
縄文時代の遺構・遺物
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番号 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（crn） 重量（9） 石　材

S25 模形石器 2．30 1．80 0．55 3．1 サヌカイト

S26 石錘 530 4．40 1．70 56．7 流紋岩質凝灰岩

特徴
上下両端に相対する剥離。

円礫の上下端に打ち欠き。

図52　土坑10出土遺物1（縮尺1／2・2／5）
0　　　　　　　　　　　　　　　　　1m

図51　土坑10遺物出土状況（縮尺1／30）

本来14層上面で構築された可能性が高い。平面形は円形を

呈し、東西1．38m、南北0．79m、深さ35cmである。埋土は

暗灰褐色砂質土である。出土遺物の大半は底面から10cmほ

ど高いレベルで検出した。

　出土遺物の詳細は後述するが、遺物の内容も併せて、本

遺構の時期は縄文時代後期中葉と考えられる。

　本土坑からは縄文土器と石器が出土した。土器158点の

うち9点、石器2点を図化している（図52～54）。

　図53－1の有文深鉢は大きく肥厚した突起を有する口縁

部と、無文の頸部、玉葱形に張った胴部を有する深鉢であ

る。底部は遺存しておらず、形状は明らかでない。口縁部

は四方に山形の突起を有し、その内部は周囲よりも窪ませ、横位の沈線と縄文を充填している。山形の突起間の

口縁部文様帯には、山形の突起を挟む対向連弧文と4本が1単位となる鋸歯文が認められる。胴部には円形の無

文部を挟んだ簾状の対向連弧文を引き、隣接する対向連弧文との間隙には横位の沈線文による梯子状の文様を引

くことによって文様を連繋している。口縁部から頸部はミガキと縄文施文による調整を、胴部下半は摩滅が著し

いが、条痕が認められる。2～7は無文深鉢である。2は小さな底部から口縁部に向かって大きく開く器形とな

るものである。器面の調整は粗い条痕とナデによる。3・4は内湾する口縁部、5・7は外反する口縁部である。6

は外反する口縁を外側に肥厚して端面に縄文を施したもので、津島岡大遺跡第5次調査地点出土土・器群の主体と

なる「後期第IV群」土器に該当するものである。8は平底の底部である。図54－9は注口土器である。残存状態

が悪く、器形については不明な点も多いが、平坦な上縁部から屈曲して算盤玉形の胴部を有する器形が想定され

る。また、内側では、把手接合部付近でわずかながらも平坦な上縁部から屈曲して立ち上がる部分が残存してい

る。把手は円環状を呈する。器面の上縁部には把手下で閉じる2単位の区画文と1条の沈線があり、その間に縄

文を施す。把手の接合部の外側では円孔を挟んで対向連弧文が、内側では上方に円孔を穿ち、その周囲を沈線で

縁取る文様が描出される。出土土・器群は、緑帯文土器成立段階を主体としわずかにIV群段階のものを含む。

　石器はサヌカイト製模形石器と流紋岩質凝灰岩製石錘が1点ずつ出土した（図52）。模形石器（S25）は左側

面に勇断面があり、下端に刃部を持ち、階段状剥離が認められる。石錘（S26）は扁平な円礫を素材とし、上下

端を打ち欠いている。
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調査の記録
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番号 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

1 深鉢
山形突起4：突起内に横位の多条沈線文、口縁部に対向連弧文＋鋸歯文、

ｷ部に対向連弧文＋梯子状文、ミガキ、ケズリ、縄文（RL）／ミガキ
暗赤茶褐／明燈褐～灰黄褐 良：細～粗砂多、細礫

2 深鉢 一’ �ｭ／ナデ：ロ径26．1cm、1／3残 淡灰褐～灰褐／乳白～淡灰褐 粗：粗砂～細礫多
3 深鉢 平縁：ナデ／条痕 燈褐～淡灰白／暗燈褐～暗褐 粗：細～粗砂、細礫

4 深鉢 平縁：ナデ／ナデ 灰黄褐～淡黄灰／淡黄灰 良：細～粗砂、細礫少
5 深鉢 平縁：ナデ／ナデ：口径22．2cm、1／4残 淡黄白～淡燈白／淡茶褐～茶褐 粗：細～粗砂多、細礫多
6 深鉢 口唇部外面に肥厚：肥厚部に縄文（RL）、条痕／ナデ 淡灰白～淡黄白／淡燈～淡黄白 やや粗：細～粗砂多、細礫多

7 深鉢 ロ唇部外反：ミガキ／ミガキ：ロ径15．4c皿、1／6残 淡橿～橦／暗茶褐～褐 粗：細～粗砂、細礫多
8 深鉢 平底：摩滅／摩滅：底径6．2cm、1／1残 明茶褐／淡黄白 粗：細～粗砂多、細礫多

図53　土坑鱒出土遺物2（縮尺1／3）
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縄文時代の遺構・遺物
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番号 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

9 注口土器
環状把手：把手上に長方形区画文、基部に円孔、対向連弧文、胴部に沈線文、

c手下で閉じる枠状区画文、縄文（RL）、ナデ、ミガキ／ナデ
淡黄白～灰褐／灰黄褐～灰褐 やや粗：粗砂～細礫

図54　土坑10出土遺物3（縮尺1／3）

土坑11（図55　図版11）

　AWO2－83区に位置する。調査

区東壁にかかっており、東半は調

査区外へと続く。全体の約1／2程

度を検出しているものと考えられ

る。東西0．95m、南北0．95m、深

さ0．15mである。検出レベルは標

高2．9m前後であり、14層上面で

検出した。埋土は暗灰褐色砂質土

である。

　本土坑からは42点の縄文土器が

出土した。1点を図化している

（図55）。1は口縁部が「く」字状

の有文深鉢で、口縁部に円文、対

向連弧文、枠状区画からなる文様

帯が集約される。津雲A式に該

当する。

　本土坑の時期は縄文時代後期前

葉と考えられる。

＼

番号
1

器種

深鉢

器形の特徴　文様と調整（外／内）　法量
波状口縁、顎状口縁　円文、対向連弧文、窓枠状区画、口縁部縄文（RL）、ナテ／ナデ　ロ径252cm、1／4残

色調（外／内）

暗茶褐／暗灰褐～暗褐

胎土
やや粗　微砂多、細礫

図55　土坑11遺物出土状況・出土遺物（縮尺1／30・1／3）
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調査の記録

土坑12（図56）

　AWO3－37区で検出した（図56）。15層上面での検出であるが、検出状況を考

え併せると、14層上面に上がる可能性もある。

　平面形は円形を呈し、径0．8m、深さ10cmである。埋土は淡黄褐色砂質土である。

遺物は床面よりも10～20cm上位で出土している。

　本土坑からは42点の縄文土器が出土した。そのうち2点を図化している（図56）。

いずれも無文深鉢である。

本土坑の時期は縄文時代後期の範疇でとらえられる。 O

N

03－40
ライン東1m

　　　　　　　　　　　　　yミ冨㌻三i∵㌻〉・・府壼ぐ∵・

　　　　　　　　　　　　　　澤1燦：蔑叉：㌻磯1㌧二

0 10cm

1

番号 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内）法量 色調（外／内） 胎土

1 深鉢 平縁　条痕／条痕 茶褐～暗褐／灰～暗灰褐 粗　微～粗砂多、細礫

2 深鉢 平縁　ナテ／ナデ　ロ径444cm、1／4残 明黄褐～灰褐／淡黄～灰 粗　粗砂多、細礫多

図56　土坑12遺物出土状況・出土遺物（縮尺1／30・1／3）

土坑13（図57）：15層で検出した。径1．46m、深さ0．2mの楕円形を呈する。出土した130点の縄文土器のうち11

点を図化している。1～4はいずれも2本沈線の磨消縄文土器である。1・2は口縁端部を内側に屈曲させるもの

で、2の口縁部文様帯では沈線間に刺突列点文を配する。上下に大小の渦巻文が展開する。沈線末端は入り組み、

切り合わない。3・4はいずれも胴部上半にくびれを有する深鉢で、J字文を主文とする。2～4はいずれも沈線

末端が切り合わない。福田KH式でも古相に位置づけられる。5、6は刺突による円文を中心に文様が展開する

モチーフのものであるが、5は内面に、6は外面に橋状突起が付く。特に5は刺突を多用するという特徴を有す

る。器壁外面には垂下する2条の平行沈線の左右に多段の短沈線を配した梯子状文が、内面の橋状突起には援形
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縄文時代の遺構・遺物

文が展開する。7～9は巻貝条痕により器面を調整するものである。10、11は平底の底部である。器壁の立ち上

がりの角度から、いずれも深鉢底部であると判断される。

土坑14（図58－12～14）ll5層で検出した。長径1．03m、短径0．78m、深さ0．66mの楕円形を呈する。出土した

31点の縄文土器のうち3点を図化したものである。12・13は有文深鉢、14は無文深鉢の口縁部である。12は頸部

にくびれをもつ器形を呈するもので、胴部上半部に文様帯を配する。主として2本沈線で文様帯を構成するが、

3本沈線の部分もみうけられる。頸部には口縁部から垂下する区画文が胴部文様帯に連続する。沈線末端は鈎状

に入り組み、切り合わない。器面の調整は内外面ともに丁寧なミガキによるが、口唇部のみ縄文が施される。13

は文様帯がロ縁部上面にまで延びるもので、文様帯は3本沈線で構成される。沈線内に刺突を施す。土坑14出土

土器は福田KH式でもやや新相を示すものである。

土坑15（図58－15・16）：15層で検出した。長径1．8m、短径1．51m、深さ0．35mで、ほぼ円形を呈する。出土し

た17点の縄文土器のうち2点を図化したものである。15は有文深鉢の胴部、16は平底の深鉢底部片である。

土坑16（図58－17～22）：15層で検出した。長径14m、短径1．Om、深さ0．3mの楕円形を呈する。出土した30点

の縄文土・器のうち6点を図化した。17～19は有文深鉢の口縁部、20・21は無文深鉢のロ縁部、22は平底の深鉢底

部片である。17は横走する多条の沈線文内に縄文を充填する。18・19は口縁部と胴部の境に段をもつロ縁部で、

18は円文を挟んで対向連弧文を配し、沈線間には縄文を施す。19は平行して横走する沈線文である。20・21は肥

厚したロ縁部の外面に縄文を施す。中期末～後期中葉までの時期幅が認められる。

土坑17（図58－23・24）：15層で検出した。径1．2m、深さ0．3mの円形を呈する。出土した4点の縄文土器のう

ち2点を図化したものである。23は無文の鉢口縁部、24は平底の深鉢底部である。

土坑18（図58－25・26）：15層で検出した。長径2．3m、短径1．6m、深さ0．5mの楕円形を呈する。出土した58点

の縄文土器のうち2点を図化したものである。25は有文鉢の頸部で、文様は3本沈線で構成される磨消縄文土器

である。26は肥厚した口縁部の外面に縄文を施すものである。後期前葉～中葉までの幅をもつ。

土坑19（図61－58～61）：14層で検出した。長径1．6m、短径14m、深さ0．2mのほぼ円形を呈する。出土した21

点の縄文土器のうち4点を図化したものである。58・59は波状ロ縁深鉢ロ縁部で、58は波頂部に円形の刺突を有

する。60は沈線間にLRによる縄文を充填したものである。61はロ縁部が内湾する球胴状の鉢である。これらは

いずれも2本沈線によって文様帯が構成される。

土坑20（図61－62～66）：14層で検出した。径0。8m、深さ0．4mの円形を呈する。出土した37点の縄文土器のう

ち5点を図化したものである。62・63は無文深鉢のロ縁部、64は無文浅鉢口縁部、65・66は浅鉢底部である。

62・63は口唇部に刻みを施す。65・66は平底である。

土坑21（図61－67～72）：14層で検出した。径1．4m、深さ0．15mの円形を呈する。出土した152点の縄文土器の

うちの6点である。67・68は有文鉢、69・70は無文深鉢、71・72の底部の器種は特定しがたい。67・68はボウル

形の鉢で、ロ縁部から垂下する沈線文、口縁部に沿って横走する沈線文、これらの交差部から描出される斜方向

の沈線文が主文様となっており、直線的なモチーフとなっている。69は口唇部に棒状工具による幅広の刻みを施

す。71・72はともに平底である。

土坑22（図62－73～81）：14層で検出した。径1．1m、深さ0．3mの円形を呈する。出土した194点の縄文土器のう

ちの9点である。73～76は有文深鉢ロ縁部、79～80は無文深鉢口縁部、81は浅鉢底部である。73・74は波状口縁

で波頂部から口縁部文様帯が展開する。74は波頂部から多条の沈線が垂下して文様を構成する。75は3条以上

の沈線束で構成される磨消縄文土器である。76はロ唇部を外方に大きく肥厚する。77・78は口唇部に刻みを施し

た無文深鉢で、棒状工具で口唇部に直交して刻みを施す。81は低い高台を付す浅鉢底部である。

土坑23（図62の82～89）：14層で検出した。径1．2m、深さ02mで、円形を呈する。出土した152点の縄文土器の

うちの9点である。82・84・85は有文深鉢、81は有文壼、86～89は無文深鉢、90は平底の深鉢底部である。82・
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〔土坑13〕

番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内）　法量 色調（外／内） 胎土
1 17－6 土坑13 深鉢 ロ唇部内面に肥厚　2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗褐／暗褐 良　微～細砂

2 17－6 土坑13 浅鉢？ 平縁　2本沈線、刺突列、渦巻文、ナデ？／ミガキ 灰褐／暗灰褐 精良　微砂

3 17－6 土坑13 深鉢 一2本沈線磨消縄文（RL）、　J字文、ナテ／ナデ 淡灰黄褐／淡黄褐 良　微～粗砂

4 17－6 土坑13 深鉢 一2本沈線磨消縄文（RL）、　J字文、ナテ、条痕／ナテ　胴部径248cm、1／3残 淡～赤褐／淡灰褐 良細～粗砂、稀に細礫

5 17－6 土坑13 深鉢 波状口縁、内面橋状突起　沈線内刺突、波頂部円文、波頂下垂下する梯子状文、摩滅／ナテ、摩滅、擬形文 燈～茶褐／灰茶褐 やや粗微～細砂多
6 17－6 土坑13 深鉢 橋状突起　突起上に円文、刺突、沈線文、縄文（RL）、摩滅／ミガキ 淡燈／茶～暗茶褐 良　微～細砂、稀に粗砂

7 17－6 土坑13 深鉢 平縁　条痕／ナテ 淡灰茶褐／淡灰褐 粗粗砂～細礫多
8 17－6 土坑13 深鉢 平縁　条痕／ナテ 明茶褐／暗茶褐 粗　微～粗砂多、細礫

9 17－6 土坑13 深鉢 一条痕／条痕 茶褐／淡灰褐 やや粗細～粗砂、細礫
10 ユ7－6 土坑13 深鉢 平底　ナテ／摩滅　底径104cm、1／4残 淡茶褐／茶褐 やや粗　粗砂～細礫多

11 ユ7－6 土坑13 深鉢 平底　条痕／ナテ　底径134cm、2／3残 淡灰茶褐／灰茶褐 粗　微～粗砂、細礫

図57　土坑・ピット出土土器噸（縮尺1／3）

84・85はいずれも3本沈線磨消縄文帯によって文様が構成される。85はくびれを有さない植木鉢状の器形となる

深鉢である。器面の文様は中心から放射状に沈線束が派生するヒトデ状の文様が横位に展開するもので、これを

連繋する沈線束も描かれる。81は球状の胴部に直立したロ縁部が付く有文壼で、円文の中にスペード状の文様が
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土
12 17－4 土坑14 深鉢 平縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ：ロ径21．2cm、底径11．Ocm、1／2残 明淡黄白／淡黄～明灰褐 精良：微～細砂

13 17－4 土坑14 深鉢 平縁、口唇部内面に肥厚：3本沈線磨消縄文（RL）、沈線内刺突、ナデ／ナデ 淡灰褐／灰褐 精良、均質：細砂小

14 17－4 土坑14 深鉢 平縁：ミガキ／ナデ 暗灰茶褐／淡黄白 精良：微～細砂

15 17－4 土坑15 深鉢 一：沈線文（磨消縄文？）、ナデ／摩滅 暗赤褐／淡灰褐 やや粗：細～粗砂多

16 17－4 土坑15 浅鉢？ 平底：条痕、摩滅／ナデ、指頭痕：底径7．6cm、1／6残 淡灰黄白／淡灰白 粗：細～粗砂多

17 17－4 土坑16 深鉢 平縁：多条沈線文、沈線間縄文（RL）、ナデ／ナデ、ミガキ 黄褐／黄橦褐～暗灰 良：細砂、金雲母

18 17－4 土坑16 深鉢 波状口縁、顎状口縁：円文、対向連弧文、口縁部縄文（RL）、頸部ナデ／ナデ、ケズリ？ 暗茶褐／燈褐 良：細砂、稀に細礫

19 ユ7－4 土坑16 鉢 平縁：平行沈線文、ナデ／ナデ 暗橿褐／暗褐 やや粗：粗砂～細礫多

20 17－4 土坑16 深鉢 平縁：EI唇部縄文（RL）、ナデ／ナデ 暗黄褐／黄褐 やや粗：粗砂～細礫多

21 17－4 土坑16 深鉢 口唇部外方に肥厚：口縁端部縄文（RL）、ナデ／ナデ 茶褐／暗茶褐 良：微～細砂

22 17－4 土坑16 深鉢 平底：ナデ／ナデ：底径6．8cm、1／6残 明燈褐／黒褐 やや粗：粗砂多、細礫

23 17－4 土坑17 深鉢 平縁：条痕／条痕 暗茶褐～暗褐／灰褐～暗褐 粗：細～粗砂多、細礫少

24 17－4 深鉢 平底：ナデ／ナデ、煤付着：底径8．Ocm、1／6残 淡榿褐～明燈／黒褐 粗：細～粗砂多、細礫

25
　㎜一一一一一
P7－4

土坑17×“｝

y坑18 深鉢 一：3本沈線？磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 暗茶褐／暗褐 やや粗：細～粗砂多、細礫

26 17－4 土坑18 深鉢 平縁：ロ唇端部縄文（RL）、ナデ／ナデ 茶褐／淡茶褐 精良、均質：微～細砂

図58　土坑・ピット出土土器2（縮尺1／3）
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調査の記録
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内）　法量 色調（外／内） 胎土

27 17－5 ピット97 深鉢 波状ロ縁　2本沈線磨消縄文（RL）／ナデ 明燈褐／橦褐～淡灰白 精良微～細砂少
28 17－4 ピット618 深鉢 平縁　幅広縄文帯、磨消縄文（RL）、ナテ／ナテ 暗灰褐／茶褐 良細～粗砂多
29 17－6 ピソト37 深鉢 ロ唇部肥厚　ロ唇部上下に沈線、磨消縄文（RL）、ミガキ？／ナテ、ミガキ 明茶褐／灰褐 良／微～細砂多

30 17－5 ピット63 深鉢 波状ロ縁、穿孔　磨消縄文（RL）、ナテ／ナテ 淡灰～灰／淡灰 精良、均質　微～細砂

31 17－5 ピソト57 深鉢
顎状ロ縁　円文？が崩れたモチーフ、平行沈線文、縄文（RL）、平行沈線間

iテ、頸部ミガキ／ミガキ　ロ径216cm
茶褐～暗茶褐／黄茶褐～暗茶褐 やや粗　細～粗砂多、細礫

32 17－4 ピソト114 深鉢 波状口縁、顎状口縁　弧状文、平行沈線文、口唇部縄文（RL）、頸部ナテ／ナデ 灰黄褐／灰黄褐 やや粗細～粗砂
33 17－4 土坑39 深鉢 顎状ロ縁　平行沈線文、縄文（RL）／ミガキ 暗灰茶褐／黄褐 精良　微～細砂、稀に粗砂

34 17－4 ピット196 深鉢 平縁　ミガキ／ミガキ、　「S」字状？内文 暗褐／暗褐 やや粗　細～粗砂多

35 17－1 ピットll 深鉢 一　渦巻文、平行連弧文、縄文（RL）／摩滅 暗茶褐／暗褐 やや粗粗砂～細礫多
36 17－5 ピット57 深鉢 一　2本沈線磨消縄文（RL）、　J字文、ナデ／条痕後ナテ 灰白～暗灰／淡灰茶褐 精良、均質　細～粗砂

37 17－6 ピソト45 深鉢 一　磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 明黄茶褐／暗灰褐 やや粗　微～細砂、細礫

38 17－5 ピット97 深鉢 一　2本沈線？磨消縄文（RL）、条痕／ミガキ 明燈褐／橦褐～淡灰白 精良微～細砂少
39 17－6 ピット45 深鉢 一　3本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 黄褐／灰褐 良　微～細砂

40 17－1 ピノト617 深鉢 一多重鈎形文、ナデ／ナテ 灰褐／淡黄褐 やや粗　微～租砂、細礫少

41 17－3 ピソト143 深鉢 一　多重枠状区画文、摩滅／摩滅 淡灰褐／淡黄灰～茶褐 粗細～粗砂、細礫多
42 17－1 ピソト617 浅鉢 皿状、内面有段　口唇部縄文（RL）、沈線、斜め刻み、ミガキ／ミガキ 暗茶褐／暗茶褐 良　微砂多、稀に細礫

43 17－5 ピット97 浅鉢 一　2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 明榿褐／燈褐～淡灰白 精良微～細砂少
44 17－4 ピットユ14 深鉢 口縁部外反　ナデ／縄文（RL）、ナテ、赤彩、沈線3条 橦茶褐／明燈褐 良細～粗砂多
45 17－3 ピソト143 深鉢 　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛一一一一黶@2本沈線、摩滅／ナデ …淡灰茶褐／暗茶褐 租　細～粗砂多、細礫多

46 17－5 土坑69 深鉢 一　磨消縄文？、ミガキ／ナテ 暗赤褐／暗赤灰 やや粗　細～粗砂多

図59　土坑・ピット出土土器3（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

47 17－3 ピット143 深鉢 平縁：ロ唇部斜め刻み、ナデ／ナデ 暗茶褐／淡灰茶褐 粗：微～粗砂多、細礫

48 17－6 ピット45 深鉢 平縁：口唇部直交刻み、ナデ／ナデ 淡茶褐／淡茶褐 良：微～細砂

49 17－7 ピット243 深鉢 平縁：ナデ／ナデ 暗褐／暗褐 良：微～細砂

50 17－6 ピット42 深鉢 平縁：条痕／条痕 暗灰茶褐／暗褐 良：微～粗砂

51 17－5 ピット72 深鉢？鉢？ 平縁：ナデ／ナデ 灰／淡赤褐 粗：微～細砂

52 17－5 ピット94 深鉢 平縁：条痕／条痕 茶褐／淡～明燈 粗：粗砂～細礫多

53 17－4 ピット74 深鉢 口唇部肥厚：口唇端部縄文（RL）、条痕／ナデ 灰茶褐～茶褐／暗茶褐 やや粗：細～粗砂多、細礫

54 17－4 ピット114 鉢 平縁：条痕後ナデ／条痕、ナデ：ロ径16．2cm、1／6残 暗赤褐～暗褐／灰茶褐 粗：細～粗砂多、細礫多

55 17－5 ピット72 深鉢？鉢？ 平縁：ナデ／ナデ 灰／淡赤褐 粗：微～細砂多

56 17－1 ピット628 深鉢 平底？：ナデ／ナデ：底径13．4cm、1／4残 暗灰褐／暗黄灰褐 やや粗：微～粗砂多、細礫

57 17－4 土坑82 深鉢 平底：摩滅／摩滅：底径7．2cm 淡黄灰白／黒褐 粗：細～粗砂多、細礫多

図60　土坑・ピット出土土器4（縮尺1／3）

配される。器面は内外ともに丁寧なミガキによって調整される。

土坑24（図63－91～94）：14層で検出した。径1．Om、深さ0．36mの円形を呈する。出土した8点の縄文土器のう

ちの4点である。91・92は有文深鉢の口縁部で、91は口唇部に鋸歯状の刻みを施す。93は有文深鉢の突起で環状

を呈する。口唇部に刻みを施し、器面には内部に刺突を有する多条の沈線を巡らせる。94は口唇部を大きく外面

に肥厚させた深鉢ロ縁部である。波頂下に浅い窪み状の円文を有する。福田KH式～縁帯文成立段階にあたる土

器群である。

土坑25（図63－97）：14層で検出した。径1．95m、深さ0．35mの円形を呈する。出土した13点の縄文土器のうち

の3点である。97は内面に橋状突起を付す有文深鉢で、主文上に向かってやや高まる口縁部を有するものである。

頂部に円形の穿孔を有し、周囲には内部に刺突を連続して施した沈線が巡る。頂部から左右、内外に文様帯が展

開しており、外面の文様帯は頂部から垂下する2列の梯子状文、内面は中央に穿孔を有する沈線が通る援形文と

なる。沈線内や沈線端部に刺突を多用する。95・96は無文の深鉢口縁部で、96は口唇部に細かい刻みを有する。

97は縁帯文土器の成立段階にあたる。

土坑26（図63－98）：14層で検出した。長径1．Om、短径0．8mで、深さ0．12mの楕円形を呈する。出土した8点の

縄文土器のうちの1点である。円環状の突起を有する有文深鉢で突起から沈線が垂下して文様帯に連接する。福

田KH式～縁帯文成立段階の土器であろう。
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

58 17－6 土坑19 深鉢 波状口縁：波頂部に円形刺突、2本沈線磨消縄文？、摩滅／摩滅 乳白～淡榿／乳白 精良、均質：細～粗砂

59 17－6 土坑19 深鉢 波状口縁：2本沈線磨消縄文？、摩滅／摩滅 明燈褐／黄褐～灰褐 精良

60 17－6 土坑19 深鉢 平縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ナデ 淡黄褐／淡黄褐 精良、均質：細砂、稀に細礫
6ユ 17－6 土坑19 浅鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、摩滅／ミガキ 淡黄灰～灰／灰～暗茶褐 精良、均質

