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序 文

宗像市は福岡県北部、福岡市と北九州市のほぼ中間に位岡し、周囲を山塊に囲ま

れた内陸盆地状の地理的景観を有しています。

かつての純典村地域は、福岡市、北九州市への通勤圏として注Hされ、昭和38年

着工の自由ヶ丘団地造成、同40年着工のHの里団地造成などが始まり、人口の急増

とともに急速な都市化が進められてきました。

しかしながら、各種の開発はわたしたちのくらしに利便性をもたらす反面、自然

や歴史的環境の大幅な変更を伴うものであり、本市においても開発に先だって、各

種文化財謂森を行い、頂要なものについては保イf整備を図るなど、歴史遺産を後世

に伝える努力を地逍に進めています。

本報告書は、昭和57年度および平成11年度に実施した須恵器窯跡を主体とする稲

元黒巡遺跡の発掘調査記録を収めております。宗像市は古墳時代における九州有数

の須恵器生産地、宗像窯跡群として知られており、今回の調杏でも古代宗像の須恵

器生産を知るための好資料が与えられました。

ここに報告する内容が学術研究の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、また文化財保護行政に対するご理解の一助となることを期待い

たします。

最後になりましたが、発掘調査全般にわたってご協力いただいた数多くの方々に、

心から感謝の意を表する次第です。

平成14年 3月

宗像市教育委貝会

教育長 川 崎雅光



例目

1. 本内は、個人畑地造成及び自然崩壊に伴い昭和57年・平成11年度に緊急発掘調究を実施

した、稲元黒巡追跡（宗像市大字稲元字黒巡978・1519-2ほか）の調杏報告苫である。

2. 発掘調杏は、宗像市教育委員会が事業主体となって実施した。

3. 稲元黒巡迫跡の福岡県文化財番号は、 330488である。

4. 本報告占の遺物番号は、挿図や迫構番号に関わらず、すべて通し番号である。

5. 遺構の名称は次のように記号化した。SH:窯跡 SK: 上坑 sx: 不明追構

SD: 溝状追構

6. m11量は、国土調査法第II座標糸を川い、方位はすべて磁北である。

7. 本書に掲載した平板測屎図及び迫構実測図の作成は、白木英敏・秋成雅曲・細川愛が行

なった。

8. 本褐に掲載した逍物実測図の作成は、宅に白木• 松岡千鶴子・縄田雅重•岡本格が行っ

た。

9. 本書に掲載した迫梢、遺物の製図は、中原美知子・屋裕子が、迫物の整理は、西村広-f.

田代貞子・浅倉弥生・田崎紘子・東和了ー・濱田広美・田島士伊子が行なった。

10. 本内に掲載した遺跡及び調杏区の写真撮影は（有）空中写真企画、遺構の写真撮影は白

木・秋成、遺物の写真撮影は白木が行った。

11. 本害の編鮨および執策は白木が行った。

12. 木隅脊において出土した遺物および実測図、写真等の賓料は、宗像市教育委員会で保管

している。御活m願いたい。
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第 1章序説

1 . 調査に至る経過

昭和57年度は個人の畑地造成に伴い、切り盛り調整のつかないA・B区にイf在する 4基の須

恵器窯の緊急発掘調査が国庫 ・県費補助を受け行われた。

その後、平成11年には迫跡の南側隣接地に市迎建設が行われ、前回未閥査であった窯跡群の

白然崩壊が危惧されたためC区として、平成11年度に国庫・県費補助を受け緊急発掘胴行を行

なう連びとなった。A・B区調査は昭和57年 6月22日に入り、 8月9日に完了、 C区調査は平

成11年10月151::Iに人り、平成12年 3月31日に完了した。

迫跡面禎はA・B区約500m2、C調杏が約300ffi2である。

文化財保臆法にかかる手続き

昭和57年度 (A・B区の調査）

発掘調査届（昭和57年 6月24日付宗教社発第610号）

埋蔵物発兄届（昭和57年 9月2日付宗教社発第869号）

埋蔵文化財保管証（昭和57年 9月2日付宗教社発第870号）

平成11年度 (C区の閥査）

発掘調査通知（平成12年 2月25日付11宗教社第790号）

埋蔵物発見届（平成12年 3月311:I付11宗教社第879号）

埋蔵文化財保管証（平成12年 3月31R付11宗教社第888号）

2. 調有の組織

昭和57年度 (A・B区の閥査）

総 括 宗像市教育委員会

庶務

発掘調査

教育長

教育部長

社会教育課長

社会教育係長

主事

t事

-1-

竹原瑛

白木国明

牧田俊次

竹村功

石松幸子、北野隆文

原 俊一



平成11年度 (C区の調査）

総 括 宗像市教有委員会 教育長職務代理者織戸勝也

教育部長 織戸勝也（兼任）

庶務

発掘謂在

平成13年度（報告礼t作成）

総 括 宗像市教育委員会

庶務

報告占編媒・執策

3. 位囮と環境

社会教育課長

文化財係長

キ在

宅任枝師

嘱託

教育長

教育部長

社会教育課長

文化財係長

セ査

主任技師

井上弘

原俊一

安部裕久

白木英敏

秋成雅博（現消武町教脊委貝会）

川崎雅光

桑野俊一郎

伊豆丸正敏

原 俊一

安部裕久

白木英敏

稲元黒巡逍跡は、宗像窯跡群の西端、述費郡岡桓町との境をなす孔大寺山（標高499.0m)

から南西に延びる丘陵群のひとつに位腟し、標高15-20mほどの斜面に立地している。

宗像窯跡群は宗像市に分布する窯跡群の総称である。分布域は①釣川左岸の市南部に点在す

る小窯跡群、 ②城山南西麓に分布する一群、 ③孔大寺山から南西に派牛する斤陵に位骰する一

群の 3ヶ所に分けられ、中心となるのは③である。平成13年現在、発掘調査の行われた市内の

窯跡は42碁を数え、 このほかに試掘調在や分布調森で確認したものを加えると60甚を超えるこ

とから、総数100碁以しとなる可能性が高い。

今回調在を実施した稲元黒巡遺跡 (A-C区）は③群に含まれ、南東350mには宗像diにお

ける窯跡閲査の先駆けである稲元黒巡窯跡（昭禾1146年福岡教育大調杏）、南束650mには宗像股

古窯を打する稲元日焼原遺跡 (5llt紀末-6世紀）が分布する。窯跡逍跡の概要については咋

年報告した宗像市報50梨『三郎丸堂ノ ,-.c』を参照されたい。

参考文献

宗像,Ii教育委員会2001「三郎丸常ノ上C」宗像市文化財閥fi報告内第50集

宗像市教育委し一七会1989 「稲元 II焼原」 宗j~市文化財闇在報告内第22巣

波多野l(,t芝1975「筑紫史論第__:.''月」「潤介報告第五鳩巡須想窓址」
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1. 稲）［黒巡追跡 2 .fLI/り叶鴻群 3 .111111 JI'ノ 1迫跡 4. 山田棒 II~追跡 5 -~l'(恵須賀浦遺跡
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14.111久貞船前追跡 15. 久原瀧ヶド追跡 16.#11元黒巡追趾（昭,f1146年福教人孔ml

