ８２と報告している）

ＳＣ８８ＳＣ８８（第１０６～第１０８図）

　Ｅ２１グリットに位置し、土坑群（Ｋ群）中にある。大

きさは、短径１.０５ｍ、長径１.１、検出面からの深さは０.５

ｍを測る。壁面の立ち上がりはやや直立気味で、底面

は全体的にやや凹む。

　遺物は、覆土中位か、やや下位で出土した。�類土

器片と石錘、磨石、台石と長さ約０.３～０.５ｍ、厚さ約０.１

大の扁平な円礫である。

　出土遺物からＳＣ８８は、船元�式に併行する時期に

属する可能性が高い。

ＳＣ１１０ＳＣ１１０（第１０９～１１０図）

　Ｆ１７グリットに位置し、土坑群（Ｐ群）中にある。

　大きさは、短径１.０５ｍ、長径１.１、検出面からの深さ

は０.７ｍを測り、やや深めである。壁面の立ち上がりは

やや直立気味で、底面は凸レンズ状である。

　遺物は、覆土下位を中心に出土した。�・�類土器

片と石核、剥片、石錘、磨石、敲石、石皿と約０.０５～

０.２ｍ大の扁平な円礫がある。

　出土遺物からＳＣ８８は、船元�式に併行する時期に

属する可能性が高い。

ＳＣ１２９ＳＣ１２９（第１１１～１１２図）

　Ｆ２３グリットに位置し、土坑群（Ｑ群）中にある。

　大きさは短径０.９５ｍ、長径１ｍ、検出面からの深さ

は０.５ｍを測る。断面形は箱形である。

遺物は、覆土中位を中心に出土した。�・�類土器と

剥片、石錘、敲石がある。

　出土遺物からＳＣ１２９は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ１４２ＳＣ１４２（第１１３～１１４図）

　Ｆ１７グリットに位置し、土坑群（Ｐ群）中にある。Ｓ

Ａ８１内で検出されたが、前後関係は不明である。

　大きさは長径１.０５ｍ、短径０.９ｍ、検出面からの深さ

は０.３ｍを測る。壁面は他の土坑とは異なり緩やかな

立ち上がりをなす。

　遺物は遺構検出面から覆土の中位にかけてさ散漫に

出土した。�類土器と石匙、剥片、磨石、敲石主があ

る。他には約０.１ｍ大の扁平な円礫、約０.０５ｍ大の角

礫が検出面付近に偏って出土する。

　出土遺物からＳＣ１４２は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ１４５ＳＣ１４５（第１１５～１１６図）

　Ｄ２０グリットに位置し、土坑群（Ｆ群）中にある。

　大きさは長径１.０５ｍ、短径０.９５ｍ、検出面からの深さ

は０.３ｍを測る。ＳＣ１４２同様、深さはやや浅い。断面

形は箱形である。

　遺物は覆土全体に散漫に出土した。特に検出面から

覆土中位には、�類土器と石錘及び約０.０５～０.１１ｍ大

の赤変した角礫が集中して出土した。

�：Ｂ類

　平面形が円形で、平面規模は直径（長径） 約０.８～

１.２ｍ前後、検出面からの深さ約０.３～０.７ｍを測るタイ

プである。縄文土器や石器、扁平な円礫、角礫などが

比較的まとまりをもって出土する。

　平面形が楕円形か不整円形をなし、平面規模は直径

（長径）約１～１.５ｍ前後、検出面からの深さ約０.３～０.７

ｍを測る、長軸が長いタイプである。遺物は埋土中や

床面付近で縄文土器や石器が多数出土する。

　また、Ａ類と同じく円礫や角礫も共伴して出土する

傾向が強いが、円礫は大き目の扁平なものと、石皿や

台石の場合が多い。
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１　 ： 黒褐色土（１０ＹＲ２/３） 
２ａ ： 暗オリーブ褐色土（２．５Ｙ３/３） 
２ｂ ： ２ａより黄味が強い 
３　 ： 黒褐色土（７．５ＹＲ３/１） 
４　 ： 黄褐色土（１０ＹＲ５/８） 

第１００図　ＳＣ７７実測図（Ｓ＝１/２０）

第１０３図　ＳＣ８０出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第１０１図　ＳＣ７７出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第１０２図　ＳＣ８０実測図（Ｓ＝１/２０）
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第１０７図　ＳＣ８８出土遺物実測図〔１〕（Ｓ＝１/３）
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第１０８図　ＳＣ８８出土遺物実測図〔２〕（Ｓ＝１/３・１/４）

ＳＣ６ＳＣ６（第１１７～１１８図）

　Ｆ１６グリットに位置し、土坑群（Ｏ群）中にある。　

土坑の一部は別遺構によって切られる。土坑の大きさ

は、長径１.２＋αｍ、短径１.３ｍ、検出面からの深さは０.３

ｍを測る。断面形は箱形を呈する。

　遺物は、覆土中位を中心に出土した。�・�類土器

と剥片がある。

　出土遺物からＳＣ６は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ１３ＳＣ１３（第１１９～第１２０図）

　Ｆ１６グリットに位置し、土坑群（Ｏ群）中にある。隅

丸方形に近く、底面は方形となる。土坑の大きさは長

径１.２５ｍ、短径１.１ｍ、検出面からの深さは０.４ｍを測

る。断面形は逆台形をなしている。

　遺物は、覆土中より�・�類土器と土器片錘、石錘

が出土した。縄文土器破片がある。

　出土遺物からＳＣ１３は、船元�～春日式北手牧段階

に併行する時期に属する可能性が高い。

ＳＣ１６ＳＣ１６ （第１２１～第１２２図）

　Ｆ１５グリットに位置し、土坑群（Ｏ群）中にある。　

　土坑の大きさは長径１.２ｍ、短径０.９ｍ、検出面からの

深さは０.４ｍを測る。壁面は直立に立ち上がり、底面は

全体的に平坦だが、中央部はやや凹む。

　遺物は、覆土中位を中心に出土した。�・�類土器

と剥片、石錘、磨石、敲石等がある。

　出土遺物からＳＣ１６は、船元�～春日式北手牧段階

に併行する時期に属する可能性が高い。

ＳＣ２３ （第１２３～１２４図）

　【遺構の状況】

　Ｆ１７グリットに位置し、土坑群（Ｐ群）中にある。や

や隅丸方形に近い楕円形の土坑である。土坑の大きさ

は長径１.３ｍ、短径１.１ｍ、検出面からの深さは０.

６ｍを測る。土坑周辺は縄文時代中期の小穴が点在す

るが、この土坑との関係は不明である。

　遺物は�・�類土器と石鏃、石核、剥片、石錘、磨

石、敲石、石皿等がある。

　遺物の出土傾向は、検出面付近と床面の２箇所であ

る。検出面付近では縄文土器深鉢破片と石器類、底面

では約０.２ｍ大の扁平または球状の円礫、角礫及び石

器類と、出土位置によって内容が異なっている。

　また、自然科学分析結果では、何らかの生物遺体の

存在が推定されている。　

　出土遺物からＳＣ２３は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

376

0 10�

0 10�

374
375

（１：４）

（１：３）



－１５９－

M
.N
.

L＝90.00m
L＝
90
.0
0m

0 0.5m

377

378

379

380

382

383

386

388

387

0 10� 

381

385
384

第１１０図　ＳＣ１１０出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第１０９図　ＳＣ１１０実測図（Ｓ＝１/２０）



－１６０－

M
.N
.

L＝89.90m

0 0.5m

a b

c

d

389 390

391 392

0 10� 

393

0 5� 

（２：３） 

（１：３） 

M.N
.

L＝90.00m

L

＝90.00m

394

395

397

396

398

0 10� 

１
 

２
 

３
 

0.5m

0

ＳＣ１２９ 土層注記 
１ ： 暗褐色粘質土（１０ＹＲ３/３） 
２ ： 灰黄褐色土（１０ＹＲ４/２） 
３ ： 暗褐色粘質土（７．５ＹＲ２/３） 

第１１１図　ＳＣ１２９実測図（Ｓ＝１/２０）

第１１２図　ＳＣ１２９出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第１１４図　ＳＣ１４２出土遺物実測図（Ｓ＝２/３・１/３）

第１１３図
ＳＣ１４２実測図
（Ｓ＝１/２０）
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【自然科学分析結果】

　�植物珪酸体分析結果

　土坑の埋土では、ネザサ節型が多量に検出され、メ

ダケ節型も多い。ススキ属型、ウシクサ族Ａ、クマザ

サ属型、ミヤコザサ節型なども検出された。

　遺構底面や遺構外でも同様の分類群が検出された

が、メダケ節型やネザサ節型は埋土よりも比較的少量

である。

　おもな分類群の推定生産量によると、埋土ではメダ

ケ節型やネザサ節型が卓越していることが分かる。

　�リン・カルシウム含量分析結果

　土坑の埋土では、リン酸含量が１.１７～１.４４％（平均

１.２９％）と高い値であり、遺構底面や遺構外の０.５３～

０.５４％（平均０.５４％）と比較して２.３９倍と明らかに高く

なっている。カルシウム含量については、比較試料と

の間にとくに明瞭な差異は認められない。以上のこと

から、遺構内部にはリン酸を多く含む何らかの生物遺

体が存在していた可能性が考えられる。

ＳＣ４２ＳＣ４２ （第１２５～１２６図）

【遺構の状況】

　Ｄ１４グリットに位置し、土坑群（Ｅ群）中にある。土

坑の大きさは長径１.３４ｍ、短径０.９６ｍ、検出面からの深

さは０.４８ｍを測る。断面形は逆台形に近い。

　覆土中からは、大量の炭化物が出土した。後述のよ

うにアカガシ亜属を含めコナラ属イチイガシ（ドング

リ）の炭化種子と推定された。回収できた種子の総重

量は約９２.２ｇ、総個数は約３６８個である。炭化種子は

子葉のみで種皮はついていない。

　炭化種子は、貯蔵穴のようなギッシリと詰まった出

土状況ではなく、土坑検出面から底面まで満遍なく出

土するあり方を示している。

　さらに、出土状況図からは、覆土上層と中・下層と

で大きく２～３のまとまりが認められ、複数回の投棄

の状況を示していると解釈される。

　なお、炭化種子の観察記録などについては、谷口武

範氏の報告文（註�）を参照されたい。

　その他の遺物として、覆土中より�・�類土器と石

匙、石錘、磨石が出土した。

　また、自然科学分析結果では、ＳＣ４２内に何らかの

生物遺体の存在が推定されている。　

　ＳＣ４２は、出土遺物から船元�式～春日式北手牧段

階に併行する時期と考えられ、炭化種子の年代値から

ＢＣ３０３０～２９２０年となる。

【自然科学分析結果】

�種実同定分析結果

１．分析結果〔樹木〕

イチイガシ　Ｑｕｅｒｃｕｓ ｇｉｌｖａ Ｂｌｕｍｅ

種子　ブナ科（コナラ属アカガシ亜属）

　炭化して黒色で、楕円形を呈する。表面はなめらか

で、縦方向に一条の凹線が入る。

コナラ属アカガシ亜属？

Ｑｕｅｒｃｕｓ ｓｕｂｇｅｎ Ｃｙｃｌｏｂａｌａｎｏｐｓｉｓ？  種子  ブナ科

　黒色で楕円形を呈する。表面はなめらかである。完

形のものがなかったことから、属レベルの同定にとど

めた。

�種実同定から推定される植生と農耕

　分析の結果、縄文時代の貯蔵穴（ＳＣ４２）から採取

された選別試料（８１個体）は、すべてイチイガシと同

定され、その他の試料もイチイガシが含まれるコナラ

属アカガシ亜属？と同定された。イチイガシは暖温帯

に分布する照葉樹林の主要高木であり、自然度の高い

沖積平野の肥沃な適潤地などに生育する樹木である。

イチイガシの果実は、渋抜きなしで食用になる。（※

原文はＳＣ４３と記載）

�Ｃ１４放射性炭素年代測定（ＡＭＳ）

１．試料

　ＳＣ４２、埋土底部　 炭化種実（イチイガシ） ２．分

析結果

　加速器質量分析（ＡＭＳ）法による放射性炭素年代

測定の結果、４３８０±４０年ＢＰ（１σの暦年代でＢＣ

３０３０～２９２０年）年代値が得られた。

�植物珪酸体分析

　土坑（貯蔵穴）の埋土では、ネザサ節型が多量に検

出され、メダケ節型も比較的多く検出された。また、

キビ族型、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、クマザサ属型、

ミヤコザサ節型なども検出された。埋土底部でも同様

の分類群が検出されたが、メダケ節型やネザサ節型は

埋土よりも比較的少量である。

　遺構底面では、ミヤコザサ節型が比較的多く検出さ
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れ、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、ネザサ節型、クマザ