62 17－6 土坑20 深鉢 平縁：ロ唇部直交刻み、条痕後ナデ／ナデ 淡黄茶褐／淡黄灰褐 良：細～粗砂、細礫少

63 17－6 土坑20 深鉢 平縁：ロ唇部直交刻み、ナデ／ナデ 茶褐／黄茶褐 粗：細～粗砂多

64 17－6 土坑20 浅鉢 平縁：摩滅／摩滅 淡黄茶褐／淡黄茶褐 やや粗：細砂多、細礫少

65 17－6 土坑20 浅鉢 平底：ミガキ？／ミガキ：底径7．Ocm 暗黄茶褐／淡糧灰褐 粗：細～粗砂多、細礫多

66 17－6 土坑20 浅鉢 平底：ナデ／ナデ：底径11．2cm 淡黄灰茶褐／暗灰 粗：細～粗砂多、細礫多

67 17－6 土坑21 鉢 平縁：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ：底径22．8cm、1／5残 淡黄灰自／淡黄灰白～明赤燈 精良、均質：細～粗砂少

68 17－6 土坑21 鉢？ 平縁：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄灰白／淡黄灰白～明赤榿 精良、均質：細～粗砂少

69 ユ7－6 土坑21 深鉢 平縁：ロ唇部直交刻み、摩滅／摩滅 淡灰褐～明榿褐／淡灰白 粗：細砂～細礫多

70 17－6 土坑2ユ 深鉢 平縁：ナデ／条痕？ 暗赤褐／明燈褐 粗：細～粗砂多、細礫

71 17－6 土坑21 深鉢 平底：摩滅／摩滅：底径84cm 淡灰～灰／淡灰褐 精良：稀に細礫

72 17－6 土坑21 深鉢 凹底：摩滅／摩滅：底径48cm 淡黄灰白／暗灰～暗灰褐 粗：細～粗砂

図61　土坑・ピット出土土器5（縮尺1／3）

土坑27（図63－99）：14層で検出した。長径1．2m、短径0．6m、深さ0．34mの、楕円形を呈する。出土した24点

の縄文土器のうちの1点である。有文深鉢で、縄文帯の幅が広い。福田KH式にあたる。

土坑28（図63－100）：14層で検出した。径0．8m、深さ0．4mの円形を呈する。出土した11点の縄文土器のうちの

1点である。2本沈線で文様帯が描出される。沈線末端は鈎状に入り組み、端部どうしは切り合わない。磨消縄

文土器と思われるが、摩滅が著しい。福田KH式でも古相に位置づけられる。
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土坑29（図63－101～103）：14層で検出した。径0．7m、深さ04mの円形を呈する。出土した42点の縄文土器の

うちの3点である。いずれも無文深鉢で、101はロ唇部に刺突を施す。

土坑30（図64－108）：14層で検出した。径1．4m、深さ0．13mの円形を呈する。出土した2点の縄文土器のうち

1点である。有文深鉢の口縁部で、外方に肥厚させる。肥厚させた口縁部上下端に沈線を1条ずつ巡らせる。器

壁の摩滅が著しく、調整は確認できないが、福田KH式～縁帯文成立段階にあたる。

土坑釧（図64－109～ll1）：14層で検出した。径0．9m、深さ0．3mの、ほぼ円形を呈する。出土した77点の縄文

土器のうち3点である。109は有文深鉢の口縁部、110・111は無文深鉢の口縁部である。109は口唇部を内面に屈

曲させるが、肥厚はしていない。3本沈線、磨消縄文土器である。llOはロ唇部に刻みを、　ll1は刺突を施すもの

である。109は福田KH式にあたる。

土坑32（図64－105）：14層で検出した。長径1．2m、短径0．6m、深さ0．15mの楕円形を呈する。出土した18点の

縄文土器のうちの2点である。ロ縁部内面を肥厚させる有文深鉢で、ともに肥厚させたロ縁部上端に文様帯を配

する。104は円文を挟み、横走する2本の沈線が展開する。いずれも彦崎KI式にあたる。

土坑33（図64－106）：14層で検出した。長径1．3m、短径0．8m、深さ0．14mの楕円形を呈する。出土した17点の

縄文土器のうちの1点である。低い高台状の深鉢底部である。

土坑34（図64－107）：14層で検出した。長径0．6m、短径04m、深さ0．16rnの楕円形を呈する。出土した6点の

縄文土器のうちの1点である。無文深鉢の口縁部である。

c。その他の土坑・ピット出土遺物（図59・60・65～68）

　上記以外の土坑・ピットについては、取り上げた遺物を土器・石器に大別し、さらに検出層位ごとに記述する。

これらは1基あたりの出土点数が少ないため、検出層位ごとにまとめ、器種別に記述することでそれぞれの概要

をつかむようにした。なお、14層の土坑・ピットの中には、前述したように13層の落ち込みと考えられるものも

含んでいる。

1）土器（図59・60・65～68）

①15層検出土坑・ピット（図59・60図版1・4・10・11・15）

　15層上面では土坑59基、ピット235基を検出した。これらから出土した土器は690点である。これらのうち、先

述の土坑7基を除く土坑52基、ピット235基からは合計253点の縄文土器が出土した（図59・60図版1・4・

10・11・15）。そのうち31点をここに図化している。15層検出土坑・ピットから出土した土器の内容について、

先述した資料を含めてみてみると、中期末～後期中葉のものがみられる。主体となるのは5割を占める福田KH

式に相当するものである。次いで縁帯文土器成立段階のもの2割（10点）、津雲A式1割（5点）である。

　15層検出土坑・ピットの中には、明らかに14層の掘り込みと考えられるものも含まれていることから、出土土

器群中に、少量ながら認められる中葉のものについては、混入した可能性が高いものと考える。

有文深鉢　緩い波状口縁を呈するもの（27・30～32）と、平縁のもの（28・29・33・34）がある。また、口縁部と

頸・胴部の境に段を有し、口縁部に文様帯を集約するもの（31～33）がある。文様は波頂部に穿孔を有するもの（30）、

主文となる不整形な沈線文モチーフを有するもの（31）がある。27～30は、2本沈線磨消縄文の土器である。細い

沈線でS字状の内文を描くものもある（34）。胴部では渦巻文と平行波状文を描くもの（35）、2本ないし3本沈線

磨消縄文帯によってJ字文や渦巻文等の文様を描くもの（36～39）、多重の区画沈線文のもの（40・41）がある。

無文深鉢　口唇部に刻みを施すものがある。いずれもロ唇部に対して直交する方向に刻むものである。棒状工具

によるもの（47）とヘラ状工具によるもの（48）がある。そのほか、肥厚させた口縁部外面に狭い縄文帯を有す

るもの（53）がある。無文鉢は口縁部が内湾するものである（54）。
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有文浅鉢・鉢　皿状の器形のもの（42）、ロ縁部が内湾するもの（43）、外反するもの（44）がある。42は口縁部

内面を肥厚させた隆帯上に沈線を1条ひく。下半にも段を有する。外面はロ縁部付近に縄文帯、下半には1条の

沈線と斜めに刻みを施す文様帯を有する。43は2本沈線の磨消縄文、44は3本の沈線間に縄文を施すものである。

45・46は球状の胴部を有する鉢である。46は球形の胴部が頸部で屈曲し、短いロ縁部が付くものと思われる。

底部　いずれも平底の深鉢底部である（56・57）。

②14層検出土坑・ピット（図65～68図版2・5・6・10～12・15）

　14層上面では土坑112基、ピット363基を検出した。これらから出土した土器は2，716点であり、そのうち115点

を掲載した。これらのうち、先述の土坑22基を除く土坑90基、ピット363基からは1464点の縄文土器が出土した。

そのうち64点をここに図化した（図65～68　図版2・5・6・10～12・15）。112～134は有文深鉢ロ縁部、135～

154は無文深鉢、155・156は有文深鉢の突起、157～162は有文深鉢の胴部、163～167は浅鉢・鉢、168～174は深

鉢・浅鉢の底部である。14層検出土坑・ピット出土土器の内容について、先述した土器22基の資料を含めてみて

みると、中期末～後期中葉のものがみられる。主体をなすのは福田KH式75％（79点）であり、次いで縁帯文土

器成立段階15％（15点）、津雲A式8％（8点）である。その他に中期末のもの3点、中津式3点、彦崎KI式

2点がみられる。遺物からみた14層の時期としては福田KH式を中心とした後期前葉と考える。

有文深鉢のロ縁部（図65）緩い波状口縁を呈するもの、平縁のものがある。縄文地に沈線文を描くもの（112）、

2本ないし3本沈線磨消縄文のもの（113～121・124～126・129）がある。ロ縁部に文様帯を集約するものには、

ロ唇部外面を肥厚させるもの（128）、「く」字状・顎状ロ縁になるもの（130・133）がある。122・123は口縁部

に鋸歯状の刻みを施すもので、ロ縁部には全体に縄文が施される。134は波頂下に小さい渦巻文、ロ縁端部に沈

線を引くものである。器形を復元できた121は、口径が小さく、底部に向かってすぼまる細い植木鉢状を呈する。

無文深鉢（図66・67）ロ唇部に刻みを施すもの、無文のものがある。刻みを施すものには、棒状工具によるもの

（135～137・142）とヘラ状工具によるもの（138～141・143）があり、さらにロ唇部に対して直交するもの（135

～140・142・143）、斜行するもの（141）、鋸歯状に刻むもの（144）に分類できる。無文深鉢では、緩く膨らむ

胴部が屈曲して外反する口縁部を有する器形となるものが主体である（145・148・152）。底部には明瞭な屈曲点

をもたないもの（153）と、屈曲して平底になるもの（154）がある。

有文深鉢の突起部・胴部（図68）突起には粘土紐が複雑に入り組むもの（155）、「C」字状を呈するもの（156）

がある。有文深鉢胴部文様では、縄文地に縦位の平行沈線文を引くもの（157・158）、2本沈線磨消縄文帯で文

様帯を描くもの（159～161）、刺突列点文によるもの（162）がある。158では沈線文が2段構成をとる。

浅鉢・鉢（図68）頸部でくびれを有する鉢、皿状の器形を呈する浅鉢がある。163は3本沈線磨消縄文の鉢で、

逆三角形のロ縁部文様帯、円形の胴部文様帯の内部には簡略化された渦巻文が描かれる。164は口縁部を屈曲す

る皿状の浅鉢、165は内面に肥厚させた口唇部から垂下する隆帯が付く浅鉢である。166は沈線間に刺突列点文を

配するものである。167は口唇端部と内面隆帯上に縄文施文する皿状の浅鉢である。

底部（図68）平底のもの（168～171）、凹底のもの（172・173）、高台状のもの（174）がある。

　14層で検出したピットには中期末～後期中葉までの遺物が含まれる。

2）石器

①15・相層検出土坑・ピット（図69・70図版23・28）

石鑛　サヌカイト製未成品が1点（S27）出土した。素材となる剥片に周縁から整形のために調整剥離を施した

後に刃部をつくり出すことなく、放棄されている。

スクレイパー　2点出土した（S28・29）。いずれもサヌカイト製である。　S28は背面に自然面を残す横長剥片の

下縁に浅い角度で両面調整を施し、緩やかな弧状を呈する鋭い刃部をつくり出している。また、上縁には整形を
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

73 17－6 土坑22 深鉢 波状ロ縁：磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡灰黄白／淡灰茶褐～茶褐 精良：細砂

74 17－6 土坑22 深鉢 波状口縁：波頂部から垂下する沈線文、ミガキ／ナデ 灰～暗灰／乳白 精良、均質：細～粗砂、細礫

75 17－6 土坑22 深鉢 平縁：3本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ナデ 暗褐～黒／淡灰 やや粗：細～粗砂、細礫

76 17－6 土坑22 深鉢 ロ唇部外方に肥厚：口唇部下面に沈線文、ロ唇部外端に縄文（RL）、ミガキ／ミガキ、ナデ 灰褐～暗灰茶褐／茶褐 精良、均質：細砂

77 17－6 土坑22 深鉢 平縁：口唇部直交刻み、条痕／条痕 茶褐／淡黄燈 良：細～粗砂、稀に細礫

78 17－6 土坑22 深鉢 平縁：ロ唇部斜め刻み（鋸歯状）、条痕／ナデ 暗茶褐／淡灰 精良、均質：細～粗砂、稀に細礫

79 17－6 土坑22 深鉢 平縁：条痕／条痕 暗茶褐／淡灰茶褐 粗：細～粗砂、細礫多

80 17－6 土坑22 浅鉢 平縁：ミガキ／ミガキ、赤彩 乳白／乳白 精良、均質：細砂～粗砂
81 17－6 土坑22 浅鉢 高台状：ナデ？／ミガキ：底径7．6cm、1／6残 乳白／乳白 精良、均質：細～粗砂

82 17－6 土坑23 深鉢 平縁：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ、条痕 茶褐～暗茶褐／茶褐 精良、均質
83 17－6 土坑23 壼 平縁：2本沈線磨消縄文（RL）、円文、スペード文、ミガキ／ミガキ：日径21Bcm、1／5残 暗褐～黒／黒 精良、均質：微～細砂

84 17－6 土坑23 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、渦巻文、ナデ／ナデ 淡灰黄白～明燈／淡灰白 やや粗：細～粗砂多
85 17－6 土坑23 深鉢 平縁：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ 燈褐～榿茶褐／淡灰褐～灰茶褐 やや粗：細～粗砂、稀に細礫

86 17－6 土坑23 深鉢 平縁：条痕／条痕？ 黄茶褐／明黄褐 粗：細～粗砂多、細礫多

87 17－6 土坑23 深鉢 平縁：条痕／ナデ 淡黄灰褐／明黄燈～淡灰黄 精良、均質：細～粗砂、細礫
88 17－6 土坑23 鉢 平縁：摩滅／摩滅 明黄榿／明黄燈 粗：細～粗砂多、細礫多

89 17－6 土坑23 深鉢 平縁：条痕、ナデ／摩滅 淡灰茶褐／淡黄白 粗：細砂～細礫多

90 17－6 土坑23 深鉢 平底：ナデ、赤彩／摩滅：底径92cm、1／4残 淡灰黄白／淡黄白 粗：細砂～細礫多

図62　土坑・ピット出土土器6（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

91 17－6 土坑24 深鉢 平縁：口唇部鋸歯文、幅広縄文帯、磨消縄文（RL）／摩滅 灰茶褐／明黄茶褐 やや粗：細～粗砂、稀に細礫

92 17－6 土坑24 深鉢 波状日縁：2本沈線磨消縄文（RL）、幅広縄文帯、ナデ／ナデ 暗茶褐／暗茶褐 良、均質：細～粗砂

93 17－6 土坑24 深鉢 円環状突起：突起上端刻目、突起を巡る多重沈線文内部に刺突、沈線間縄文（RL）／ミガキ 淡黄褐／淡黄褐 精良、均質：稀に細礫

94 17－6 土坑24 深鉢 ロ唇部内外に肥厚：口唇部に文様集約、沈線文、口唇部縄文（RL）、ナデ／ナデ 燈褐～灰黄褐／淡黄白 粗：細～粗砂、細礫

95 17－6 土坑25 深鉢 平縁：条痕後ナデ／ナデ 暗茶褐／淡燈灰茶褐 粗：細～粗砂多、細礫多

96 17－6 土坑25 深鉢 平縁：ロ唇部直交刻み、条痕／条痕 茶褐～暗茶褐／淡灰茶褐 やや粗：粗砂～細礫多

97 17－6 土坑25 深鉢 波状ロ縁、橋状突起：沈線内・沈線末端刺突、梯子状文、磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ、ミガキ 暗茶褐～暗褐／淡灰白 精良：細砂、稀に細礫

98 17－6 土坑26 深鉢 円環状突起、波状ロ縁：磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗茶褐／灰茶褐 精良、均質：細～粗砂

99 17－6 土坑27 深鉢 平縁：幅広縄文帯、磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 灰茶褐／黄茶褐～灰褐 粗：細砂～細礫多

100 17－6 土坑28 深鉢 一：2本沈線磨消縄文、摩滅／摩滅 淡橦茶褐～茶褐／暗茶褐 精良：微～細砂

101 17－5 土坑29 深鉢 平縁：ロ唇部刺突、条痕／ミガキ 茶褐～暗灰茶褐／淡灰茶褐 やや粗：微砂多、細砂含む

102 17－5 土坑29 深鉢 平縁：ナデ／ナデ 淡黄茶褐／淡茶褐 粗：細礫多

103 17－5 土坑29 深鉢 平縁：ミガキ／ナデ 茶褐～暗茶褐／茶褐 やや粗：微砂多、細礫

図63　土坑・ピット出土土器7（縮尺1／3）

意図した調整剥離が認められる。S29も自然面を一部に残す横長剥片を素材とする。上縁には整形を意図した調

整剥離、下縁には細かい両面調整によって鋭い直線状の刃部をつくり出す。

加工痕のある剥片　サヌカイト製剥片1点が出土した。S30は翼状の横長剥片で自然面が一部残る、上端部に細

かい両面調整を施している。スクレ・イパーとしての利用を考えたものであろう。
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内）　法量 色調（外／内） 胎土

104 17－2 土坑32 深鉢 ロ唇部外方に肥厚　ロ唇部上面に沈線文、口唇部上縄文（RL）、条痕、ナデ／ナテ 暗灰茶褐／茶褐 やや粗　細～粗砂

105 17－2 土坑32 深鉢 口唇部外方に肥厚　口唇部上面に沈線2条、ロ唇部上縄文（RL）、ナデ／ナテ 暗茶褐／茶褐 やや粗　細～粗砂

106 17－2 土坑33 深鉢 高台状　ナデ、指頭痕／ナテ　底径54cm、1／2残 明黄褐～茶褐／灰茶褐 粗、不均等細～粗砂、細礫多

107 17－7 土坑34 深鉢 平縁　条痕／条痕 茶褐～暗褐／茶褐 粗　細～粗砂多、細礫

108 17－3 土坑30 深鉢 ロ唇部肥厚　ロ唇部上下に沈線、摩戚／摩滅 榿茶褐／暗茶褐 精良　細～粗砂、稀に細礫

109 17－4 土坑31 深鉢 平縁　3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ 灰褐／灰茶褐 やや粗　微砂多、細礫

110 17－4 土坑31 深鉢 平縁　口唇部斜め刻み、摩滅／摩滅 淡黄／淡黄茶褐 粗　細～粗砂多、細礫

111 17－4 土坑31 深鉢 平縁　口唇部刺突、条痕／ナテ 淡灰茶褐／淡黄 粗　細～粗砂多、細礫多

図64　土坑・ピット出土土器8（縮尺1／3）

石皿　1点出土した。S39は花商岩の扁平な大型角礫を利用している。表面の数ヶ所に敲打痕が認められる。両

側面と下面は折れ面であるが、特に左側面とその周囲が薄ピンク色に変色しており、被熱した可能性が高い。

石錘　8点出土した（S31～38）。いずれも円礫、もしくは扁平な礫の上下端を打ち欠いて利用したものである。

大きさによって3群ほどに分けることもできる。S35は大型品で右側縁に敲打痕も認められ、叩石としての使用

も考えられる。

②14層検出土坑・ピット（図71～73図版22・25・26・28）

石錐　3点出土した（S42～44）。すべてサヌカイト製である。　S42は凹基式で挟りは明瞭、脚部は幅広である。

S43は平基式であるが、素材面を残し、下縁が片面調整であることから未成品の可能性もある。　S44は半損し、

右側縁に細かい片面調整を施す。未成品であろう。

スクレイパー　2点出土した（S45・46）。　S45はサヌカイト製で三角形状の横長剥片を素材とし、下縁部に浅い

角度で両面調整を施し、直線状の鋭い刃部をつくり出している。右側縁には両面から調整の他に、扶りを意図し

た剥離も認められるが、挟り自体は明瞭ではない。刃部には使用による摩滅部分が観察できる。S46は台形状の

厚みのある横長剥片を素材とし、周縁から形状を整えるための調整剥離を何回か行った後、右側縁と下縁を中心

に細かい両面調整を行なう。刃部は浅い角度での調整を重ねることで直線状に鋭くつくり出されるが、わずかに

内湾する。刃部には使用による摩滅部位が広く認められる。

石核　1点出土した。S47はサヌカイト製で、自然面を残す板状の素材を利用し、小剥片を剥離する。右側面に
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

ll2 17－1 土坑166 深鉢 ゆるい波状ロ縁：渦巻文、垂下する沈線文、ナデ、縄文（RL）／ミガキ 暗灰／淡榿～灰褐 やや粗：微砂多、細礫多

且3 17－6 ピット619 深鉢 平縁：幅広の文様帯、2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 淡黄灰／暗灰茶褐 精良、均質

114 17－6 ピット357 深鉢 平縁：J字文、ロ唇部縄文（RL）、2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ナデ 淡灰黄／灰 精良、均質：微～細砂

115 17－6 ピット261 深鉢 平縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 明淡燈灰／淡灰白 精良、均質：稀に細礫

U6 17－6 土坑115 深鉢 平縁：刺突文、幅広縄文帯、磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ？、摩滅 淡灰褐／茶褐 やや粗、不均等：細～粗砂、細礫

117 17－6 土坑116 深鉢 平縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ、ナデ 灰茶褐／灰 やや粗：細～粗砂多、細礫

118 17－6 ピット345 深鉢 平縁：渦巻文、2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 乳白／乳白 精良、均質：細砂、稀に粗砂

119 17－6 ピット255 深鉢 波状ロ縁：2本沈線磨消縄文、摩滅／条痕 暗赤茶褐／暗灰茶褐 やや粗：細砂～粗砂、細礫多

120 17－6 ピット354 深鉢 「C」字状？突起：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ、ナデ 暗灰茶褐／暗褐 良：微～細砂

121 17－5 土坑12ユ 深鉢 平縁、植木鉢形：2本沈線磨消縄文、ミガキ／ミガキ：ロ径166cm、1／4残 灰茶褐／黒褐 良：微～細砂

122 17－4 土坑148 深鉢 平縁：口唇部鋸歯文、縄文（RL）、ナデ／ナデ 暗茶褐／明茶褐 精良：微砂、細礫

123 17－6 ピット357 深鉢 平縁：ロ唇部鋸歯文、縄文（RL）／ナデ 淡灰黄／灰 精良、均質：微～細砂

124 17－7 土坑187 深鉢 口唇部肥厚：2本沈線、摩滅／摩滅 淡黄白／黄 精良、均質：稀に細礫

125 17－6 ピット619 深鉢 ロ唇部肥厚’3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ、ナデ／ミガキ 茶褐／暗茶褐 精良、均質：細砂

126 17－6 土坑105 深鉢
ロ唇部肥厚i口唇部上面に円錐状窪み、磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗褐／暗褐 精良

127 17－5 土坑120 深鉢 平縁、ロ唇部内外に肥厚：沈線（浅）、ミガキ／ミガキ 赤褐／暗赤褐 精良、均質：微砂

128 17－6 ピット285 深鉢 ロ唇部内外に肥厚：ロ唇部上面沈線＋斜行刻目文、ミガキ／ミガキ 糧褐／暗燈褐 精良、均質：細砂

129 17－6 土坑116 深鉢 波状ロ縁：口唇部刻目、円文、磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 明灰黄／淡灰茶褐 良、均質：細～粗砂、稀に細礫

130 17－6 ピット328 深鉢 波状ロ縁、　「く」字状ロ縁：波頂部に円文、頸部に沈線文、縄文（RL）、摩滅／ナデ 明榿／明燈 やや粗：粗砂～細礫

131 17－2 ピット265 深鉢 波頂部片：渦巻文、沈線間縄文（RL）／摩滅 明橦／榿～淡黄灰 精良、均質：細砂、稀に細礫

132 17－5 土坑122 深鉢 ゆるい波状ロ縁：円形モチーフ＋窓枠状窪み、窪み内に連弧文／摩滅 明燈茶褐～茶褐／黄茶褐 粗：細礫多

133 17－2 ピット624 深鉢 ゆるい波状口縁、「く」字状ロ縁：円形モチーフ＋枠状区画、摩滅／ナデ
　　　　　　ぷ　　　　　時“　　　　　　碑　　ぷ

リ戟`暗茶褐／暗茶褐～黒褐
　　イ㍊一一一　一一旨　　　　　　一　ぺぷ　　一　　　　冶一ヨ　ぷ　一　一

e：細礫
ユ34 17－1 ピット548 深鉢 ゆるい波状口縁：渦巻文、ロ唇部上端に枠状区画、ナデ／ナデ 淡灰白／淡灰茶褐 精良：稀に細礫

図65　土坑・ピット出土土器9（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内）法量 色調（外／内） 胎土

135 17－6 ピソト625 深鉢 平縁　口唇部直交刻み、条痕／ナデ　ロ径308cm、1／3残 茶褐～暗茶褐／茶褐～暗褐 粗　細～粗砂多、細礫

136 17－6 ピット353 深鉢 平縁　ロ唇部直交刻み、条痕／ナデ 茶褐～暗茶褐／暗褐～黒 やや粗　細～粗砂多、細礫

137 17－6 ピット356 深鉢 平縁　ロ唇部直交刻み、条痕／ナテ 暗茶褐／暗灰褐～暗褐 粗　細～粗砂多、細礫

138 17－6 ピソト342 深鉢 平縁　ロ唇部直交刻み、条痕後ナデ／ナデ 灰黄白／灰燈白 良　細砂～細礫

139 17－4 土坑31 深鉢 平縁　ロ唇部直交刻み、ナデ／摩滅 淡灰白／暗灰 やや粗微砂多、細礫
140 17－6 ピット622 深鉢 平縁　ロ唇部直交刻み、ナテ／ナデ 乳白／乳白 精良、均質

141 17－6 ピット270 深鉢 平縁　ロ唇部直交刻み＋斜め刻み、ナデ／ナテ 乳白／乳白 やや粗細～粗砂、細礫多

142 17－6 ピット619 深鉢 平縁　ロ唇部直交刻み、条痕／ナテ 淡燈黄褐～淡灰／橦褐 粗　細砂～細礫多

143 17－2 ピット464 深鉢 平縁　ロ唇部直交刻み、ナデ／ナテ 淡黄灰白／淡黄白～明燈 やや粗微砂多
144 17－6 ピット619 深鉢 平縁　ロ唇部鋸歯文、条痕／ミガキ 暗褐／灰黄褐 均質　細～粗砂多