17.'I'-;、序．『原逍跡 18.'l1・;rf寺lも）原追跡 19.JJ戊ヶ谷占珀群

第 1似1 稲元黒巡遺跡周辺の追跡分布地図 (1/25,000)
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4 . 調査の概要

今回の調査では、宗像窯跡群の須忠器編年や窯構造を知るための菫要な成果を 1一．げることが

できた。

A区調査では、須恵器窯跡 4基 (A区 SHI-4)、C区調杏では、須恵器窯跡2枯 (C区

SH1・2)、土坑2基 (C区 SK1・2)、C区 SH2の焼成部埋没途中に営まれた小形の須

恵器焼成遺構 (C区SX 1) 、灰原下から柱穴群、調~Iメ．．外にイi- (Eする窯跡（仮SHO)の排

水溝、もしくは作業路かと思われる溝状追構 (ClえSD1) を検出した。

隣り合う A・C区の 5甚の窯跡は小田氏編年illB期 (6世紀後半）の探業である。立地を異

にする B区SH1も皿B期に相当し、閥行では 1基のみの検出だが数基のまとまりで存在した

可能性が考えられる。A ・B・Clメの調査で検出した遺構と追物はド記のとおりである。

遺 構 古墳時代 ：須恵器窯跡6基、須恵器焼成追構 1甚、溝状追構 1条

時期不詳 ：土坑2基

出土遺物 占培時代 ：須恵器、 上師器

第 2図 稲元黒巡追跡の位買図 (1/5,000)
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第 2章調査の記録

以下、調査区ごとに報告する。追物や追樅の計測他等については表を参照されたい。窯跡床

而の呼称は廃絶直後の最終床面を 1次とし、築造床面へ向かって順に 2次.3次・・・と呼称する。

また、窯天井部の崩洛埋上を均して新たに床面を構築することをカサ上げと呼称する。

1. A区の調査

1) A区SH1 (第4-9図・図版 1・8・9)

I. 位置と概要

A区窯跡群の東端に位置し、A区SH2及びC区 SH2とは約 3mの距離にある。標高18~

22m程に立地する。残存状況は、排姓口の上部を削平されるが、ほぼ全容のわかる残存良好の

窯跡である。窯体の構造は地下式窟窯で、総全長は17.52m、主軸方位はN-20°30'-Eを測

る。平面プランは焼成部がやや胴張りで排煙口及び燃焼部付近に括れをつくる。隣接する A区

SI-12及びC区SH2との先後関係は不明である。

II. 構造

(1)前庭部・排水溝 前庭部は平面不整惰円形、断面形は揺鉢状を呈し、西側には半月形の

テラスが 2段につくられる。規模は長さ2.97m、輻4.5m、深さは最大で1.65mを測る。前庭部

の南端付近から長さ4.6m、幅約0.3mを測る排水溝が丘陵下に向かって延びる。

(2)焚ロ・燃焼部 燃焼部長は3.74m、焚n ~燃焼部の最小幅は1.08m、燃焼部床面はほぽ

平坦で、浅いピットが 2ヶ所掘り込まれている。燃焼部から焼成部にかけて、艮さ2.35m、幅

1.3mの舟底状ピットが掘り込まれている。

(3)焼成部 平1.filJI多はやや胴張りである。上端部は農道 1くにかかるため、坪掘りでプランを

確かめている。水平長6.72m、最大111副1.95mを測る。傾斜角は19°30'~31゚ で、床面は7枚を

確認している。

(4) 排煙口 排煙口上部は削平されているが、窯背部付設溝は窯体の左右に検出されてお

らず、焼成部上端から上方にすぼまりながら立ち上がるクイプであろう。

ill. 窯体及び前庭部出土遺物 (001~095) 特に器種を記してないものは須恵器である。

杯蓋 (001~031)口径は15cmを超えるものや10cm未満のものもあるが、 13~14.5cm間が中

心である。回転ヘラケズリは外面の1/2以上が大半で、確認されたロクロ方向は左右いずれも
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第 9図 A区SHl出十．遺物実測岡⑤ (1/6・1/3) 

あるが、右回りが 8割と大勢を占める。口縁端部の形状は大半が斜めの小さな段や凹みを持つ

が、丸く収めるものもある (028・029・031)。天井部と口縁部の税は、甘い沈線や段を持つも

の (001~004・007・008・011 ~013・015~017・019・026) と、丸みを持ち不明瞭なもの

(005・006・009・010・014・018・020~025・027~031)に二分される。031はミニチュア的な

小形品で、復元口径9.6cm、器高3.3cmを測る。天井部は静止ヘラケズリを施す。ヘラ記号は

9点 (002・004・006・008・011・012・017・026・029)に確認できるがすべて内面に刻まれ
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ている。明瞭なものは008程度で、他は乾燥がかなり進んでから刻まれたため浅く微かなもの