サ属型なども検出された。

　おもな分類群の推定生産量によると、埋土（底部以

外）ではメダケ節型やネザサ節型が卓越していること

が分かる。（※原文はＳＣ４３と記載）

�リン・カルシウム含量分析

　土坑の埋土では、リン酸含量が０.５２～１.３９％（平均

１.０３％）と高い値であり、遺構底面の０.４１％と比較し

て２.５１倍と明らかに高くなっている。カルシウム含

量については、比較試料との間にとくに明瞭な差異は

認められなかった。以上のことから、遺構内部にはリ

ン酸を多く含む何らかの生物遺体が存在していた可能

性が考えられる。（※原文はＳＣ４３と記載）

ＳＣ４３ＳＣ４３（第１２７～第１２８図）

【遺構の状況】

　Ｅ１５グリットに位置し、土坑群（Ｈ群）中にある。土

坑の大きさは長径１.４４ｍ、短径１.２ｍ、検出面からの深

さは０.５８ｍを測る。断面形は逆台形に近い。

　遺物は、覆土中より�・�類土器と石錘、磨石、敲

石及び炭化物がある。

　ＳＣ４２同様、ＳＣ４２でも多量の炭化物が土坑中から
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第１２６図　ＳＣ４２出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

出土した。アカガシ亜属を含めコナラ属イチイガシ

（ドングリ）の炭化種子と推定された。炭化種子は子

葉のみで種皮はついていない。

　炭化種実の存在を土層断面観察時に認識したため平

面的な出土状況の記録はできなかった。調査時におい

ては約１００点の炭化種子を回収できた。

　なお、炭化種子は、土坑覆土中位から底面まで満遍

なく出土するあり方を示している。

　炭化種子自体の観察記録については、谷口武範氏の

報告文（註�）を参照されたい。

　ＳＣ４３は、出土遺物から船元�式に併行する時期と

考えられ、炭化種子の年代値からＢＣ３１００～３０１０年な

いしＢＣ３０９０～２９２０年となる。

【自然科学分析結果】

�Ｃ１４放射性炭素年代測定（ＡＭＳ）

１．試料

　ＳＣ４３、埋土底部 　炭化種実（イチイガシ） 

　ＳＣ４３、埋土底部　 炭化種実（イチイガシ）

２．分析結果

　加速器質量分析（ＡＭＳ）法による放射性炭素年代
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２ ： 暗褐色土（１０ＹＲ３/３） 
３ ： 黄褐色土（１０ＹＲ５/６） 
４ ： 灰黄褐色土（１０ＹＲ４/２） 

※赤色のドットは 
　炭化種子の出土位置 

第１２７図　ＳＣ４３実測図（Ｓ＝１/２０）

測定の結果、№２の炭化種実（イチイガシ）では４４３０

±４０年ＢＰ（１σの暦年代でＢＣ３１００～３０１０年）、№３

の炭化種実（イチイガシ）では４４００±４０年ＢＰ（１σ

の暦年代でＢＣ３０９０～２９２０年）の年代値が得られた。

なお、№３では放射性炭素年代測定値よりも暦年代の

年代幅がかなり大きくなっているが、これは該当時期

の暦年代較正曲線が不安定なためである。

ＳＣ５１（第１２９～１３０図）

　Ｆ１７グリットに位置し、土坑群（Ｉ群）中にある。

土坑の大きさは長径１.１ｍ、短径０.９ｍ、検出面から

の深さは最大０.４ｍを測る。断面形は箱形であるが、

底面は全体的に緩く凹む。

　遺物は、�・�類土器と石錘がある。出土遺物から

ＳＣ５１は、船元�式に併行する時期に属する可能性が

高い。

第１２８図　ＳＣ４３出土遺物実測図
（Ｓ＝１/３）

第１２９図　ＳＣ５１実測図（Ｓ＝１/２０） 第１３０図　ＳＣ５１出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）
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ＳＣ５２ＳＣ５２（第１３１～１３２図）

　Ｅ１６グリットに位置し、土坑群（Ｉ群）中にある。　

隅丸方形に近い土坑で、大きさは長径１.４ｍ、短径１

ｍ、検出面からの深さは０.４５ｍを測る。四隅を掘立柱

建物の柱穴で切られている。断面形は逆台形であるが

底面は全体的に緩く凹む。

　底面付近には、１６個の石錘がまとまって出土した。

この石錘は、不揃いではなく、あるまとまりを有する

ことから石錘を装着した魚網を廃棄したまたは、保管

した土坑の可能性がある。

　そのほか、覆土中より�類土器が出土した。

　出土遺物からＳＣ５２は、船元�式～春日式北手牧段

階に併行する時期に属する可能性が高い。

ＳＣ５３ＳＣ５３（第１３２図）

　Ｃ１７グリットに位置し、土坑群（Ｂ群）中にある。

　土坑の大きさは、長径１.２ｍ、短径０.９ｍ、検出面から

の深さは０.１５ｍを測る。断面形は逆台形である。　な

お、遺構検出面は第�～�層ではなく、第�層上面で

ある。覆土の特徴と出土遺物から縄文中期の土坑と判

断した。

　覆土中より�類土器と石錘が出土している。

　出土遺物からＳＣ５３は、船元�式～春日式北手牧段

階に併行する時期に属する可能性が高い。

ＳＣ５６ＳＣ５６（第１３３～１３５図）

　Ｅ１８グリットに位置し、土坑群（Ｊ群）中にある。　

土坑の大きさは長径１.４ｍ、短径１.１５ｍ、検出面からの

深さは０.７５ｍを測り、他の土坑より深い。　

　ＳＣ５６南側には、縄文時代中期の覆土を有する小穴

が検出され、ＳＣ５６はこの小穴を切っている。

　遺物は覆土中位と床面の大きく２箇所でまとまった

状況で出土した。�・�類土器と打製石斧、二次加工

剥片、石錐、石核、剥片、磨石、敲石、石皿、台石等

石器類と、約０.１５～０.２ｍ大の円礫、角礫が混在してい

る。その出土状況から土坑西側から複数回の投棄によ

るものと判断される。

　出土遺物からＳＣ５６は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ６３ＳＣ６３（第１３６図）

　Ｆ２３グリットに位置し、土坑群（Ｑ群）中にある。

土坑の両端をＳＢ４４の柱穴で失われる。

　土坑の大きさは、長径１.３ｍ、短径１.０４ｍ、検出面か

らの深さは０.５４ｍを測る。断面形は逆台形ないし箱形

に近い。底面はへいたんである。

　遺物は、中部付近で集中して出土した。�類土器口

縁部や胴部を中心に、石核や敲石と石錘がある。底部

とスクレイパー、石核、剥片、石錘、敲石とい

　出土遺物からＳＣ６３は、船元�式～春日式北手牧段

階に併行する時期に属する可能性が高い。

ＳＣ６４ＳＣ６４（第１３７～１３８図）

　Ｃ１７グリットに位置し、土坑群（Ｂ群）中にある。

　土坑の大きさは、長径１.１ｍ、短径０.９ｍ、検出面から

の深さは０.５ｍを測る。断面形は逆台形をなすが、底面

の中央部は浅くくぼんでいる。

　遺構覆土は、上層に黒褐色土、下層に暗褐色粘質土

が堆積している。ともに硬質で�－��粒子や炭化物を

多く含む。

　遺物は特に底面付近で集中して出土した。�・�類

底部とスクレイパー、石核、剥片、石錘、敲石といっ

た石器類、約０.１ｍ大の棒状、円状礫である。また、埋

土全体に赤変を受けた砕片が多く検出された。

　出土遺物からＳＣ６４は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ６５ＳＣ６５（第１３９～第１４０図）

　Ｆ１８グリットに位置し、土坑群（Ｊ群）中にある。　

土坑の大きさは長径１.３ｍ、短径１ｍ、検出面からの深

さは０.５ｍを測る。断面形は箱形を呈する。

　遺物は、覆土中位を中心に出土した。�類土器と剥

片、石錘、敲石、石皿、台石類がある。また、土坑東

側の長軸方向に約０.１５～３ｍ大の扁平な尾鈴山酸性岩

の円礫がまとまって出土している。

　出土遺物からＳＣ６５は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ６６ＳＣ６６（第１４１～第１４２図）

　Ｅ１８グリットに位置し、土坑群（Ｊ群）中にある。
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第１３１図　ＳＣ５２実測図及び出土遺物実測図（Ｓ＝１/３・１/２０）

第１３２図　ＳＣ５３実測図及び出土遺物実測図（Ｓ＝１/３・１/２０）

　土坑の大きさは長径１.３ｍ、短径１ｍ、検出面からの

深さは０.４５ｍを測る。断面形は逆台形をなすが、底面の

中央部は浅く凹む。土坑東側の床面は若干高くなる。

　遺物は覆土中より、�・�類土器と剥片、石錘及び

約０.１ｍ大の円礫があげられる。

　出土遺物からＳＣ６６は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ６９ＳＣ６９（第１４３～第１４４図）

　Ｅ１９グリットに位置し、土坑群（Ｊ群）中にある。　

隅丸方形に近い土坑で、大きさは長径１.４５ｍ、短径１.１５

ｍ、検出面からの深さは０.５５ｍを測る。断面形は箱形

となる。土坑の北東側に円形の小穴が接しているが、

切り合いは不明である。

　遺物は、覆土中位を中心として全体的に散漫に出土

した。�・�類土器とスクレイパー、二次加工剥片、

剥片、石核、磨石がある。

　出土遺物からＳＣ６９は、船元�～春日式北手牧段階

に併行する時期に属する可能性が高い。

ＳＣ７０ＳＣ７０（第１４５～１４６図）

　Ｂ１５グリットに位置し、土坑群（Ａ群）中にある。　

土坑の大きさは長径１ｍ、短径０.８ｍ、検出面からの深
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さは最大０.２５ｍを測る。壁面の立ち上がりは垂直な部

分と緩やかな部分があり、底面は平坦である。

　遺物は、検出面付近から覆土中位を中心として出土

した。�類土器と石錘、剥片類がある。

　出土遺物からＳＣ７０は、船元�式に併行する時期に

属する可能性が高い。

ＳＣ７８ＳＣ７８（第１４７～１４８図）

　Ｃ１９グリットに位置し、土坑群（Ｃ群）中にある。　

土坑平面形は楕円形だが一部隅丸をなす。大きさは長

径１ｍ、短径０.８５ｍ、検出面からの深さは０.７ｍを測る。

平面規模の割りに深いのが特徴である。

　遺物は主に覆土上層で、約０.２ｍ大の扁平な円礫を初

めとして�類土器や石錘、敲石、石皿、台石が出土し

た。また、底面で約０.２ｍ大の円礫が検出された。円礫

はすべて尾鈴山酸性岩である。

　出土遺物からＳＣ７８は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ９４ＳＣ９４（第１４９～１５０図）

　Ｄ２１グリットに位置し、土坑群（Ｄ群）中にある。　

土坑の大きさは長径１.２ｍ、短径１.１ｍ、検出面からの深

さは０.７ｍを測る。他の土坑と比べて底面の広さが狭

いのが特徴的である。また、壁面中途にテラスを有

し、二段掘りの掘り方をなす。

　遺物は、覆土中位を中心として全体的に散漫に出土

第１３５図　ＳＣ５６出土遺物実測図〔２〕（Ｓ＝１/３）
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した。�・�類土器と剥片がある。

　出土遺物からＳＣ９４は、船元�式に併行する時期に

属する可能性が高い。

ＳＣ１０５ＳＣ１０５（第１５１～１５２図）

　Ｆ１６グリットに位置し、土坑群（Ｏ群）中にある。

やや円形に近い楕円形の土坑で、大きさは長径１.２５ｍ、

短径１.１ｍ、検出面からの深さは０.４ｍを測る。他の土

坑と比べてやや浅めである。底面の隅に直径０.２５ｍの

ごく浅い小穴を有する。　

　遺物は、底面とやや浮いた位置で出土している。�

類土器と土器片錘、二次加工剥片、剥片、磨石、石皿、

台石と約０.２ｍ大の扁平な尾鈴山酸性岩の円礫と約０.２

ｍ大の砂岩と頁岩の棒状礫がある。特に礫がまとまり

をもって出土しているのが特徴的である。

　出土遺物からＳＣ１０５は、船元�式に併行する時期

に属する可能性が高い。

ＳＣ１０６ＳＣ１０６（第１５３～１５４図）

　Ｆ１７グリットに位置し、土坑群（Ｉ群）中にある。　

土坑の大きさは長径１ｍ、短径０.９ｍ、検出面からの深

さは０.４ｍを測る。断面形は逆台形を呈する。　　遺物

は、覆土中位を中心に出土した。特に中央部に約０.１５

ｍ大の赤化した円礫の下に縄文土器深鉢がまとまって

出土した。�・�類土器と打製石斧、スクレイパー、

剥片がある。　

　出土遺物からＳＣ１０６は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ１２０ＳＣ１２０（第１５５～１５６図）