145 17－6 ピット261 深鉢 平縁　条痕／条痕後ナテ　ロ径188CIn、1／5残 黄燈茶褐／淡灰茶褐 粗　細～粗砂多、細礫

146 17－5 土坑135 深鉢 平縁、わずかに波打つ　ナテ／ナテ 淡黄白～淡茶褐／淡黄白～淡灰 粗　微砂多、細礫

147 17－6 ピット619 深鉢 平縁　条痕／ミガキ 茶褐／暗褐 精良、均質　細～粗砂、細礫

148 17－6 ピット342 深鉢 平縁　条痕／ナテ 淡黄灰／淡灰白 良，細砂、粗砂～細礫多

図66　土坑・ピット出土土器10（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内）　法量 色調（外／内） 胎土

149 17－6 ピット318 深鉢 平縁　摩滅／摩滅 淡榿灰／淡燈 粗　細～粗砂、細礫多

150 17－6 ピソト619 深鉢 平縁、ロ唇部内面に肥厚　摩滅／ナテ、条痕 暗茶褐／淡灰茶褐 粗細～租砂多、細礫
151 17－6 ピット623 深鉢 平縁、口唇部内側に肥厚　条痕／摩滅 暗茶褐／灰黄褐 やや粗　細～粗砂多、細礫

152 17－6 ピット340 深鉢 平縁、口唇部肥厚　ナテ／ナデ 茶褐～暗茶褐／淡黄茶褐 やや粗　細～粗砂多、細礫少

153 17－6 ピット356 深鉢？鉢？ 丸底ナテ／ナテ、指頭痕底径78cm 明黄茶褐～明茶褐／灰茶褐 粗　細～粗砂多、細礫多

154 17－6 ピソト261 深鉢 平底　ナデ／ナデ、指頭痕底径114cm、1／3残 明榿茶褐／淡茶褐 粗細～粗砂多、細礫多

図67　土坑・ピット出土土器質（縮尺1／3）
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縄文時代の遺構・遺物
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番号 調査次一区 遺構名 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

155 17－6 ピット619 深鉢 口縁突起部、穿孔：沈線、ミガキ／絞り目 暗赤茶褐／茶褐～暗茶褐 粗：細砂～細礫多

156 17－6 ピット261 深鉢 ロ縁突起部、　「C」字状、上端平滑：突起巡る沈線文、摩滅／摩滅 灰黄茶褐／灰黄褐 やや粗：細～粗砂多、細礫多

157 17－6 ピット344 深鉢 一：2段構成の縦位の沈線文、沈線間縄文（RL）／ミガキ、ナデ 淡黄白／淡灰白～暗褐 やや粗：細～粗砂多、細礫

158 17－6 ピット306 深鉢 一　2段構成の縦位の沈線文、沈線間縄文（RL）／条痕、ナデ 乳白／暗灰褐 やや粗：細～粗砂

159 17－6 土坑ll6 深鉢 一． i字文、2本沈線磨消縄文（RL）、条痕／ナデ 暗茶褐／淡黄茶褐～茶褐 やや粗：細～粗砂

160 17－6 ピット353 深鉢 一　2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡灰白／暗茶褐 精良、均質’細砂
16ユ 17－6 ピット340 深鉢 一’ Q本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ナデ 暗茶褐／茶褐 精良鵬i細砂
162 17－2 ピット626 深鉢 一：沈線（浅）、刺突列、摩滅／ナデ 榿褐／暗灰褐 良：細砂

163 17－6 ピット625 鉢
平縁、凹底：沈線内刺突、円文、退化した渦巻文、3本沈線磨消縄
ｶ（RL）、ミガキ／ミガキ：日径190cm

淡黄茶褐／淡黄茶褐～茶褐 良：細～粗砂、稀に細礫

164 17－6 ピット354 浅鉢 平縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗茶褐～暗褐／暗灰褐～暗褐 精良

165 17－6 ピット620 鉢？ ロ唇部肥厚、垂下する隆帯：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡灰黄褐／淡黄灰 精良、均質

166 17－2 ピット626 深鉢？鉢？ 緩い波状口縁：沈線、刺突列、ナデ／ナデ 暗茶褐／暗茶褐 精良：細～粗砂、稀に細礫

167 17－6 ピット340 浅鉢 平縁、内面隆帯：ロ唇端部縄文（RL）、ミガキ／隆帯上面縄文（RL）、ミガキ 茶褐／暗茶褐 良：粗砂～細礫

168 17－6 ピット304 浅鉢 平底：沈線文、条痕後ナデ／ミガキ、指頭痕：底径6．4cm、ユ／1残 暗茶褐～明榿灰／暗灰褐～暗褐 精良、均質：細～粗砂

169 17－6 土坑118 浅鉢？鉢？ 平底：ナデ、底面指頭痕／摩滅：底径8．4cm、1／3残 暗茶褐～暗褐／暗褐 精良、均質：微砂

170 17－6 ピット320 深鉢 平底：条痕、ナデ／条痕：底径9．8cm、1／3残 淡灰白～灰／淡黄灰 精良、均質：細～粗砂

171 17－6 ピット619 浅鉢 平底：ナデ／摩滅：底径5．6cm 淡黄灰褐／淡赤茶褐 やや粗：細～粗砂

172 17－6 ピット328 深鉢 凹底、平面楕円形：ナデ、指頭痕／ナデ：底径46cm、1／1残 暗榿褐／燈褐 精良：細砂少

173 17－2 ピット499 深鉢？鉢？ 凹底：摩滅／摩滅：底径5．7cm、1／3残 明黄橦／暗褐 良、均質：細～粗砂多

174 17－6 ピット328 浅鉢？ 高台状、平面楕円形：条痕、ナデ／ミガキ：底径8．1cm、1／1残 乳白／淡黄白～灰 良、均質：細～粗砂、細礫

図68　土坑・ピット出土土器健（縮尺1／3）
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調査の記録
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番号 調査次一区 遺構 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴
S27 17－3 土坑36 石鎌未成品 2．29 1．81 0．31 10 サヌカイト 周縁からの粗い調整。

S28 17－6 ピット28 スクレイパー 3．60 6．90 0．75 21B サヌカイト 原礫面を大きく残す剥片を素材。

S29 17－1 ピット616 スクレイパー 3．20 6．80 α87 12．3 サヌカイト 横長剥片を素材。下辺に両面調整。

S30 17－1 ピット616 加工痕のある剥片 6．00 10．0 1．30 83．4 サヌカイト 横長剥片の上端に両面調整。

S31 17－3 ピット143 石錘 5．20 3．80 145 39．8 花商閃緑岩 小型品。円礫の上下端に打ち欠き。

S32 17－6 土坑13 石錘 5．20 340 0．71 1＆6 流紋岩 扁平な礫の上下端に打ち欠き。

S33 17－3 ピット143 石錘 ∠L80 3．50 1．65 372 流紋岩 小型品。円礫の上下端に打ち欠き。

S34 17－6 ピット37 石錘 5．10 （5．80） 1．90 （677） 流紋岩 円礫の短軸両端に打ち欠き。

S35 17－1 ピット13 石錘 9．00 950 238 327．2 石英安山岩 大型品。上下端に打ち欠き。側縁に敲打痕。

S36 17－3 ピット143 石錘 5．25 3．20 140 346 石英安山岩 円礫の上下端に打ち欠き。側縁にも打ち欠き。

S37 17－3 ピット143 石錘 6．05 5．35 2．01 91．2 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S38 17－4 ピットU4 石錘 8．00 480 140 748 石英安山岩 円礫の上下端に打ち欠き。

図69　土坑・ピット出土石器1（縮尺2／3・1／2・2／5）
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縄文時代の遺構・遺物

S39

番号

S39

調査次一区

17－2

遺構

土坑37

器種

石皿

最大長（cm）

2170

最大幅（cm）

1900

最大厚（cm）

5．00

重量（9）

35020

石材

花崩岩
特　　　徴

大型品。被熱の痕跡。

図70　土坑・ピット出土石器2（縮尺2／5）
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番号 調査次一区 遺構 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

S40 17－2 ピット584 叩石 11．00 9．95 5．70 816．0 石英安山岩 下端に敲打痕。

S41 17－7 ピット589 凹石 （780） ＆70 430 （435．2） 一十←一山

ｻ岡石 表面に凹み。

図71　土坑・ピット出土石器3（縮尺2／5）

は折れ面があり分割されたものと考えられる。

襖形石器　8点出土した（S48～55）。すべてサヌカイト製である。上下端に階段状のつぶれた剥離をもつもの、

さらに一側面に勇断面を持つものをまとめている。S52は石核状の大型品で自然面を一部残す。　S54は自然面を

多く残すが右側面に勇断面が確認できる。S55も上下端に階段状のつぶれた剥離を有し、右側面に勇断面を持つ。

磨製石斧　刃部片が1点出土した。S56は玄武岩質凝灰岩製で、刃部先端の一部が残る。丁寧な研磨で仕上げ、

弧状の両刃をつくり出す。使用時に欠損したものと思われる。
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番号 調査次一区 遺　構 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

S42 17－6 ピット360 石鐵 （245） （1．30） 0．24 （α5） サヌカイト 凹基式。挟りは明瞭。脚部は幅広。

S43 17－3 ピット433 石鎌 2．2ユ 1．70 0．39 1．5 サヌカイト 平基式。下辺は片面調整。未成品か？

S44 17－6 ピット334 石繊未成品 （249） （Ul） （α22） （0．8） サヌカイト 半分欠損。周縁に片面調整。

S45 17－6 土坑102 スクレイパー 430 7．70 0．72 18．7 安山岩 右側縁に挟りを意図した剥離。刃部に摩滅痕。

S46 17－7 ピット612 スクレイパー 3．60 720 工02 31．1 サヌカイト 素材調整剥離。直線状の刃部に摩滅痕。

S47 17－6 ピット621 石核 5．10 480 1．60 32．8 サヌカイト 打面転位、再生。薄い小剥片を剥離

S48 17－2 土坑115 模形石器 2．00 3．50 0．53 43 サヌカイト 右側面に勇断面。上下端につぶれた剥離。

S49 17－6 土坑22 模形石器 3．00 2．20 1．00 6．7 サヌカイト 上下端に階段状のつぶれた剥離。

S50 17－2 土坑115 喫形石器 295 2．10 0．78 5．5 サヌカイト 上下端に階段状剥離。

S5ユ 17－5 土坑125 模形石器 3．40 2．80 0．85 8．0 サヌカイト 右側面に勇断面。上下端に階段状剥離。

S52 17－6 土坑118 襖形石器 5．20 2．80 1．80 25．7 サヌカイト 石核状。上下端に階段状のつぶれた剥離。

S53 17－6 ピット318 模形石器 420 3．75 1．17 17．2 サヌカイト 右側面に勇断面。下端に階段状剥離。

S54 17－6 ピット259 模形石器 5ユ0 2．30 1．75 22．3 サヌカイト 上下端からの相対する剥離。勇断面。

S55 17－2 ピット467 模形石器 495 2．50 2．05 29．2 サヌカイト 上下端に階段状のつぶれた剥離。勇断面。

S56 17－6 土坑22 磨製石斧 （580） （270） （28） （359） 玄武岩質凝灰岩 乳棒状石斧の刃部片。

図72　土坑・ピット出土石器4（縮尺2／3・1／2）
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番号 調査次一区 遺構 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

S57 ユ7－4 土坑147 石錘 7．85 6．50 1．70 131．7 流紋岩質凝灰岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S58 17－6 土坑118 石錘 8．30 6．00 1．70 1110 安山岩 円礫の上下、両側端に打ち欠き。両側端は片面のみ。

S59 17－6 ピット330 石錘 5．50 7ユ0 U3 714 流紋岩質凝灰岩 扁平で隅丸方形の礫の上下端（短軸）に打ち欠き。

S60 17－6 ピット318 石錘 6．80 5．60 1．95 1004 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S61 17－6 ピット255 石錘 6．30 400 1．55 8α7 流紋岩質凝灰岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S62 17－3 ピット437 石錘 5．70 480 2．40 94．1 ＋μ」μ」

ｻ岡石 円礫の上下端に打ち欠き。

S63 17－6 土坑106 石錘 470 400 1．80 41．2 石英安山岩 円礫の上下端に片面のみ打ち欠き。

S64 17－6 ピット259 石錘 6．10 425 1．85 63．7 流紋岩質凝灰岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S65 17－6 ピット253 石錘 5．30 495 1．74 68．6 閃緑岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S66 17－6 ピット619 石錘 5．30 3．75 1ユ0 23．9 泥質片岩 片面欠損。上下端に打ち欠き。

S67 17－6 土坑22 石錘 6．30 490 1．63 39．7 流紋岩 扁平な礫の上下端に打ち欠き。

S68 17－6 土坑22 石錘 640 5．50 2．58 131．9 石英閃緑岩 円礫の上下端に打ち欠き。

図73　土坑・ピット出土石器5（縮尺2／5）

叩石　1点出土した。S40は石英安山岩の礫を利用する。握りやすい形状の礫を選択しており、下端に明瞭な敲

打痕が残る。

凹石　1点出土した。S41は花闇岩の扁平な礫の中央に1ヶ所の凹みが確認できる。また、下端にも敲打痕が残

り、叩石としても利用されたようである。
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調査の記録

石錘　12点出土した（S57～68）。いずれも円礫、もしくは扁平な礫の上下端を打ち欠いて利用している。大き

さによって3群ほどに分けることができる。S58は大型品で両側縁にも打ち欠きが認められる。

d．溝i

　l4層上面で2条の溝（溝i　1・2）を検出した。溝i　1・2は調査区内では重なる部分はなく、南壁においても壁が

崩落したために切り合い関係を確認することができなかった。

溝1（図12・74～76図版2・25）

　調査区の南側を北東～南西に走行する。標高2．75～3．03mで検出した。溝の幅は40～100cmで、南に向かうにつ

れ幅を増していく。底面は北東端で2．92m、南西端で2．52mと西流していることがわかる。深さは東端で26cm、西

端で18cmであり、断面形はU字形に近い。南に向かうにつれ、幅広く浅くなると言える。

　埋土は3枚に分けられ、暗灰色～暗褐色系のいずれも砂質土である。遺物の詳細は後述するが、本溝の時期は

縄文後期前葉である。

　溝1からは68点の縄文土器が出土し、14点を図化した（図76）。1～3は有文深鉢の口縁部、4～12は無文深鉢

あるいは鉢の口縁部、13・14は深鉢底部である。1は幅広の山形波頂部をもつ波状口縁深鉢である。文様は太い

沈線で区画した内部に縄文を施す磨消縄文土器で、中央

に台形区画文、脇に三角形に近い渦巻文が描かれる。口

縁部は口唇部を内面に大きく折り返したもので、端部に

面を有する。2は波頂部が緩やかなカーブとなる波状口縁

深鉢口縁部で、口縁部をめぐる縄文帯と、その下に曲線

の区画文を描く。沈線は太く、深い。4は波状口縁、5は

外面に粘土を貼り付けて口縁部を肥厚するもの、6は口縁

部の上端に刻みを施すもの、7～12は無文だが、外反する

もの、内湾するもの、口唇部を内外に肥厚させるタイプ

のものなど、バリエーションがある。13・14の底部は高

台状を呈する底部である。出土土器群の多くは中期末に

あたるが、津雲A式を含む。

a

b

　　28ma

旦口b・

　　　　　　〆　　　　　　　　　　　　　1．暗灰色砂質土
　　　　　　　　　　　　　2．暗灰褐色砂質土
　　　　　　　　　　　　　3．灰褐色砂質土

0　　　　　　　　　　　　　　　　1m

　　　　　　図74　溝1（縮尺1／30）

一）

／万

一

　　　　　　　　　　5cm

番号 器種 最大長（cm）　最大幅（cm）　最大厚（cm） 重量（9） 石材

S69 磨製石斧 18．10　　　　　　　　　　6．50　　　　　　　　　　5．80 1000．4 流紋岩

特　　徴

乳棒状磨製石斧。欠損後に基部を整形し、再利用か？

図75　溝1出土遺物1（縮尺2／3）
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麟，
　　　灘響

　　ジ1三

編ヨ
騨ミミ⊆

　．〆爾“

7

考一貿一
多く　　　　　　　　一

?Y一

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

O ］Ocm

13 ］4

番号 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

1 深鉢 山形波状口縁、口唇部内面に屈曲：沈線（深・太）、磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ 淡灰～明灰／黄灰～灰～暗灰 良、均質：細～粗砂多、細礫

2 深鉢 波状口縁：沈線（深）、磨消縄文（RL）、ナデ／ナデ 茶褐～暗茶褐／明茶褐 精良：細砂

3 深鉢 平縁：枠状区画、ナデ／摩滅、一部に赤彩残る 茶褐～暗茶褐／灰黄糧褐 粗：細砂多、細礫

4 深鉢 波状ロ縁：条痕／条痕 暗灰茶褐／暗灰茶褐 粗：細礫

5 深鉢 平縁、隆帯状に粘土紐貼り付け肥厚：ナデ／ケズリ 淡灰茶褐／明淡灰褐 粗：細砂多

6 深鉢？ 平縁：ロ唇部斜め刻み、ナデ／ナデ 淡灰茶褐／淡黄灰 やや粗：細砂多

7 深鉢 平縁：ナデ／ナデ 灰茶褐／暗灰茶褐 やや粗：微砂多、細礫

8 鉢？深鉢？ 平縁：ミガキ／ミガキ 暗褐／暗褐 精良、均質：微～細砂

9 深鉢 平縁：／摩滅 暗灰／暗灰 粗：細礫

10 鉢 平縁：ミガキ／ミガキ 茶褐～暗茶褐／明灰白 粗：細礫多

11 鉢？ 平縁：ナデ？／ナデ、赤彩あり 淡灰／淡灰～暗灰 均質：細礫

ユ2 深鉢？鉢？ 平縁：／摩滅 灰茶褐～暗灰茶褐／灰黄茶褐～茶褐 粗：微砂～細砂多

13 深鉢 高台状：底部条痕、ナデ／条痕、指頭痕：底径11．5c磁、1／3残 暗榿茶褐／淡榿褐 粗：細～粗砂多、細礫

14 深鉢 高台状：ナデ／ナデ：底径10．2cm、3／5残 淡黄白～淡黄灰／淡黄白～淡黄榿 やや粗：細～粗砂多、細礫多

図76　溝1出土遺物2（縮尺1／3）

　石器は流紋岩製の乳棒状石斧1点（S69）が出土した（図75　図版25）。敲打、研磨によって整った形態に仕

上げているが、斧身には上半部を中心に敲打痕が残る。斧身の両側縁はほぼ平行であるが、刃部に近づくにつれ

て、ややすぼまる。刃部は両刃で、長軸に対して直交した方向を中心とした研磨によって丁寧に研ぎだしている。

刃部は弧状を呈するが、右端に比べて左端が直線的に上がっており、縦斧として用いられ、左側面が使用者側を

向いていたことがわかる。使用による線状痕は明瞭ではないが、刃部左端にやや残っている。また、刃こぼれの

可能性もある細かい剥離痕がまばらに残っている。基部には、何回かの剥離が確認できるが、使用されていた時

期のものと推定される。

溝2　（図12・77・78）

　調査区の南西部を北西～南東へ走行する。標高2．58～2．68mで検出した。溝の幅は一定ではなく、南端で1．1m、

最も広いところでは5．4mである。底面高は標高2．45～2．55mで、深さは30cmである。僅かに南流していることが

わかる。埋土は多いところでは、6枚に分けられるが、上層の3層は茶褐色～黄褐色系の砂質土、下層3枚は黄
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C

＼

1．茶褐色砂質土

2．黄褐色砂質土

3．淡茶褐色砂質土

1一一
4．黄褐色粘質土
　　　　　　　　0
5．黄灰白色粘質土

6．暗黄灰色粘質土

図77

　　　2・7mc，

　　　　1m
O

S70

5cm

溝2（縮尺1／30）

灰色系の粘質土と、大きくは二分される。本溝からはス

クレ・イパー1点（S70）が出土した。本溝の時期は遺物

からは決め難いが、出土層位なども考慮して縄文後期前

葉と考えている。

番号 器　種 最大長（cm） 最大幅（cm）最大厚（cm）

S70 スクレイパー 3．00 3．95　　　　0．65

重量（9） 石　材 特　　　徴
8．7 サヌカイト 下縁に片面調整。

図78　溝2出土遺物（縮尺2／3）

e．焼土遺構

　焼土遺構8基をいずれも15層上面で検出した。8基の　一

うち、わずかでも掘り込みを持つものは焼土遺構1・4

の2基のみである。被熱痕跡が認められる焼土遺構2以

外は、焼土塊があるものの、周囲に被熱痕は全く認めら

れなかった。使用頻度や遺構の残存状況によっての相違

点は予測されるが、いずれも何らかの加熱作業に伴う炉、

あるいは炉の残骸である可能性が考えられる。

焼土遺構1（図79・80）

　AWO2－75・76区で検出した。検出面の標高は2．5mで　　1．暗灰褐色砂質土　　　o　　　　　　o．5m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
ある。平面形は長径0．95m、短径0．75mの楕円形を呈す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図79　焼土遺構1（縮尺1／20）
る。最も深いところで10cm程の浅い落ち込みであり、そ

の中で20cm～30cm程度の焼土塊がまとまって検出された。しかし特に被

熱痕跡は認められなかった。埋土は暗灰褐色砂質土層で、遺物の出土は

なかった。

　本遺構の所属時期は、周辺の状況から縄文時代後期と考えられる。

焼土遺構2（図81）

　AWO2－88区で検出した。検出面の標高2．7mである。平面上で20×30cm

の範囲に被熱痕跡が認められ、その上に20cm大の焼土塊が検出された。　　　　図80　焼土遺構1

検出時には掘り込みは認められなかったが、本来掘り込みを伴っていなかったかどうかは不明である。被熱痕跡

があることから、この場所で加熱作業が行われたと考えられる。

　出土遺物は見られなかったが、周辺の状況も考慮して、遺構の所属時期は縄文時代後期と考えられる。

焼土遺構3（図82）

　AWO2－98区で検出した。検出面の標高2．55mである。直径0．8mの範囲に5～15cm大の焼土塊がバラバラと散

布している。その状況からは何らかの構成を読み取ることは困難であり、床面に被熱の痕跡は認められない。焼

土散布地点の周辺にも被熱痕跡をもつ土坑・ピット等は認められない。以上のことから、何らかの加熱作業を行

ったであろうとの推定はされるが、その地点の特定はできず、すでに壊されたものとも考えられる。
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縄文時代の遺構・遺物

　出土遺物は認められず、周辺状況も考慮して、遺構の所属時期は縄文時代後期と考えられる。

焼土遺構4　（図83）

　AWO3－27区で検出した。検出面の標高2．6mである。40×50cmの範囲に炭化物の散布と、僅かに赤化した面が

認められ、その中央付近の20×20cmの範囲は特に被熱痕跡が顕著であり、赤変している。赤変部分の中に10cm大

の焼土塊を検出した。この被熱部分は若干窪んでいるが、本来掘り込みがあったかどうかは不明である。この地

点での何らかの加熱作業の推定は可能である。

　出土遺物はなかったものの、周辺の状況を考慮して、遺構の時期は縄文時代後期と考えられる。

焼土遺構5　（図84）

　AWO3－38区で検出した。検出面の標高2．6mである。本遺構も掘り込みはなく、80×50cmの範囲に5cm～20cm

大の焼土塊の分布を検出した。焼土遺構3と同様、その分布に何らかの構成を見いだすことは困難であった。ま

た被熱痕跡も認めるとこはできなかった。

　出土遺物はなかったものの、周辺状況を考慮して、遺構の時期は縄文時代後期と考えられる。

焼土遺構6　（図85）

　AWO3－36区で検出した。検出面の標高2．7mである。20×20cmの範囲に

5cm大の焼土塊を検出した。掘り込みは見られなかった。南側に接してピ　＿園　　　AW－8ラィン

ットを検出しているが、このピットにも被熱痕跡は認められず、焼土遺構　　　　　　　ボ

との関連はないと考えている。

　出土遺物はなかったものの、

周辺状況を考慮して、遺構の

時期は縄文時代後期と考えら

れる。

焼土遺構7　（図86）

　AWO3－46区で検出した。

検出面の標高2．65mである。

焼土遺構i6と同様、20×30cm

の範囲に5～10cm大の焼土塊

を検出した。被熱痕跡は認め

られず、周囲にもそのような

ピット・土坑は存在しない。

　周辺状況から遺構の時期は縄

文時代後期と考えられる。

AW－8ライン．
　北14m　．

　　　　　　

　　2．7m
　　　　　　　　　　　口焼土
　　　　　　　　　　　［］酬域
　　　　　　　　　　　圏弱被熱域
　0　　　　　　　　　　　0．5m

図83　焼土遺構4（縮尺1／20）

＼＼．

さ
一窒ンご渡も

O　　　　　　　　　　　　O．5m

口焼土

閏繍域

図81　焼土遺構2（縮尺1／20）

互

“、

遍

・3ｾ貢ソ

口焼土

竃

　　　　　0（7

［］焼土　゜」－5m

図82　焼土遺構i3（縮尺1／20）

ミ

廷
／解

　　　　　　　　　　　28m2．7m

　　　　　　O　　　　　　　　　　　　O5m

図84　焼土遺構15（縮尺1／20）

　　　　　　　∴口焼土

　　0　　　　　　　　　　　　05m

図85　焼土遺構6（縮尺1／20）
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焼土遺構8（図87）