が多く、円形状でもぎこちなく角張るものや螺旋状に施すものもある。

杯身 (032~063)受部径は15cmを超えるものや12cm代のものもあるが、 13.5~14.5cm間が

中心である。U縁部の立ち上がりは内傾しながらも上方に延び、端部を丸く収める。口縁部の

立ち上がり高はl.O~l.3cmが中心で、受部内面の屈曲部は稜線が明瞭なものが大半である。体

部外面の静Jtヘラケズリも存在するが (050)、大半は1/2~2/3程の回転ヘラケズリを施し、確

認されたロクロ方向は左右いずれもあるが右回りが8割を超える。ヘラ記号のあるものはすべ

て内面に施されるが、杯蓋と同様に浅く刻まれている。

短頸壺 (064)底部の一部を欠くがほぼ完形である。底部は丸底で体部最大径を上部にもち、

[7縁部は短く立ち上がり内面をやや凹ませる。やや焼け歪むが、口径8.8cm、体部最大径

14.0cm、器高9.4cmに復元できる。

蓋 (065)外面は回転ヘラケズリ及びカキ目を施す。天井部には頂部を問ませた円盤状の扁

平な摘みをもつ。有蓋謁月くの盗か。摘み径2.0cm、摘み高0.7cmを測る。

硲杯 (066)脚部及び口縁部を欠く 。屈曲部には断面三角形の凸帯をつくり、下半にはカキ

目を施す。

平瓶 (067~069)すべて体部のほとんどを欠く 。口縁部は外傾しながらほぼ直状に立ち上が

り、口唇部を丸く収める。口縁部外面に2条の沈線を施すもの (067・068) もある。復元口径

6.2~7.6cmを測る。

横瓶 (070)体部のほとんどを失うが横瓶である。口縁部は外反し口唇部には丸みをもった

凸帯をつくる。調幣は体部l村面に同心円紋の当具痕を明瞭に残し、体部外面には平行紋タタキ

を施す。復元「l径10.0cm、頸部径8.3cmを測る。

聡 (071・072)071は口縁部のみの破片である。復元口径12.3cmを測る。072は脚付慇である。

u辱部及ぴ脚部を欠くが体部は完形である。体部は偏球形を星し、頸部は強くすぼまり U縁部

を大きく開く 。体部外面はカキ目、口縁部外面には2条の沈線を施す。体部最大径8.7cm、頸部

径3.4cmを測る。

脚部 (073)1/2程の破片で焼き膨れが著しい。裾部は人きく開き、端部に凸帯をつくる。残

併状況はイ＜良だが長方形の透かし孔を 2段につくる。脚部外面はカキ目を施し、脚端径14.4cm

を測る。

壺 (074・075・078)074は復元口径12.4cm、頸部径9.6cmを測る。078は口縁部）tである。

提瓶の可能性がある。復元口径9.8cm、頸部径8.3cmを測る。

甕 (076・077・079~093)076は復冗口径13.0cm、頸部径11.2cmを測る。口縁部は肥厚させ

丸みをもった凸帯をつくる。077は復元口径12.5cm、頸部径11.6cmを測る。U縁部は外反し、

口唇部を肥厘させ凸帯をつくる。079は壺とするべきかもしれない。太く短いn縁部はやや強
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く外反し、口唇部は外側につまみ出す。口縁部外面には縦方向の櫛目が施される。復元口径

18.6cm、頸部径17.8cmを測る。080は復元口径26.0cm、頸部径19.0cmを測る。081は復元LJ径

21.2cm、頸部径15.0cmを測る。口縁部は外反し、口唇部を下方に引き出して凸帯をつくる。

体部外面は灰かぶりが著しいがカキ目が残る。082は18.8cm、類部径14.4cmを測る。口唇部に

凸帯をつくる。083は口縁部片である。口唇部は頂部に凹みをもち強く下方に折り曲げる。外

面に明瞭なヘラ記号を刻む。088は復元口径19.6cm、頸部径14.4cmを測る。口縁部は外反し、

口唇部外面下方へ引き出す小さな凸帯をつくる。089は口縁部のみであるが大形品で復元口径

57.6cmを測る。LI縁部は外反しLJ唇部外面に矩形の凸帯をつくる。外而には刺突紋及び沈線、

口唇部内面には横方向のハケ目を施す。090は口縁部のみである。外面に波状紋及び沈線を施

す。091は口緑部のみの大形品である。外面には沈線によ って区画された文様帯に波状紋及び

刺突紋を施す。092は口縁部の2/3程が残存する。1本部は張り気味で、17縁部は強く屈曲して外

反する。口唇部外面には矩形の凸帯をつくり、口径28.0cm、頸部径20.3cmを測る。調整はLJ

縁部外面平行紋タタキ後横ナデ、体部外面には平行紋タタキ後カキ目を施す。093は復元口径

23.0cm、頸部径17.5cmを測る。緩やかに外反する口縁部をもち、口唇部に小さな凸帯をつく

る。

土師器甕 (094・095)094は復元口径19.8cmを測る。口縁部は丸みをもって外反し、口唇部

をやや水平方向に引き出す。体部内面には指頭痕が残る。095は長胴の甕で底部は平底状、 LJ

縁部は短く緩やかに外反する。外面はナデ、内面は風化が進んでいるがヘラケズリを施す。LJ

径15.8cm、体部最大径21.3cm、器底27.3cmを測る。

2) A区SH2 (第10-12図・図版 1・2・9)

I. 位置と概要

Alヌ窯跡群の中央部に位骰し、 A区SHl及びA区SH3とは約3-4mの距離にある。標高

18-22m程の丘陵斜面に立地する。残存状況は、焼成部の上端が調査区外のため未調査だが、

ほぼ全容のわかる残存良好の窯跡である。窯体の構造は地下式窟窯で、総全長は13.04+am、

主軸方位はN-21°-Eを測る。平面プランはA区SHlとA区SH3の中間的な形態で、焼成部は

あまり張らず、燃焼部付近でやや括れる。隣接する A区SHl及びA区SH3との先後関係は不

明である。

II. 構造

(1)前庭部 前庭部は平面不整惰円形、断面揺鉢状を呈 し、規模は長さ2.88m、幅4.45m、

深さは最大で1.45mを測る。東側には不整形及び半月形のテラスを 2段に、西側は不整楕円形

のテラス及びその壁面に足掛け程度の小形テラスを持つ。なお、排水溝は検出されず、特につ

くらなかったようである。
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(2)焚LI. 燃焼部 燃焼部長は4.0m、焚口～燃焼部の最小輻は1.05m、燃焼部床面はほぼ平

坦で、燃焼部から焼成部にかけて長さ1.95m、幅1.25mの舟底状ピットが掘り込まれている。

(3)焼成部 平面形は胴張りの小さい長楕円形である。水平長6.17+a m、最人幅1.7mを測

る。傾斜角は24°30'~30゚ で、床面は5枚を確認している。

(4)排煙口 排煙口上部は削平されているが、窯背部付設溝は窯体の左右に検出されておら

ず、焼成部上端から上方にすぼまりながら吃ち卜．がるタイプであろう 。

m. 窯体部及び前庭部出土遺物 (096~127)出土迫物はすべて須恵器である。

杯蓋 (096~104)出十．撒が少ないが、口径は13~14cm間が中心である。回転ヘラケズリは

外面の1/2~2/3が大半で、確認されたロクロ方向は左回りが 8割を超える。口縁端部の形状は

斜めの小さな段や凹みを持つもの (097~102)と、丸く収めるもの (096・103・104)がある。

犬井部と II縁部の境は 廿い沈線や段を持つもの (098~102) と、丸みを持ち不明瞭なもの

(096・097・103・104)に二分される。ヘラ記号は096・098に施されるがいずれも内面で、針

先で刻まれたように極めて細い。104はミニチュア状の小形品である。天井部は枡止ヘラケズ

リを施し、 口唇部を丸く収める。復元口径9.1cmを測る。

杯身 (105~116)受部径は15cmを超えるものもあるが、 13.5~14.5cm間が中心である。体

部外面の,~,転ヘラケズリは1/2~2/3程が大半で、確認されたロクロ方向は左同りが 9判ljである。

口縁部の立ち上がりは内傾しながらも」：方に延び、端部を丸く収める。イ本部の深みはあまりな

い。口縁部の立ち上がり邸は1.1~1.5cm程が中心で、受部内面の屈曲部は稜線が明瞭なものが

大半だが、丸みを持つもの (105) もある。

短頸壺 (117)口縁部が1/2程残り体部下半を失う。口縁部は直状に短く立ち上がり、 n唇部

をやや尖り気味に収める。体部外面に沈線によって 2段の文様幣をつくり刺突紋を施す。復元

口径10.8cmを測る。

器台 (118)脚部を欠く 。体部は丸みを持って立ち上がり、口縁部は小さく外反してn唇部

を丸く収める。つくりは極めて粗雑で、体部内面には当具痕が残り、外面上半は平行紋タタキ、

外面下半は回転及び静止ヘラケズリを施す。他裂が見られ、焼け歪んでいるため疑問が残るが、

復元u径25.4cmを測る。

高杯 (119)脚部を欠く 。体部と口縁部の境に断面二角形の稜を持ち、口縁部は外傾して直

状に立ち上がり端部をやや肥厚させて丸く収める。復元nc釜12.0cmを測る。

脚部 (120)3/4程残る脚部である。裾部は骰状に大きく開き、端部を丸く収める。脚高

3.0cm、脚端径9.6cmを測る。
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第12図 A区SH2出土遺物実測図② (1/3) 