　Ｆ１７グリットに位置し、土坑群（Ｐ群）中にある。　

土坑の大きさは長径１ｍ、短径０.９ｍ、検出面からの深

第１３６図　ＳＣ６３実測図及び出土遺物実測図（Ｓ＝１/３・１/２０）
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さは０.３５ｍを測る。断面形は逆台形を呈する。

　遺物は、遺構検出面から覆土中位を中心に出土し

た。�・�類土器と石錘、磨石、敲石といった石器類

がある。他に約０.１ｍ大の球状の円礫や赤変を受けた

角礫がある。この礫は砂岩が多かった。

　出土遺物からＳＣ１２０は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ１３１ＳＣ１３１（第１５７図）

　Ｇ２３グリットに位置し、土坑群（Ｑ群）中にある。

　土坑の大きさは長径１.２５ｍ、短径１.０５ｍ、検出面から

の深さは０.６５ｍを測る。

　遺物は、特に覆土中位から底面にかけて出土した。

覆土中位付近では、�・�類土器と石錘、磨石、敲石

が、底面では約０.１５～２ｍ大の円礫が検出されている。

円礫は赤変を受けた砂岩である。

　出土遺物からＳＣ１３１は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ１４１ＳＣ１４１（第１５８～１５９図）

　Ｇ１８グリットに位置する。単独で検出され、土坑群

を形成していない。

　土坑の大きさは長径１.２ｍ、短径０.９ｍ、検出面からの

深さは０.１５ｍを測り、他の土坑と比べて浅い。

第１３８図　ＳＣ６４出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第１３７図　ＳＣ６４実測図（Ｓ＝１/２０）
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第１４０図　ＳＣ６５出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）
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　土坑底面中央には、約０.１５～０.２ｍ大の円礫、角礫が

環状に配置され、その周辺に縄文土器深鉢破片（�・

�類土器）が散乱していた。

　礫や土器破片が出土する部分の底面は硬化が著し

く、焼土粒や炭化物がわずかに認められる。

　円礫や角礫の石材は、尾鈴山酸性岩や砂岩で、赤変

が著しく、部分的にタールが付着していた。

　出土遺物からＳＣ１４１は、船元�～春日式北手牧段

階式に併行する時期に属する可能性が高い。

　また、この土坑は、恐らく石囲い炉としての性格を

有する可能性がある。

ＳＣ１４６ＳＣ１４６（第１６０～１６１図）

　Ｄ１７グリットに位置し、土坑群（Ｂ群）中にある。

　土坑の大きさは長径１.２５ｍ、短径１ｍ、検出面から

の深さは０.２ｍを測る。断面形は逆台形である。

　覆土中より�類土器と石核、剥片、敲石が、底面付

近からは、石錘１０個まとまって出土した。

　出土遺物からＳＣ１４６は、船元�式に併行する時期

に属する可能性が高い。石錘がまとまって出土したこ

とからＳＣ５２と似た性格を有すると想定される。

�：Ｃ類

　平面楕円形で、その長軸線上に円形または方形の張

り出し部がつくもの。平面規模は直径（長径）約１.８

ｍ前後、検出面からの深さは０.６～０.７を測る。

　ただ、Ｃ類は、掘り方の大きさや遺物の出土位置や

構成はＡ類やＢ類と近似していることから別遺構との

複合（切りあい関係）を誤認した可能性を残す。

ＳＣ１１ＳＣ１１（第１６２～１６４図）

　Ｆ１５グリットに位置し、土坑群（Ｏ群）中にあり、

ＳＡ８を切っている。

　大きさは長径１.８５ｍ、短径１.２ｍ、検出面からの深さ

は０.７ｍを測る。方形の張り出しと二段の掘り方を呈

している。

　遺物は、土坑底面とやや浮いた位置で出土してい

る。主な遺物は、�類土器片とスクレイパーや石錐、

石錘、台石、剥片と石核および約０.３ｍ大の扁平な尾鈴

山酸性岩の円礫と約０.１ｍ大の尾鈴山酸性岩や砂岩の

赤変を受けた角礫がある。

　土器や石器は礫の出土位置に比べ、やや上位で集中

していた。

　出土遺物からＳＣ１１は、船元�式に併行する時期に

第１４１図　ＳＣ６６実測図（Ｓ＝１/２０）
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第１４２図
ＳＣ６６出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）
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第１４４図　ＳＣ６９出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第１４３図　ＳＣ６９実測図（Ｓ＝１/２０）
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第１４７図　ＳＣ７８実測図（Ｓ＝１/２０） 第１４８図　ＳＣ７８出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）
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属する可能性が高い。

ＳＣ６２ＳＣ６２（第１６５～１６６図）

　Ｃ１６グリットに位置する。周辺には土坑は隣接せ

ず、土坑群を形成しない単独立地の土坑である。　　

平面形は、隅丸方形に近い楕円形で、西側に不整形な

の張り出し部が接続する。大きさは長径１.８ｍ、短径

１.１ｍ、検出面からの深さは０.８ｍを測る。底面付近は

さらに一段掘り込まれている。　

　遺物は、検出面から土坑底面へと覆土全体に広がっ

て出土している。主な遺物は�・�類土器片と二次加

工剥片や剥片、石錘、敲石といった石器類及び約０.１

ｍ大の円礫と角礫がある。

　出土遺物からＳＣ６２は、船元�式に併行する時期に

属する可能性が高い。

ＳＣ７９ＳＣ７９（第１６７～第１６８図）

　Ｃ１９グリットに位置し、土坑群（Ｃ群）中にある。　

平面形は楕円形で、南側に浅く掘り広げられている。

大きさは長径１.４ｍ、短径０.９５ｍ、検出面からの深さ

は０.６５ｍを測る。断面形は逆台形を呈する。

　遺物は、主に覆土中位と底面付近で出土した。埋土

第１５０図　ＳＣ９４出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第１４９図
ＳＣ９４実測図
（Ｓ＝１/２０）
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中位付近は�類土器破片と約０.１ｍ大の赤変をうけた

砂岩の角礫が、底面では約０.２ｍ大の球状の礫や棒状の

頁岩や尾鈴山酸性岩の礫が出土する傾向がある。

　出土遺物からＳＣ７９は、船元�式～春日式北手牧段

階に併行する時期に属する可能性が高い。

�：Ｄ類

　平面プランは、不整な円形、長楕円形または不整な

長楕円形をなし、長軸線上の一端に石を１個ないし複

数個出土しているもの。直径（長軸）０.９ｍと１.５～２ｍ、

深さ０.２～０.３と０.５ｍ前後を測る。

　Ｄ類の土坑は、他分類の土坑に比して、大きさの割

りに掘り方が極端に浅く、出土遺物は約０.３～０.４大の

石を１個ないし複数個と完形の深鉢形土器のみなど、

内容が異なっているのが特徴である。

　なお、Ｄ類土坑は平面プランの形状や大きさによっ

て細分も可能だが、それぞれ少数の検出例にとどまる

ので敢えて一括した。

ＳＣ２ＳＣ２（第１６９～１７０図）

　Ｆ１５グリットに位置し、土坑群（Ｎ群）中にある。

　平面形は不整な楕円形である。土坑の西側に別遺構

の小穴と切りあうが、その前後関係は不明である。

第１５２図　ＳＣ１０５出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第１５１図　ＳＣ１０５実測図（Ｓ＝１/２０）
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第１５４図　ＳＣ１０６出土遺物実測図（Ｓ＝１/３）

第１５３図　ＳＣ１０６実測図（Ｓ＝１/２０）

　土坑の大きさは長径１.５ｍ、短径１.１ｍ、検出面からの

深さは０.３５ｍを測る。

　遺物は縄文土器の深鉢（�類）が１個体と尾鈴山酸

性岩の円礫（巨礫）１個が出土している。この深鉢は

口縁部と底部を欠失しているが、口縁部方向を南に向

けた横位の状態で検出面付近で出土した。また、土器

の底部付近には８箇所の補修孔がある。

　なお、遺構実測図中では円礫の図示はしていない。

これは図化前に誤って除去したためである。

　円礫は凡そ土坑の東端で出土し、土器の出土レベル

と同じ位置であった。約０.３ｍ大と考えられる。

　その他の遺物として土器片錘と剥片が出土した。

　出土遺物からＳＣ２は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ７ＳＣ７（第１７１～１７２図）

　Ｆ１４グリットに位置し、土坑群（Ｍ群）中にある。

　平面形は楕円形ないし方形を基調としているが西側

は不整形な掘り込みをなす。

　土坑の大きさは長径２ｍ、短径１.１ｍ、検出面からの

深さは０.１５ｍを測る。土坑の北側で、尾鈴山酸性岩類

の石皿が１個横位で出土した。
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　　　  土器・石器及び炭化物を粗らに含む。 
２ ： 黒褐色土（１０ＹＲ３/２） 
　　　　粘性強く、しまり良い。 
　　　  褐色土ブロック（１㎝大以下）を多く含む。 
３ ： 褐色土（１０ＹＲ４/６） 
　　　　粘性強く、しまり良い。 
　　　  褐色土ブロック（１㎝大以下）を粗らに含む。 
　　　　土器・石器片の混入も著しい。 
４ ： 黒色粘質土（２．５Ｙ４/１） 
　　　　粘性強く、硬質である。人頭大の円・礫を含む。 
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第１５５図　ＳＣ１２０実測図（Ｓ＝１/２０）

第１５６図　ＳＣ１２０出土遺物実測図
（Ｓ＝１/３）

第１５７図　ＳＣ１３１実測図
　　　（Ｓ＝１/３）
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第１６４図　ＳＣ１１出土遺物実測図〔２〕（Ｓ＝１/３）
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第１６７図　ＳＣ７９実測図
　　　　　（Ｓ＝１/２０）

第１６８図　ＳＣ７９出土遺物実測図

（Ｓ＝１/３）

　その他の遺物は、覆土中より�類土器と土器片錘、

石核と石錘がある。

　出土遺物からＳＣ７は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

ＳＣ４４ＳＣ４４（第１７３図）

【遺構の状況】

　Ｅ１５グリットに位置し、土坑群（Ｈ群）中にある。平

面プランは、長楕円形である。大きさは長径１.５ｍ、短

径０.８５ｍ、検出面からの深さは０.２ｍを測る。土坑の南

側で約０.３ｍ大で厚さ０.１ｍの尾鈴山酸性岩の円礫（巨

礫）が１個出土した。　

　自然科学分析結果では、何らかの生物遺体の存在が

推定されている。

　遺物は皆無であるが、ＳＣ４４は、覆土の類似性から

他の土坑と同じ縄文時代中期前後と考えられる。

【自然科学分析結果】

�植物珪酸体分析

　土坑中央部の埋土では、ネザサ節型が多量に検出さ

れ、メダケ節型も比較的多く検出された。また、スス

キ属型、ウシクサ族Ａ、クマザサ属型、ミヤコザサ節

型なども検出され、部分的にキビ族型、ジュズダマ属、

ヨシ属なども検出された。遺構底面（試料４）でも同

様の分類群が検出されたが、メダケ節型やネザサ節型

は埋土よりも比較的少量である。

　土坑南側の埋土では、ネザサ節型が多量に検出さ

れ、メダケ節型も比較的多く検出された。また、スス

キ属型、ウシクサ族Ａ、クマザサ属型、ミヤコザサ節

型などや、部分的にキビ族型やヨシ属なども検出され

た。遺構底面でも同様の分類群が検出されたが、メダ

ケ節型やネザサ節型は埋土より比較的少量である。遺

構外では、埋土と概ね同様の結果である。
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第１７０図　ＳＣ２出土遺物実測図（Ｓ＝１/３・１/８）
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　おもな分類群の推定生産量によると、埋土ではメダ