　AWO3－97区で検出した。検出

面の標高2．65mである。焼土遺構

6と同様、20×20cmの範囲に5cm
大の焼土塊を検出した．掘り込み雛

は見られなかった。被熱痕跡は認

められず、周囲にも被熱痕のある

ピット・土坑は存在しない。

　周辺状況から遺構の時期は縄文時代後期と考えられる。

一。喘屯゜

　　　9

　　　　0　　　　　　　　　　　0．5m

図86　焼土遺構7（縮尺1／20）

f．落ち込み

　ここで取り上げた「落ち込み」は、調査時には「土坑」として扱ったもので

あるが、①平面形が不整形である、②埋土は黒褐色～暗褐色の粘土であり、遺

物はほとんど含まない点、③掘り方もいびつな形状を示している、といったこ

とから、遺構ではなく、倒木や木の根等の自然要因によって形成されたものと

判断した。これまでの調査においても、こういったいびつな形状の土坑が検出

されており、「土坑」として報告しているものもあるが、後期の遺構としている

ものの中には、ここで示しているような自然要因による落ち込みがあることを

提示して、今後の参考としておきたい。本調査地点では縄文時代後期の2基に

ついて、落ち込みとして報告する。

落ち込み1（図40）

　AWO2－86区に位置する。前述の土坑6に切られる形で検

出した（前出図40参照）。歪な楕円形状を呈しており、東西1．9

m、南北3．lm、深さ0．8mである。埋土が極めて特徴的であり、

暗褐色～暗黒褐色の粘質土を主体とする。底面となる部分も

平坦面は少なく、凹凸のあるいびつな形状をなす。

落ち込み2（図88）

　調査区北部、AWO3－Ol区に位置する。南北に長いいびつな

楕円形を呈する。長径1．87m、短径1．15m、深さ0．45mである。

検出面の標高は2．75mで、15層上面で検出した。上面は古代の

溝によって削平されている。埋土は黒灰色粘質土層と黒色粘

質土層からなる。出土遺物は縄文土器の小・細片が10点程認

められたが、図化できるものはなかった。本落ち込みの時期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a一は出土遺物と検出層位から、縄文後期と考えられる。

9．包含層出土の遺物（図89～133）

1）土器

　縄文時代後期の土器は13層～16層から出土した。その総数

は7，709点で、そのうち図化したのは13～15層の土器427点であ

る。16層からは70余点が出土しているが、いずれも小片であ

　　　　　　　　　

↓ロ焼土
　　　　0　　　　　　　　　　　0．5m

図87　焼土遺構8（縮尺1／20）

2・8ma

0

1．黒灰色粘質土

2．黒色粘質土

　　　　1m

図88落ち込み2（縮尺1／30）
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った。これらは上層からの遺構の残りと判断している。また、13層に関しては、前述したように前期末頃に「動

かされた土層」と考えていることも確認しておいた上で、各層における器種構成の概要をまとめたい。複数層に

またがる取り上げ方をしたものについては、土層ごとの特徴があいまいになるために、ここでは除外している。

　15層出土の土器は、135点が出土し34点を図化した。その構成比は、矢部奥田式41％（9点）、福田Kn式41％

（9点）、次いで縁帯文土器成立段階14％（3点）、津雲A式4％（1点）である。さらに、福田KH式について

細分すると、古相段階が23％（5点）、新相段階が18％（4点）に細分される。つまり、中期末～後期前葉のも

のが主体をなす状態である。

　14層出土の土器は、795点が出土し107点を図化した。その構成は、福田KH式50％（29点）、縁帯文土器成立

段階22％（13点）が主体をしめ、次いで津雲A式9％（5点）、矢部奥田式7％（4点）、中津式5％（3点）、

彦崎KI式5％（3点）、「津島岡大遺跡後期第IV群」（以下［V群」とする）2％（1点）である。さらに、福

田KH式の細分については、古相段階が33％（19点）、新相段階が17％（10点）である。こうした構成比には後

期前葉の土器を主体とし、中期末～後期初頭が少量、そして後期中葉のものがごくわずかにみられる。

　13層出土の土器は、4284点が出土し、119点を図化した。参考としてその構成を示すと、福田Kn式53％（37

点）、縁帯文成立段階30％（21点）、矢部奥田式と津雲A式がそれぞれ6％（4点）、「IV群」4％（3点）、中期

後半1％（1点）となる。福田KH式の細分は古相が33％（23点）、新相は20％（14点）である。

　このように、14・15層はともに福田KH式を主体とする後期前葉の土器が最も多く、土層の時期を反映してい

ると考えられる。両層の時間的な差については、構成比率をみていくと、検討した遺物量が少量である点にやや

問題を残すが、15層には矢部奥田式が多く、14層では縁帯文成立段階の土器のほか、津雲A式・彦崎KI式と

いった新しい時期のものが増加する傾向が認められる点から、時間的な順序を追うことはできる。両層の土色・

質ともに非常に類似しており、土質的な点から明確に分層することが困難であったことからも、15・14層出土の

土器は、土層の連続的・漸移的な形成に共通した実態を示していると言える。

①お層出土縄文土器（図89・90図版1・2・15）

　有文深鉢の口縁部（1～13・21～24）、有文浅鉢（14）、有文深鉢の胴部（15～19・25）、有文深鉢の突起の一

部（20）、無文深鉢のロ縁部（26・27）、底部片（28～34）が出土している。

有文深鉢　いずれも小片のため、器形の全形を復原できる破片はない。口縁部の形状は、緩い波状口縁になるも

のと、平縁になるものに大別できる。口縁部の多くは直立もしくは緩く内湾する形態をとるが、その他に複雑に

入り組む橋状突起の一部と思われる破片（20）、内湾するロ唇部に縄文を施文するもの（21）、顎状口縁を呈する

もの（22）、耳状突起を有するもの（23）、ロ唇部を外面に肥厚させるもの（24）などの特徴を有するものがみら

れる。このうち、21は小片で摩滅が著しいため、断定は難しいが、ロ唇端部に縄文施文が観察されるため、中期

末に位置づけられる可能性もある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14・15層出土縄文土器の構成　文様は、沈線によって多段の不定

形区画文を描くもの（1・2・4・5）、　　］3層

　　　　　　　　　　　　　　　　　（65個体）
沈線文のみのもの（7～9・13）、

区画沈線文内に刺突を充填するもの　　14層
　　　　　　　　　　　　　　　　　（57個体）
（6）、縄文地に沈線文で文様を描く

もの（3）、2本沈線ないし3本沈

線磨消縄文帯で文様を構成するもの

（10～12・14～19）、やや細い沈線で

渦巻文を描くもの（24）、多重の鍵

形区画沈線文を描くもの（25）があ

15層
（23個体）
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4

4 3
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土
1 17－1 深鉢 一：深く太い沈線文、枠多段、ナデ／ナデ 橦茶褐／淡黄灰褐 粗：細～粗砂多、細礫

2 17－6 深鉢 一：太い多段の沈線文、ナデ／ナデ 茶褐／灰茶褐 粗：細～粗砂、細礫多

3 17－1 深鉢 一：弧状文、横走沈線文、全面縄文（RL）／ナデ 淡黄灰白／淡黄灰白 良：細～粗砂

4 17－1 深鉢 一：太く深い沈線文、条痕後ナデ／条痕後ナデ 淡灰茶褐／暗茶褐 良：微～細砂、稀に細礫

5 17－1 深鉢 一：深く太い沈線、ナデ／ナデ 淡灰褐／淡黄灰褐 やや粗：細～粗砂多、細礫

6 17－6 深鉢 一：枠状区画内刺突、ナデ？／ミガキ 暗茶褐／淡灰茶褐 細砂、細礫少

7 17－1 深鉢 一：太く深い沈線、ナデ／ナデ 黄燈灰褐／暗茶褐 粗：細～粗砂多、細礫

8 17－6 深鉢 一：2本沈線、条痕後ナデ／摩滅 燈茶褐／暗茶褐 良：細砂、細礫

9 17－6 深鉢 一：太い沈線、ナデ／摩滅 淡黄榿茶褐／暗茶褐 細～粗砂多、細礫多

10 17－6 深鉢 波状口縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ、ミガキ／ナデ 淡燈茶褐／暗黄灰 良：微～細砂、細礫少

11 17－4 深鉢 波状口縁：2本沈線磨消縄文（RL）、太い沈線文、ナデ／ミガキ 淡黄灰／淡黄灰茶 細砂、細礫

12 17－6 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ナデ 暗黄茶褐／暗灰茶褐 細～粗砂多、細礫少

13 17－6 深鉢 一：太い沈線文、ナデ／ナデ 暗茶褐／暗茶褐 粗：細～粗砂多、細礫多

14 17－4 浅鉢 穿孔：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡燈茶褐／淡黄灰 細砂

15 17－6 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 暗燈茶褐／淡黄茶褐 細砂

16 17－6 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 榿茶褐／暗茶褐 精良：微～細砂少

17 17－6 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 淡燈茶褐／暗茶褐 良：細砂、稀に細礫

18 17－6 深鉢 一．3本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 暗榿茶褐／暗灰褐 良：細砂、稀に細礫

19 17－6 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 暗茶褐／淡黄灰褐 精良：細砂少

20 17－6 深鉢 波頂付近、穿孔：穿孔巡る沈線内に刺突、沈線末端刺突、摩滅／ミガキ 淡黄灰茶／暗黄灰茶 細砂多

21 ユ7－6 深鉢 波状ロ縁：ロ唇部内面に斜め刻み状縄文（LR）、沈線文（太）、摩滅／ミガキ 黄燈茶褐／淡榿茶褐 細砂、細礫

22 17－1 深鉢 顎状口縁：平行沈線文、口縁部沈線間縄文（RL）、ナデ／ナデ 暗黄茶褐／暗黄茶褐 やや粗：細～粗砂、細礫多

23 ユ7－6 深鉢 耳状突起：条痕／ナデ 淡黄灰／淡黄灰 細～粗砂多、細礫

24 17－1 深鉢 ロ唇部内外に肥厚：口唇部上面に沈線、細線の沈線文、ナデ／ナデ 黄燈茶褐／暗茶褐 良：細～粗砂多、細礫

25 17－4 深鉢 一：多重鍵形文、ナデ／ナデ 淡黄灰／淡黄燈灰 細砂、細礫少

26 17－6 深鉢 一’ 罇O部直交刻み、条痕後ナデ／ナデ 燈茶褐／淡榿灰 細～粗砂

27 17－6 深鉢 一．条痕／ナデ 淡榿茶褐／明燈 細砂、細礫少

図89　15層出土土器唖（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）　法量 色調（外／内） 胎土

28 17－1 深鉢 高台状：条痕、ナデ／ナデ、指頭痕：底径140cm 淡黄茶褐／淡灰褐 やや粗：細～粗砂多、細礫少

29 17－1 深鉢 高台状：ナデ、指頭痕／条痕：底径8．2cm、1／4残 明榿褐／淡黄茶褐 やや粗：細礫多

30 17－4 浅鉢 高台状：ナデ／ナデ、指頭痕：底径6．8cm、1／1残 淡黄橦褐／暗茶褐 細～粗砂

31 17－4 浅鉢 高台状：縄文（RL）、ナデ／ナデ：底径5．6cm、1／1残 暗茶褐／暗黄茶褐 細砂

32 17－6 深鉢 凹底：ナデ／ナデ、指頭痕：底径12．8cm 淡黄灰白／暗茶褐 やや粗：細～粗砂多、細礫多

33 17－4 深鉢 高台状：条痕、ナデ／ナデ、指頭痕：底径8．8cm、1／3残 淡榿茶褐／淡黄茶褐 細～粗砂

34 17－4 浅鉢 平底：摩滅／摩滅：底径9．Ocm 明榿／淡黄榿白 細砂、細礫

図90　15層出土土器2（縮尺1／3）

る。沈線文によって文様を描くもののうち、1・5・7・9は太く、深い沈線で文様が描かれる。これらの土器は

いずれも器壁が厚い。3は縄文地の器壁に弧線と横走する多重の平行沈線文が描かれるものである。本調査地点

では、縄文地に文様を描くものは少ない。20では端部や穿孔を縁取る細い沈線内にほぼ等間隔に施された刺突が

みられる。顎状ロ縁を呈する22は、ロ縁部に文様が集約され、枠状区画文になるとみられる平行する2条の沈線

内に縄文施文するものである。

無文深鉢　小片のため、全形を復原しえない。口唇部に刻みを施して加飾するもの（26）、無文のもの（27）が

ある。26は棒状工具により、直交の刻みが施される。

有文浅鉢　小片のため全形を復原することは困難であるが、14は皿状の器形になるものと考えられる。口縁部は

内面に大きく肥厚する。文様は2本沈線磨消縄文帯によるものである。横走するロ縁部文様帯から垂下するモチ

ーフ内に穿孔が施される。

底部　高台状を呈するもの（28～31）、凹底のもの（32・33）、平底のもの（34）がある。高台状のものには、厚

く粘土を貼り付けて高くするもの（28・29）と、底部外縁に薄く粘土を貼り付けたのみの低いもの（30・31）と

がある。器壁の立ち上がりの角度から、深鉢（28・29・31～33）と浅鉢（30・34）に分類することができる。

②14・15層出土縄文土器（図91図版1・15）

　305点の縄文土器が出土し、12点を図化した。35～40・42は有文深鉢、41は橋状突起の一部、43・44は無文深

鉢、45・46は深鉢底部である。14・15層出土遺物には中期末～後期中葉までのものが含まれている。

有文深鉢　小片であり、全形を復原することは困難である。口縁部の形状については、緩い波状ロ縁を呈するも

のと平縁のものに大別できる。これらのロ縁部の中には、外反する口縁で、口縁部下の屈曲部に半円形の隆帯を

付し、上面を斜めに刻むもの（39）、口縁部を外面に肥厚するもの（38）、ロ縁部を内面に肥厚するもの（40）な

どの特徴を有するものがある。橋状突起の一部と考えられる41は、内湾する器壁の中央に穿孔を有する。

　文様は2本沈線磨消縄文帯によるもの（35・37・38）、沈線文によるもの（36・42）がある。35は深く、太い

沈線により区画文と平行する沈線、沈線始点直近の刺突でモチーフが構成される磨消縄文土器である。36も太く、

深い沈線で文様が描かれる。42は横走する多重沈線文であるが、細く不安定な描線であり、36とは明らかに異な

る。38は肥厚した口唇部上下端に引いた沈線間に縄文を施文する。口縁部文様帯から、磨消縄文帯が垂下する。40

は摩滅が著しく文様を確認できないが、浅い沈線による文様が施されていた可能性も捨てきれない。

無文深鉢　口縁部が直立するもの（43）、外反するもの（44）がある。

底部　平底のもの（45）、高台状を呈するもの（46）がある。器壁の立ち上がりの角度から、ともに深鉢の底部
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・番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

35 17－4 深鉢 波状口縁：太い沈線文、磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗茶褐／淡黄灰茶褐 精良：微～細砂

36 17－1 深鉢 一◆ Q本沈線、太い沈線文、条痕後ナデ／ナデ 暗茶褐／淡黄燈 細～粗砂、細礫少

37 17－6 深鉢 波状口縁：2本沈線磨消縄文（RL？）、摩滅、ナデ／摩滅 明燈褐／淡黄灰 良：細～粗砂

38 17－6 深鉢 口唇部内外に肥厚：ロ唇部上下に沈線、磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 淡黄榿褐／淡黄榿褐 良：細砂

39 17－6 深鉢？ 頸部屈曲部に隆帯：隆帯上斜行沈線文、ナデ／ナデ 暗茶褐／淡黄茶褐 良、細砂多

40 17－3 深鉢 口唇部内外に肥厚：ロ唇上面に沈線、摩滅／摩滅 淡黄褐／淡黄褐～灰黄褐 良：細～粗砂多、細礫

41 17－3 不明 中央に穿孔：摩滅／摩滅 乳白／乳白 やや粗：細～粗砂多、細礫

42 17－4 浅鉢 一：多条沈線文、摩滅／摩滅 明燈褐／淡黄灰 細～粗砂、細礫

43 17－1 深鉢 一：条痕後ナデ／条痕後ナデ 淡灰茶褐／淡榿灰茶褐 粗：細～粗砂多、細礫

44 17－1 深鉢 一’ iデ／ミガキ 黄茶褐／暗茶褐 細～粗砂、細礫

45 17－1 深鉢 平底：条痕後ナデ／ナデ、指頭痕：底径10．2cm 暗茶褐／暗茶褐 粗：細～粗砂多

46 17－1 深鉢 高台状：条痕後ナデ／条痕後ナデ、指頭痕：底径ユ0．6cm、1／4残 榿茶褐／黄茶褐 粗：細～粗砂多、細礫

図鋼　14・15層出土土器（縮尺1／3）

であると考えられる。

③杵層出土土器（図92～97図版1・4・5・7・9・11・12・15・16・19）

　有文深鉢（47～102）、無文深鉢（103～121）、浅鉢（122～133）、注口土器の把手（134）、底部片（135～153）

が出土している。

有文深鉢　いずれも破片であり、全形を復原しうるものはない。口縁部の形態については、波状口縁を呈するも

のと平縁のものがある。さらに、波頂部を大きく肥厚させて中央に刺突を施すもの（81・82）、突起を付すもの

（83～87・89）、橋状突起を付すもの（88・90）、ロ縁部外面を肥厚させるもの（91・92）、「く」字状あるいは顎

状口縁を呈するもの（95～99）、口縁部内面を肥厚させるもの（100・101）がある。

　突起の形態は、山形突起の中央に円孔を穿つもの（83）、円環状を呈するもの（84）、台形状のもの（87）、耳

状のもの（89）のように多様である。また器壁から口縁部へと接続する橋状突起には、外面に付くもの（90）と、

内面に付くもの（88）がある。88・90の外面文様をみてみると、2本の垂下する沈線の脇に横走する多段の短沈

線文が描かれる。特に88では短沈線文の外側を区切る区画沈線文が引かれているが、これは外面に付された橋状

突起の外形に起因するものであることが推察される。このことから内面に橋状突起が付されるものは、外面に付

されるものより後出的なものであると推測できる。85・86は粘土紐を複雑に入り組ませる立体的な橋状突起の一

部と思われるが、小片のため原形を復原するには至らない。

　文様は、口縁部に多重の楕円形区画文、その下位に平行波状文を配するもの（47・49）、多段の区画文を配す

るもの（48）、2本沈線ないし3本沈線磨消縄文帯によって文様帯を構成するもの（51～79・93）、「く」字状な

いし顎状口縁に文様を集約し、対向連弧文や枠状区画文を配するもの（95～99）、内面を肥厚させた口縁部上に
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

47 17－1 深鉢 波状ロ縁　多重楕円形区画文、平行波状文、ナデ／ナデ 暗燈～暗茶褐／暗褐 粗粗砂～細礫多

48 17－6 深鉢 一　太い2本沈線、条痕／ミガキ 淡黄白／淡茶褐～灰茶褐 微～細砂、稀に細礫

49 17－3 深鉢 緩い波状口縁　太い沈線、枠状区画、摩滅／条痕 淡黄灰茶褐／淡黄灰 粗　細～粗砂多、細礫多

50 17－4 深鉢 波状ロ縁　幅広文様帯、2本沈線磨消縄文？、摩滅／ミガキ 赤褐／赤褐 精良、均質　細砂

51 17－4 深鉢 緩い波状口縁　幅広縄文帯、2本沈線磨消縄文（RL）、摩滅／摩滅 明茶褐／明茶褐 精良、均質　微～細砂

52 17－4 深鉢 一幅広縄文帯、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗茶褐／茶褐 精良　微～細砂、稀に細礫

53 17－4 深鉢 一幅広縄文帯、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄白／茶褐 良　細砂、稀に細礫

54 17－7 深鉢 波状ロ縁　幅広縄文帯、ナデ、縄文（RL）／ナデ？ 暗茶褐／黄茶灰 細～粗砂多、細礫

55 17－3 深鉢 波」大口縁　　摩滅／摩滅 赤茶褐／灰茶褐 良　細～粗砂

56 17－6 深鉢 一波頂部から続く口縁部文様帯、J字文？、2本沈線磨消縄文（RL）／ナデ 淡灰黄茶／淡灰茶褐 精良　細砂、細礫少

57 17－4 深鉢 波状ロ縁　2本沈線磨消縄文（RL）、摩滅／摩滅 淡黄灰／淡灰褐 精良、均質　細砂

58 17－4 深鉢 波状口縁　2本沈線磨消縄文（RL）、摩滅／摩滅 淡灰茶褐／暗茶褐 細礫

59 17－4 深鉢 波状ロ縁　2本沈線磨消縄文（RL）、摩滅／ナテ 淡灰褐～橿褐／淡黄白 良　細～粗砂

60 17－4 深鉢 波状口縁　2本沈線、摩滅／摩滅 明燈褐／暗灰褐 やや粗微～細砂多、粗砂少

61 17－4 深鉢 波状口縁　幅広文様帯、2本沈線磨消縄文（RL）、摩滅／摩滅 赤褐／赤褐 精良、均質　細砂

62 17－4 深鉢 一　磨消縄文、擬縄文、摩滅／ナデ 明黄燈／淡燈 やや粗　細～粗砂、細礫多

63 17－6 深鉢 一　2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄白／淡黄白 精良

64 17－2 鉢 一　J字文、2本沈線磨消縄文、縄文帯、条痕後ナテ／ナデ 暗灰褐／黄茶褐 粗　細～粗砂多、細礫多

65 17－4 深鉢 一　幅広縄文帯、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／条痕 茶褐／暗茶褐 粗　細～粗砂多、細礫多

66 17－4 深鉢 一幅広縄文帯、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 茶褐／明茶褐 精良　細砂

図92　14層出土土器噛（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

67 17－3 深鉢 波状口縁、波頂部に円錐形窪み：2本沈線磨消縄文、ミガキ／ミガキ 茶褐／灰茶褐 精良：微～細砂

68 17－1 深鉢 一：3本沈線、縄文帯、摩滅／ナデ 黄灰白／灰白 精良：微～細砂

69 17－5 深鉢 ロ縁部肥厚：3本沈線磨消縄文？、摩滅／摩滅 淡黄灰／淡黄灰 精良：細砂

70 17－4 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 暗褐／茶褐 良、均質：細砂多

71 17－4 深鉢 一：3本沈線？磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ？ 燈茶褐／燈茶褐 細～粗砂、細礫少

72 17－5 深鉢 一：口唇部に直交刻み、幅広文様帯、2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ナデ 暗灰茶／暗茶褐 細～粗砂多、細礫少

73 17－5 深鉢 波状口縁：波頂下に梯子状沈線文、口唇部に鋸歯文、磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ？ 燈茶褐／淡灰茶 良：細砂

74 17－2 深鉢 ロ唇部肥厚気味：ロ唇部に沈線、摩滅／摩滅 淡榿褐～灰／淡黄白 やや粗：粗砂、細礫

75 ユ7－4 深鉢 ロ唇部肥厚：3本沈線、鋸歯文、渦巻文、摩滅／ナデ 淡灰白／淡灰白 粗砂多

76 17－3 深鉢 一’ 罇O部鋸歯文、3本沈線磨消縄文（RL）／摩滅 淡灰～灰褐／灰白～灰褐 やや粗：粗砂多、細礫

77 ユ7－6 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 淡榿／淡黄褐 細砂

78 17－6 深鉢 口唇部肥厚：3本沈線、穿孔、摩滅／摩滅 暗灰褐／淡黄灰白 粗：細礫多

79 17－1 深鉢 口唇部内外に肥厚：ロ唇端部沈線1条、3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ？ 暗茶灰／淡茶灰 やや粗：細～粗砂多

80 ユ7－5 深鉢 「く」字状ロ縁：口縁端部・ロ縁下に沈線、摩滅／摩滅 淡橿褐／淡黄灰～樟褐 良：微～細砂、稀に細礫

81 17一ユ 深鉢 ロ縁部肥厚、緩い波状ロ縁：波頂下に刺突、条痕／ナデ 黄榿茶褐／淡茶褐 細～粗砂、細礫

82 ユ7－4 深鉢 波状ロ縁：波頂部に刺突、ナデ／ナデ 橿茶褐／暗茶褐 細礫多

図93　14層出土土器2（縮尺1／3）

直線的な描線で鋸歯文や区画文のような幾何学的な文様を描くもの（100・101）、口縁部に細い沈線による内文

を描くもの（102）がある。2本沈線磨…消縄文帯で構成される文様帯が展開するものでは、ロ縁部文様帯が波頂

下で上方に屈曲し、波頂部を逆三角形や円形の区画で挟み込むものが目立つ（54～59・67）。3本沈線磨消縄文

帯のものでは、縄文施文した口唇部に鋸歯文を描くもの（73・75・76）がある。鋸歯文を構成する沈線には、単

線のもの（73）と、2本の沈線束によるもの（75・76）がある。そのうち、75は沈線末端に刺突を施す特徴があ

る。81はロ唇部上まで文様帯が展開しており、小刺突と2条の細い沈線が観察される。胴部文様にはJ字文や渦

巻文などの曲線的なモチーフのもの（63～66・93）がある。沈線末端が鈎状に入り組み、切り合わないもの（65）

もある。磨消縄文帯に施文される縄文はほとんどが単節の縄文原体、特にRLが多用されるが、擬縄文のもの
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

83 ユ7－3 深鉢 波状ロ縁、波頂部に円孔：内外面に円孔を巡る沈線、摩滅／摩滅 赤茶褐／茶～暗茶褐 良：細砂少

84 17－3 深鉢 発達した環状突起：沈線文、摩滅／摩滅 淡黄白／淡黄褐～灰褐 良：微～細砂

85 17－4 深鉢 穿孔：側縁にも沈線巡る、磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ 暗茶褐／灰褐 良、均質：細～粗砂

86 17－6 深鉢 一．沈線内部刺突、磨消縄文（RL）、ナデ／ナデ 淡黄灰茶褐／淡黄褐 精良：微～細砂

87 17－1 深鉢 台形状の波頂部：波頂部端部に沈線1条、穿孔、ナデ／ナデ 淡茶褐／榿茶褐 やや粗：細～粗砂、細礫

88 17－3 深鉢 緩い波状ロ縁、内面に橋状突起：波頂部に重圏文、梯子状文、援形文、摩滅／摩滅 淡灰茶褐／明茶褐 やや粗：細砂多、稀に細礫

89 17－2 深鉢 耳状突起’突起から垂下する2本沈線2単位、磨消縄文（RL）／摩滅 赤茶褐／淡黄白、暗茶褐 やや粗：細～粗砂、細礫多

90 17－3 深鉢
橋状突起i口唇部に渦巻文、把手部に梯子状沈線文、摩滅／ナデ

明黄榿／暗茶褐 良：微～細砂、細礫

91 17－4 深鉢 口縁部外面に肥厚：ロ唇上面に沈線、摩滅／摩滅 淡橿～燈／淡榿～淡黄白 粗：細～粗砂多、細礫多

92 17－4 深鉢 ロ唇部内外に肥厚：ロ唇部上面に沈線1条、口唇部外縁に縄文（RL）、頸部ミガキ／ミガキ 燈褐～茶褐／淡灰茶褐 やや粗：細～粗砂多、細礫多

93 17－6 深鉢 一　3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ？ 暗灰褐／暗褐 粗：粗砂多、細礫多