提瓶 (121)耳部のみで、外面に灰かぶりが著しい。断面は不整円形を呈する。器高4.0+a 

cmを測る。

甕 (122-127)122は体部から口縁部にかけ「く」字状に屈曲し、口唇部に鈍い凸帯をつ

くる。復元口径23.4cm、頸部径18.4cmを測る。126・127の大形品は口縁部のみの破片である。

口縁部外面に沈線、波状紋を施している。

3) A区SH3 (第13・14図・図版 1・2・9)

I. 位置と概要

A区窯跡群の西端部に位樅し、東側に隣接する A区SE-12とは 4mほどの距離にある。標高

18~21m程の丘陵斜面に立地する。残存状況は、焼成部の上端が調封区外のため未調査だが、

ほぼ全容のわかる残存良好の窯跡である。窯体の梱造は地下式窪窯で、カサ上げが行われてい

る。築造時の総全長は16.55+am、主軸方位はN-15°-Eを測る。平面プランは、焼成部のあま
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り張らないペンシル状を閑する。隣接する A区SH2との先後関係はイゞ明である。

Il • 構造

(1)前庭部 前庭部は上坑状に掘り込まず、灰原へと開放するタイプである。焚口から僅か

に広がり細長く延び、端部は自然に消失する。規模は長さ6.15m、幅1.92m、深さは最大で0.8

mを測る。床面は緩やかな起伏をもつがほぼ平坦で、排水よりも作業路として機能していたの

だろう 。東側には半月形のテ ラスをつくる。

(2)焚ロ・燃焼部 平面形でははっきりしないが、断面形の傾斜変換点をもって焼成部との

境とした。燃焼部長は2.18m、般小輻は焚口部にあり0.85mを測る。燃焼部床面は緩やかな起

伏を持ち、舟底状ピットなどは検出されなかった。

(3)焼成部 平面形は胴張りが小さく、 A区窯跡群中最も狭長である。水平長8.0+am、最

大幅1.65mを測る。傾斜角は7°~26°30' で他窯に比してやや緩やかである。また高さ0.2~

0.45m程のカサ上げを行っており、残存状況イ＜良で焼成部から燃焼部にかけての 一部が残るの

みだが、その境は築造時より2.4m程北側に上がっている。残存規模は燃焼部長0.95+am、焼

成部長2.35+a m、最大幅1.75mを測る。床面はカサトげ前が2枚、カサ上げ後が1枚の計3枚を

確認している。

(4) 排煙LI 排煙17[. 部は削平されているが、窯背部付設溝は窯体の左右に検出されてお

らず、焼成部 t端から k方にすぼまりながら立ち上がるタイプであろう 。

ill. 焼成部及び前庭部出土遺物 (128~140)出土遺物は少なく、すべて須恵器である。

杯蓋 (128~130・133)口径は12.0~14.0cmと開きがあるが、すべて口唇部内面に小さな凹

みを持ち、天井部と口縁部の境は不明瞭である。体部は1/2以上の回転ヘラケズリを施し、確

認できるロクロ方向はすべて右方向である。

杯身 (131・132・134)受部径は14~15cm、LJ縁部のV.ち 1-.がり高は0.9~1.lcmを測る。体

部は1/2以上の同転ヘラケズリを施し、確認できるロクロ方向はすべて右方向である。口縁部

の立ち上がりはやや短く外反し、端部を丸く収める。受部内而の屈曲部は稜線が明瞭である。

ヘラ記砕は確認していない。

甕 (135~139)135は「l縁部小片である。口縁部は外反し口唇部に丸みを持った凸帯をつく

る。136はII縁部片である。口縁部外面に粗いカキ目を施す。復元口径21.4cmを測り、口縁部

外面に深くヘラ記号を施す。137は大甕で、口縁部は細まりながら緩やかに外反し、口唇部に

凸帯をつくる。口縁部外面には刺突紋、沈線を施す。復元口径40.0cm、頸部径30.6cmを測る。

138は「く 」字状に屈曲する口縁部をもち、口唇部外面に丸みを帯びた凸帯をつくる。139はロ

緑部外面に波状紋及び沈線を施す。
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134 

’‘ 

132 

゜
10cm 

:8:1/3スケール

゜
20cm 

※1/6スケール

第14図 A区 SH3出土遺物実測図 (1/3・1/6)

高杯 (140)口縁部と体部の境に甘い段を持ち、その直下から刺突紋、沈線を施す。復元口

径13.2cmを測る。

4) A区灰原（第15~19図 ・ 図版 1 ·9·10)

トレンチ謂査を行った。A区灰原はA区SH1~3からの排出遺物を主体として形成されて

いる。灰原という追構の性格 I:、窯ごとの分層は困難であるが、おおむね第 2トレンチ出上遺

物はA区 SH1、第1トレンチはA区SI-I 2、第 3トレンチはA区 SH2・3から排出された

ものとして記載しておきたい。
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I. A区SH1灰原及び第2トレンチ出土遺物 (141-158)すべて須恵器である。

杯蓋 (141-146)口径は16.0-13.4cm、天井部が扁平で口唇部を丸く収めるもの (141・142)

と、休部に丸みを帯び口唇部内面に斜めの小さな凹みをつくるもの (143・144)がある。回転

ヘラケズリは外面の1/2-2/3程に施すものが多く、ロクロ回転方向は左右どちらもある。ヘラ

記号はすべて内面に施され、 146は深く刻まれるが142・145は細く微かである。

杯身 (147-156) 受部径15.4-13.6cm、 II~部はすべて丸く収める。口縁部の立ち」：がりは

l.2-l.8cmを測り、縣いものが多い。回転ヘラケズリは体部外面の1/2-2/3程に施し、ロクロ

回転方向は左右どちらもある。ヘラ記号は148・156の内面に施されるが、浅く不明瞭である。

~ 
142 

156 

145 

158 

゜
10cm 

※A区SH1灰原
（第2トレンチ）

第15枢IA区灰原出土遺物実測図① (1/3) 
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杯身 (165~172)受部径16.0~11.4cmを測る。体部は深みが少なく、口縁部の立ち上がりが