ケ節型やネザサ節型が卓越していることが分かる。

（※原文ではＳＣ４５と記載）

�リン・カルシウム分析

　土坑の埋土では、リン酸含量が０.６６～０.９７％（平均

０.８２％）と比較的高い値であり、遺構底面や遺構外の

０.３７～０.４６％（平均０.４２％）と比較して１.９４倍と明ら

かに高くなっている。カルシウム含量については、比

較試料との間にとくに明瞭な差異は認められなかっ

た。以上のことから、遺構内部にはリン酸を多く含む

何らかの生物遺体が存在していた可能性が考えられ

る。（※原文ではＳＣ４５と記載）

ＳＣ４６ＳＣ４６（第１７４図）

【遺構の状況】

　Ｆ１４グリットに位置し、土坑群（Ｎ群）中にある。　

平面形は不整な円形か隅丸の三角形である。大きさは

長径０.８５ｍ、短径０.８ｍ、検出面からの深さは０.２５ｍを

測る。土坑の中央よりやや東側で約０.４５ｍ大で厚さ０.２

ｍの尾鈴山酸性岩の円礫（巨礫）が１個出土した。遺

物は、円礫１個と土器片（�類）である。

　自然科学分析結果では、何らかの生物遺体の存在が

推定されている。

　出土遺物からＳＣ４６は、船元�・�式に併行する時

期に属する可能性が高い。

【自然科学分析結果】

�植物珪酸体分析

　土坑の埋土では、ネザサ節型が多量に検出され、メ

ダケ節型も比較的多く、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、

クマザサ属型、ミヤコザサ節型なども検出された。遺

構底面や遺構外でも同様の分類群が検出されたが、ネ

ザサ節型は埋土よりも比較的少量である。

　おもな分類群の推定生産量によると、埋土ではメダ

ケ節型やネザサ節型が卓越していることが分かる。

�リン・カルシウム分析

　土坑の埋土では、リン酸含量が０.４７～１.０８％（平均

０.７６％）と比較的高い値であり、遺構底面や遺構外の

０.３６～０.４５％（平均０.４１％）と比較して１.８５倍と明

らかに高くなっている。カルシウム含量については、

比較試料との間にとくに明瞭な差異は認められなかっ

た。以上のことから、遺構内部にはリン酸を多く含む

何らかの生物遺体が存在していた可能性が考えられ

る。

第１７４図　ＳＣ４６実測図（Ｓ＝１/２０）

第１７３図　ＳＣ４４実測図（Ｓ＝１/２０）
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ＳＣ５９ＳＣ５９（第１７５図）

　Ｅ１９グリットに位置し、土坑群（Ｊ群）中にある。平

面形は楕円形が東西方向に連結した形状をなす。

　土坑の大きさは長径２.０５ｍ、短径１.１ｍと０.７ｍ、検出

面からの深さは最大０.７ｍを測る。

　土坑の中央よりやや東側で約０.２５ｍ大で厚さ０.１５ｍ

の尾鈴山酸性岩の円礫（巨礫）が３個組み合わせたよ

うな形で検出面よりやや下位で出土した。

　そのほかの遺物は、�類土器と土器片錘、石核、剥

片、敲石が覆土中より出土している。

　自然科学分析結果から、生物遺体の存在が推定さ

れ、海綿骨針が検出されている。

　出土遺物からＳＣ５９は、船元�式に併行する時期に

属する可能性が高い。

【自然科学分析結果】

�植物珪酸体分析

　土坑の埋土では、ネザサ節型が多量に検出され、メ

ダケ節型も比較的多く、キビ族型、ススキ属型、ウシ

クサ族Ａ、クマザサ属型、ミヤコザサ節型などやブナ

科（シイ属）も検出された。

　遺構底面でも同様の分類群が検出されたが、メダケ

節型やネザサ節型は埋土よりも比較的少量である。

　礫下の埋土では、ネザサ節型が多量に検出され、メ

ダケ節型も比較的多く、ススキ属型、ウシクサ族Ａ、

クマザサ属型、ミヤコザサ節型などや、埋土下部では

海綿骨針も検出された。

　遺構底面でも、概ね同様の分類群が検出されたが、

メダケ節型やネザサ節型は埋土より比較的少量であ

る。遺構外では、埋土とおおむね同様の結果である。

　おもな分類群の推定生産量によると、埋土ではメダ

ケ節型やネザサ節型が卓越していることが分かる。

�リン・カルシウム含量分析

　土坑の埋土では、リン酸含量が０.５２～１.３６％（平均

０.９６％）と比較的高い値であり、遺構底面や遺構外の

０.５０～０.６１％（平均０.５６％）と比較して１.７２倍と明らか

に高くなっている。カルシウム含量については、比較

試料との間にとくに明瞭な差異は認められなかった。

以上のことから、遺構内部にはリン酸を多く含む何ら

かの生物遺体が存在していた可能性が考えられる。

ＳＣ１００ＳＣ１００（第１７６図）

　Ｃ２１グリットに位置し、土坑群（Ｄ群）中にある。　

平面プランは長楕円形である。大きさは長径１.２５ｍ、

短径１.０５ｍ、検出面からの深さは０.３ｍを測る。　土坑

の中央よりやや離れて約０.２ｍ大のホルンフェルスの

角礫が１個、底面付近で出土した。

　その他、覆土中より�類土器と石錘が出土した。

ＳＣ１３２（第１７７～１７８図）

　Ｆ２３グリットに位置し、土坑群（Ｑ群）中にある。

　平面形は円形プランで、大きさは直径１.４５ｍ、検出

面からの深さは０.４５ｍを測る。

　土坑の中央付近で、尾鈴山酸性岩類の台石２点が、

周辺に約０.２ｍ大の同じ石材の円礫がまとまって出土

している。その出土レベルは検出面よりやや下位の部

分にあたる。

　遺物は、台石以外に�・�類土器底部とスクレイ

パー、磨石が出土した。

ＳＣ１４０ＳＣ１４０（第１７９～１８０図）

　Ｅ１７グリットに位置し、土坑群（Ｉ群）中にある。　

ＳＣ５１の東側に位置する土坑である。

　平面形は、隅丸方形に近い円形で、大きさは直径

１.１５ｍ、検出面からの深さは０.４５ｍを測る。

　土坑底面の北寄り中央部分で、縄文土器深鉢（�類）

の完存品が、口縁部を北に向け、横位の状態でやや底

面より浮いた状態で出土した。土器表面には赤色顔料

の塗布が見られ、土器内部の埋土中には１�大の白色

粒がやや密に混入していた。

　そのほか、尾鈴山酸性岩の円礫（巨礫）１個が土坑

の南側で出土している。ＳＣ２同様、図中では円礫の

図示はしていない。これも図化前に誤って除去したた

めである。円礫は土坑検出面で出土した。大きさは約

０.３ｍ大と考えられる。

　出土遺物からＳＣ１４０は、船元�～春日式北手牧段

階式に併行する時期に属する可能性が高い。
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９　包含層（第�ｂ層）の遺物

【遺物包含層の状況】

　第�ｂ層は、遺存の濃淡や残存層厚の多少はある

が、Ａ調査区の北半部全体に遺存していた。

　その中で遺物の出土量が多い傾向が認められるの

は、Ａ区北西部と中央部２箇所であった。

　北西部では、特に竪穴住居群や土坑群（Ｈ・Ｉ・Ｍ・

Ｎ・Ｏ・Ｐ・Ｒ群）を中心とする部分、つまりＥ１４～

１７、Ｆ１４～１７、Ｇ１４～１６グリットである。

　Ａ区中央部分では、Ｊ土坑群（Ｅ１８・１９、Ｆ１８・１９）

付近が特に遺物量が多い傾向にある。その他のグリッ

トでは、極端に出土量が異なることから、包含層の遺

物出土量が多いグリットと、土坑群や竪穴住居群の集

中域が重なる傾向がある。

　本来ならば、グリット単位の遺物量とその構成を提

示しなければならないが、紙数の都合で割愛した。　

　第１８２～１８５図は、第�ｂ層出土遺物を土器、石器ご

とに網羅的に図化掲載した。ただ、石器については縄

文中期以降（後期～晩期）の遺物を含む可能性がある。

＜註文献＞

�　谷口武範『９.宮崎県下耳切第３遺跡』「先史・古代

アジア出土の植物遺存体�」　熊本大学考古学研

究室　２００４

�　�と同上

第２回現地説明会（Ｈ
１４．２．９）の報道記事
〔宮崎日日新聞Ｈ１４．２．１１付朝刊

より転載〕
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ＳＣ１３２ 土層注記 
１ ： 明褐色粘質土（１０ＹＲ３/３） 
２ ： 灰黄褐色土（１０ＹＲ４/２） 
３ ： 暗褐色粘質土（７．５ＹＲ２/３） 

１ 

２ 
３ 

第１７８図　ＳＣ１３２出土遺物実測図（Ｓ＝１/３・１/４）第１７７図　ＳＣ１３２実測図（Ｓ＝１/２０）

第１８０図　ＳＣ１４０出土遺物実測図〔１〕（Ｓ＝１/２０）

第１７９図　ＳＣ１４０実測図

　　　　 （Ｓ＝１/２０）
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第１８１図　ＳＣ１４０出土遺物実測図〔２〕（Ｓ＝１/２）
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第１８２図　縄文時代中期包含層出土遺物〔１〕（Ｓ＝１/３）
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第１８３図　縄文時代中期包含層出土遺物〔２〕（Ｓ＝２/３・１/３）
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第１８４図　縄文時代中期包含層出土遺物〔３〕（Ｓ＝１/３）

690
0 10�

688

686685

683
682

681

684

687

689



－１９９－

第１８５図　縄文時代中期包含層出土遺物〔４〕（Ｓ＝１/２・１/３・１/４）
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第４４表　縄文時代中期平地式建物跡一覧表