94 17－4 深鉢 一：垂下する多重紡錘文、摩滅／ナデ 淡灰白／明茶褐 粗：粗砂多、細礫少

95 ユ7一ユ 深鉢 平縁：平行沈線文、枠状区画文、縄文（RL）、ナデ／摩滅 暗橿茶褐／淡黄灰 細～粗砂

96 17－1 深鉢 波状ロ縁、　「く」字状ロ縁：連弧文、平行沈線文、ミガキ、ナデ？／ナデ 暗茶褐／黄茶灰～暗茶褐 細～粗砂、細礫少

97 17－5 深鉢 平縁、顎状ロ縁：連弧文、枠状区画文、縄文（RL）、ナデ／ナデ 明澄茶褐／暗茶褐 細～粗砂多、細礫

98 17－1 深鉢 「く」字状ロ縁：平行沈線文、縄文（RL）、ミガキ／摩滅 茶褐／黄茶灰 細～粗砂多

99 17－3 深鉢 鍔状口縁：沈線、ナデ／ナデ 茶褐／明茶褐 粗：細～粗砂多、細礫多

100 17－2 深鉢 ロ唇部内外に肥厚：ロ唇部に枠状区画、鈎形の沈線文、ナデ／ナデ 淡灰茶褐／灰茶褐 粗：細～粗砂多、細礫

101 17－2 深鉢 口唇部内外に肥厚：ロ唇部上面に密な沈線で幾何学文、摩滅／摩滅 茶褐／灰褐～暗灰褐 やや粗：細～粗砂

102 ユ7－1 深鉢 一’ 罇O部縄文、摩滅／沈線1条、摩滅 暗茶褐／暗茶褐 細～粗砂多

図94　鱒層出土土器3（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

103 17－5 深鉢 一　ロ唇端部斜め刻み、縄文（RL）／条痕 黄燈褐／淡黄灰 細～粗砂、細礫

104 17－6 深鉢 一　ロ唇部直交刻み、条痕／摩滅 淡黄茶褐／淡橦褐 精良細礫少
105 17－6 深鉢 一　ロ唇部直交刻み、条痕／条痕 赤茶褐／暗褐 粗細礫多
106 17－2 深鉢 一　ロ唇部に直交刻み、ナデ／ナデ 暗茶褐／淡茶褐 良　細～粗砂、細礫少

107 17－5 深鉢 一　ロ唇端部に刺突、条痕／ナデ 黄榿茶褐／淡燈灰 細砂

108 17－4 深鉢 一　口唇部に刺突、条痕／ナテ 暗茶褐／淡灰白 精良　細砂

109 17－5 深鉢 一条痕／ナテ 茶褐／淡黄白 粗　細～粗砂多、細礫多

110 17－3 深鉢 一　ナデ／ナテ 明赤茶褐／灰茶褐 粗　粗砂・細礫多

1U 17－4 深鉢 一条痕／摩滅 黄茶褐／淡黄白 やや粗細～粗砂多、細礫

112 17－6 鉢 一条痕／ミガキ 暗灰褐／茶褐～暗茶褐 細～粗砂、稀に細礫

ll3 17－2 深鉢 一条痕／ナデ 暗茶褐／淡黄燈灰褐 細砂

ll4 17－5 深鉢 一　ナデ／条痕？ 淡黄灰／暗茶褐 細～粗砂多、細礫

115 17一ユ 深鉢 一条痕後ナデ／ナテ 淡黄茶灰／黒灰 粗細～粗砂多、細礫やや多

116 17－3 深鉢 一条痕／条痕 暗茶褐／暗茶褐～黒褐 粗　微～粗砂多、細礫多

117 17－1 深鉢 一　条痕後ナデ／ナテ 暗茶褐／淡黄茶灰 やや粗　細～粗砂、細礫

118 17－4 鉢？ 有段波状口縁　ミガキ／ナデ 暗茶褐／暗茶褐 やや粗　細～粗砂多

119 17－3 深鉢 一　ナデ、ミガキ／摩滅 淡黄白／淡黄燈白 粗細礫多
120 17－5 深鉢 一　条痕／ナデ 淡黄糧灰白／暗茶褐 細～粗砂、細礫少

121 17－5 深鉢 波状口縁　ナテ／ナテ 榿茶褐／榿茶褐 細～粗砂多、細礫多

図95　14層出土土器4（縮尺1／3）
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縄文時代の遺構・遺物
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3 4

�調 次一区�器 �器 の特徴：文様と調整（外／内）：法量�色 （外／内）�胎

2�1 －1�浅 �一 2本沈線（深・太）、ロ唇部縄文（LR）、ナデ、条痕後ナデ／ナデ�淡 灰褐／淡灰�細 粗砂、細礫
3�1 一ユ�浅 �一 2本沈線（深・太）、ロ唇部縄文（LR）／ナデ�灰 褐／淡燈茶�細 、細礫
4�1 －4�浅 �一 2本沈線（深）、摩滅／摩滅�淡 白／暗褐�粗 細～粗砂多、細礫多
5�1 －5�浅 �一 摩滅／2本沈線（深）、磨消縄文？、摩滅�暗 ／淡黄橿灰�細 粗砂、細礫少
6�1 －4�浅 �一 渦巻文、2本沈線磨消縄文（LR）、ミガキ／ミガキ�暗 褐／暗茶褐�細 多
7�1 一ユ�鉢 一 平行沈線文、磨消縄文（LR）／摩滅�暗 褐／淡黄灰�細 粗砂、細礫少
8�1 －1�鉢 �ロ 部内面に肥厚：ロ唇部上面沈線1条、斜め方向の刻み？、条痕後ナデ？／ナデ�黄 茶褐／暗茶褐�細 粗砂多、細礫
9�1 －4�浅 �一 磨消縄文（LR）、摩滅／摩滅�暗 ／暗灰�細 粗砂、細礫
0�1 －5�鉢 口 部内面に肥厚：ナデ／ナデ�暗 褐／暗茶褐�細 粗砂、細礫
1�1 －6�浅 �ロ 部大きく外反：条痕後ミガキ／矢羽根状モチーフ、縄文（LR）、ミガキ�灰 ／灰褐�精 ：微～細砂
2�1 －5�浅 �一 条痕／ミガキ：口径20．5cm�黄 茶褐／赤茶褐�細 粗砂多、細礫
3�1 －4�鉢 一 ナデ／ナデ�暗 褐／暗茶褐�細 粗砂、細礫
4�1 －1�双 壼�上 の貫通孔：ナデ、ミガキ／ナデ�榿 褐／橦茶褐�や 粗：細～粗砂、細礫

6　咽4層出土土器5（縮尺1／3）

2）もある。口唇部を外面に肥厚させるものでは、ロ唇部上面に沈線1条を引く（74・78・79・91・92）。

深鉢　器形をうかがいしることができるものは少ないが、頸部のくびれ、胴部のふくらみを有さないもの

09）、頸部にくびれを有し胴部が緩くふくらむもの（118・120）がある。口縁部の形状については、平縁のも

波状口縁のものに大別できる。ロ縁部の形態については、多くが直立ないしやや内湾するものであるが、こ

加えて口縁部外面を肥厚させ、段を形成するもの（118・119）、頸部で強く屈曲して立ち上がるもの（121）

る。ロ唇部への加飾という点では、刻みを施すもの（103～106）、刺突を施すもの（107・108）がある。口

の刻みには直交刻みタイプ（108～106）、斜め刻みタイプ（103）がある。刻みの施文具には、棒状工具によ

の（104～106）と、ヘラ状工具によるもの（103）がある。器面の調整は巻貝条痕によるものとナデによる

が主体で、そのほかに縄文によるもの（103）と二枚貝条痕によるもの（113、116）がある。

器形の全形をうかがいしることができるものでは、皿状のもの（125・131）、椀状のもの（126・133）が

。そのほか、本調査地点出土の縄文土器群の中でも特異なものとして、口縁端部を内面につまみだし、端部



調査の記録

　　曇“む∴難

　　　　　　　　　　　〔’　が　門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廷功

　　　　　　　　　　　一☆ハ
　　　　　　　　　　　婁寵ム・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．～二㌔

　　　　　　　　　　　　ピ
∵二埠　　　　　　三ノ’ノ

㌦，覧靭、　　．踵三ξ

　　　㌢灘蝶憲ぎ
　　　　　　　メ’？ψ’

L⊥＝ゴ13，

B6

＼＝ご141 ！l州1～

一＿

織轟灘㌻14，
　　　　　　　　＿＝）一　　　　　　　　一一L二：：r㌃：）＿～＿

147

148

］38

］39

＼＼＿＝＝＝一ク14。

O 10cm

　　　　　　　　　　　　　　　　］49

144

一一

＼≡≡三〔二二乏

］45

］46

］50

151

麟騨糊5，

弍）ブζ⊇「

　轟撫

番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

135 17－5 深鉢 平底：沈線文、磨消縄文？、摩滅／ナデ：底径6．6cm、1／ユ残 明燈茶褐／淡灰茶褐 細～粗砂多、細礫

136 17－3 深鉢 平底：ナデ、指頭痕／ナデ：底径94cm、1／3残 淡黄灰／淡黄灰褐 粗：細～粗砂多、細礫

137 17－5 深鉢 平底：ナデ／ナデ：底径10．4cm 淡黄灰／淡黄灰 精良：微～細砂

138 17－4 深鉢 平底：ナデ／摩滅：底径84cm 淡黄灰～明淡燈／淡黄白 粗：細～粗砂多、細礫多

139 17－6 鉢？ 平底：摩滅／摩滅：底径8．8cm、1／3残 淡黄～淡榿／灰褐 粗：粗砂、細礫

140 17－5 鉢？　浅鉢？ 平底：ナデ／ナデ：底径6．8cm 淡燈灰茶／淡灰茶 細～粗砂多、細礫

141 17－1 浅鉢 平底：ナデ／ナデ：底径8。2cm 燈茶褐／黄茶褐 粗：細～粗砂、細礫多

142 17－4 深鉢？ 平底：ナデ、底部工具痕／摩滅：底径ll．8cm、3／4残 淡黄白／明黄茶褐 精良：微～細砂

143 17－5 鉢？ 平底：3本沈線磨消縄文（RL）／ミガキ 灰茶褐／暗灰茶褐 精良：細～粗砂、細礫少

144 17－3 深鉢？ 平底：2本沈線、ナデ／ミガキ：底径76cm 淡灰茶褐／暗褐 良：微～粗砂

145 17－2 鉢 平底：2本沈線磨消縄文（RL？）　摩滅／ミガキ 灰褐／灰茶褐 粗：細～粗砂多、細礫

146 17－1 浅鉢 平底：ナデ／ナデ：底径＆6cm、1／2残 灰黄茶／黒茶褐 やや粗：細～粗砂、細礫

147 17－1 深鉢 高台状：ナデ／条痕後ナデ：底径9．4cm 淡黄茶灰／暗茶褐 細～粗砂、細礫

148 17－1 深鉢 高台状：ナデ／ナデ：底径6．6cm、1／3残 暗茶褐／淡黄茶灰 細～粗砂、細礫

149 17－1 深鉢 高台状：ナデ／ナデ：底径10．8cm、1／3残 榿灰白／淡黄灰 良：均質、細～粗砂

150 17－4 深鉢 平底：ナデ／条痕、指頭痕：底径9．6cm 淡黄白／淡黄白 良、均質、細砂

151 17－3 深鉢 凹底：ナデ／ナデ：底径7．8cm 淡黄褐／灰褐 良：微～細砂、稀に粗砂

152 17－1 鉢？ 一：条痕後ナデ／ナデ、指頭痕 黄茶褐／淡黄灰 細～粗砂、細礫

153 17－2 深鉢？ 平底：指頭痕（特に底部では顕著）／ナデ：底径42cm、1／2残 明黄榿／灰茶褐 良：細砂多

図97　14層出土土器6（縮尺1／3）

に面を有するもの（128・130）がある。施文部位についてみてみると、外面に文様を配するもの（122～124・

126～129）と、内面に文様を配するもの（125・131）があり、皿状のものは内面施文、椀状のものは外面施文と

いう傾向がある。文様は、沈線文によるものは、太くて深い沈線による区画文（122・123）、2本沈線磨消縄文

によるものでは、ロ縁部文様帯から垂下するJ字文や渦巻文（124、126）がみられる。そのほか、口縁端部を内

面につまみ出し面をもつ128は、端面に沈線を引き、その外側に縄文施文するものである。深鉢のロ縁部におい

て多くみられるような、ロ縁部を巡る沈線の外側に斜め方向の沈線を多数配するものと同様の意匠を意図したも

のかもしれない。131は大きく外開きになる口縁内面に2条の沈線で挟まれた矢羽根状の沈線文を配し、その内

部に縄文を充填するものである。

双耳壺　134は双耳壼のつまみ部分の破片である。器面との境に上下方向の貫通孔があけられる。つまみ部外面
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

154 17－6 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）／ミガキ 明黄白～灰褐／淡茶褐 良、均質：微～細砂、稀に細礫

155 17－6 深鉢 一：沈線文、摩滅／摩滅 灰褐／暗灰褐 やや粗：細～粗砂、稀に細礫

156 22 深鉢 一：幅広縄文帯、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／条痕後ナデ 暗灰褐／淡黄灰褐 精良：稀に細礫

157 17－6 深鉢 一：2本沈線、摩滅／摩滅 灰～灰褐／黄茶褐～灰茶褐 やや粗：細～粗砂、稀に細礫

158 17－5 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 明淡黄白／淡燈 良：細～粗砂

159 22 深鉢
波頂部発達、大きく内湾、穿孔：渦巻文、沈線末端切り合わない、磨消縄
ｶ（RL）、ミガキ／ミガキ

暗灰茶褐／暗灰茶褐 精良：細砂

160 17－6 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 暗赤茶褐／明榿茶褐 精良、均質：微～細砂

161 17－6 深鉢 波状口縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 黄茶褐／淡黄褐 良：微～細砂

162 17－5 深鉢 波状ロ縁：2本沈線、摩滅／摩滅 明灰茶褐／茶褐 やや粗：細～粗砂多、細礫

163 22 深鉢 波状口縁：太い沈線文、ナデ／ナデ 暗茶褐／灰黄茶褐 細～粗砂

164 22 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ 淡黄灰茶褐／淡黄灰 精良：細砂

165 17－6 深鉢 平縁、ロ唇部内側に折れて肥厚：磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ、ナデ 淡灰黄／淡黄褐 精良：微砂、細礫

166 17－6 深鉢 一：2本？沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 灰黄褐／淡黄灰 精良、均質：微砂

167 17－6 深鉢 一：口唇部刻み、沈線文、摩滅／摩滅 淡黄／淡黄白 精良：細～粗砂

168 17－5 深鉢？ ゆるい波状ロ縁：太く深い沈線、摩滅／ていねいなナデ 淡黄褐／淡灰黄褐 精良、均質：微砂

169 17－5 深鉢 ロ唇部内面に肥厚：口唇部上面に沈線1条、摩滅／ナデ 暗灰褐／明黄褐 やや粗：細～粗砂

170 17－6 深鉢 口唇部肥厚：上端2本沈線、磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 灰褐／明茶褐 良、均質：微～細砂

171 17－5 深鉢 口唇部内面に肥厚：口唇端部に2本沈線、2本沈線、摩滅／ミガキ 灰黄褐～灰褐／灰褐 やや粗：微～粗砂、細礫

172 17－5 深鉢 ロ唇部肥厚：ロ唇部上面に平行沈線、磨消縄文帯、摩滅／摩滅 茶褐～暗茶褐／暗灰褐 やや粗：細～粗砂、細礫

173 17－5 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）／ミガキ 灰茶褐／茶褐～灰茶褐 良：微～細砂

174 17－5 深鉢 口唇部内外に肥厚：ロ唇端部と器壁外面に沈線各1条、摩滅／摩滅 暗茶褐／淡黄褐 良：微～細砂

175 17－5 深鉢 平縁、外面に大きく肥厚：口唇部上端に沈線、沈線ユ条、ナデ／ナデ 淡黄灰／淡灰茶褐 良：微砂

176 17－5 深鉢 平縁、外面に大きく肥厚：口唇部上端に沈線、ナデ／ナデ 淡灰褐／淡灰褐 精良、均質：微砂、稀に細礫

図98　唯3・14層出土土器1（縮尺1／3）

は緩く窪む。

底部　平底のもの（135～146）、高台状のもの（147～150）、凹底のもの（151）がある。器壁の立ち上がりの角

度から、深鉢（135～138・141～144・147～152）と浅鉢（139・140・145・146）に分離できる。底部と器壁の境

に明瞭な屈曲点をもつものが多いが、明瞭な屈曲点を有さず、緩やかに立ち上がるもの（140・143・152）もあ

る。また、底部付近まで文様が展開するものもある（135・143～145）。高台状の底部には、シャーフ゜に作り出す
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎　　土

177 ユ7－5 深鉢 波状口縁、波頂部穿孔：日唇部に枠状区画、波頂部円孔巡る円文、3本沈線磨消縄文（RL）／ミガキ 淡黄白～灰褐／暗茶褐 良：細～粗砂

178 17－6 深鉢 平縁、小突起：突起を巡る沈線、垂下する沈線、磨消縄文（RL）／ミガキ 乳白～灰／淡黄灰 精良、均質：微砂、稀に細礫

179 17－5 深鉢 山形波頂部：波頂下に穿孔、2本沈線、摩滅／ナデ 淡黄白／淡黄白 良：微～細砂、稀に細礫

180 22 深鉢 穿孔：長方形区画文、側縁に刻み、摩滅／摩滅 淡黄白／淡黄白 精良：微～細砂

181 17－5 深鉢 4方に環状突起：突起に平行沈線4条、下部に円文、磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ、：口径292cm、1／2残 淡黄／淡黄燈 精良：微～細砂

182 17－6 深鉢 円環状突起、円孔、橋状突起：ナデ／ミガキ 淡灰白～乳白／淡燈 精良、均質：細～粗砂、稀に細礫

183 17－4 深鉢 円環状突起：沈線文、摩滅／摩滅 黄橿～橿褐／橿褐 粗：微～粗砂、細礫

184 17－6 深鉢 一’ iデ／ナデ 淡黄白／乳白 精良、均質：細～粗砂、細礫

185 17－2 深鉢 大きく湾曲、穿孔、ロ縁部肥厚：摩滅／ミガキ 灰茶褐／黄褐 やや粗：細礫

186 22 深鉢 「く」字状口縁：頂部から垂下、区画内斜格子沈線文、ミガキ？／ミガキ 乳白／乳白～淡燈白 精良：微砂

187 22 深鉢 波状ロ縁：連弧文、枠状区画文、区画文内縄文（RL）、条痕／条痕 淡黄白／淡灰白 精良：微～細砂、稀に細礫

188 22 深鉢 口唇部肥厚：ロ縁部に文様集約、弧状文、平行沈線文、文様帯全面に縄文（RL）、条痕／ナデ、ミガキ 暗茶褐／灰黄橿褐 良：細砂

図99　唱3・咽4層出土土器2（縮尺1／3）

もの（147）と底部外縁に薄く粘土を貼り付けた低いもの（149・150）がある。153は平底の底部に指頭による深

い窪みが多数観察される。ただし、残存する窪みに器壁を貫くものはなく、多孔底とは異なる。

④帽3・鱗層出土土器（図98～104図版1・3・7・10・13～16）

　有文深鉢のロ縁部・突起部片（154～203）、有文深鉢・鉢の胴部片（204～222）、無文深鉢の口縁部片（223～

238）、浅鉢（239～246）、双耳壼把手（247）、注ロ土器管状注ロ部（248）、底部片（249～266）が出土している。
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

189 22 深鉢 波状口縁、円文内大きく肥厚：円文、（対向）連弧文、縄文（RL）、ナデ／ミガキ 淡黄灰／淡黄灰茶褐 細～粗砂、細礫少

190 17－4 深鉢 顎状口縁：縄文（RL）、摩滅／摩滅 暗茶褐／暗黒茶褐 精良、均質：微～細砂、細礫

191 17－4 深鉢 一：口縁部文様集約、平行沈線文、縄文（RL）、／摩滅 暗茶褐～暗褐／明～暗茶褐 やや粗：細～粗砂、細礫

192 17－5 深鉢 平縁、顎状ロ縁：口縁部文様集約、平行沈線、ロ縁部全面縄文（RL）、ナデ／ナデ 明黄茶褐／灰褐 粗：粗砂、細礫多

193 ヱ7－3 深鉢 一：口縁部文様集約、平行沈線文、摩滅／摩滅 淡黄白／淡黄灰白 やや粗：細～粗砂、細礫

194 22 深鉢 波状口縁：円文？、（対向）連弧文、ロ縁部全面縄文（RL）／ミガキ 明黄茶褐／明黄茶褐 良：細砂

195 17－5 深鉢 「く」字状口縁：ナデ、ロ唇端部縄文（RL）／ミガキ 赤燈褐～茶褐／淡灰黄褐 粗：細～粗砂

196 17－5 深鉢 一：平行沈線文、縄文（RL）、ナデ／条痕 淡灰茶褐～榿褐／明灰褐 粗：細～粗砂、細礫

197 17－5 深鉢 平縁：ロ縁部に平行沈線2条、縄文（RL）／条痕 明灰褐／淡灰黄褐 精良、均質：細～粗砂多

198 17－7 深鉢 顎状日縁：円文、枠状区画文、枠状区画内縄文（RL）、ナデ／条痕 淡茶褐／淡榿茶褐 良：細～粗砂多、細礫少

199 17－5 深鉢 一：ロ縁部文様帯、連弧文、縄文（RL）、ナデ／ナデ 明茶褐色／明茶褐 良：微～細砂

200 17－6 深鉢 顎状口縁：太く深い平行沈線、ナデ、縄文？／ミガキ 黄褐～暗茶褐／淡黄褐 やや粗：微砂、細礫

201 17－6 深鉢 ゆるい波状口縁：枠状の区画？、ロ縁部縄文（RL）、ナデ／ミガキ 暗茶褐／暗灰～暗褐 やや粗：微砂多、細礫

202 22 深鉢 一：枠状区画文、条痕後ナデ／ミガキ 暗茶褐／黄茶褐 細～粗砂、細礫少

203 22 深鉢 一：ロ縁部に枠状区画文、胴部に多条沈線文、ナデ／ナデ 暗茶褐／淡黄茶褐 細～粗砂、稀に細礫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図100　13・14層出土土器3（縮尺1／3）

有文深鉢　胴部に緩いくびれをもつもの（181・192）、くびれを有さないもの（197・198）がある。口縁部の形

状は、波状口縁と平縁のものに大別される。波状口縁の中には振幅が大きく波頂部が深く内湾するもの（159）も

ある。口縁部形態は、ロ唇端部が直立あるいはやや内傾するもの（154・156～158・160～165）、口唇部を内面に

つまみ出すもの（155・166）口縁部外面を肥厚し上端が面をなすもの（175・176）、口縁部の主文部を大きく隆

起させ、つなぎ部に枠状のくぼみの内側に区画沈線文を引くもの（177）、口縁部を内外面に肥厚させるもの

（170～172）、突起が付くもの（178・181～185）、「く」字状あるいは顎状口縁となるもの（186・187・189～196）、

口縁部外面を肥厚させ胴部との境に段をもつもの（197～203）と多様である。

　突起を有するものでは、台形状の山形突起（178）、環状突起（181）、円環状突起（182・183）、粘土紐を複雑
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

204 17－1 深鉢 一． iｺする多重区画文、多重連弧文、摩滅／ナデ 暗茶褐／茶褐 やや粗：粗砂～細礫多

205 17－6 深鉢 一：縄文地に沈線文（渦巻文、平行沈線文）、縄文（RL）／ナデ？ 黄茶褐／淡黄褐 良：微～細砂

206 17－6 深鉢 一：2本沈線、摩滅／ミガキ 淡灰白／淡黄灰白 良、均質：微～細砂、稀に細礫

207 17－6 深鉢 一：2本沈線、摩滅／ミガキ 淡灰黄白／淡黄灰 やや粗：細～粗砂、細礫i

208 17－1 深鉢 一：渦巻文、2本沈線？、縄文（RL）、赤彩／ミガキ？ 暗茶褐／黄褐～暗灰褐 粗：粗砂、細礫多

209 17－1 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／条痕 暗茶褐／暗褐 粗：細～粗砂、細礫多

210 17－6 深鉢 一．3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 黄茶褐／暗灰茶褐 やや粗：細～粗砂