比較的高いものが多い。口縁部の立ち上がり高は1.1~l.Scmを測る。169の内面には浅く施さ

れたヘラ記号が残る。

渦杯 (173)口縁部は直状に外傾して延び、口唇部を丸く収める。体部と口縁部の境に明瞭

な段を持ち、その直下よりカキ目を施す。復元口径11.0cmを測る。

壺 (174)口縁部は緩やかに外反し、口唇部を斜めの平坦に収める。口径12.2cm、頸部径

10.1cmを測る。

甕 (175~178)175は頸部で「く」字形に屈北し、口唇部を下方に引き出す。復元口径

21.6cm、頸部径15.8cmを測る。口縁部外面には粗雑なヘラ記号を刻んだ後横ナデを施してい

る。176は体部の大半を失う。口緑部は張りのある体部からやや強く外反し、口唇部に凸帯を

つくる。復元LJ径12.4cm、頸部径9.4cmを測る。177は体部外而に平行タタキ後カキ目を施す。

復元口径20.6cm、頸部径15.4cmを測る。178は口縁部片であるが大形の甕である。口縁部外面

に沈線で区画された文様帯に刺突紋を施す。

ill. A区SH3灰原及び第3トレンチ出土遺物 (179~204)すべて須恵器である。

杯蓋 (179~187)口径14.0~12.4cm、「l唇部内面の形状は、大半が斜めの小さな段や凹みを

持つが、丸く収めるもの (184) もある。天井部と口縁部の境は、甘い沈線や段を持つものが

大半だが、丸みを持ち不明瞭なもの (183・187)もある。186・187は頂部を凹ませた摘み部を

持つ。179・182・183は内面に浅く不鮮明なヘラ記号を施す。外面の1/2~2/3程に回転ヘラケ

ズリを施すものが大半で、ロクロ回転方向は左右いずれもある。

杯身 (188~190)受部径14.2~13.4cmを測り、口縁部の立ち上がりはl.4~1.5cmとやや高い。

受部内面の屈曲部に稜線を持つもの (188・189)と、丸みをもつもの (190)がある。体部外

而の2/3-3/4程を回転ヘラケズリ、ロクロ回転方向は左右いずれもある。

甕 (191~193・198-199) 191は頸部で「く 」字状に強く屈曲し、大きく開く 。口唇部外面

に凸帯をつくる。口縁部外面には刺突紋及び沈線を施す。復元口径25.0cm、頸部径16.4cmを

測る。192は頸部で「く 」字状に強く屈曲し、口唇部外面に丸みを持った凸帯をつくる。復元

口径21.4cm、頸部径16.0cmを測る。193は緩やかに外反する口縁部をもち、口唇部外面に凸喘

をつくる。198は頸部で「く」字状に屈曲し、口唇部外面に凸帯をつくる。調整は体部外面に

平行紋タタキ後細かなカキ目を施す。復元口径16.0cm、頸部径12.4cmを測る。199は頸部で

「く 」字状に強く屈曲し、口唇部外面に凸帯をつくる。口縁部外面には波状紋及び沈線を施し

た後ヘラ記号を刻む。

壺 (197・201・202)197は体部下半を失う 。張りのある体部から頸部で大きくすぼまり、ロ

縁部は強く外反して口唇部を丸く収める。復元口径17.2cm、頸部径14.7cmを測る。201は小形
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の短頸壺である。体部は張りをもち、外面に沈線及び刺突紋を施す。復元口径8.4cm、頸部径

9.6cmを測る。202は長頸壺で、沈線間に不鮮明な波状紋が施される。口緑部は焼け歪み、口径

7.9~8.0cmを測る。

脚部 (194・196)194は「ハ」字状に大きく開き、端部に凸帯をつくる。復元脚端径12.2cm

を測る。196は小片である。裾部で屈曲し端部で立脚する。外面には細かなカキHを施した後、

2条の沈線を巡らす。

平瓶 (195)口縁部片である。口縁部は直状に立ち上がり、口唇部を丸く収める。口径6.5cm、

頸部径5.7cmを測る。

横瓶 (200)LI縁部から体部の一部を残すのみだが横瓶であろう u f, 本部外面は斜方向、頸部

直下は横方向のカキ目を施し、体部内面に当具痕、頸部内而に指頭痕を残す。復元口径11.2cm、

頸部径8.3cmを測る。

提瓶 (203・204)耳部のみの小片で203は環状、 204は鉤形を呈する。断面はいずれも不整円

形である。

N. A区灰原その他の出土遺物 (205-232)すべて須恵器である。

杯蓋 (205・208-213・228-230)205は摘み部のみである。径は3.1cm、高1.0cmを測る。

208-213・228-230は口径15.8-12.5cmと輻がある。口唇部内面の形状は、斜めの小さな段や

凹みを持つ。 大•井部と口縁部の境は、甘い沈線や段を持つものが大半だが、丸みを持ち不明瞭

なもの (230) もある。228は内面に浅く不鮮明なヘラ記号を施す。外面の1/2-2/3程を回転へ

ラケズリ、ロクロ回転方向は左右いずれもある。

杯身 (206・207・214-218)受部径15.2-11.8cmを測る。口縁部の形状は様々だが、口唇部

はすべて丸く収める。215-217は内面に浅く不鮮明なヘラ記号を施す。体部外面の1/2-2/3程

を回転ヘラケズリ、ロクロ回転方向は左右いずれもある。

蓋杯セット (219・220) 自然釉で溶着しており、いずれも完全なセット関係である。219の

杯身口縁部は内傾して僅かに外反しながら立ち上がり、端部をやや肥厚させ丸く収める。杯蓋

の口唇部内面は僅かに凹みをもつ。灰かぶりが秤しいが、口縁部と天井部の境目まで回転ヘラ

ケズリを施す。杯身受部径14.7cm、口縁部立ち上がり高1.6cm、杯蓋口径14.1cmを測り、いず

れもロクロの回転方向は左回りである。220の坪身口縁部は、内傾しながらもやや反り気味に

立ち上がり、端部を丸く収める。杯蓋の口唇部内面に小さな凹みを持つ。杯身受部径14.2cm、

口縁部立ち上がり高1.2cm、杯蓋LJ径13.8cmを測る。ロクロの回転方向は坪身のみ確認でき右

回りである。

甕 (221・222・224・225)221は体部を失う。口唇部は矩形に収め、口縁部内面に横方向の

カキ目を施す。復元口径33.4cm、頸部径20.6cmを測る。222は外反する口縁部で、口唇部を矩
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形に収めるが、頂部には細い沈線を巡らす。外面には縦方向のカキ目を施す。224は肩の落ち

た張りのない体部から「く」字状に外反する口縁部が立ち上がり、口唇部に丸みをもった凸帯

をつくる。口縁部外面には波状紋を意識したような粗雑なヘラ書きを施す。体部外面に粗い平

行紋タタキが施される。復元口径16.6cm、頸部径13.9cmを測る。225は強く外反する口縁部片

である。復元n径20.4cm、頸部径15.5cmを測lる。

高杯 (223・232)223は杯部と脚裾部を失うが、高坪脚部である。外面の沈線帯を境に長方

形の透し孔を上下2段につくる。器低10.0+a cm、碁部径2.9cmを測る。232の裾部はやや外反

し、長方形の透孔が残存する。復元脚端径9.8cmを測る。

壺 (226)大形の短頸壺である。張りの強い胴部から短い口縁部が直状に立ち上がり、口唇

部を丸く収める。肩部に環状の耳あるいはカギ状の把手が付くものだろう。体部外面には平行

紋タタキ後カキ目を施す。復元口径15.0cm、顎部径16.2cmを測る。

横瓶 (227)体部は下半を欠くが丸みの強い偏球形を呈する。体部内面同心円紋当具痕、外

面平行紋タタキを施す。復元口径12.0cm、頸部径9.8cmを測る。

ミニチュア土器 (231)鉢形を呈し、指ナデ整形である。須恵器の胎七と思われるが焼成不

良の灰黄色を呈する。完形品で口径5.7 cm、器高4.1cmを測る。

2. B区の調査

1) B区SH 1 (第20-22図 ・図版2・3・11)