備考時期出土土器　（　）内は個体数出土石器主柱穴床面積
（
）

直径
（�）平面形遺構番号

住居周縁にピット列・張り出し
部あり・住居内土坑（ＳＣ４１）?
未検出遺構（類土器）との切
りあい可能性あり

船元�・�式
�－６類�、�－７類�、�－１０類�、
�－４類�、�－６類�、�－３類�、
後期土器

スクレイパー２、石錐１、石
核１、剥片８、石錘６、磨石
２、石皿２、台石１

３～４２３.７５５.５不整円形ＳＡ８

住居周縁にピット列・張り出し
部あり

船元�式～春日
式北手牧段階

�－１類�、�－６類�、�－７類�、
�－４類�、�－３類�、�類�、�類
�、土器片錘�、土器片加工円盤�

石錘２、剥片６５１２.５６４不整円形ＳＡ１４

－船元�・�式�－１類�、�－３類�、�－５類�剥片８１＋α１３.８５４.２不整円形ＳＡ２１

住居周縁にピット列船元�・�式�－６類�、�－７類�、�－１０類�、
�－６類�、�類�打製石鏃１、剥片７、石錘６３＋α２８.２６６円形ＳＡ２２

縄文時代中期か?小破片剥片３－９.６２３.５円形ＳＡ７０

住居内土坑船元�・�式�－２類�、�－６類�、�－８類�、
�－１０類�、�－１類�

石匙１、石錐１、石核１、剥
片３１＋α８.０４３.２不整円形ＳＡ８０

住居内土坑（ＳＣ１４２）?船元�式～春日
式北手牧段階

�－６類�、�－９類�、�－１０類�、
�－３類�

石匙１、石錐２、スクレイ
パー２、石核２、剥片１１、石
錘１、磨石２、敲石１、石製
垂飾１

?１０.１７３.６円形ＳＡ８１

住居周縁にピット列か?船元�式�－３類�、�－４類�、�－６類�、
打製石斧１、二次加工剥片
１、剥片１４石錘４、磨石１、
敲石２

３＋α２６.４１５.８円形ＳＡ８２

住居周縁にピット列船元�式～春日
式北手牧段階

�－３類�、�－６類�、�－１０類�、
�－３類�

石核２、剥片１８、石錘７、磨
石５、敲石２、石皿１?１８.８５４.９円形ＳＡ８３

第４２表　縄文時代中期竪穴住居跡一覧表

備考時期遺物
規模構造

遺構番号
主軸方向床面積（	）桁行（�）梁行（�）柱穴数桁行梁行建物の形態

－縄文時代か？－Ｎ－５８－Ｗ５.５２.５２.２１０３２側柱建物ＳＢ６３

－縄文時代か？－Ｎ－８－Ｅ－－２.８１０？３２？側柱建物ＳＢ８２

－縄文時代か？－Ｎ－６８－Ｅ５.７２２.６２.２１０３２側柱建物ＳＢ８３

－縄文時代か？－Ｎ－３０－Ｗ９.６３.２３４１１側柱建物ＳＢ８４

第４３表　縄文時代中期掘立柱建物跡一覧表

備考出土石器出土土器ピット数床面積（
）短軸（�）直径（長軸）（�）平面形�遺構番号

ＳＣ２５（付帯施設か?）－�－８類９＋α６.２８２.５３.２楕円形ＳＨ１

中央に円形ピット－土器片加工円盤６＋α１２.５６－４円形ＳＨ２

中央に小土坑剥片縄文土器（小破片）６＋α１１.９４－３.９円形ＳＨ３

－剥片縄文土器（小破片）８＋α２１.２３－５.２円形ＳＨ４

－剥片縄文土器（小破片）６＋α７.０７－３円形ＳＨ５

－剥片縄文土器（小破片）９＋α１５.９３.５４.５楕円形ＳＨ６

－－縄文土器（小破片）７＋α４.９１－２.５円形ＳＨ７

拡張箇所の可能性－�－８類９＋α１２.５６－４円形ＳＨ８

中央に円形ピット－縄文土器（小破片）９＋α９.６２－３.５円形ＳＨ９

中央に円形ピット・ＳＣ３７（付帯施設か?）－�－８類１５＋α２８.２６－６円形ＳＨ１０

中央に円形ピット－�－６・１０類８＋α１２.５６－４円形ＳＨ１１

－石匙�－３・５類９＋α９.６２－３.５円形ＳＨ１２

ＳＣ２４（付帯施設か?）－縄文土器（小破片）１２＋α１２.５６－４円形ＳＨ１３

－－縄文土器（小破片）９＋α８.０４２.６３.２楕円形ＳＨ１４

－剥片縄文土器（小破片）４＋α７.０６５－３円形ＳＨ１５

中央に円形ピット－縄文土器（小破片）８＋α９.６２２.８３.５楕円形ＳＨ１６

－－縄文土器（小破片）９＋α９.６２－３.５円形ＳＨ１７

ＳＣ１０４（付帯施設か?）－縄文土器（小破片）１２２８.２６３.８６楕円形ＳＨ１８

－－縄文土器（小破片）８＋α１９.６３３.５５楕円形ＳＨ１９

－－縄文土器（小破片）１０＋α９.６２３３.５楕円形ＳＨ２０

－剥片縄文土器（小破片）８＋α２８.２６４６楕円形ＳＨ２１

－－縄文土器（小破片）９＋α１９.６３４.３５楕円形ＳＨ２２

中央にピット数基－�－５類１４２８.２６４６楕円形ＳＨ２３

拡張箇所の可能性－�－５類１０＋α２３.７５３５.５楕円形ＳＨ２４

ＳＣ４９（付帯施設か?）－縄文土器（小破片）１２１９.６３３.８５楕円形ＳＨ２５

－剥片縄文土器（小破片）１０＋α１９.６３４５楕円形ＳＨ２６

－剥片縄文土器（小破片）８＋α４.９１－２.５円形ＳＨ２７

中央に円形ピット剥片�－５・６類、�－５類６＋α１２.５６－４円形ＳＨ２８

－－�－９類９＋α１２.５６－４円形ＳＨ２９

－－縄文土器（小破片）５＋α９.６２－３.５円形ＳＨ３０

－剥片縄文土器（小破片）５＋α１２.５６－４円形ＳＨ３１

中央に円形ピット－�－２類８＋α３８.４７－７円形ＳＨ３２
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第４５表　縄文時代中期土坑一覧表�

備考時期（幅）出土土器　（　）内は個体数出土石器平面
積深さ短軸直径

（長軸）分類平面形遺構番号

－三万田式�類�石錘１２.１６０.５５１.２１.８－隅丸方形ＳＣ１

略完形１個体船元�・�式�－１０類�・�－５類�・
�－３類�・土器片錘�剥片３１.３０.３５１.１１.５Ｄ類不整楕円形ＳＣ２

－船元�・�式�－６類�・�－２類�・
�－１０類�・�－３類�剥片２１.６３０.３１.３１.６Ｂ類楕円形ＳＣ６

－船元�・�式�－１類�・土器片錘�石核１、石錘１、台石１１.７２０.４１.１２Ｄ類方形?ＳＣ７

－縄文時代中期小破片剥片３、扁平礫２１.２３０.３１.１１.２５Ａ類円形ＳＣ８

－船元�式�－１０類�・�－４類�－１.２３０.４８１.１２１.４Ｂ類楕円形ＳＣ１０

－船元�式�－１０類�・�－８類�
スクレイパー２、石錐１、
石錘１、台石１、剥片８、
石核３、角礫４

１.７４０.７１.２１.８５Ｃ類楕円形ＳＣ１１

－船元�式�－６類�－０.９４０.２８１１.２Ｂ類楕円形ＳＣ１２

－船元�式～春日式北
手牧段階

�－５類�・�－１０類�・
�－８類�・土器片錘�石錘１１.０８０.４１.１１.２５Ｂ類楕円形ＳＣ１３

－縄文時代中期小破片磨石２０.４９０.２０.７０.９Ｂ類楕円形ＳＣ１４

－船元�式～春日式北
手牧段階�－５類�・�－１０類
石錐１１.３０.４８０.９６１.７２Ｃ類楕円形ＳＣ１５

－船元�式～春日式北
手牧段階

�－５類�・�－６類�・
�－５類�・�－６類�・
�－２類�

剥片３、石錘１、磨石１、
敲石１、円礫２０.８５０.４０.９１.２Ｂ類楕円形ＳＣ１６

－船元�式�－８類�石核１０.８２０.２３０.７１.５Ｂ類楕円形ＳＣ１７

－船元�式～春日式北
手牧段階�－５類�スクレイパー２０.４９０.２０.７０.９Ｂ類楕円形ＳＣ１８

生物遺体存在か
?

船元�式～春日式北
手牧段階

�－５類�・�－６類��
－３類�・�－９類�・土
器片錘�

石錘１、磨石２、敲石１、
石皿２、剥片１２、石核１、
角礫７

１.１３０.４５１.１１.２Ａ類円形ＳＣ１９

－縄文時代中期小破片石錐１０.６４０.２７０.７１１.１４Ｂ類楕円形ＳＣ２０

縄文時代中期小破片剥片７１.１３０.５２０.９８１.４７Ｂ類楕円形ＳＣ２１

生物遺体存在か
?

船元�式～春日式北
手牧段階

�－３類�・�－２類�・
�－８類�・�－５類�

石核２、石錘２、剥片３、
扁平礫２０.９５０.５１１.１Ａ類円形ＳＣ２２

生物遺体存在か
?船元�・�式�－６類�・�－８類�・

�－１０類�

石鏃１、石核２、剥片６、
石錘１、磨石４、敲石２、
石皿３、扁平礫２

１.１２０.６１.１１.３Ｂ類楕円形ＳＣ２３

－船元�・�式�－６類�円礫３１.３１０.３１.０９１.５４Ｂ類楕円形ＳＣ２４

－縄文時代中期小破片石核２、扁平礫２１０.２０.８５１.５Ｂ類楕円形ＳＣ２５

－縄文時代中期小破片円礫３０.５６０.２８０.７１.０２Ｂ類楕円形ＳＣ２６

－縄文時代中期小破片角礫８０.９１０.２０.８１１.４３Ｂ類楕円形ＳＣ２７

－縄文時代中期小破片角礫１８０.５７０.２６０.６８１.０７Ｂ類楕円形ＳＣ２８

－船元�・�式�類�・�類�石匙１、磨石１、剥片５、
円礫２０.６７０.３０.７１.２２Ｂ類楕円形ＳＣ２９

－船元�・�式�－８類�・�－９類�剥片８１.３０.２１０.９２１.８Ｄ類?楕円形ＳＣ３０

－縄文時代中期小破片石皿２０.９４０.５１１.１Ａ類円形ＳＣ３１

－縄文時代中期小破片扁平礫３、角礫２０.９４０.３０.９８１.２２Ｂ類楕円形ＳＣ３２

－縄文時代中期小破片－０.５３０.３８０.６８１Ｂ類楕円形ＳＣ３３

－船元�～春日式北手
牧段階

�－３類�・�－４類�・
�－３類�・�－４類�・
土器片加工円盤�

石核２、剥片１７、扁平礫
３、角礫２１.２９０.２４１.２１１.２８Ａ類円形ＳＣ３４

礫１個・ＳＡ７
下面検出船元�式�－３類�石錘２、角礫１０.５２０.２５０.６７０.９８Ｂ類楕円形ＳＣ３５

－船元�式～春日式北
手牧段階�－５類�扁平礫２１.０３０.７１０.８７１.５１Ｃ類楕円形ＳＣ３６

－船元�・�式�－１０類�円礫１０.９８０.６７１.０５１.１２Ａ類円形ＳＣ３７

－縄文時代中期小破片－０.６７０.２６０.７１１.２１Ｂ類楕円形ＳＣ３８

－縄文時代中期小破片－０.５５０.３０.６８１.０３Ｂ類楕円形ＳＣ３９

－船元�・�式�－９類��－２類�・�
－６類�・土器片錘�

磨石３、敲石２、石錘３、
石核２、剥片２７０.８８０.４２０.８１.４Ｂ類楕円形ＳＣ４０

ＳＡ８内土坑?船元�・�式�－１０類�打製石斧１、石匙１、剥片
１９、石錘４、敲石３０.４８０.１６０.６４０.９６Ｂ類楕円形ＳＣ４１
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第４６表　縄文時代中期土坑一覧表�

備考時期（幅）出土土器（　）内は個体数出土石器平面
積深さ短軸直径

（長軸）分類平面形遺構番号

炭化種子検出・
生 物 遺 体 存 在
か？

船元�～春日式北手
牧段階

�－４類�・�－８類�・
�－５類�

石匙１、石核２、剥片７、
石錘２、磨石２、１０.４８０.９６１.３４Ｂ類楕円形ＳＣ４２

炭化種子検出船元�式�－６類�・�－１０類	・
�－４類�

石錘４、磨石１、敲石３、
扁平礫３０.５１０.５０.７０.９３Ｂ類楕円形ＳＣ４３

生物遺体存在か？縄文時代中期小破片扁平礫１１０.２０.８５１.５Ｄ類楕円形ＳＣ４４

縄文時代中期小破片石錘１１.６８０.３７１.１２１.９１Ｂ類楕円形ＳＣ４５

生物遺体存在か？船元�・�式�－１０類�扁平礫１０.５７０.２５０.８０.８５Ｄ類不整円形ＳＣ４６

－縄文時代中期小破片円礫１１.３７０.４２１.２１１.４４Ｂ類不整楕円形ＳＣ４７

－縄文時代中期小破片－０.６３６０.７２１.０７Ｂ類楕円形ＳＣ４８

－縄文時代中期小破片－０.６１０.４０.６９１.１２Ｂ類楕円形ＳＣ４９

－船元�・�式�－１０類�石錘１０.７２０.４４０.９２０.９６Ａ類円形ＳＣ５０

－船元�式�－１０類�・�－９類�・
�－４類�・石錘２０.７８０.４０.９１.１Ｂ類楕円形ＳＣ５１

石錘廃棄か？船元�式～春日式北
手牧段階�類�石錘１６１.１０.４５１１.４Ｂ類楕円形ＳＣ５２

－船元�式～春日式北
手牧段階�－３類�・�－６類�石錘３０.８５０.１５０.９１.２Ｂ類楕円形ＳＣ５３

－縄文時代中期小破片－１.０７０.４５１.０５１.３Ｂ類楕円形ＳＣ５４

－縄文時代中期小破片－１.２９０.４５１.０２１.２８Ａ類円形ＳＣ５５

－船元�・�式�－６類�・�－１０類�・
�－８類�・�－６類�

打製石斧１、二次加工剥片
１、石錐１、石核２、石錘
２、磨石２、敲石３、剥片
１１、石皿２、台石３、扁平
礫１３

１.２６０.７５１.１５１.４Ｂ類楕円形ＳＣ５６

炉跡か？
生物遺体存在か？船元�式�－１０類�・�－８類�・

�－２類�扁平礫３、角礫２０.７９０.２１１Ａ類円形ＳＣ５７

－船元�式～春日式北
手牧段階

�－５類�・�－５類�・
�－６類�・�－１類�・
�－３類�

二次加工剥片１、石錘２、
石皿３０.６４０.４５０.９０.９Ａ類円形ＳＣ５８

生物遺体存在か？
海面骨針検出船元�式�－１０類�・�－６類�・

�－９類�・土器片錘�
石核３、剥片２３、敲石２、
扁平礫３１.７７０.７１.１２.０５Ｄ類楕円形ＳＣ５９

－船元�・�式�類�・�類�－０.６７０.３０.７９１.０８Ｂ類楕円形ＳＣ６０

ＳＡ７下面検出船元�・�式�類�・�類�－０.８８０.３５０.８１.４Ｂ類楕円形ＳＣ６１

ＳＡ３５下面検出船元�式�－６類�・�－６類�
二次加工剥片１、剥片８、
石錘５、敲石２、円礫８、
角礫２

１.５５０.８１.１１.８Ｃ類楕円形ＳＣ６２

－船元�式～春日式北
手牧段階�－５類�・�－４類�石核１、石錘３、敲石１１.０６０.５４１.０４１.３Ｂ類楕円形ＳＣ６３

－船元�・�式�類�・�類�
スクレイパー１、石核３、
剥片１７、石錘２、敲石２、
円礫２

０.７８０.５０.９１.１Ｂ類楕円形ＳＣ６４

－船元�・�式�－１０類�剥片２、石錘３、敲石１、
石皿１、台石１、角礫４１.０２０.５１１.３Ｂ類楕円形ＳＣ６５

－船元�・�式�－３類�・�－６類�・
�類�剥片１、石錘１１.０４０.４５１.０２１.３Ｂ類楕円形ＳＣ６６

－船元�式�－４類�・�－１０類�
打製石斧１、石錘１、剥片
８、磨石１、敲石２、円礫
３

０.８７０.５０.９１.０５Ａ類円形ＳＣ６７

－船元�式～春日式北
手牧段階

�－３類�・�－５類�・
�－１０類�・�－４類�剥片１、敲石１０.５０.３０.８０.８Ａ類円形ＳＣ６８

－船元�～春日式北手
牧段階

�－１類�・�－４類�・
�－６類�・�－２類�・
�類�

スクレイパー１、二次加工
剥片１、石核１、剥片１２、
磨石２、円礫１

１.３１０.５５１.１５１.４５Ｂ類楕円形ＳＣ６９

－船元�式�－２類�・�－１０類�石錘１、剥片２、円礫３０.６３０.２５０.８１Ｂ類楕円形ＳＣ７０

－船元�～春日式北手
牧段階�－８類�・�－１類�－０.６７０.３９０.７８１.０４Ｂ類楕円形ＳＣ７１

－船元�式�－７類�石錘１、円礫３、扁平礫１０.６６０.２２０.８１１.０４Ｂ類楕円形ＳＣ７２

－縄文時代中期小破片－０.８３０.３５０.９４１.１３Ｂ類楕円形ＳＣ７３

－縄文時代中期小破片円礫３０.６７０.７０.８５１Ｂ類楕円形ＳＣ７４

－縄文時代中期小破片－０.６４０.３０.９０.９Ａ類円形ＳＣ７５

－縄文時代中期小破片角礫２、扁平礫５０.８９０.２０.９４１.２Ｂ類楕円形ＳＣ７６

－船元�式�－４類�・�－６類�・
�－１０類�石錘１、敲石２、剥片３０.７９０.７０.９１Ａ類円形ＳＣ７７



－２０３－

第４７表　縄文時代中期土坑一覧表�

備考時期（幅）出土土器　（　）内は個体数出土石器平面
積深さ短軸直径

（長軸）分類平面形遺構番号

－船元�・�式�－６類�石錘２、敲石１、石皿１、
台石１０.６７０.７０.８５１Ｂ類楕円形ＳＣ７８

－船元�式～春日式
北手牧段階�－３類�・�－５類�敲石１、円礫２、棒状礫１１.０４０.６５０.９５１.４Ｃ類楕円形ＳＣ７９

－船元�・�式�－６類�・�－８類�・
�－１０類�円礫１０.６４０.３５０.９０.９Ｄ類?円形ＳＣ８０

海綿骨針検出船元�式～春日式
北手牧段階

�－６類�・�－２類�・
�－６類�・�－５類�・
�－１類�・�類�

剥片１０、石錘２、敲石２、
扁平礫５１.２３０.３１.１１.２５Ａ類円形ＳＣ８１

－縄文時代中期小破片棒状礫１２１.８３０.２８１.２８１.８２Ｄ類?楕円形ＳＣ８２

－縄文時代中期小破片円礫４０.５１０.３８０.７４０.８８Ｂ類楕円形ＳＣ８３

－縄文時代中期小破片剥片３、棒状礫６０.５１０.２０.６２１.０４Ｂ類楕円形ＳＣ８４

－船元�式～春日式
北手牧段階�－１類�・�－５類�石錘１１.３７０.４４１.２８１.３２Ａ類円形ＳＣ８５

－縄文時代中期小破片－０.８０.４６０.９８１.０１Ａ類不整円形ＳＣ８６

－船元�・�式�－３類�・�－２類�石錘２１.６６０.３１.３２１.６Ｂ類楕円形ＳＣ８７

－船元�式�－１０類�・�－８類�石錘１、磨石１、台石２、
扁平礫１０.９５０.５１.０５１.１Ａ類円形ＳＣ８８

－船元�・�式�－７類�・�－６類�磨石１、石錘１、石核１１.２４０.３５１.１１.４４Ｂ類楕円形ＳＣ８９

－春日式北手牧段階�－２類�－０.９８０.７３１.１２１.１２Ａ類円形ＳＣ９０

－縄文時代中期小破片剥片１０.６６０.４１０.９２０.９２Ａ類円形ＳＣ９１

－縄文時代中期小破片－０.６６０.６２０.９５０.９２Ａ類円形ＳＣ９２

－船元�・�式�－６類�・�－８類�敲石１０.５４０.３５０.７５０.８３Ａ類円形ＳＣ９３

－船元�式�－４類�・�－１０類�剥片１４１.０３０.７１.１１.２Ｂ類楕円形ＳＣ９４

－船元�式～春日式
北手牧段階�－５類	－０.８７０.３７０.９１１.２２Ｂ類楕円形ＳＣ９５

－船元�式～春日式
北手牧段階�－５類�角礫１０.８９０.３５０.９８１.１６Ｄ類不整楕円形ＳＣ９６

－船元�・�式�－１０類�－０.５１０.３８０.７４０.８８Ｂ類楕円形ＳＣ９７

ＳＡ６５下面検出船元�式～春日式
北手牧段階

�－３類�・�－４類�・
�類�扁平礫４０.８５０.４４０.９９１.１Ｂ類楕円形ＳＣ９８

－船元�式�－２類�・�－１０類�円礫１０.６４０.３９０.８３０.９８Ｂ類楕円形ＳＣ９９

－船元�式�－９類�石錘１、角礫１１.０３０.３１.０５１.２５Ｄ類楕円形ＳＣ１００

－船元�式～春日式
北手牧段階�－５類�－０.７１０.４１０.９４０.９６Ｂ類楕円形ＳＣ１０１

－船元�式�－２類�－０.８０.８２０.９７１.０１Ａ類円形ＳＣ１０２

－船元�式�－６類�－１.０６０.７８１.１３１.１６Ａ類円形ＳＣ１０３

－船元�式�－４類�棒状礫６、角礫７０.８０.３０.９１１.１２Ｂ類楕円形ＳＣ１０４

ＳＡ７下面検出船元�式�－４類�・�－８類�・
土器片錘�

二次加工剥片１、剥片２、
磨石２、石皿２、台石１、
石核２

１.０８０.４１.１１.２５Ｂ類楕円形ＳＣ１０５

ＳＡ３８下面検出船元�・�式�－３類�・�－５類�・
�－６類�・�－１０類�

打製石斧１、スクレイパー
１、剥片２、円礫１０.７１０.４０.９１Ｂ類楕円形ＳＣ１０６

ＳＡ６１下面検出船元�式～春日式
北手牧段階�－１０類�・�－３類�磨石１、敲石１、石皿１０.９３０.４１.１１.０９Ａ類円形ＳＣ１０７

ＳＡ６１下面検出船元�式～春日式
北手牧段階

�－１０類�・�－５類�・
�－２類�剥片８、石核３、石皿１１.１３０.２５１.１５１.２Ａ類円形ＳＣ１０８

ＳＡ６２下面検出船元�・�式�－１０類�剥片１、台石１０.６２０.３０.８５０.９３Ｂ類楕円形ＳＣ１０９

－船元�式
�－６類��－７類�・�
－８類�・�－１０類�・�
－４類�・�－６類�

石錘２、磨石３、敲石２、
石皿１、石核２、剥片７、
円礫６

０.９５０.７１.０５１.１Ａ類円形ＳＣ１１０

ＳＡ６３下面検出船元�・�式�－８類�・�－４類�剥片２、石核１０.９１０.４１.０５１.１Ａ類円形ＳＣ１１１

ＳＡ６３下面検出船元�式�－４類�石皿１０.６１０.２５０.８１０.９６Ｂ類楕円形ＳＣ１１２

ＳＡ７５下面検出船元�式～春日式
北手牧段階�類�剥片２０.６７０.２２０.８１.０８Ｂ類楕円形ＳＣ１１３



－２０４－

第４８表　縄文時代中期土坑一覧表�

備考時期（幅）出土土器　　（深鉢）出土石器平面
積深さ短軸直径

（長軸）分類平面形遺構番号

ＳＡ６９下面検出船元�式～春日式
北手牧段階�類�敲石１０.８２０.３５０.９８１.０６Ｂ類楕円形ＳＣ１１４

－船元�～春日式北
手牧段階土器片加工円盤�－０.７１０.４１０.９４０.９６Ｂ類楕円形ＳＣ１１５

－縄文時代中期小破片棒状礫２、円礫３、扁平礫
４１.３３０.２２１.２１.４２Ｂ類楕円形ＳＣ１１６

－縄文時代中期小破片円礫２、扁平礫４０.９３０.２４０.９６１.２３Ｂ類楕円形ＳＣ１１７

－縄文時代中期小破片角礫９１.１０.４３１.１２１.２５Ｂ類楕円形ＳＣ１１８

－縄文時代中期小破片－１０.２０.８５１.５Ｂ類楕円形ＳＣ１１９

－船元�・�式�－６類�・�－７類�・
�－４類�・�類�

石錘１、磨石２、敲石４、
円礫６０.７１０.３５０.９１Ｂ類楕円形ＳＣ１２０

－船元�式�－１類�・�－６類�－１.９３０.３８０.９２１.５７Ｂ類楕円形ＳＣ１２１

－船元�式～春日式
北手牧段階�－５類�敲石１０.８７０.４０.９２１.２Ｂ類楕円形ＳＣ１２２

－縄文時代中期小破片台石２１.０２０.５１１.１４Ａ類円形ＳＣ１２３

－縄文時代中期小破片扁平礫２０.９２０.２８０.８２１.４４Ｂ類不整楕円形ＳＣ１２４

－縄文時代中期小破片磨石１、剥片７０.７８０.４３０.９１.１Ｂ類楕円形ＳＣ１２５

－縄文時代後・晩期類�・�－９類�－０.３５０.５０.５０.９－楕円形ＳＣ１２６

－船元�式～春日式
北手牧段階�－５類�・�－６類�円礫１０.６２０.５２０.８７０.９２Ａ類楕円形ＳＣ１２７

－船元�・�式�類敲石１０.８９０.８７１.０３１.０６Ａ類不整円形ＳＣ１２８