211 17－6 深鉢 一：（2本沈線）、条痕、縄文（RL）／ミガキ 暗灰～暗灰褐／淡黄白 良：細～粗砂、稀に細礫

212 ユ7－6 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／条痕 乳白／淡黄白 良：微～細砂

213 17－5 深鉢？ 一：3本沈線磨消縄文（RL）、沈線内部に赤彩／ミガキ 淡灰褐／灰褐 精良、均質：微砂

214 22 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 灰褐／灰黄茶褐 精良

215 17－5 鉢？ 一：多条の平行沈線文、磨消縄文（RL）／ミガキ 茶褐～暗茶褐／暗褐 やや粗：細～粗砂、細礫

216 22 深鉢 一． ｽ重弧状文、摩滅／条痕後ナデ 暗褐／淡黄白 粗：細～粗砂多、細礫多

217 17－6 深鉢 一：枠状区画沈線文、ミガキ、縄文（RL）／ミガキ 淡黄燈褐／淡燈褐～茶褐 精良、均質：細～粗砂

218 22 深鉢 「く」字状口縁：口縁部に文様集約、平行沈線文、文様帯全面に縄文（RL）、ナデ／ナデ 明橿褐／明榿褐 良：細砂

219 22 深鉢 一：縦位の細い多条条線、ナデ／ナデ 暗赤茶褐／淡榿茶褐 やや粗：細～粗砂多、細礫少

220 17－5 深鉢？ 一　半円形モチーフを挟んで対向する平行沈線文、摩滅／摩滅 灰褐色／暗茶褐 やや粗：細～粗砂

221 22 深鉢？ 一：細い沈線内に刺突列、ナデ／ナデ 黄燈茶褐／暗灰茶褐 細～粗砂、細礫

222 17－6 深鉢？ 一：刺突による円文、沈線文、摩滅／摩滅 淡黄燈褐／暗茶褐 精良、均質、細～粗砂

図鱒蟹　協・14層出土土器4（縮尺1／3）

に入り組ませる装飾性の高い突起（185）、橋状突起（180・184）がある。179は山形突起か、振幅の大きい波状

口縁の波頂部の可能性があるが、小片のため位置づけが難しい。口唇部を内面に屈曲させ、中心には小穿孔を穿

つ。181は四方に突起をもつ深鉢で、環状の突起上まで4本の沈線束で構成される文様が延びる。胴部文様につ

いては、J字文や渦巻文のような曲線を基調とするモチーフが退化して、ロ縁部文様帯から垂下する長楕円形文

になったのであろう。182には頂部に円環状突起、頂部の突起からは垂下する小さい橋状突起が付される。182の

円環状突起が窪み状であるのに対し、183の円環状突起は中空となっている。

　文様については、多重沈線による縦長の楕円形文とその下位に多重連弧文を描くもの（204）、縄文地に沈線で

渦巻文を描くもの（205）、2本沈線ないし3本沈線磨消縄文帯によって文様帯を構成するものく（154～168・

173・206～214）、細い沈線により文様を描くもの（219）などがある。2本沈線ないし3本沈線磨消縄文土器に

ついては、文様の構成が明らかなものは少ないが、振幅が大きく深く内湾する装飾性の高い波状ロ縁を有する
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

223 17－5 深鉢 平縁　ロ唇部直交刻み＋斜め刻み、縄文（RL）／条痕 淡黄褐／淡黄白 良微砂
224 22 深鉢 一　口唇部直交刻み、条痕／ナテ 淡黄椌灰茶褐／淡黄灰白 良細～粗砂
225 17－6 深鉢 平縁　ロ唇部斜め刻み、ナテ／ナテ 淡黄灰／乳白 やや粗細礫
226 17－6 深鉢 一　口唇部直交刻み、ナテ／ナテ 茶褐／淡黄灰褐 細～粗

227 17－6 深鉢 一　ロ唇端部刺突、摩滅／摩戚 淡黄灰白／淡黄灰 良　細～粗砂

228 17－5 深鉢 波状ロ縁　ナテ／ナテ 暗茶褐／淡灰茶褐 粗細～粗砂、細礫

229 17－5 深鉢 平底　ナテ／ナテ 明茶褐／暗茶褐 粗細～粗砂、細礫

230 17－6 深鉢 一　ナデ／ナデ？ 明淡榿褐／淡燈褐 やや粗細砂、細礫

231 17－5 深鉢 平縁　条痕／条痕後ナテ 茶褐～暗茶褐／灰黄褐～暗茶褐 精良、均質　微砂多、稀に粗砂

232 22 深鉢 一摩滅／ナテ 橦褐／榿茶褐 細～粗砂

233 17－1 深鉢 平縁　条痕／条痕 暗灰褐／暗茶褐 良粗砂～細礫
234 17－5 深鉢 一　ナデ／ミガキ 暗茶褐／暗茶褐 粗細～粗砂、細礫

235 17－3 深鉢 一　ナテ／ナデ 暗茶褐～暗灰茶褐／暗茶褐～暗褐 粗細～粗砂、細礫

236 17－5 深鉢 平縁　摩滅／摩滅 明黄褐／暗灰褐 粗微砂多、細礫多

237 17－7 深鉢 一　沈線文、摩滅／摩滅 明黄燈褐／暗茶褐 粗細～粗砂、細礫

238 17－3 深鉢 有段口縁、大きく外反　ナデ？／ナテ 暗灰褐／暗灰褐 粗細～粗砂

図丁02　13・¶4層出土土器5（縮尺1／3）

159では、横走する縄文帯とそれから垂下する小渦巻文で構成される単位文様が2段にわたって確認できる。ま

た、上段の渦巻文に隣i接する穿孔の周囲にも磨消縄文帯が巡る。文様を構成する沈線は、一部で鈎状に入り組む

ものであるが、沈線端部どうしの切り合いがみられる部分もある。磨消縄文帯による胴部文様帯では渦巻文ある

いはJ字文のような曲線を基調とする文様が看取される（206・210・211）。

　内外面にロ縁部を大きく肥厚させるもの（170～172）は、ロ唇部上端に1ないし2本の沈線をめぐらせる。ロ

縁部に文様を集約する一群（186～203）では、円文を挟む対向連弧文や枠状区画文が文様構成の基調となるが、

186では波頂部から展開する文様の内部に斜格子や斜線の刻みを充填する。また、沈線が細くなるものや不安定

な描線になるもの（202・203）もあり、これらの一群の中においては退化した印象を受ける。そのほか、頸部に

平行沈線文を鋸歯状に引くもの（220）、細い沈線文の内部に刺突を充填するもの（221）、刺突による円文を描く
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

239 17－5 浅鉢 椀形：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗茶褐／淡～暗茶褐 良：細～粗砂、細礫

240 17－5 鉢 一：条痕／ナデ 淡黄灰茶／淡黄灰茶 粗：細～粗砂、細礫

241 22 浅鉢
環状突起、穿孔、内面隆帯：突起上面刻み、条痕／隆帯上面縄

ｶ（RL）、磨消縄文、ミガキ、隆帯沿いに沈線
暗灰褐～暗褐／暗灰褐

精良、均質：微～細砂、

Hに粗砂
242 22 浅鉢 内面隆帯：条痕／ミガキ 淡黄灰茶褐／暗灰茶褐 精良：細砂、稀に細礫

243 17－5 浅鉢
平縁、平底：ロ唇部鋸歯文、ナデ／ナデ：口径248cm、
鼬a9．6cm、1／4残

黄茶褐／淡灰茶褐 良：微～細砂、稀に細礫

244 17－5 手つくね椀 平縁：指頭痕／ヨコナデ：ロ径248cm、2／3残 茶褐～暗茶褐／淡黄灰～暗赤茶褐 不均等：細礫多

245 17－5 浅鉢 一’ �ｭ後ナデ／ナデ 暗茶褐／淡暗茶褐 粗：細～粗砂、細礫

246 17－5 浅鉢 平縁、口唇部内面に肥厚：内面に沈線、摩滅／摩滅 暗褐／暗褐 良：微砂、細礫

247 17－6 注ロ？　双耳壼？ 穿孔：ナデ？／ナデ？ 淡黄灰白／暗灰 精良、均質：細～粗砂

248 22 注口土器 管状：ミガキ／ナデ 燈茶褐／淡黄灰茶褐 良：細～粗砂

図103　13・14層出土土器6（縮尺1／3）

もの（222）があるが、いずれも細片で摩滅が著しいため詳細は明らかではない。

無文深鉢　全形をうかがいしることができるものはないが、多くは頸部でくびれ胴部に緩いふくらみをもつ器形

をとるものと推測される。口縁部の形状は、波状ロ縁のものと平縁のものに大別される。これらの多くは直立も

しくは緩く内湾ないし外反するものであるが、その他に強く外反するもの（236・237）や頸部で強く屈曲し外反

するもの（238）がある。口縁部への加飾という点では、ロ縁部に刻みを施すもの（223～226）、刺突を施すもの

（227）がある。刻みはロ唇部に直交する直交刻み（224・226）、口唇部に斜交する斜め刻み（225）がみられ、

223では両者がみられる。刻みの施文具には、棒状工具によるもの（223・224・226）、ヘラ状工具によるもの

（225）がある。器面の調整はナデや巻貝条痕によるものが主体であるが、縄文を施すものもある（223）。

浅鉢　全形をうかがいしることができるものには、皿状のもの（241～243）と椀状のもの（244）がある。これ

らの中には、内面に隆帯をもつもの（241・242）、口縁部内面を肥厚させるもの（246）、口唇部に鋸歯状の刻み
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

249 22 深鉢 平底：条痕／ナデ：底径12．2cm 淡黄灰／淡灰白 精良：微～細砂、稀に細礫

250 17－6 深鉢 平底：条痕／ミガキ：底径9．4cm、1／5残 淡黄灰褐／淡黄灰褐 粗：微～粗砂、細礫

251 17－6 深鉢 平底：条痕、ナデ／条痕、ナデ：底径10．8cm、1／1残 淡灰茶褐／黄榿褐 微～粗砂、細礫

252 17－5 深鉢 平底：摩滅／摩滅：底径4．6cm 明糧／淡灰白 粗：細礫多

253 17－5 浅鉢 平底：ナデ、条痕／条痕：底径8．2cm 淡黄灰～榿褐／灰茶褐 やや粗：細～粗砂、細礫

254 17－6 深鉢 平底：条痕、ナデ／ナデ：底径7．2cm 淡黄褐／淡茶灰 やや粗：細～粗砂、細礫

255 22 深鉢 平底：幅広縄文帯、磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ：底径10．4cm 淡黄灰褐／暗灰茶褐 精良：細砂、稀に細礫

256 17－6 深鉢 平底：ナデ／ナデ、指頭痕：底径79cm、1／2残 明榿褐／淡黄灰褐 微～粗砂

257 22 鉢？ 低い高台状：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄榿灰／暗茶褐 精良：細砂少、細礫少

258 17－6 深鉢 平底：ナデ／ナデ：底径ll．6cm 淡糧褐／淡黄茶褐 粗：微～粗砂、細礫

259 17－4 深鉢 一：摩滅／摩滅：底径10．8cm、1／4残 淡黄灰白／黄褐～黄茶褐 やや粗：微～粗砂

260 17－5 鉢 平底：摩滅／摩滅：底径7．Ocm 明黄燈／淡灰白 精良、均質：細砂、稀に細礫

261 17－5 浅鉢 平底：摩滅／摩滅 黄茶褐／黄燈茶褐 粗：細～粗砂、細礫

262 17－7 深鉢 一：ナデ／ナデ：底径4．4cm 明燈茶褐／暗黒茶褐 細～粗砂、細礫

263 22 浅鉢？ 凹底：磨消縄文（RL？）、ナデ／ナデ：底径6．2cm 燈茶褐／燈茶褐 やや粗：細～粗砂多、細礫多

264 17－6 鉢 一：ミガキ／ナデ 明黄燈褐／暗茶褐 精良：微～細砂

265 17－6 浅鉢 高台状：ナデ／ナデ 暗灰茶褐／淡黄燈 精良：微～細砂

266 17－3 鉢？ 一：手つくね？、ナデ、指頭痕／ナデ、指頭痕：底径9．8cm、1／3残 淡燈灰褐／灰茶褐～淡茶褐 粗：粗砂、細礫

図104　13・14層出土土器7（縮尺1／3）

を施すもの（243）などがある。239は内外面に2条の沈線による文様を有する。内面に隆帯を有するもののうち、

241はロ縁部に大きな円筒状の突起を付し、その上端に刻みを施すものである。突起は接合部から上部に向かっ

てやや開き気味の円筒状の形状である。この突起下から垂下する隆帯と内面を巡る隆帯が接続して長方形区画を

形成し、隆帯の両側縁には区画沈線文が引かれる。隆帯上には縄文施文が認められ、突起下には穿孔があけられ

るなど装飾性に富んでいる。246は肥厚させた口縁部内面に沈線を巡らせる。

　無文浅鉢では、内面に隆帯を付すもの（242）、口唇部に鋸歯状の刻みを施すもの（243）がある。243は単線の

沈線で口縁部に鋸歯文を刻むもので、棒状工具による施文である。244は外面に指頭痕やナデの痕跡が顕著に残
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調査の記録

る手つくね状の浅鉢である。その他、240・245は条痕調整による椀形の浅鉢であると思われる。

双耳壼・注ロ土器　いずれも小片であり、全形を復原するには至らない。247は双耳壼の把手であると思われる。

上下方向の貫通孔が穿たれる。248は注ロ土器の管状注ロ部である。

底部　平底のもの（249～261）、凹底のもの（262～265）、丸底のもの（266）がある。本調査地点において、丸

底底部はほとんど出土していない。これらの底部は、器壁の立ち上がりの角度により、深鉢底部（249～252・

254・256～260・262）と浅鉢底部（253・255・260・265）に分離することが可能である。また、多くは無文であ

るが、一部、底部付近まで文様が施されるもの（255・257・263）が認められる。底部と器壁の境に明瞭な屈曲

点をもつ器形のものが多いが、明瞭な屈曲点をもたず緩やかに立ち上がるもの（263）も散見される。

⑤13層出土土器（図105～113図版2～4・6～8・12・15・16・17・19）

　有文深鉢（267～328）、無文深鉢（329～349）、浅鉢・鉢（350～363）、双耳壼つまみ（364）、注［コ土器（365・

366）、底部片（367～385）が出土している。

有文深鉢　器形の全形を復原できるものはない。271・299などは、頸部でわずかにくびれ緩くふくらむ胴部をも

つものと推測される。口縁部の形状は、波状ロ縁と平縁のものに大別できる。ロ縁部の形態は直立や緩く内湾す

るものが主体であるが、その他に、ロ縁部外面を肥厚し上端が面をなすもの（309・310）、ロ縁部外面を肥厚す

るもの（298）、突起が付くもの（301～306）、「く」字状あるいは顎状口縁となるもの（311～314・318～322）が

ある。外反するロ縁部の端部に縄文を施すもの（324）、頸部に半円形の隆帯を巡らせ、その上端に斜め方向の沈

線を多数引くもの（323）がある。波状口縁のものには、振幅が大きく波頂部部分を大きく内湾させるもの（272

～275）がある。このうち、275については屈曲点が明瞭になり、硬直化した印象をうける。

　突起には耳状のもの（301・305）、台形状のもの（306）、波頂部が渦巻状の小突起になるもの（303・307・308）、

橋状突起（315・316）がある。311は耳状の平面形で内部が中空となる筒状の突起で、上面に引いた沈線の内部

には多数の刺突を充填する。沈線末端は鈎状に入り組む。302・303は突起部を肥厚させたものである。302は残

存状態が悪いが、303は渦巻状の小突起の背後に捻りを加えた粘土紐を付すものである。305は側縁が破損してい

るため図108では穿孔状の表現となっているが、本来はこの部分にも器壁があり、口唇部に接続していたものと

考えられる。突起の側面を多条の沈線が巡り、突起上面には刻みを加える。306は胴部の文様帯から連続する沈

線が穿孔や頂部の周囲を渦巻状に巡る。

　文様は多様であるが、主体を占めるのは、2本沈線ないし3本沈線磨消縄文帯で文様帯が構成されるものであ

る。これらのうち、2本沈線磨消縄文帯で構成される文様帯が展開するものでは、口縁部文様帯が波頂下で屈曲

し、波頂を逆三角形や円形の区画で挟み込むもの（272・273・277・278）が目立つ。275の円形のモチーフ部分

はネガとポジが反転し縄文が施文されない。これらの一群では、沈線末端が鈎状に入り組み、端部どうしが切り

合わないもの（272・277など）もある。胴部文様はJ字文や渦巻文など、曲線のモチーフを基調とする（272・

275・277など）。その他、波頂部から垂下する沈線の内部に刺突が施されるもの（271）、波頂に刺突を施すもの

織覇6、

0

懸辮繋欝 270

］Ocm

番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

267 17－6 深鉢 一　平行斜線文（竹管？）、縄文（RL）／条痕 明榿／淡灰白 精良：微砂、稀に細礫

268 17－6 鉢 一：多条の横走沈線文、ナデ／ミガキ 榿茶褐／暗茶褐 良：細～粗砂、細礫

269 17－6 深鉢 波状口縁：深く太い沈線文、内部に擬縄文？、ミガキ／ミガキ 黄茶褐／淡黄茶褐 精良：細砂

270 17－6 深鉢 波状ロ縁：沈線文、端部鈎形、摩滅／摩滅 明榿／明燈 均質：細～粗砂

図105　13層出土土器1（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

271 17－6 深鉢 波状口縁：幅広縄文帯、沈線内刺突？、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗茶褐～暗灰茶褐／茶褐 良：細～粗砂、稀に細礫

272 17－6 深鉢 波状ロ縁：2本沈線、J字文、ミガキ／ミガキ 淡茶褐～明燈／暗茶褐～暗褐 精良、均質

273 17－6 深鉢 波状口縁：幅広縄文帯、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ、ミガキ 黄茶褐／茶褐 精良、均質：細礫

274 17－6 深鉢 波状口縁：2本沈線磨消縄文（RL）、摩滅／ナデ？ 淡黄灰／灰 やや粗：粗砂

275 17－6 深鉢 波状口縁：沈線内に刺突、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 明黄茶褐／暗茶褐 精良

276 17－6 深鉢 波状口縁：幅広縄文帯、2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 淡黄燈茶褐／淡榿白 良：細砂

277 17－6 深鉢 波状ロ縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄褐～淡茶褐／淡茶褐 精良、均質：細礫

278 17－6 深鉢 波状ロ縁：波頂部に刺突、2本沈線磨消縄文（RL）、摩滅／摩滅 榿～茶褐／茶褐 やや粗：細～粗砂多

279 17－6 深鉢 波状口縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 赤橿～黄榿／淡黄燈 精良、均質

280 17－6 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄椌褐／淡灰白 やや粗：細～粗砂多、稀に細礫

281 17－6 深鉢 一．口縁部文様帯から垂下するモチーフ、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 明榿／淡黄茶褐 やや粗：細～粗砂多、細礫

282 17－6 深鉢 一：2本沈線？磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄茶褐／淡黄橦茶褐 良：細～粗砂、細礫

283 17－6 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 茶褐／茶褐 良：細～粗砂

284 17－6 深鉢 一　口唇上端で鈎状、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗褐～黒／暗褐～黒 精良、均質：粗砂

285 17－6 深鉢 一：渦巻文、2本沈線磨消縄文（RL）、条痕／ミガキ 淡黄白／淡黄白 精良、均質：微～細砂

286 17－6 深鉢 一：J字文、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 淡黄灰／灰褐 精良、均質

287 17－6 深鉢 一：円文、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 橦茶褐／淡黄橦 良：細砂、細礫

288 17－6 深鉢 一：渦巻文、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄褐／淡灰白 精良、均質：微～細砂少

289 17－6 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗灰褐／淡黄茶褐 精良、均質：細砂、稀に粗砂

図106　13層出土土器2（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

290 17－6 深鉢
緩い波状日縁：波頂下に円文、渦巻文、3本沈線磨消縄文（RL）、摩滅

^ミガキ：口径248cm、1／4残
明灰白／灰茶褐 精良、均質：細砂多、稀に細礫

291 17－6 深鉢 一．ロ唇部直交刻み、方形区画文、3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡灰茶褐／暗灰茶褐 良：細砂

292 17－6 深鉢 一：3本沈線、ロ唇部鋸歯文、摩滅／摩滅 明淡黄白～明黄／淡灰黄白 やや粗：粗砂多、細礫多

293 17－6 深鉢 一．ロ唇部鋸歯文、ロ唇部縄文（RL）、ミガキ／摩滅 淡黄褐／淡灰黄褐 やや粗：細～粗砂多

294 17－6 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗灰褐／茶褐 粗：細～粗砂多

295 17－6 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 灰／暗褐 精良、均質：微～細砂

296 17－6 深鉢 一：沈線文、ミガキ、縄文（RL）／ミガキ 暗茶褐／灰～暗灰 良、均質：稀に細礫

297 17－6 深鉢 一：ロ唇部に縄文帯縄文（RL）、3本沈線磨消縄文、ミガキ／ミガキ 灰茶褐～暗灰褐／黄褐～灰茶褐 やや粗：細礫多

298 17－6 深鉢
ロ唇部内外に肥厚気味：口唇部上下端に沈線、沈線間縄文（RL）、3本

ｾ線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ
黒褐／暗灰褐～黒褐 精良、均質：細～粗砂

299 17－6 深鉢 一：」字文、3本沈線磨消縄文（RL）、条痕／ミガキ 茶褐～暗茶褐／灰茶褐～暗灰褐 精良：稀に細礫

300 17－6 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ、条痕 淡灰～灰褐／淡灰褐～灰褐 精良、均質：細～粗砂、稀に細礫

図107　13層出土土器3（縮尺1／3）

（278）、ロ唇部上にも直線的な描線で渦巻文が描かれるもの（284）などが特徴的なものとして注意される。

　3本沈線磨消縄文帯のものでは、ロ縁部下に3本沈線による方形の区画文を描くもの（290・291）があり、区

画の下位に渦巻文が垂下する。ロ縁部を細かく刻むもの（291）もある。ロ唇部に加飾するものでは、2本の沈

線束で鋸歯文を描くもの（292・293）があり、ロ唇部上には縄文が施される。

　外面に肥厚した口縁部を有するものでは、上端に沈線をめぐらせ、その外側に斜めの刻みを施す（309・310）。

このモチーフは「く」字状ロ縁のものにも引き継がれていく（313）。「く」字状口縁のものには、その他に波頂

部に沈線による円文や渦巻文を巡らせるもの（311・312・314）がある。

　顎状ロ縁の一群（318～322）は、口縁部に文様帯が集約され、円文、対向連弧文、枠状区画文が描かれる。口

縁部文様帯に縄文を施すもの（319・321）と施さないもの（320）がある。
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

301 17－6 深鉢 環状突起、ロ唇部肥厚：突起上縁沈線1条、沈線内刺突、ミガキ／ナデ 明榿／明榿 精良、均質

302 17－6 深鉢 口唇部肥厚：頸部に沈線文、ナデ、赤彩／一 淡黄白／明黄褐 精良、均質：細～粗砂

303 17－6 深鉢 波頂の小突起背後に渦巻状の突起：渦巻文、3本沈線磨消縄文、ナデ、ミガキ、赤彩／ミガキ 明黄白／淡黄榿 精良、均質

304 17－6 深鉢 口縁屈曲部付近？：沈線文、ナデ／ナデ 灰～暗灰／灰 やや粗：粗砂、稀に細礫

305 17－6 深鉢 耳状突起、穿孔：平行沈線文、磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ 暗茶褐／茶褐 精良、均質：細～粗砂

306 17－6 深鉢 台形状突起、穿孔：突起を巡る渦巻文、突起下に矢羽根状文、3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ、摩滅 暗茶褐／灰茶褐 やや粗：細～粗砂、稀に細

307 17－6 深鉢 波状口縁：波頂部渦巻文、波頂部から垂下する沈線文、磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡灰白／淡灰白 精良、均質：細～粗砂

308 17－6 深鉢 波状口縁：突起を巡る沈線、渦巻文、摩滅／ミガキ 明淡黄～明榿／明橦褐 精良、均質：細～粗砂多

309 17－6 深鉢 ロ唇部外方に肥厚：ロ唇部沈線、斜行沈線文、摩滅／摩滅 淡黄白／淡黄白 良：細～粗砂

310 17－6 浅鉢 口唇部内面に肥厚：沈線、口唇外縁に斜行沈線文、ミガキ／ナデ 橦茶褐／黄榿灰褐 精良：細砂、稀に細礫

311 17－6 深鉢 波状口縁：波頂部渦巻文、3本沈線磨消縄文？、摩滅／摩滅 茶褐／淡灰茶褐 粗：細～粗砂多

312 17－6 深鉢 波状ロ縁、口縁部肥厚：波頂部を巡る沈線文、頸部屈曲部から垂下する沈線文、条痕、摩滅／ミガキ 灰褐～暗灰褐／茶褐 良：細～粗砂

313 17－6 深鉢 波状口縁：口唇部に円文、斜行沈線文、磨消縄文（RL）、ミガキ、条痕／ミガキ、条痕 淡黄榿／明燈 精良、均質：稀に細礫

314 17－6 深鉢 波状口縁、「く」字状口縁：波頂部刺突、重弧文、頸部以下波状ロ縁3本沈線の文様帯、摩滅／摩滅 明燈褐／淡茶褐～茶褐 精良

315 17－6 深鉢 突起の一部？：沈線文、縄文（RL）、ナデ／ナデ 淡黄燈／淡燈灰 良：細～粗砂

316 17－6 深鉢 一：3本沈線、側縁にも沈線文、ナデ？、赤彩／ナデ 淡黄榿／暗灰 やや粗：細砂、細礫

317 17－6 深鉢 一：梯子状文、3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄茶褐／淡灰茶褐 良、均質：細砂、稀に粗砂

図108　13層出土土器4（縮尺1／3）
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調査の記録
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番宕 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

318 17－6 深鉢 顎状ロ縁？：円文、対向連弧文、摩滅／ミガキ 淡黄白／灰褐 良：細～粗砂多、稀に細礫

319 17－6 深鉢 「く」字状ロ縁：枠状区画文、沈線文、口縁部縄文（RL）、ナデ／摩滅 燈茶褐／淡黄茶褐 細～粗砂多

320 17－6 深鉢 「く」字状ロ縁：2条の平行沈線文、ミガキ／ミガキ 暗灰茶褐／暗灰茶褐 良：微～細砂、稀に粗砂

321 17－6 深鉢 顎状ロ縁：枠状区画文、口唇部縄文（RL）、ミガキ／ナデ 淡黄燈灰／淡黄灰 良：細～粗砂

322 17－6 深鉢 顎状口縁：（枠状区画文）、口唇部縄文（RL？）、ミガキ／ナデ 淡黄灰／淡黄灰 良：細砂

323 ユ7－6 鉢？ 頸部屈曲部は隆帯状：隆帯上面斜行沈線文、ミガキ／ミガキ 暗茶褐／淡茶褐 やや粗：細～粗砂多

324 17－6 深鉢 一．口唇部縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡黄白／淡黄白 粗：粗砂多、細礫多