I. 位置と概要

A・C区窯跡群とは同一丘陵の反対側、標高14~17m程の北側斜面に位置する。この他にも

数基の窯跡が存在したことが予測されるが、大破したものと考えられる。残存状況は不良で、

畑地の造成によって焼成部の著しい破壊を受けている。窯体の構造は地下式害窯で、カサ上げ

が行われている。残存状況不良だが、平面プランはやや胴張りで、焚口部に向かってすぼまる。

築造時の総全長は10.4+am、主軸方位はN-66°-Eを測る。

II. 構造

(1)前庭部 焚口から大きく殷状に淵き、灰原へと開放するタイプである。規模は長さ

2.45+ a m、幅3.1+am、深さ0.95mを測る。裾部は調査区に延びるため詳細不明である。排水

溝についても詳細不明である。

(2)焚ロ・燃焼部 燃焼部長は2.35+am、最小輻は焚口にあり、 0.85mを測る。床面はほぼ

平坦で舟底状ピットなどは掘り込まれていない。

(3)焼成部 左側壁の一部と右側壁を失い残存状況不良だが、平面形はやや胴張りであろう。
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第22図 B区SHl灰原出土迫物実測図 (1/3)

水平長3.9+am、最大幅0.85+am、傾斜角は23°30'-28゚ を測る。左側壁に残る痕跡から高

さ約0.25mのカサ I::.げを確認した。床面はカサ上げ前が2枚、カサ上げ後は詳細不明のため1枚

以上の計3枚以上である。

(4)排煙口 調査区外であり詳細不明である。

III . 出土遺物 (233~269)出土遺物はすべて須恵器である。

(1)窯体出上 (233~259)

杯蓋 (233-243)口径は15.2~14.0cmを測る。口唇部内面の形状は、すべて斜めの小さな段

やll!Jみを持つ。天井部と口縁部の境は、甘い沈線や段を持つもの (235・236・241・243)や、

屈曲によって稜線をつくるもの (233)、丸みを持ち不明瞭なもの (234・237~240・242)があ

る。回転ヘラケズリは外面の1/2~2/3程が多く、ロクロ回転方向は左右いずれもある。ヘラ記

号は233・238・241に確認できたがすべて内面に施され、浅く細いため不鮮明である。

杯身 (244~253)受部径15.6~14.0cmを測る。口縁部の立ち上がりは0.9~1.3cm程である。

受部内面の屈曲は丸みを持ちながらも甘い沈線を残すもの (246・247・249~251)が多いが、

明瞭に稜線を持つもの (248・252・253) もある。ヘラ記号は249の内面に確認したが浅く不鮮

明である。回転ヘラケズリは体部の1/2~2/3程に施し、ロクロ回転方向は左右いずれもある。

甕 (254・255)いずれも口縁部小片で、口唇部に凸帯をつくる。

高杯 (256・257)256は杯部と脚裾部を欠く 。257は脚端部で立脚する扁坪である。欠損部が

多いが透孔を2段につくる。復元脚端径12.4cmを測る。

ミニチュア土器 (258)杯身形を呈する。受部内面は強く屈曲し、直上に絞り痕が残る。ロ

径6.0cm、体部最大径7.6cmを測る。焼成良好である。

短頸壺 (259)体部下半を欠くが、肩部はあまり張らず、口縁部は短く直状に立ち上がる。

-35-



内頸部に接合の段が明瞭に残る。調整は体部内面に当具痕が残り、外面にカキ目を施す。復元

口径8.0cm、頸部径8.8cmを測る。

(2) B区灰原出土 (260-269)

杯蓋 (260・261・265-257)口唇部内面の形状は、斜めの小さな段や凹みを持つもの

(261・265・267)と丸く収めるもの (260・266)がある。天井部と口縁部の境は、 甘い沈線や

段を持つもの (261・265)と、丸みを持ち不明瞭なもの (260・266・267)がある。復元口径

の分かる260・261はいずれも14.6cmを測る。

杯身 (262-264)受部径15.6-14.0cmを測る。立ち上がりは内傾 し口唇部を丸く収める。

ミニチュア士器 (268・269)268は小片だが坪身形となろう。269は鉢形で、 須恵器の胎土と

思われるが灰白色を呈し焼成不良である。口縁部の一部を欠くが口径7.0cm、器高4.6cmを測

る。

3. C区の調査

c区検出遺構の先後関係は以下のとおりである。

（古） SK2→ SH2→ SHI→ SK 1 (新）

'-.. SXl 

1) C区SH1 (第23-27図 ・図版3-6・11・12) 

I. 位置と概要

c区の北側に位置し、標高17-20m程の丘陵斜面に立地する。C区SH2と燃焼部から前庭

部付近で切り合う 。残存状況はやや不良で畑地造成の際、焼成部の上部を失う。煙道など窯背

部付近は詳細不明だが、調査区外の北側に通る農道下に残存する可能性がある。窯体の構造は

地下式窪窯で、 30cm程のカサ上げが行われている。築造時の平面プランは胴張りが強いが、

燃焼部付近で急激にすぼまりやや東に屈曲して長く延びる。総全長は12.9+am、主軸方位N-

60°-Eを測る。

II. 構造

(1)前庭部 築造時の前庭部は土層断面から推定復元した。長さ3.22m、幅2.63+a (2.75) 

mを測る。カサ上げ後は燃焼部左側壁に平面不整楕円形、長さ2.75m、幅1.4mを測るテラスを

つくり、燃焼部を縮小している。

(2)燃焼部 築造時は長さ4.08m、最小幅0.9mを測り、かなり狭長である。カサ上げ後は長

さ1.78m、最小輻0.8mを測る。築造床面はほぼ水平、カサ上げ後の2次床面はやや凹みをもっ
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第26図 c区SI-Jl出土逍物実測図③ (1/3) 

て緩やかに傾斜する。いずれも床面に舟底状ピットなどは掘り込まれていない。

(3)焼成部

(4)窯背部

築造時の水平長5.6+am、最大幅2.25m、カサ上げ後は水平長4.87+a m、最大

幅2.45mを測り、胴張りが増している。

詳細不明である。窯の左右に窯背部付設溝は検出されていない。

III. 出土遺物 (270~338)出上遺物はすべて須恵器である。

(1) カサ上げ後の窯体出土 (1・2次床面）

杯蓋 (270~286)口径は12.7~10.6cmの範囲にあるが、 12.5~11.Scm間が中心である。回転

ヘラケズリは外面の1/2~2/3程で、確認されたロクロ方向は左右いずれもあるが右回りが 8割

程である。口唇部の形状は大半が丸く収めるが、内面に斜めの小さな段や凹みを持つものも 2

割強ある (270~272・285)。外面天井部と口縁部の境に甘い沈線や段を持つものはほとんど見

られないが、僅かにその痕跡を残すものもある (275・280)。

ヘラ記号は270・271が外面、 273~275・277・279・281・282・284・286は内面に施すが、浅

く細いものが多い。宗像窯跡群では270・271のように蓋杯の外面にヘラ記号を施す例は稀であ

る。285は内面に粘土を塗付け補修している。

高杯 (287)外面口縁部と体部の境にはにぶい稜を摘みだし、その直下よりカキ目を施す。

口径9.9cmを測る。

杯 (288)口縁部小片で下半を失うが、杯形であろう 。復元口径10.2cmを測る c
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杯身 (289~303)289~298・302の受部径は14cmを超えるものもあるが、 12~13cm間が中