－船元�・�式�類�・�類�石錘３、敲石１、剥片２０.７４０.５０.９５１Ａ類円形ＳＣ１２９

－縄文時代中期小破片石核１０.８６０.３０.９４１.２Ｂ類楕円形ＳＣ１３０

－船元�式～春日式
北手牧段階�－１０類�・�－５類�石錘１、磨石１、敲石１、

円礫３１.２３０.６５１.０５１.２５Ｂ類楕円形ＳＣ１３１

－船元�式～春日式
北手牧段階�類�・�類�スクレイパー１、磨石１、

台石２、円礫１１.６５０.４５１.４５１.４５Ｄ類円形ＳＣ１３２

－縄文時代中期小破片石核４・台石１０.４７０.３４０.７０.８６Ｂ類楕円形ＳＣ１３３

－船元�式～春日式
北手牧段階�類�－０.５８０.１９０.８１０.９２Ｂ類楕円形ＳＣ１３４

ＳＡ７１下面検出船元�・�式�－１０類�－１.２９０.２５１.２８１.２８Ａ類円形ＳＣ１３５

ＳＡ７１下面検出縄文時代中期小破片角礫２０.８１０.２６０.９６１.０８Ｄ類楕円形ＳＣ１３６

ＳＡ７１下面検出縄文時代中期小破片円礫３、棒状礫２０.６５０.４５０.９３０.９１Ａ類円形ＳＣ１３７

－縄文時代中期小破片－０.７９０.２６０.９１Ａ類円形ＳＣ１３８

ＳＡ４３下面検出縄文時代中期小破片－０.４５０.２３０.７２０.７９Ｂ類楕円形ＳＣ１３９

完形１個体船元�式～春日式
北手牧段階�－５類�敲石１１.０４０.４１.１５１.１５Ｄ類円形ＳＣ１４０

炉跡か?船元�式～春日式
北手牧段階

�－２類�・�－５類�・
�－１０類�・�－１類�・
�－５類�

石錘２、扁平礫（赤変）６０.８５０.１５０.９１.２Ｂ類楕円形ＳＣ１４１

ＳＡ８１内検出船元�・�式�－２類�・�－６類�石匙１、剥片３、磨石１、
敲石１０.８７０.３０.９１.０５Ａ類円形ＳＣ１４２

－縄文時代中期小破片－１.８６０.５１１.１２２.１１Ｃ類楕円形ＳＣ１４３

－縄文時代中期小破片－１.６１０.５１２.０６Ｃ類楕円形ＳＣ１４４

ＳＡ６０下面検出船元�式～春日式
北手牧段階

�－１類�・�－８類�・
�－６類�・�－１類�・
�－３類�

石錘１０.８７０.３０.９５１.０５Ａ類円形ＳＣ１４５

石錘廃棄土坑か
?船元�式�－３類�石核３、剥片８、敲石１、

石錘１００.９８０.２１１.２５Ｂ類楕円形ＳＣ１４６

－船元�式�－９類�・�類�－１.０６０.８１.１３１.１６Ａ類円形ＳＣ１４７

－船元�・�式�－１０類�－０.５６０.４２０.７７０.９２Ｂ類楕円形ＳＣ１４８

ＳＡ４６下面検出縄文時代中期小破片剥片６０.６９０.２３０.８６１.０２Ｂ類不整楕円形ＳＣ１４９



－２０５－

第４９表　縄文土器観察表�

分類備考焼成胎土
色調手法・調整・文様等法量（cm）

部位器種種別出土
地点

出土
地点

図面
番号 内面外面内面外面底径胴径器高口径

�－７類厚 み０�６
�

良好２�台の半透明・１�以下の灰白色の
鉱物粒を含む

暗 灰 黄 色
２�５�

にぶい黄橙
色１０��

��縄文／
ナデ

�字爪形文
／��縄文

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

床面��８１２５

�－４類厚 み０�６
�

良好１�５�台の灰褐色・２�以下の灰白色の
鉱物粒を含む

赤褐色５��
４／５

赤褐色５��
４／５

指圧痕／
ナデ

指頭痕／
半截竹管
文／ナデ

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１２６

�－３類厚み０�５５
�

良好１�台の赤褐色・緻密な白色の鉱物粒
をわずかに含む

赤褐色５��
４／６

褐 色７�５��
４／４

ナデ貝殻条痕
文

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１２７

類土器厚 み
１�１��

良好６�台の岩片・１�以下の赤褐色の鉱
物粒を含む

にぶい褐色
７�５��５／４

明 褐 色７�５��
５／

貝殻条痕
文

面取り／
ケズリ状
ナデ／ナ
デ

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１２８

�－１０類厚 み０�７
�

良好２�～０�５�大の白色半透明粒子・微細
な白色粒子を含む

橙色７�５��７
／６

橙色７�５��７
／６

ナデ刺 突 文�
縄文施文

－－－－波状口
縁部

有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１２９

類土器厚 み
１�１��

良好６�台の丸い岩片・１�以下の赤褐色
の鉱物を含む

橙色５��６
／６

橙色７�５��６
／６

ナデ面取り／
ナデ

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１３０

�－１０類厚 み０�８
�

良好５��以下の白色粒子・５��以下の黄
褐色粒子を含む

灰黄色２�５��
６／２

灰黄色２�５��
６／２

ナデ��縄文－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１３１

�－７類厚み０�５５
�

良好１�以下の各柱状の黒色鋭光沢・微細
な灰白色の鉱物粒を含む

黒色７�５��３
／１

明褐色７�５��
５／６

ナデ無 節�縄
文／刺突
文

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１３２

類土器厚 み１�４
�

良好２�～０�５�台の赤褐色・１�台の灰色
の砂粒子を含む

橙色７�５��６
／６

橙色７�５��７
／６

ナデナデ－－－－底部無文深
鉢

縄文
土器

床面��８１３３

�類土器厚み１２�５
�

良好１�以下の赤褐色・灰色粒子を含む橙色５��６
／６

にぶい黄橙
色１０��６ ／
４

ナデ無 節�／
ナデ

７�６－－－底部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１３４

��類土
器

厚み０�６５
�

良好４�以下の茶褐色粒子を含むにぶい橙色
７�５��７ ／
５

にぶい橙色
７�５��７ ／
４

ナデ貝殻条痕
文

１１�３－－－底部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１３５

後期土器
（市来式
か�）

厚 み １
���外面
にスス付
着

良好２�以下の褐色粒・１�以下の灰白色
粒・微細な黒色粒・１�以下の褐鉄鉱
粒を含む

にぶい赤褐
色 ５��５ ／
４・橙 色
７�５��６／６

にぶい赤褐
色５��５／
４

横ナデ／
貼付突帯
後竹管に
よる連続
刺突施文
／横方向
の連竹管

横ナデ／
貼付突帯
後竹管に
よる連続
刺突施文
／縦斜め
方向にナ
デ

－－－２６�０口縁部
～胴部

台付皿縄文
土器

覆土��８１３６

�－１０類厚 み０�７
�

良好２�以下の黒色光沢粒子・３�以下の
茶褐色粒子・５�以下の白褐色粒子を
含む

暗褐色７�５��
４／３

暗褐色７�５��
４／３

ナデ��縄文－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��４１１５２

�－６類厚 み０�６
��内 面
黒班有り

良好３��台の白色透明の粒子・微細な灰白
色の鉱物粒子を含む

黒色１０��２
／１

にぶい黄褐
色１０��５ ／
４

ナデ斜方向の
突帯文／
横方向の
隆帯文

－－－－頚部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１６２

�－７類厚み０�８５
�

良好２�以下の灰白色粒子、４�以下の半
透明粒子を含む

黄褐色２�５��
５／３

黄褐色２�５��
５／３

ナデ縄文施文
�押 し 引
き 文�連
続刺突文

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１６３

�－４類厚 み０�９
�

良好４�以下の灰黄色粒子・２�以下の浅
黄橙色・褐色粒子を含む

にぶい橙色
７�５��６ ／
４

にぶい褐色
７�５��６ ／
３・黒 褐 色
７�５��４ ／
１

ナデナデ－－－－頸部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１６４

�－６類厚み０�７５
�

良好１�以下の灰白色粒子、３�以下の半
透明粒子を多く含む

黄褐色２�５��
５／３

黄褐色２�５��
５／３

ナデヘラ描き
条線文／
隆帯文／
半截半竹
管文

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１６５

�－６類厚 み０�８
�

良好５�以下の浅黄橙粒子、３�以下の灰
黄粒子を含む

にぶい橙色
７�５��７ ／
４

にぶい橙色
７�５��７ ／
４

ナデ縄文施文
�ヘ ラ 描
き沈線文
�隆帯文

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１６６

�－４類厚 み０�６
�

良好微細な赤褐色の鉱物粒子を含む褐色７�５��４
／４

にぶい赤褐
色５��４／
４

ナデナデ／半
截竹管文
／半截竹
管文２条

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１６７

�類土器厚 み０�５
�

良好２�５�以下のにぶい黄橙色・灰黄褐色粒
子・１�以下の浅黄橙色粒子を含む

にぶい赤褐
色５��５／
４・にぶい黄
褐色１０��５
／３

橙色５��６
／６・黒褐色
５��３／１

ナデ縄文施文－－－－底部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１６８

－最 大 長
４�８／ 最
大 幅３�１
／最大厚
０�６５／重
量９�０

良好３��以下の白色粒子を含むにぶい黄褐
色１０��６ ／
４

にぶい黄褐
色１０��５ ／
３

ナデ縄文施文
�隆帯文

－－－－－－土器
片錘

覆土��１４１６９

－最大長２
／最大幅
３�３／ 最
大厚０�６５
／ 重 量
５�４

良好２�以下の黒色光沢粒子・３�以下の
茶褐色粒子・５�以下の白褐色粒子を
含む

暗褐色７�５��
４／３

暗褐色７�５��
４／３

ナデ／指
頭痕

ナデ－－－－－－土器
片加
工円
盤

覆土��１４１７０

�－３類厚 み０�９
�

良好５��以下の黒褐色・褐色粒子、３�以
下の灰白色粒子、１�以下の明褐灰粒
子を含む

灰褐色５��
４／４・暗褐
色５��３／
６

にぶい赤褐
色５��４／
４

ナデ／指
頭痕

貝殻条痕
文�指 圧
痕

６�８－－－底部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１７１

��類土
器

厚み０�６５
�

良好３��以下の灰褐色・１�以下の黒色光
沢粒子を含む

にぶい赤褐
色５��５／
４

褐灰色５��
４／１

ナデ２枚貝条
痕

８�７－－－底部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１７２
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第５０表　縄文土器観察表�

分類備考焼成胎土
色調手法・調整・文様等法量（cm）

部位器種種別出土地
点

出土地
点

図面番
号 内面外面内面外面底径胴径器高口径

�－７類厚み０�７５
�

良好３�大の不透明粒子・１�以下の白色
粒子を含む

にぶい黄褐
色１０��５ ／
４

にぶい黄褐
色１０��５ ／
４

ナデ�字 爪 形
文

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��２１１７３

�－５類厚み０�７５
�

良好１�５�以下の灰白色・浅黄橙粒子を含む・
１�以下の黒色光沢粒子を含む

にぶい褐色にぶい褐色
７�５��５ ／
４

ナデナデ／面
取り／２
段の連続
刺突文

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��２１１７４

�－３類厚 み０�７
�

良好１�以下の灰褐色・橙褐色７�５��４
／６

明赤褐色５
��５／６

ナ デ�ミ
ガキ

面取り／
ナデ

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��２１１７５

�－１類厚み０�５５
�

良好１�以下の黒色・灰色・半透明粒子を
含む

明褐色５��
５／６

明褐色５��
５／６

��縄文／
ナデ

面取り／
ナデ

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��２１１７６

�－１類厚 み０�７
�

良好２�大の半透明・灰褐色。淡橙粒子を
含む

褐色７�５��４
／３

褐色７�５��４
／４

��縄文／
ナデ

��縄文／
貝殻復縁
による押
圧 ／��縄
文（単節）

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１７７

�－２類厚 み０�６
�

良好０�５�以下の赤褐色・淡黄粒子を含むにぶい黄褐
色１０��５ ／
４

オリーブ褐
色２�５��４
／４

ナデ��縄文／
ナ デ ／�
字爪形文
／隆帯文

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��２１１７８

�－３類厚 み０�８
�

良好５�以下の白褐色粒子・３�以下の茶
褐色粒子・３�以下の黄褐色粒子を含
む

灰黄褐色
１０��４／２

にぶい黄褐
色１０��５ ／
４

��縄文��縄文／
ナデ

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１４１７９

�－６類厚 み０�７
��外 面
スス付着

良好１�以下の灰色・白色半透明の鉱物を
含む

明褐色７�５��
５／６

暗オリーブ
褐 色２�５�３
／３

ケズリ状
ナデ／ナ
デ

刻み／ナ
デ

－－－－波状口
縁部

無文深
鉢

縄文
土器

床面��２２１８２

�－４類厚 み０�７
�

良好１�台のにぶい橙色・微細な淡黄色鉱
物粒子を含む

褐色７�５��４
／３

褐色７�５��４
／４

ナデナデ／半
截竹管文

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

床面��８２１８９

�－３類０�３５�良好微細な黒色光沢粒子・微細な半透明光
沢粒子を含む

黒褐色１０��
３／１

にぶい黄褐
色１０��５ ／
３

ナデ／指
頭痕

��縄文／
貼り付け
突帯（隆帯
文）／ナデ
／縄文

－－－－波状口
縁部

有文深
鉢

縄文
土器

床面��８３２０１

�－１０類厚み０�８５
�

良好１�以下の乳白色・黒色柱状の光沢鉱
物を含む

褐色１０��４
／４

黒褐色１０��
３／１

ヨコナデ��縄文－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

床面��２２２０２

�－３類厚 み０�９
��内 外
面にスス
付着

良好２�台の赤褐色・白色透明・１�台の
赤褐色・灰色の鉱物を含む

明褐色１０��
６／６

明赤褐色５
��５／６

貝殻条痕
文

面取り／
貝殻条痕
文

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

床面��８３２０３

�－３類厚 み０�９
�

良好微細な透明光沢鉱物粒子・１�以下の
乳白色の鉱物粒子を含む

にぶい黄橙
色１０��７ ／
３

橙色７�５��７
／６

貝殻条痕
文／ケズ
リ状ナデ

貝殻条痕
文／ケズ
リ状ナデ

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��２２２０４

�－６類厚 み０�７
��内 面
スス付着

良好０�５～１�５�台の白色半透明乳白色こう
の鉱物粒子を含む

黒色１０��２
／１

黄褐色１０��
５／６

ナデ��縄文／
隆帯文／
半截竹管
文２条

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

床面��８３２０５

－最 大 長
３�２／ 最
大 幅２�６
／最大厚
０�６／ 重
量８�２

良好３�以下の白色粒子を含むにぶい黄橙
色１０��４ ／
３

明褐色５��
５／６

ナデ貝殻条痕
文

－－－－－－土器
片錘

覆土��８３２０６

�－７類０�８�良好１�以下の灰褐色・白色の鉱物粒子を
含む

赤褐色５��
４／５

赤褐色５��
４／５

ナデナデ／半
截竹管に
よる押し
引き

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

検 出
面

��２２
・８２・
８３

２２８

�－３類厚 み０�８
�

良好１�台の黒色紗粒・微細な白色鉱物を
わずかに含む

褐色１０��４
／４

黒褐色１０��
３／２

ナデ貝殻条痕
文／ケズ
リ状ナデ

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

検 出
面

��２２
・８２・
８４

２２９

�－３類厚 み０�７
�

良好１�台の半透明鈍沢粒子・微細な乳白
色鉱物粒子を含む

褐色７�５��４
／４

橙色７�５��６
／６

ケズリ状
ナデ

面取り／
貝殻条痕
文

－－－－波状口
縁部

無文深
鉢

縄文
土器

検 出
面

��２２
・８２・
８５

２３０

�－６類０�５５�良好微細～１�台の灰・白色透明の鉱物粒
子を含む

黒褐色２�５�
３／１

にぶい黄褐
色１０��

ナデ／指
頭痕

��縄文／
隆帯文

－－－－頚部有文深
鉢

縄文
土器

検 出
面

��２２
・８２・
８６

２３１

�－６類厚み０�８５
�

良好１�以下の白色・半透明の鉱物粒子を
多く多く含む

明褐色７�５��
５／６

にぶい黄橙
色１０��６ ／
４

ナデ��縄文／
隆帯文／
半截竹管
文

－－－－頚部有文深
鉢

縄文
土器

検 出
面

��２２
・８２・
８７

２３２

�－６類厚 み０�９
�

良好微細～１�５�台の白色・白色半透明の鉱
物粒子を多く含む

明黄褐色
１０��６／３

にぶい黄橙
色１０��５ ／
３

ナデ隆帯文／
爪 形 文
���縄 文
（縦走）

－－－－頸部有文深
鉢

縄文
土器

検 出
面

��２２
・８２・
８８

２３３

�－６類厚 み０�７
�

良好微細～１�白色・黒色鉱物粒子を含むにぶい黄橙
色１０��６ ／
４

橙色５��６
／８

粗いナデナデ／棒
状工具に
よる沈線
文／隆帯
文

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

検 出
面

��２２
・８２・
８９

２３４

�類土器
か�

厚 み０�８
�

良好４�台の赤褐色で角の無い粒子・１�
台で灰褐色不透明の鉱物粒子を含む

明褐色７�５��
５／６

にぶい黄橙
色１０��６ ／
３

ナデナデ７�８－－－底部無文深
鉢

縄文
土器

検 出
面

��２２
・８２・
９０

２３５

�－８類厚み０�６５
�

良好１�５�以下の黒褐色、橙色、灰色粒子を
含む

にぶい黄褐
色１０��５ ／
４

にぶい黄褐
色１０��５ ／
４

ナデ縄文施文－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８０２４３

�－１０類厚 み０�６
��内 外
面スス付
着

良好８�以下の茶褐色粒子を含む橙色７�５��６
／５

橙 色７�５��６
／５

ナデ縄文施文－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８０２４４
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第５１表　縄文土器観察表�

分類備考焼成胎土
色調手法・調整・文様等法量（cm）

部位器種種別出土地
点

出土地
点

図面番
号 内面外面内面外面底径胴径器高口径

�－８類厚 み０�７
�

良好３�以下の灰白色粒子を含むにぶい黄褐
色１０��５ ／
４

にぶい褐色
７�５��５ ／
４

ナデ縄文施文
�半 截 竹
管文

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８０２４５

�－１類厚み０�７５
�

良好微細な褐色・橙粒子を含むにぶい黄褐
色１０��５ ／
４

にぶい黄褐
色１０��５ ／
４

ナデ微隆帯文
／貝殻条
痕文

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８０２４７

�－６類厚み０�６５
�

良好１�以下の灰白色粒子を含む黒色�２／橙色５��６
／６

ナデナ デ�隆
帯文

－－－－頚部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８０２４８

�－６類－良好３�以下の灰白・２�以下の橙色・４�５
�以下の褐色粒子を含む

褐色７�５��４
／３黒褐色
１０��３／２

灰褐色７�５��
４／２

指頭痕／
ナデ

斜め方向
に刻目／
指頭痕／
ナデ

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

床面��８１２５２

�－６類厚み０�６５
��外 面
スス付着

良好微細で赤褐色粒子を含む橙色７�５��６
／６

黒褐色１０��
３／１

二枚貝条
痕文／指
頭痕

二枚貝条
痕文

－－－－波状口
縁～頸
部

無文深
鉢

縄文
土器

床面��８１２５３

�－９類厚み０�８５
�

良好２�台の半透明・１�以下の灰白色の
鉱物粒を含む

橙色７�５��６
／６

橙色７�５��６
／６

ナデヘラ描き
沈線文／
��縄 文
（単）斜走

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

床面��８１２５４

�－１０類厚 み０�６
�

良好微細で無色透明な光沢粒子・１�台で
黒色柱状の光る鉱物粒子を含む

褐色１０��４
／４

褐色１０��４
／４

ナデ��縄文－－－－頸部有文深
鉢

縄文
土器

床面��８１２５５

�－３類補修孔あ
り

良好３�以下の灰白色・２�以下の橙色粒
子を含む

にぶい黄褐
色７�５��５
／４

褐色７�５��４
／３

ナデ／指
頭痕／板
状工具に
よるナデ

ナ デ�板
状工具に
よるナデ

－－－－口縁部
付近～
胴部

有文深
鉢

縄文
土器

覆土��８１２５６

�－３類厚み０�８８
�

良好３�以下の灰白・橙色、３�５以下の褐色
粒子を含む

にぶい黄褐
色７�５��５
／４

褐色７�５��４
／３

ナデ／指
頭底／板
状工具に
よるナデ

ナデ－－－－口縁部
付近

無文深
鉢

縄文
土器

床面��８１２５７

�－６類厚 み１�０
��外 面
スス付着

良好５�以下の茶褐色粒子を含む灰黄褐色
１０��５／２

灰褐色７�５��
４／２

ナデ面取り／
ナデ

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��２８２７２

�－６類厚 み０�９
�

良好２�以下の灰白色粒子・３�以下の茶
褐色粒子を含む

橙色５��６
／６

橙色５��６
／６

ナデナデ／貝
殻条痕文

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��２４２７３

�－６類厚 み０�６
�

良好３�以下の灰白色粒子を含むにぶい赤褐
色５��５／
４

にぶい褐色
７�５��５ ／
４

ナデ刻み�／ナ
デ

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��２３２７４

�－６類厚 み０�７
�

良好３�以下の茶褐色粒子・３�以下の白
褐色粒子を含む

褐色７�５��４
／４

褐色７�５��４
／３

貝殻条痕
文

面取り／
ナデ

－－－－口縁部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��２３２７５

�－１０類厚 み０�８
��外 面
スス付着

良好５�以下の茶褐色粒子を含む灰黄褐色
１０��４／２

暗褐色７�５��
３／３

ナデ縄文施文
／ナデ

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１１２７６

�－６類厚 み０�８
�

良好６�～微細で赤褐色・白色・乳白色・
不透明粒子含む

にぶい黄褐
色１０��６ ／
４

黄褐色２�５��
５／３

面取り／
ナデ

２枚貝条
痕文／貼
り付け突
帯

－－－－波状口
縁部

有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１１２７７

�－５類厚 み０�４
�

良好３�以下の白褐色粒子・２�以下の黒
褐色粒子を含む

橙色５��６
／６

にぶい赤褐
色５��５／
４

縄文施文
／ナデ

縄文施文
�半 截 竹
管文

－－－－口縁部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��２８２７８

�－５類厚 み０�４
�

良好２�以下の黒色光沢粒子・３�以下の
白色半透明粒子・２�以下の白褐色粒
子を含む

橙色７�５��６
／６

にぶい褐色
７�５��５ ／
４

ナデ隆帯文／
ナデ

－－－－頚部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１２２７９

�－８類厚 み０�６
�

良好３�以下の白褐色粒子・２�以下の灰
褐色粒子を含む

黄褐色２�５��
４／１

にぶい黄褐
色１０��５ ／
３

ナデナ デ�隆
帯 文�ヘ
ラ描き沈
線文

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１２８０

�－３類厚 み０�８
�

良好３�以下の乳白色粒子を含む明黄褐色
１０��６／４

明褐色５��
５／６

ナデ縄文施文－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１２２８１

�－２類厚 み０�７
��外 面
スス付着

良好２�以下の灰白色粒子を含むにぶい黄褐
色１０��５ ／
４

にぶい褐色
７�５��５ ／
４

ナデ縄文施文
／隆帯文

－－－－口縁部
付近

有文深
鉢

縄文
土器

覆土��３２２８２

�－９類厚 み０�７
�

良好５�大の半透明粒子・１�以下の灰色・
淡黄・橙褐色粒子を含む

明褐色７�５��
５／６

灰黄褐色
１０��４／２

ナデ��縄文／
ヘラ描き
沈線文

－－－－－有文深
鉢

縄文
土器

覆土��２９２８３

�－８類厚み０�６５
��外 面
スス付着

良好２�以下の黄白色粒子・３�以下の灰
白色粒子を含む

にぶい褐色
７�５��５ ／
４

にぶい黄橙
色１０��６ ／
４

ナデ縄文施文
�半 截 竹
管文

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１０２８４

�－８類厚 み０�６�
�

良好２�以下の黄白色粒子・３�以下の灰
白色粒子・乳白色粒子を含む

にぶい黄橙
色７�５��５
／４

にぶい黄褐
色１０��４ ／
２

ナデ縄文施文
�半 截 竹
管文

－－－－頸～胴
部

有文深
鉢

縄文
土器

覆土��１０２８５

�－６類厚 み０�７
�

良好５�以下の灰白色粒子を含む含む明赤褐色５
��５／６

にぶい黄褐
色１０��５ ／
４

ナデ隆帯文／
ヘラ描き
沈線文

－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

覆土��２８２８６

�－６類厚 み０�６
�

良好５�以下の灰白色粒子を含むにぶい黄褐
色１０��５ ／
３

黒褐色２・５
��３／２

縄文施文隆帯文－－－－－有文深
鉢

縄文
土器

覆土��２８２８７

�類土器
か�

ー良好２�以下の灰白色粒子を含むにぶい褐色
７�５��５ ／
４

にぶい褐色
７�５��５ ／
４

ナデナデ－－－－底部無文深
鉢

縄文
土器

覆土��１１２８８

－最 大 長
４�８／ 最
大 幅４�３
／最大厚
０�８５／重
量１０�４

良好１０�以下の灰褐色粒子・２�以下の茶
褐色粒子を含む

にぶい赤褐
色５��５／
４

にぶい赤褐
色５��５／
４

ナデナデ－－－－－－土器
片加
工円
盤

覆土��２２８９

�－１０類厚み０�９５
�

良好５�以下のにぶい黄褐色粒子・１�以
下の透明黒色光沢粒子・１�以下の浅
黄橙色・灰白色粒子を含む

黒褐色７・５
��３／２

にぶい黄色
５��４／４

ナデ��縄文�－－－－胴部有文深
鉢

縄文
土器

床面��１２９１