325 ユ7－6 深鉢 一：内面沈線、摩滅／摩滅 暗茶褐／黄茶褐 細～粗砂多

326 17－6 深鉢 一’ 燒ﾊ沈線、摩滅／ミガキ 暗茶褐／暗茶褐 粗、細～粗砂多、細礫多

327 17－6 器種不明 一：細い沈線、幾何学文？、摩滅／ナデ 灰白～灰／明灰褐 精良、均質：微～細砂

328 ユ7－6 器種不明 一：櫛歯状沈線、方形区画文、ナデ／ミガキ 黄茶褐／暗茶褐 均質：細砂

図109　13層出土土器5（縮尺1／3）

　その他、縄文地に竹管により平行する斜線を多数引くもの（267）、太い沈線文で横走する多段の沈線文を引く

もの（268）、波頂下に太い沈線で変形区画文を描くもの（269）がある。267は小片のみの出土のため、位置づけ

が難しいが、中期末の可能性もある。269は区画内に擬縄文を充填する。

　他地域の影響がみられるものとして、細い櫛歯状の工具で沈線を引いたもの（328）がある。加曽利B1式の影

響がみられるものである。また、それ以外に平行する多条の沈線束でモチーフを描くものもある（327）が、小

片で摩滅が著しいため詳細を明らかにしえない。

　口縁部に細い沈線で内文を巡らせるもの（325・326）は、津島岡大遺跡第5次調査地点報告の「後期第IV群」

にあたり、彦崎H式に先行する土器群として位置づけられるもので、本調査地点出土縄文土器の中では新しい段

階に位置づけられるものである。

無文深鉢　外反気味のロ縁部がくびれ、胴部にわずかなふくらみを有するもの（337・338）がある。そのほか、

頸部のくびれや胴部のふくらみを有さない深鉢が含まれている可能性もある。

　口縁部への加飾という点では、刻みを施すもの（329～336）と刺突を施すもの（337・338）が認められる。［コ

縁部に刻みを施すものには、棒状工具によって刻むもの（329・330・332～335）、ヘラ状工具によって刻むもの

（331・336）がある。また、刻みにはロ唇部に直交して刻むもの（329～333・335）、斜行して刻むもの（334）、

鋸歯状に刻むタイプ（336）とバリエーションがある。ロ縁部への加飾を行わないものでは、ナデや条痕による

調整を行うのみのものが主体であるが、それ以外に口縁部外面を隆帯状に肥厚させ上面に縄文施文するもの

（346）、器面を撚糸文で調整するもの（348）などが少量含まれている。

浅鉢・鉢　皿状のもの（357・358）、椀状のもの（362・363）、短い口縁部と屈曲点をもち胴部が球状にふくらむ

もの（359～361）がある。口縁部の形状では、内湾するもの（354）、内面に屈曲するもの（355）、内面を肥厚さ

せるもの（353）がある。そのほか、内面に隆帯をもち隆帯上に縄文を施文するもの（352）がある。

　文様は2本沈線ないし3本沈線磨消縄文帯によるもの、刺突列点文による円文を描くもの（356）、沈線文によ
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内）法量 色調（外／内） 胎土

329 17－6 深鉢 一　口唇部直交刻み、条痕／摩滅 明茶褐～淡黄白／灰白～灰褐 粗　細～粗砂多、稀に細礫

330 17－6 深鉢 一　口唇部直交刻み、条痕／条痕、ナテ 淡灰黄白～明黄褐／淡灰黄白 精良、均質　細～粗砂多、細礫

331 17－6 深鉢 一　ロ唇部直交刻み、条痕後ナデ／条痕後ナテ 淡黄茶褐／淡黄灰 良　細砂、細礫少

332 17－6 深鉢 一　口唇部直交刻み、摩滅／摩滅 暗茶褐／暗茶褐 細～粗砂

333 17－6 深鉢 一　口唇部直交刻み、条痕／ナデ 淡灰茶／暗茶 粗砂～細礫多

334 17－6 深鉢 一　口唇部斜め刻み、条痕／ナテ 明茶褐／淡茶灰 やや粗細～粗砂多、稀に細礫
335 17－6 深鉢 一　ロ唇部直交刻み、条痕／ナデ？ 暗黄茶褐／淡黄茶褐 細～粗砂、細礫

336 17－6 深鉢 一　口唇部鋸歯状刻み、条痕／ミガキ 淡茶褐／淡灰 良、均質　細～粗砂多、稀に細

337 17－6 深鉢 一　ロ唇部刺突、条痕後ナデ／ミガキ、ナテ　ロ径320cm、1／5残 糧茶褐／明橦茶褐 粗　細～粗砂、細礫

338 17－6 深鉢 一　口唇部刺突、摩滅／ナデ？ 糧茶褐／橦茶褐 細～粗砂多、細礫

図1m　13層出土土器6（縮尺1／3）

るもの（353）がある。文様の構i成がわかるものでは、口縁部から垂下する渦巻文のもの（359・360）がある。

磨消縄文帯が交差する部分では沈線どうしの切り合いがある。355は内面に大きく肥厚した口縁端部に3本沈線

の磨消縄文帯が展開する。356には口縁部外面に刺突による円文がみられる。

　器面の調整はミガキによるものが主体であるが、縄文施文（361）とナデ（362・363）がある。

双耳壼　364はつまみ状の突起で、上下方向の貫通孔を穿つ。器面には2本沈線磨消縄文帯で構成される文様が

描かれ、沈線の末端は鈎状に入り組む。

注ロ土器　365・366は管状の注ロ部が付く注ロ土器である。器面には多重多段の不整形な変形区画文が配される。
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内）　法量 色調（外／内） 胎土

339 17－6 深鉢 一条痕後ナデ／ナデ 明茶褐／淡灰黄 やや粗　細～粗砂多、細礫

340 17－6 深鉢 一　条痕後ナデ／条痕 淡黄茶灰／淡黄茶灰 細～粗砂、細礫多

341 17－6 深鉢 一　ナテ／ナデ 明淡橦褐／淡黄白 やや粗　細～粗砂多、稀に細礫

342 17－6 深鉢 一条痕／条痕 赤茶褐～淡灰茶褐／淡灰茶褐 良、均質　微～細砂多、粗砂

343 17－6 深鉢 一　条痕、ナデ／ナデ 橿茶褐／淡黄灰褐 やや粗　細～粗砂多、細礫

344 17－6 深鉢 一粗い条痕／ミガキ 灰茶褐～暗茶褐／灰黄褐～灰褐 やや粗　細～粗砂多、細礫多

345 17－6 深鉢 一条痕／ナデ　ロ径290cm、1／4残 茶褐～暗茶褐／淡灰黄～灰褐 やや粗　細～粗砂多、細礫多

346 17－6 深鉢 一摩滅／ミガキ 暗茶褐／暗茶褐 細～粗砂多、細礫

347 17－6 深鉢 一　ナデ？／ミガキ 暗茶褐／暗茶褐 細～粗砂多、細礫多

348 ヱ7－6 深鉢 平底　撚糸文／ナデ 淡茶褐／暗茶褐 細～粗砂、細礫

349 17－6 深鉢 平底？　ナデ／ナデ、指頭痕 淡燈茶褐／淡黄灰 良、均質　細砂、細礫少

図111　13層出土土器7（縮尺1／3）

区画文の内部に縄文を充填する部分もみられる。

底部　平底のもの（367～373）、凹底のもの（374～379）、高台状のもの（380～385）がある。器壁の立ち上がり

の角度から器種を判断できるものには、深鉢底部（367～370・374～384）と浅鉢底部（371～373・385）がある。

凹底のうち、底径が小さい一群（374～376）は後期中葉のもので、この土器群の中では新相に位置づけられる。

⑥13～16層出土土器（図114～117図版2・3・10～13・15）

　縄文時代後期の遺物を包含する13層以下の側溝等の掘削において、2～3層にまたがって掘削した際に出土し

たことにより、本来の包含層の帰属が曖昧になったものがある。これらの中には大型の破片や型式学的な分析に
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

350 ユ7－6 浅鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 灰～暗灰／淡黄灰 精良、均質：細～粗砂

351 17－6 浅鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 茶褐～暗茶褐／灰茶褐 精良、均質：稀に細礫

352 17－6 浅鉢 一：ミガキ／2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ 暗茶褐／暗茶褐 均質、細～粗砂、細礫

353 17－6 浅鉢 ロ唇部肥厚：弧状文、ミガキ／ミガキ 暗燈茶褐／榿茶褐 良：細砂少

354 17－6 浅鉢 一：多条沈線、磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 淡茶褐／淡灰茶褐
精良、均質：微～細砂多、

Hに金雲母

355 17－6 浅鉢 ロ唇部内面に肥厚：3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗茶褐／暗褐 精良、均質：細～粗砂

356 17－6 浅鉢 一：ロ唇部刺突文、沈線文、摩滅／摩滅 淡茶灰／淡灰 やや粗：細～粗砂、細礫

357 17－6 浅鉢 一：ミガキ／ミガキ 暗茶褐／暗茶褐 精良：細砂

358 17－6 浅鉢 一：ミガキ／ミガキ 暗茶褐／暗茶褐 精良：細砂

359 17－6 鉢？ 一：ロ唇部直交刻み、2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 茶褐～灰褐／暗褐 やや粗：細～粗砂多、細礫

360 17－6 鉢 一：渦巻文、3本沈線磨消縄文（RL）、ナデ／ミガキ、ナデ：胴部径178cm、1／3残 淡燈灰～灰／淡灰～灰 精良：細～粗砂、稀に細礫

361 17－6 浅鉢 一：条痕、縄文（RL）／ミガキ、ナデ 暗橿茶褐／暗糧茶褐 良：細砂

362 17－6 浅鉢 一：条痕、ナデ／ナデ 燈茶褐／暗茶褐 やや粗：細～粗砂、細礫

363 17－6 鉢 一：摩滅／ナデ 赤茶褐／明茶褐 やや粗：細～粗砂多、細礫

364 17－6 双耳壼 上下の貫通孔：鈎状の沈線文、ミガキ／ナデ 暗茶褐／暗茶褐 良：細～粗砂、細礫

365 17－6 注ロ土器 一：多条の沈線文、磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ 暗茶褐～暗褐／灰茶褐 やや粗：細～粗砂、稀に細礫

366 ユ7－6 注口土器 一：多条の沈線文、ミガキ／ナデ 暗茶褐～暗褐／灰茶褐 やや粗：細～粗砂、稀に細礫

図刊2　13層出土土器8（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

367 17－6 深鉢 平底：条痕／ナデ：底径8．Ocm 明橦褐／明榿褐 粗：細～粗砂、細礫多

368 17－6 深鉢 平底：ナデ／条痕後ナデ：底径7．Ocm、1／5残 榿茶褐／明茶褐 細砂、細礫少

369 17－6 深鉢 平底：ナデ／ナデ、指頭痕 暗燈褐／淡灰燈 良：細～粗砂

370 17－6 深鉢 平底：ナデ、指頭痕／ナデ、指頭痕：底径6．4cm 淡赤褐／淡黄褐 やや粗：細礫

371 17－6 深鉢 平底、楕円形：摩滅／指頭痕：底径9．Ocm、3／4残 淡黄白／灰 粗：細～粗砂、細礫多

372 17－6 浅鉢？ 平底：条痕、ナデ／条痕：底径76cm 淡黄灰／淡灰白 良：微～細砂

373 17－6 浅鉢 1／4残：条痕、ナデ／ナデ：底径76cm、1／4残 淡灰白／淡灰白 良、均質：微～細砂、稀に細礫

374 17－6 深鉢 凹底：ナデ／ナデ：底径4．3cm 明榿褐／暗茶褐 細～粗砂、細礫多

375 17－6 深鉢 凹底：ナデ／一：底径4．9cm、1／1残 糧茶褐／茶褐 細～粗砂多

376 17－6 深鉢 凹底：ナデ／一：底径40cm、1／1残 明榿茶褐／茶褐 細～粗砂多、細礫多

377 17－6 深鉢 凹底：ナデ／ナデ：底径10．Ocm、1／1残 暗茶褐／暗茶褐 良：細～粗砂、細礫

378 17－6 深鉢 凹底：ナデ／ナデ、指頭痕：底径6．6cm 明榿茶褐／暗黄茶褐 やや粗：細～粗砂、細礫

379 17－6 鉢？ 凹底：沈線文、磨消縄文（RL）、ナデ／ナデ、指頭痕：底径6．2cm 淡黄灰／淡橿灰 良：細～粗砂

380 17－6 深鉢 高台状：条痕／条痕：底径11．4cm、2／3残 淡黄榿褐／暗灰褐 細～粗砂、細礫

381 17－6 鉢？ 高台状：条痕後ナデ／ナデ、指頭痕：底径8．Ocm、1／1残 淡黄燈／淡灰茶褐 良：細～粗砂

382 17－6 深鉢 高台状：ナデ／ナデ、指頭痕：底径8．8cm、1／3残 燈褐／淡黄灰褐 細～粗砂

383 17－6 深鉢 高台状：ナデ／ナデ：底径8．Ocm、1／1残 暗茶褐／淡茶褐 粗：細～粗砂多、細礫多

384 17－6 深鉢 高台状：ナデ／ナデ、指頭痕：底径75cm 明燈褐／暗茶褐 細～粗砂多、細礫

385 ユ7－6 浅鉢 高台状：底部ミガキ、条痕／ミガキ：底径6．6cm 茶褐／淡灰茶褐 良：細～粗砂、細礫

図鋼3　13層出土土器9（縮尺1／3）

有意な破片が含まれていたため、全体で1，420点出土したもののうち42点を図化している。386～409は有文深鉢、

410～415は無文深鉢、416～420は底部片、421～426は浅鉢・鉢、427は双耳壼の把手である。

有文深鉢　全形をうかがいしることができるものはないが、393～395などから、波状口縁で頸部がくびれ胴部に

ふくらみを有する器形を復原できる。ロ縁部の形状は、波状口縁を呈するもの、平縁のものに大別できる。

　386は細い山形の波頂部である。両脇は面をなし、刺突を充填した方形区画文を配する。389は湾曲する胴部片
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

386 17－1 深鉢 波状口縁：枠状区画内に刺突文、ナデ／ナデ 茶褐／暗茶褐 良、均質：細砂多、稀に細礫

387 22 深鉢 一：太い沈線文、沈線間縄文帯縄文（RL）、磨消縄文、ナデ／ミガキ 淡黄灰／淡燈茶褐 精良：微～細砂、稀に細礫

388 17－4 深鉢？ 波状ロ縁、穿孔3：口唇上縁縄文（RL）、ナデ／摩滅 赤燈褐／榿褐～黄褐 やや粗：細～粗砂多、細礫

389 17－2 深鉢 一：円文、幅広連弧文、刺突文、ナデ／ミガキ 暗茶褐／暗茶褐～暗褐 精良、均質：微～細砂、稀に細礫

390 17－5 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ナデ？／ナデ 淡茶褐～茶燈／暗灰褐 やや粗：細砂多

391 17－6 深鉢 波状口縁：2本沈線、摩滅／ミガキ 淡燈灰褐／灰褐 粗：粗砂多、細礫多

392 17－6 深鉢 波状口縁：2本沈線、摩滅／ミガキ 明樟褐／灰黄褐 粗：細～粗砂多、細礫多

393 17－5 深鉢 波状口縁：2本沈線、J字文、沈線内刺突、磨消縄文？、摩滅／条痕後ナデ 乳白～淡榿白／明榿褐 良、均質：細～粗砂、細礫

394 17－5 深鉢 波状ロ縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ？、摩滅／摩滅 暗赤褐～暗茶褐／暗褐 粗：粗砂多、細礫多

395 17－6 深鉢 波状口縁：J字文、2本沈線磨消縄文（RL？）、ミガキ／摩滅 淡橿褐～灰褐／淡灰褐～茶褐 粗：粗砂多、細礫多

396 17－6 深鉢 波状ロ縁：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 明榿褐／灰褐 粗：粗砂多、細礫

397 ユ7－5？ 深鉢 波状口縁：2本沈線磨消縄文？、摩滅、条痕／摩滅 淡黄白～暗灰褐／淡黄白～灰～暗灰 やや粗：細～粗砂多、稀に細礫

398 17－5 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL？）、摩滅／摩滅 赤褐～暗茶褐／暗茶褐～暗褐 粗：粗砂多

399 17－4 深鉢 一：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ナデ 淡黄橦白／暗灰褐 良、均質：細砂多

400 17－5 深鉢 一：幅広縄文帯内に枠状区画、磨消縄文（RL）、ミガキ／摩滅 黒褐／淡灰白 精良、均質：微～細砂

401 17－6 深鉢 一：3木沈線磨消縄文（RL）、ミガキ、摩滅／ミガキ 淡灰褐／灰褐 精良、均質1微～細砂、稀に細礫

402 17－6 深鉢 一：3本沈線磨消縄文（RL？）、摩滅／ミガキ 淡灰褐／暗灰茶褐 精良、均質：微～細砂、稀に細礫

図鋼4　13～16層出土土器1（縮尺1／3）
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内） 色調（外／内） 胎土

403 ユ7－4 深鉢 耳状突起、穿孔：突起内に刺突伴う沈線、摩滅／摩滅 茶褐／暗褐 粗：細～粗砂多、細礫多

404 17－2 深鉢
波状口縁、小突起、波頂下円孔：3本沈線、円文、斜行沈線文、磨消縄
ｶ？、摩滅、縄文（RL）／ミガキ

燈褐／燈褐～暗橿褐 精良、均質：稀に粗砂

405 17－1 深鉢 耳状突起：口唇端部に沈線、突起から垂下する沈線文、摩滅／ナデ 淡黄白～茶褐／灰茶褐～暗褐 やや粗：粗砂～細礫多

406 22 深鉢 波状口縁、顎状ロ縁：円文、連弧文、枠状区画文、ロ縁部全面縄文（RL）、ナデ／ナデ 淡黄燈灰／明燈茶褐 やや粗：細～粗砂多、細礫多

407 22 深鉢 顎状ロ縁：（対向）連弧文、ロ縁部全体に縄文（RL）、ナデ／摩滅 暗橦茶褐／暗灰茶褐 細～粗砂、稀に細礫

408 ユ7－5 深鉢
顎状口縁：連弧文、枠状区画、ロ縁部上縁・下端に縄文（RL）、

g状区画内ナデ、外面ナデ／ナデ
淡黄白～暗灰／淡黄白～暗灰 精良、均質：微～細砂、稀に粗砂

409 22 深鉢 一：縦位に蛇行する沈線文、摩滅／摩滅 暗茶褐／暗灰 細～粗砂、細礫

図115　13～16層出土土器2（縮尺1／3）

である。最もくびれる部分に円文を配し、それを囲む内反りのi菱形区画文と刺突列、さらに外側に多重の曲線文

と沈線間を充填する刺突列を配するものである。386・388はモチーフや色調、胎土が類似しているうえ、出土地

点も近接しており、同一個体と考えられる。388は台形状の波頂部片で、角に当たる部分はやや高まり小穿孔を

施し、中央にも穿孔を施す。口唇端部には縄文を施す。391～395は波状口縁深鉢の口縁部で、いずれも波頂下に

2本沈線磨消縄文帯で構成されるJ字文を配す。393は器表面の摩滅で縄文を確認できないが、2本沈線による磨

消縄文土器で、波頂から展開するロ縁部文様帯の沈線には刺突が加えられる。J字文を構成する沈線の末端のみ

鈎状に入り組み、交差する部分での切り合いはみられない。400は2本沈線で縁取られた磨消縄文帯の内部に枠

状区画文を描く。沈線の端部や中間点に刺突を加える。磨消縄文帯の縄文はほとんどがRLである。

　ロ縁部に突起を有するもの（403～405）では、耳状突起を有するもの（403・405）、波頂部に先端が尖る小突

起がつくもの（404）がある。403は耳状突起の内部の窪みを縁取る区画沈線文内に刺突を加える。405も耳状突

起で突起下に垂下する2条の平行沈線文を描く。404は突起下に穿孔を有するもので、穿孔の周囲は隆帯状に器

壁が盛り上がり、その外縁に区画沈線文が引かれる。ロ縁部の文様帯はロ唇部を巡る1条の沈線と屈曲点との間

に斜線を充填しており、口唇部に斜め方向の刻みを施す有文土器の文様が変化したものと考えられる。頸部には

3本沈線による沈線文帯が確認される。「く」字状あるいは顎状口縁の一群（406～408）は口縁部に文様が集約

され、円文や対向連弧文、枠状区画文が描かれる。409は横走する沈線下に縦位に蛇行する沈線文を描く。

無文深鉢外反する口縁から頸部にむかってくびれ、緩くふくらむ胴部をもつ深鉢（412・413）がある。ロ縁部

ll6



縄文時代の遺構・遺物

410

411
412

1譲灘．

欝礎
　　曙

cm

＼

；’弄難

413

4］9

番号 調査次一区 器種 器形の特徴　文様と調整（外／内）　法量 色調（外／内） 胎土

410 17－6 深鉢 一　口唇部斜め刻み、ナデ／ナデ 黄榿～淡黄燈／明黄榿～淡黄白 粗　細～粗砂多、細礫多

411 22 深鉢 一　口唇部斜め刻み、ナデ／ナテ 暗灰茶褐／淡灰白 良　細～粗砂

412 17－5 深鉢 一　ナデ／ナテ 暗褐～明茶褐／茶褐～暗茶褐 やや粗　粗砂多、細礫多

413 17－6 深鉢 一　条痕／ナテ　ロ径164cm、1／3残 淡黄橿褐／淡黄灰白 細～粗砂、細礫少

414 17 深鉢 一　条痕／条痕 淡黄灰～灰／明黄褐 粗　細～粗砂多、細礫

415 22－S 深鉢 口唇部外方に肥厚　ロ唇端部に沈線、条痕／ミガキ 淡黄灰茶褐／淡黄灰茶褐 良細砂
416 22－S 深鉢 凹底　ナデ／ナテ、指頭痕　底径48cm 灰榿茶褐／赤灰茶褐 細砂、稀に細礫

417 17－5 深鉢 平底　条痕／条痕　底径100cm 淡灰白／黄褐 良　細砂

418 17－4 深鉢 平底　指頭痕、ナテ／ナテ、条痕　底径78cm 暗榿褐／暗茶褐 やや粗　細～粗砂多、細礫

419 17－2 深鉢 高台状　ナデ／ナデ底径86cm 淡黄橦褐／明黄褐 粗　細～粗砂多、細礫多

420 17－6 浅鉢 高台状　ナテ、条痕／ナテ　底径88cm、1／1残 黄燈褐／暗茶褐 やや粗細～粗砂多、細礫

図116　給～16層出土土器3（縮尺1／3）

への加飾では、ロ縁部に刻みを施すもの（410・411）がある。それらはいずれも、棒状工具による刻みで、ロ唇

部に直交して刻む直刻タイプである。その他、外折した口縁端面に沈線を巡らせるもの（415）がある。

底部　凹底のもの（416・417）、平底のもの（418）、高台状のもの（419、420）がある。器壁の立ち上がりの角

度から、深鉢底部（417～419）、浅鉢底部（416・420）に分離することができる。

浅鉢・鉢　口縁部が内湾するもの（421）、皿状のもの（422）、短い口縁部にくびれをもつもの（425）、頸部内面

に段をもつもの（424）、ロ縁部内面を肥厚するもの（423）がある。421は3本沈線磨消縄文帯の文様帯を有する

磨消縄文土器である。口唇部には外面の沈線から内面の屈曲点の間に縄文を施す。424は口縁部に低い山形の隆

起がみられるもので、口縁部を巡る2本の沈線文間に縄文を充填する。器面は内外面とも丁寧なミガキによって
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番号 調査次一区 器種 器形の特徴：文様と調整（外／内）：法量 色調（外／内） 胎土

421 17－6 浅鉢 一：円文、3本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ 暗褐／暗褐～黒褐 精良、均質：細～粗砂、稀に細礫

422 17－2 浅鉢 一：沈線文、摩滅／摩滅 明榿褐／暗茶褐 粗：細～粗砂多

423 22 浅鉢 ロ唇部内面に肥厚、有段：ナデ？／ミガキ 淡黄灰茶褐／淡黄灰 細～粗砂

424 17－6 浅鉢
内面屈曲部肥厚：2本沈線磨消縄文（RL）、ミガキ／ミガキ
D1コ径19．Ocm、1／3残

茶褐～暗褐／暗茶褐～暗褐
精良、均質：微～細砂、金雲母、

Hに細礫
425 17－4 鉢 平底：条痕、ナデ／条痕：ロ径190cm、底径、8．2cm、1／4残 淡黄白／淡灰白～灰 粗：粗砂多、細礫

426 22 浅鉢 一’ �ｭ後ナデ／ミガキ：口径140cm 暗茶褐／暗茶褐 細～粗砂、細礫

427 17－4 双耳壼？ つまみ状突起、上下の貫通孔：ナデ／ナデ、ミガキ 赤褐／赤褐 精良、均質：微～細砂、稀に細礫

図117　13～16層出土土器4（縮尺1／3）

仕上げられる。425は器面を粗い条痕で調整する。

双耳壺　427はつまみ状の把手である。渦巻形に粘土紐を巻き上げており、把手の上方より下方の方が大きく隆

起する。上下方向の貫通孔がある。

2）石器（図118～133　図版22～28）

　石器は13～15層から合計177点が出土した。層毎の内訳は15層9点、14・15層8点、14層75点、13・14層36点、

13層49点である。

①お層出土石器（図ll8　図版23・27・28）

スクレイパー　1点出土した。S71はサヌカイト製で、自然面の残る横長剥片を素材とし、下縁に浅い角度で丁

寧な両面調整を施し、鋭利な直刃をつくり出している。刃部には使用によると思われる摩滅部分が観察できる。

左側縁には扶りを意図した剥離調整が確認できる。

襖形石器　1点出土した。S72はサヌカイト製の大型品である。上縁に階段状の剥離が認められる。また、右側

縁には細かい両面調整が認められることから、スクレイパーからの転用であるかもしれない。

石皿　1点出土した。S73は流紋岩の扁平な礫を打ち欠いて形を整えて利用している。両面中央に敲打痕、線状

痕がそれぞれ認められ、台石としての用途が主であったようである。

石錘　5点出土した（S74～78）。いずれも円礫の両端を打ち欠くものである。　S75は礫の短軸両端を打ち欠く。
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石棒？　1点出土した（S79）。玄武岩質緑色片岩製で、表面に面取りを意識した加工痕が残る。