心である。口縁部の立ち上がり高は0.8~1.lcm程で、短く内傾しながら立ち上がり、口唇部を

丸く収める。受部内面の屈曲部は丸みを帯びながらも稜線が明瞭なもの (290・293・294・

296・297・298) と稜線を失い丸みを帯びるもの (289・291・292・295・302)がある。ヘラ記

号は289が外面、 296・297が内面に刻まれる。

299~301・303は小形品で受部径10.0~9.7cm、口縁部の立ち上がりは短く 0.5~0.7cmを測り、

端部を丸く収める。受部内面の屈曲部は稜線が残る。底部はすべて静止ヘラケズリを施す。

甕 (304~309)304は頸部で「く」字状に屈曲し口唇部に凸帯をつくる。口径18.6cm、頸部

径14.2cmを測る。体部外面にはカキ目を施す。305は口縁部の小片だが大形品である。口唇部

に折り返し痕を明瞭に残す。口縁部外面に沈線及び剌突紋を施す。306は1/3程の破片である。

口縁部は短く外反し口唇部は丸みをもった矩形に収める。体部外面に粗い平行紋タタキを施す。

復元口径23.5cm、頸部径20.8cmを測る。307は口縁部片である。強く外反して立ち上がり、ロ

唇部を肥厚させる。308は口唇部の折り返し痕が明瞭に確認できる。309は口縁部片である。立

ち上がりは直状で、端部に丸みをもった凸怜をつくる。

提瓶 (310)口縁部は丸みをも った体部から外傾しながら立ち上がり、口唇部付近で僅かに

内湾し端部を丸く収める。口縁部外面は沈線、体部外面は同心円状のカキ目を施す。焼成は甘

＜黄灰色を呈し、風化が進んでいる。口径8.4cm、頸部径7.0~7.4cm、器高24.4+a cmを測る。

(2) カサ上げ前の窯体出土（カサ上げ埋土、 3・4次床面）

杯蓋 (311~326)口径は12.1~10.7cmの範囲にあり、 12~11cm間が中心である。回転ヘラ

ケズリは外面の1/2~2/3に施し、確認されたロクロ方向は左右いずれもあるが右回りが7割弱

を占める。口唇部の形状は内面に斜めの小さな段や凹みを持つものが大勢だが、丸く収めるも

のも3割程ある (322~326)。外面天井部と口縁部の境に甘い沈線や段を持つものはほとんど見

られないが、僅かにその痕跡を残すもの (317) もある。ヘラ記号は324~326に確認し、すべ

て内面に明瞭に刻まれる。

杯身 (327~331)受部径は12.3~11.3cmを測る。口縁部の立ち上がり高は0.9~1.0cm程で、

内傾しながらも上方に立ち上がり、端部を丸く収める。受部内面の屈曲部は丸みを帯びながら

も稜線を持つ。回転ヘラケズリは体部外面の1/2~2/3に施し、確認されたロクロ回転方向は左

右いずれもある。

高杯 (332~334)332は口縁部外面と体部外面の境に丸みを帯びた段を持ち、その直下にカ

キ目を施す。復元口径10.8cmを測る。333は脚部片である。脚裾は緩やかに広がり、端部で立

脚する。内面に絞り痕を残し、外面に2条の沈線を施す。脚端径8.4cmを測る。334は口縁部外

面と体部外面の境に横ナデで引き出した小さな稜をもち、その直下にカキ目を施す。復元口径

8.2cmを測る。
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三足壺 (335~338)体部は確認できなかったがすべて三足壺の脚部であろう。端部は斜めの

平坦面につくり、全体にヘラケズリを施す。体部との接合部付近はナデがみられるが、ヘラを

用いて擦り付けた痕跡もある。断面は一辺1.5~1.6cm程の方形で、四隅を1:fii取りする。

2) C区SH2 (第28-30図・ 図版3-6・12) 

I. 位置と概要

c区の北側に位岡し、標高17-20m程の丘陵斜面に立地する。C区SHlとは燃焼部から前

庭部（寸近で切り合う。残存状況はやや不良で畑地造成の際、焼成部の上端以上を失うが他は良

く残っている。煙道など窯背部付近は詳細不明だが、調査区外の北側に通る農道下に残存する

可能性がある。平而プランは筒状の焼成部が燃焼部付近で強く括れており、ビール瓶状を呈す。

築造時の総全長は13.08+am、主軸方位N-42° -Eを測る。

TI. 構造

(1)前庭部 ・排水溝 前庭部は平面不整楕円形、断面形は揺鉢状を呈し、長さ3.3m、幅2.7

m、最大深1.4mを測る。西壁面の焚口付近に杭状の小ピットを2ヶ所検出している。前庭部南

端から灰原へ向かって長さ2.5m、幅1.15mを測る溝状迫構が付設するが、床面はほぼ水平で、

規模を勘案すると排水溝と見るよりも作業路として機能するものだろう。

(2)燃焼部 自然石で左右側壁を補強する点が焼成部との境となろう 。長さ2.23m、最小幅

0.88mを測る。

(3)焼成部 平面筒形で水平長5.72+am、最大幅2.0mを測る。左側競にはスサ入り粘土に

よって補修されており、指ナデの痕跡が明瞭に残る。

(4)窯背部 詳細不明である。窯の左右に窯背部付設溝は検出されていない。

III. 出土遺物 (339~368)出土遺物はすべて須恵器である。

杯蓋 (339~351)339は摘みの付くものであろう。体部は扁平で、口唇部内面に小さな凹み

をもつ。天井部にカキ目を施し、復元口径14.2cmを測る。

340~346・350・351の口径は14.0~ll.7cmと幅がある。回転ヘラケズリは外面の1/2~2/3に

施すものが大半である。確認されたロクロ方向は右回りが大勢で、左同りは1点のみ (341)で

ある。口唇部の形状は内面に斜めの小さな段や凹みを持つものがほとんどだが、丸く収めるも

の (343・345) も2割程ある。外面天井部と口縁部の境に甘い沈線や段を持つものはほとんど

見られないが、僅かにその痕跡を残すもの (351)もある。

347~349は小形品でミニチュアとすべきか。天井部には回転ヘラケズリを施す。口径7.9~

8.0cmを測る。
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杯身 (352~358)受部径は14.0~11.6cmと差が大きい。口縁部の立ち上がり高は1.l~l.4cm