②14・15層出土石器（図119図版23・26・28）

スクレイパー　1点出土した。S80はサヌカイト製で横長剥片を素材とし、側縁からの剥離で整形した後に下縁

に両面調製を施し、直刃をつくり出している。

砥石　1点出土した。S81は粘板岩製で、主面と側面に研磨による線状痕が観察できる。

叩石　1点出土した。S82は石英安山岩製で、扁平な礫を半裁して利用する。下端に敲打痕が明瞭に残る。

石錘　5点出土した（S83～87）。すべて円礫の両端を打ち欠いたものであるが、長軸両端を打ち欠くもの（S83

～85）と短軸両端を打ち欠くもの（S86・87）がある。

③14層出土石器（図120～126図版22～28）

石繊　サヌカイト製石鎌が11点出土した（S88～98）。内、1点は未成品（S98）、1点は先端部のみ残存する

（S97）。形状の判明するものはすべて凹基式である。大型で脚部が幅広のもの（S88・92）、小型で脚部が幅広の

もの（S89～91・93・96）、小型で脚部が尖り細長のもの（S94・95）などに大別することができる。　S98は素材

面を多く残し、裏面の側縁に調整を施しているが、形状が不定形で未成品と判断される。

石錐　2点出土した（S100・101）。いずれもサヌカイト製である。　S100は側縁に両面から細かい調整を行い整

形し錐部分のつくり出しを行なっている。握り部分は扁平である。S101は素材となる剥片剥離時の縁辺を利用

しつつ右側縁下端に調整を施し、錐部分をつくり出している。握り部分は扁平である。

石匙　未成品が1点出土した。S99は上下2ヶ所に挟りを有するが、下縁に自然面が残る点や右側面の折れ面か

ら判断して、製作途中で放棄された未成品の可能性が高い。

石鍬　2点が出土した（S102・109）。　S102は細粒砂岩製で、扁平な円礫を素材とし、その周縁を調整するが非

常に粗く不規則である。一部、素材面を利用しつつ弧状の両刃をつくり出す。一方、SlO9はサヌカイト製で、

形の整った石鍬である。板状素材に周縁部から連続的に剥離し形状を整えた後に、周縁に両面から丁寧な調整を

行い仕上げている。弧状の両刃で、下端には使用による摩滅が認められる。基部側の両側縁には不明瞭ながら扶

りが認められ、柄と結合する部位と考えられる。ただ、緊縛痕などは認められない。

スクレイパー　6点出土した（S103～108）。サヌカイト製5点、細粒砂石製1点である。自然面を残すものが

多く、石理にそって剥離した薄い剥片を素材としたものが主である。S103・106は横長剥片を素材とし、下縁に

浅い角度で両面調整を行い鋭い刃部をつくり出している。SlO3は直刃でS106は弧状の刃部である。　S106は上端

にも調整を加えている。いずれも刃部に摩滅部分が観察でき、使用によるものと判断される。一一方、SlO4・

105・107は不定形な剥片を利用し、その下縁に両面調整を行う。いずれも素材面を残す。

加工痕のある剥片　2点出土した（S110・111）。いずれもサヌカイト製である。

襖形石器　9点出土した（SIl2～120）。いずれもサヌカイト製である。小型品と石核状で大型品に大別可能で

ある。いずれも、上下縁もしくは下縁に階段状の剥離を有する点が特徴である。Sll3は右側面に勇断面があり、

上下縁は平行する。S119は大型品で石核として利用された可能性があり、　Sl20も同様である。ただ、いずれも

上下縁に段階状の剥離が認められ、断面が薄い凸レンズ形である。

石核　10点出土した（Sl21～130）。いずれもサヌカイト製である。大きく、立方体状の角礫を素材とするもの

（S124・127・128）と厚みのある板状の素材を利用するもの（S122・123・125・126・129・130）にわけること

ができる。S124は自然面を多く残し、角礫に打面を設け剥片を剥離する。　S129は厚みのある剥片を素材とし、

打面を転位しつつ小剥片を連続的に剥離している。剥離面が曲面を呈するものも多い。S126・130は板状剥片を

素材とし、厚みのある縦長剥片や薄い不定形の剥片などを取っている。板状素材を利用するものは長さ7～8cm

以下のものが多く、かなり小さくなるまで利用されていたようである。S125は下縁から右側縁にかけて微細な

剥離があり、スクレイパーへの転用が図られた可能性もある。S121は3面に折れ面を持つ。
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番号 調査次一区 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

S71 17－5 スクレイパー 3．55 6．60 1．05 25．5 サヌカイト 自然面が一部残る。下辺に丁寧な両面調整。

S72 17－4 模形石器 7．20 5．90 1．93 84．8 サヌカイト 大型品。右側縁に両面調整。

S73 17－4 石皿 12．80 12．65 420 9847 流紋岩 両面中央に敲打痕と線状痕。

S74 17－4 石錘 9．80 7．20 3．15 315．5 流紋岩 大型品。円礫の上下端に打ち欠き。

S75 17－4 石錘 劔0 630 1．79 940 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S76 17－4 石錘 8ユ0 5．40 2．20 120．7 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S77 17－4 石錘 6．00 420 1．50 45．9 流紋岩 小型品。円礫の上下端に打ち欠き。

S78 17－4 石錘 5．70 3．90 1．50 474 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S79 17－1 石棒片？ （10．90） （325） （090） （46．2） 緑色片岩 表面に面取りをしたような加工痕。

図118　15層出土石器（縮尺2／3・1／2・2／5）
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番号 調査次一区 器種 最大長（Cln） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

S80 22－1 スクレイパー 3．83 7．56 6．15 28．9 サヌカイト 下縁に両面調整。

S81 17－6 砥石 2．90 2．60 1．10 12．3 粘板岩 主面と側面に研磨による線状痕。

S82 17－2 叩石 （540） 8．00 2．60 （1675） 石英安山岩 下端に明瞭な敲打痕。

S83 17－3 石錘 6．30 5．05 1．50 71．6 流紋岩質凝灰岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S84 17－3 石錘 5．66 420 1．19 40．2 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S85 17－4 石錘 703 6ユ8 1．83 99．9 流紋岩（風化進行） 円礫の上下端に打ち欠き。

S86 17－1 石錘 5．45 603 1．99 89．3 石英閃緑岩 円礫短軸の上下端（短軸）に打ち欠き。

S87 17－1 石錘 5．76 737 2．64 137．1 →÷＾一〇」4

ｻ岡石 円礫の上下端（短軸）に打ち欠き。

図119　14・15層出土石器（縮尺2／3・1／2・2／5）

磨製石斧　閃緑岩製の乳棒状石斧の基部片が1点出土した（S131）。全面に敲打痕が残るが、特に基部先端に顕

著である。柄との結合部位付近から折れており、使用時の折損の可能性がある。

叩石　3点出土した（S134～136）。　Sl34は流紋岩質凝灰岩製で、下端部に敲打痕が残るが、欠損する。　S135は

砂粒花商岩の礫を打ち割って、使用部位が尖るように整形している。そこに明瞭な敲打痕が残る。S136は石英

安山岩質凝灰岩製で杵状の礫の上下端に敲打痕が認められる。打ち叩く作業に適した形状、重さである。

磨石　1点出土した。S133は流紋岩の円礫を利用し、表面中央に線状痕が明瞭に残る。

凹石　2点出土した（S132・137）。いずれも閃緑岩の円礫を利用し、片面もしくは両面の中央に敲打痕が残る。

石錘　26点出土した（Sl38～163）。円礫もしくは扁平な礫の長軸両端を打ち欠くものが大部分で、大きさによ

って3群程度に分けることができる。S142は小型で円礫の両端を打ち欠く。S163は大型品で、隅丸方形の礫の両

端を打ち欠いたものだが、上半部を欠損している。
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番号 調査次一区 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

S88 17－4 石鍛 2．01 2．01 0．23 0．7 サヌカイト 凹基式。挟りは明瞭で脚部は幅広。長幅比は小さい。

S89 17－5 石鱗 1．55 （120） 0．25 （α3） サヌカイト 凹基式。脚部は幅広。長幅比は小さい。

S90 17－4 石繊 （MO） （130） （α30） （α3） サヌカイト 凹基式。挟りは明瞭。先端部、脚の一部欠損。

S91 17－4 石鐵 142 （143） 0．27 （04） サヌカイト 凹基式。挟りは明瞭で脚部は幅広。長幅比は小さい。

S92 17－7 石鎌 2．25 （1．90）
040

（1．2） サヌカイト 凹基式。挟りは明瞭。脚の一部欠損。長幅比は小さい。

S93 17－5 石鐵 （140） （1．25） （025） （α3） サヌカイト 凹基式。扶りは明瞭。脚の一部欠損。長幅比は小さい。

S94 17－4 石繊 1．51 1ユ0 0．23 0．3 サヌカイト 凹基式。挟りは明瞭。脚部は尖る。長幅比は大きい。

S95 17－5 石鎌 1．35 0．95 0．25 α3 サヌカイト 凹基式。挟りは明瞭。脚部は尖る。長幅比は大きい。

S96 17－4 石鉄 （1．20） （1．50） （020） （04） サヌカイト 凹基式。挟りは明瞭。先端部、脚の一部欠損。

S97 17－2 石鎌 （170） （1．18） 0．2ユ （α4） サヌカイト 先端部のみ残存。

S98 17－4 石繊未成品 1．81 1．58 0．34 0．9 サヌカイト 素材面を大きく残す。側縁に片面調整。

S99 17－4 石匙未成品 270 3．90 α55 6．6 サヌカイト 上下2ヶ所の挟り。下辺部に自然面。右側縁が折損。

SlOO 17－3 石錐 3．80 1．70 0．60 3．2 サヌカイト 周縁に両面から調整し、下端に錐部分をつくり出す。

SlO1 ユ7－5 石錐 3．35 1．70 0．41 2．2 サヌカイト 右側縁下部に調整し、錐部分をつくり出す。

SlO2 17－5 石鍬 8．60 3．70 1．50 65．3 細粒砂岩 扁平な円礫の側縁を両面から粗く調整。

図120　14層出土石器1（縮尺2／3）

④13・14層出土石器（図127～129図版22～28）

石錨i3点出土し（S164～166）、内2点は未成品である。すべてサヌカイト製である。　S164は凹基式で基部の

挟りは明瞭である。脚部は幅広で、側縁に両面から細かい調整を施し、整形する。S165は素材面を大きく残し、

側縁部に細かい調整を施す。S166は、整形のための粗い調整段階で放棄された未成品である。

石匙　1点出土した。S167はサヌカイト製で完形品である。自然面を残した横長剥片を素材とする下縁に丁寧

な両面調整を行い、直線状の鋭い刃部をつくり出す。2カ所の扶りも明瞭で、両面からの数回の剥離によってつ

くり出されている。

スクレイパー　2点出土した（S168・169）。いずれもサヌカイト製である。　S168は大型品で、楕円形状の板状

剥片を素材とする。側縁からの剥離を重ねて全体の形状を整えた後、下縁から右側縁にかけて浅い角度で丁寧な

両面調整を行い、鋭い弧状の刃部をつくり出している。また上縁にも全体的に片面調整を施している。左側縁は

当時の折損である可能性が高い。S169は下縁部と上縁部に両面調整を施し、刃部をつくり出すが、やや粗い調

整である。断面が厚みのある凸レンズ状を呈し、石鍬片の可能性も否定できない。

石核　5点出土した（S170～174）。サヌカイト製4点、赤色チャート製1点である。　S171は大型品で原礫面を
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縄文時代の遺構・遺物
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番号 調査次一区 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（Cln） 重量（9） 石　材 特　　　徴

SlO3 17－7 スクレイパー 430 7．60 0．90 31．6 サヌカイト 横長剥片素材の下辺に両面調整。一部自然面が残る。

SlO4 17－3 スクレイパー 460 5．20 0．85 （17．6） サヌカイト 下縁に両面調整。一部自然面が残る。

S105 17－1 スクレイパー 5．60 6．60 0．80 29．3 サヌカイト 下縁に両面調整。自然面が大きく残る。

S106 17－1 スクレイパー 3．50 6．40 0．80 17．7 サヌカイト 横長剥片素材の下縁に両面調整。一部自然面が残る。

SlO7 17－4 スクレイパー ∠L60 670 1．10 32ユ 細粒砂岩 横長剥片素材の下縁に両面調整。一部欠損。

S108 17－6 スクレイパー 2．30 L90 0．46 25 サヌカイト 下縁に両面調整。両側面に折断面。欠損品

S109 17－3 石鍬 9．80 540 1．70 94．6 サヌカイト 丁寧な調整による整形。上部に柄との緊縛を意図した挟り。

S110 17－3 加工痕ある剥片 4．95 5．20 0．75 16．7 サヌカイト 不定形な剥片の上下縁に調整。

Slll 17－1 加工痕ある剥片 450 6．20 0．85 30．6 サヌカイト 不定形な剥片の上下縁に調整。

図121　14層出土石器2（縮尺1／2・2／3）
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調査の記録
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番号 調査次一区 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

S112 17－2 模形石器 2．20 3．60 0．57 3．9 サヌカイト 小型品。上下端に階段状剥離。他、側面に微細な調整。

S113 17－5 模形石器 3．95 3ユ5 1．35 17．6 サヌカイト 右側縁に勇断面。上下辺に剥離。

Sl14 17－4 模形石器 2．70 3．00 α80 7．0 サヌカイト 上下縁に階段状のつぶれた剥離。

SU5 17－5 模形石器 2．75 255 0．98 6．5 サヌカイト 小型品。上下端に階段状剥離。

S116 17－5 模形石器 2．30 2．20 0．75 45 サヌカイト 小型品。上下端に階段状の剥離。一部自然面が残る。

Sll7 17－4 模形石器 250 2．40 0．69 3．8 サヌカイト 小型品。右側面に勇断面。下端に階段状の剥離。

Sl18 17－1 模形石器 2．20 2．00 α50 2．8 サヌカイト 小型品。下端に階段状の剥離。

S119 17－5 模形石器 430 4．90 075 16．2 サヌカイト 大型品。上下端に階段状の剥離。一部自然面が残る。

S120 17－4 模形石器 480 440 α60 13．8 サヌカイト 大型品。石核状。上下辺に階段状の剥離。

S121 17－4 石核 280 5．90 1．35 21．2 サヌカイト 三面に折断面。剥片剥離後に分割か？

S122 17－4 石核 6．33 7．47 3．14 ユ29．2 サヌカイト 厚みをもつ剥片を素材とする。上面と側面に打面を持つ。

S123 17－1 石核 6ユ0 3．70 1．70 36．9 サヌカイト 板状の素材。下面と右側面に折断面。

S124 17－5 石核 470 5．10 285 72．3 サヌカイト 角礫を素材とする。小剥片を剥離。一側縁に調整。

S125 ユ7－1 石核 3．93 4．83 1．34 23．3 サヌカイト 板状の素材。下縁と右側縁に両面からの調整。

図122　14層出土石器3（縮尺1／2）
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縄文時代の遺構・遺物
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番号 調査次一区 器種 最大長（Cm） 最大幅（cm） 最大厚（Cln） 重量（9） 石　材 特　　　徴

S126 17－2 石核 7．00 8．20 2．70 125．9 サヌカイト 板状剥片素材。自然面が大きく残る。

Sl27 17－1 石核 5．30 3．10 2．60 51．5 サヌカイト 右側縁や下面に打点。角礫状の素材。

Sl28 17－5 石核 5．00 3ユ0 3．21 4∠L1 サヌカイト 小剥片を連続的に剥離。

Sl29 17－3 石核 5．27 498 1．97 49ユ サヌカイト 板状の素材。打面を転位。左側縁に片面調整。

Sl30 17－4 石核 7．93 5．38 1．63 65．6 サヌカイト 板状剥片素材。下辺に階段状剥離。

図123　14層出土石器4（縮尺1／2）

大きく残す。立方体状の原礫を素材として剥片を剥離したものと思われるが、石核として使い込まれた状況では

ない。横長剥片を剥離した面が観察できる一方で、側縁から密に細かい剥離を行なう面もある。S170は板状の

もので、上面と右側面を打面として利用する。S173は角柱状の素材に打面を形成している。いずれも自然面を

残さない。石鎌や模形石器に利用された小剥片を取っていたものと思われる。S174は赤色チャート製で、小礫

を素材として小剥片を取っている。遺跡付近では採取できない石材である。

襖形石器　5点出土した（S175～179）。いずれもサヌカイト製である。下縁に階段状のつぶれた剥離を有する

ものが多く、相対する辺に細かい剥離が認められ、両極打法によるものと思われる。

加工痕のある剥片　サヌカイト製1点が出土した（Sl80）。一部に自然面を残す剥片の上下縁に調整を施す。剥

片断面は下縁にいくにつれて厚さを減じ、スクレイパーとしての利用を考えて加工を施したと考えられる。

石鍬　2点出土した（S181・182）。　S181は細粒砂岩製である。扁平な礫を素材としており素材面を多く残す。

下縁と両側縁に両面調整を行なうが、両側縁の調整は粗い。下縁は弧状の両刃をつくり出す。明瞭な使用痕など
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調査の記録
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番号 調査次一区 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

Sl3ユ 17－1 磨製石斧 （6．90） （6．30） （420） （242．2） 閃緑岩 乳棒状石斧の基部のみ残存。

S132 17－1 凹石 9．60 11．70 490 810．9 閃緑岩 両面中央にわずかな敲打痕。

Sl33 ユ7－2 磨石 11．30 9．30 5．60 896．9 流紋岩 表面中央に線状痕。

Sl34 17－1 叩石 （6．00） （670） （3．90） （1745） 流紋岩質凝灰岩 下端に明瞭な敲打痕。

S135 ユ7－2 叩石 （7．20） 7．70 4．40 （339．7） 細粒花固岩 円礫を打ち欠いて整形。下端部に敲打痕。

S136 17一ユ 叩石 10．30 6．70 6．00 599．4 石英安山岩質凝灰岩 杵状の礫を素材。⊥下端に明瞭な敲打痕。

Sl37 17－4 凹石 10．55 12．10 6．40 9733 閃緑岩 表面中央に敲打痕。

図124　14層出土石器5（縮尺2／3・2／5）
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縄文時代の遺構・遺物
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番号 調査次一区 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

Sl38 17－7 石錘 6．00 435 ユ．90 70．4 石英安山岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S139 17－2 石錘 5．70 440 1．50 45．9 石英安山岩 円礫の上下端に打ち欠き。一側縁に打ち欠き。

Sl40 17－4 石錘 600 420 2．30 73．6 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S141 17－4 石錘 5．20 490 5．66 55．9 安山岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S142 17－5 石錘 550 405 1．30 503 閃緑岩 小型品。円礫の上下端に打ち欠き。

S143 17－5 石錘 435 4ユ0 M1 29．3 石英安山岩 小型品。円礫の上下端に打ち欠き。

S144 17－2 石錘 5．95 480 1．30 545 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

Sl45 17－5 石錘 600 3．80 1．76 55．5 ←μ一」山

ｻ岡石 円礫の上下端に打ち欠き。

Sヱ46 17－3 石錘 5．10 3．20 1．70 55．3 閃緑岩 小型品。円礫の上下端に打ち欠き。

S147 17－1 石錘 （584） 3．82 193 61．6 石英安山岩 下部欠損

Sl48 17－2 石錘 6．82 484 1．69 72．9 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S149 17－7 石錘 6．86 4．79 ユβ3 91．6 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

Sl50 17－5 石錘 6．50 5ユ0 1．70 842 流紋岩質凝灰岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S151 17－5 石錘 5．83 462 1．44 546 石英安山岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S152 17－3 石錘 4．61 464 1．33 38．1 泥岩 円礫の上下端に打ち欠き。一端の打ち欠きは片面のみ。

Sl53 17－3 石錘 640 540 2．40 120．7 ＋μ一r山
ｻ岡石 側縁中央に敲打痕。

S154 17－5 石錘 4．80 6．00 1．58 51．4 流紋岩質凝灰岩 扁平な礫の短軸両端に打ち欠き。

図125　14層出土石器6（縮尺2／5）
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番号 調査次一区 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

Sl55 17一ユ 石錘 700 5．70 1．80 948 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。

S156 17－5 石錘 7．70 5．70 246 156．0 流紋岩質凝灰岩 上端は片面のみ大きく打ち欠く。

Sl57 17－4 石錘 5．50 3．70 0．80 18．7 流紋岩質凝灰岩 裏面は欠失。

Sl58 17－4 石錘 6ユ0 5．40 1．55 56．4 流紋岩質凝灰岩 上部欠損。

S159 17－4 石錘 6．80 5．70 1．80 954 流紋岩 円礫の上下端に打ち欠き。一端の打ち欠きは片面のみ。

S160 17－6 石錘 7．00 5．60 1．90 110．0 斗トLLr山
ｻ岡石 隅丸方形の円礫の上下端に打ち欠き。

S161 17－5 石錘 9．53 706 32．80 327．1 閃緑岩 大型品。円礫の上下端に打ち欠き。

Sl62 17－4 石錘 12．90 6．40 1．90 190．4 石英閃緑岩 円礫の上下端に打ち欠き。

Sl63 17－5 石錘 （640） （＆60） 2．20 （151ユ） 石英閃緑岩 1／2程度残存。大型品。

図126　14層出土石器7（縮尺2／5）

は確認できない。S182は玄武岩質凝灰岩製で、やはり扁平な礫を素材とし、剥離によって整形したものと考え

られる。下縁に比較的丁寧な両面調整を行い、弧状の両刃をつくり出している。明瞭な使用痕は確認できない。

磨製石斧　2点出土した（S183・184）。　S183は粘板岩製の定角式石斧である。全体を丁寧に研磨して斧主面と

側面に明瞭な稜をつくりだしている。ただ、主面には敲打痕もわずかに残る。刃部は弧状の両刃で、主に刃部端

に沿った横方向の研磨によって丁寧に磨きだしている。先端付近には使用による刃こぼれや剥離が認められる。

上面は折れ面であるが、使用によって折損したものなのか、形状を整えるために折断したものかは不明である。

Sl84は玄武岩質凝灰岩製で表面に敲打痕が残り、刃部付近の磨製石斧片と考えられる。

磨石　1点出土した。Sl85は流紋岩製で、円礫の片面中央が摩滅する。握るのに適当な大きさ、形状である。
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縄文時代の遺構・遺物
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番号 調査次一区 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

Sl64 22－1 石鎌 1．85 （155） 0．25 （04） サヌカイト 挟りは明瞭で脚部は幅広。

S165 17－6 石鎌未成品 ユ．86 1．68 0．21 0．6 サヌカイト 素材面を大きく残す。

S166 17－2 石鎌未成品 2．20 （170） 0．43
（1．1） サヌカイト 側縁に両面からの剥離。

Sl67 17－6 石匙 430 750 α80 249 サヌカイト 自然面が残る。下辺に丁寧な両面調整。挟りは明瞭。

S168 17－2 スクレイパー 6．90 （980） 1．20 （897） サヌカイト 大型品。下辺から左側辺に丁寧な両面調整。

S169 22－1 スクレイパー 3．65 5ユ0 1．18 29．0 サヌカイト 上下辺に両面調整。石鍬の可能性もある。

S170 ユ7－5 石核 424 479 1．28 22．9 サヌカイト 板状の素材。打面転位。

Sl71 17－3 石核 10．00 8．60 5．90 474．5 サヌカイト 自然面を大きく残す。横長剥片剥離。

S172 17－7 石核 600 430 2．20 59．5 サヌカイト 上面、側面を打面として利用。剥片剥離後に分割？

図127　13・14層出土石器1（縮尺1／2・2／3）
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調査の記録
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S183

番号 調査次一区 器種 最大長（cm） 最大幅（cm） 最大厚（cm） 重量（9） 石　材 特　　　徴

Sl73 22－3 石核 7．00 3．60 3．00 95．7 サヌカイト 上面からの剥離。裏面に勇断面。

S174 17－5・6 石核 2．77 1．97 1．80 ユ2．0 赤色チャート 小剥片を剥離。周辺では採取されない石材。

S175 17－3 模形石器 285 2．90 0．64 6．0 サヌカイト 小型品。上下端に剥離。

S176 17 模形石器 3．35 2．95 1．25 11．7 サヌカイト 右側面に勇断面。下端に階段状剥離。

S177 17－6 模形石器 2．70 3．10 0．80 6．3 サヌカイト 一部に自然面。下段に階段状のつぶれた剥離。

S178 17－5・6 模形石器 3．80 460 0．85 9．ユ サヌカイト 上下端に階段状の剥離。

S179 17－5 模形石器 2．05 2．90 0．71 5．2 サヌカイト 上下端に階段状の剥離。

S180 17－6 加工痕ある剥片 4．40 470 0．90 19．4 サヌカイト 上下縁の一部に調整。

S181 17－7 石鍬 9．10 440 1．55 668 細粒砂岩 扁平な礫を素材。下端に弧状の両刃。上部欠損。

Sl82 17－5 石鍬 840 3．95 1．57 648 玄武岩質凝灰岩 扁平な礫を素材。下端に弧状の両刃。

Sl83 17－6 磨製石斧 （610） 3．90 （200） （π0） 粘板岩 定角式石斧。丁寧な研磨。刃部に刃こぼれ。

Sl84 17－6 磨斧片 （605） （290） （1．25） （255） 玄武岩質凝灰岩 表面に敲打痕。刃部付近の破片。

S185 17－4 磨石 5．80 6．50 2．85 162．3 流紋幽 片面中央が摩滅しわずかに凹む。

図128　13・14層出土石器2（縮尺1／2・2／3・2／5）
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