程で、内傾しながら立ち上がり、端部を丸く収める。受部内面の屈曲部は強い稜を持つもの

(352・353・356)や、丸みを帯びながらも弱い稜線を持つもの (354・355・357・358)がある。

確認されたロクロ方向はすべて右回りである。

，泌杯 (359)外面II縁部とイ本部の境に丸みを帯びた凸術を摘み出し、その直下にカキ目を施

す。復元口径10.1cmを測る。

脚部 (360)脚部片である。脚据は骰状に広がり、端部で立脚する。外面に 2条の沈線及び

カキ目を施す。脚端径9.2cmを測る。

鉢 (361)は全形不明だが鉢として報告する。体部から口縁部にかけて緩やかな S字状を呈

し、端部をやや上方に摘み出す。

提瓶 (362)口縁部付近の破片を反転復元したため違和惑があるが提瓶であろう 。体部外面

にカキHを施す。復元口径10.6cmを測る。

短頻壺 (363) 口緑部は短く直状に立ち上がり、口唇部を強く横ナデし僅かに内湾させる。

灰かぶりが著しいが、体部外而に平行紋タタキ後カキHを施す。復元口径18.5cm、頸部径

18.8cmを測る。

甕 (364~368)364は口縁部のみの小片である。丸みをもって外反し、 口唇部に凸帯をつく

る。復元口径12.8cmを測る。365は口縁部片である。頸部で 「く」字状に屈曲し、口唇部に凸

帯をつくる。366は頸部で「く」字状に屈間し口唇部を肥厘させる。体部外面にカキ日を施し、

口径21.7cm、頸部径17.1cmを測る。 367は頸部で 「く」字状に屈曲し口唇部を肥原させる。灰

かぶりが杵しいが体部外面にカキ目を施し、復元口径22.7cm、頸部径18.4cmを測る。368はロ

縁部の一部を欠くがほぼ完形である。丸みの強い体部を持ち、口緑部は緩やかに外反し端部を

やや下方に引き出して丸くつくる。焼成はやや不良で、口径13.0cm、器高19.6cm、体部最大

径21.0cmを測る。

3) C区SK1 (第31図 ・図版 7)

c区SH1の埋没後、仁側壁の焼成部と燃焼部境付近に掘り込まれた土坑である。平面隅丸

長方形を呈し、長軸1.23m、短軸0.96m、深さ0.12mを測る u 主軸ガ位を N-27°-Wに取り、埋

上に焦色灰層を含むが詳細不明で出土追物はない。

4) C区SK2 (第31図）

c区SH2の前庭部によって東側を切られる土坑である。平面不整円形を呈し1.08m、0.85+

a m、深さ0.12mを測る。主軸方位をN-52°-Eに取り、埋土に黒色灰｝蜀を含むが詳細不明で

出土遺物はない。
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第31図 c区SKl・2出土迫物実測図 (1/40)

5) c区グリット （第32-41図 ・図版4・6・ 13・14)

I. 位置と概要

c区の中央部は一面灰原であったため、 2mメッシュでグリットを設定し掘り fげを行った。

c区窯跡群の灰原だけではなく、調査区外の東側に存在する窯跡（以下SH0) 

る。灰層の掘り下げ後、床而からピットや土坑状の窪み、溝状遺構 (SD1) 

の灰原が混じ

を検出した。s
 D 1は土層断面の観察から灰原埋上の検出面から掘り込まれており、自然埋没の状況が明瞭に

観察できる。SHOの前庭部付近から丘陵下の南西方向へ延びることから排水溝の可能性もあ

るが、通常の排水溝とするには規校が大きく、また二股に分かれ、 一方が行き止まりになって

いるなど梢造上の疑間がある。また二股部の埋没は同時進行で、 W形の流入土堆柏が見られる。

II. 出土遺物 (369-529) 器種の記載がないものはすべて須恵器である。SDI以外の出

上遺物はC~Jの横2列単位で一括りに記載しており、詳細は表を参照されたい。

(1) SD 1出上 (437・444・445・ 472・474・487・493・508)

杯蓋 (437)やや扁平な体部を持ち、 口唇部l村面に凹みをもった段を有する。天井部と口緑

部の境は丸みを帯びる。U径13.7cm、器高3.8cmを測る。外面1/2強回転ヘラケズリ、

回転方向は右回りである。

ロクロ

杯身 (444・445・472・474・508)受部径は14.0~12.8cmを測る。口縁部はすべて端部を丸

く収める。立ち上がり高は1.3cmのものもあるが、 0.8~0.9cm程の短いものが大勢である。受

部内面の屈曲部は明瞭な稜を持つもの (444・445・474・508)が大半だが、丸みを帯びるもの
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第34図 c区グリット遺構浙面図 (1/60)

(472) もある。472は内面に浅いヘラ記号を施す。確認できるロクロ回転力向はすべて伝回り

である。

短頸壺 (487)1/2程の破片である。体部はやや扁平で、体部上半に最大径を持つ。口縁部は

短く直状にTl.ち卜がり、口唇部を尖り気昧に収める。体部外面上半にはカキ目、下半は回転へ

ラケズリを施す。復元口径7.4cm、体部最大径12.3cm、器高6.5cmを測る。ロクロ阿転方向は

右である。

ミニチュア土器 (489)壺形を星し、底部は静止ヘラケズリを施す。

甕 (493)大きく開く口縁部である。外面はカキ目の後沈線によって区画された3段の文様帯

に刺突紋を施す。

(2) C・Dグリット出上遺物

杯蓋 (369-375)374は小形品で、ミニチュアとすべきかもしれない。天井部外面は静止へ

ラケズリを施し、内面にはヘラ記号の一部が残る。復元口径8.8cm、器高2.8cmを測る。

他は口径14.4-11.0cmと幅がある。l」唇部内面の形状は、斜めの小さな段や凹みを持つもの
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(369~373) と、丸く収めるもの (375)がある。大井部と口緑部の境は、甘い沈線や段を持つ

もの (369・371・372) と、丸みを持ち不明瞭なもの (370・373・375)がある。ロクロ回転方

向は左右いずれもある。

杯身 (376~383)受部径は14.8~13.2cmを測る。口縁部はすべて端部を丸く収め、立ち上が

り扁はl.7~0.9cmを測る。受部内面の屈曲部は強い稜を持つもの (376・377・379・380・383)

や、丸みを帯びながらも稜線を持つもの (378・381・382)がある。383は内面に細く浅いヘラ

記号を施す。すべて体部外面にlr:il転ヘラケズリを施す。ロクロ回転方向は左右いずれもあり、

偏向はみられない。

脚部 (384・385)384は高杯の脚部か。裾部は緩やかに1ムがり、短部を矩形に収める。杯部

との接合面に蜘蛛の巣状の刻みが残る。脚端径10.3cmを測る。

提瓶 (386)口縁部は肥厚しながら外反し、「l唇部に断面三角形の凸帯をつくる。肩部に現

状の耳をもつ。復元口径10.5cm、頸部径7.1cmを測る。

甕 (387・388)387の17縁部は短く強く外反し、口唇部は丸みを持った矩形を呈する。復元

口径19.3cm、頸部径16.4cmを測る。388の口縁部は短く強く外反し、口唇部はやや肥厚する。

復元「l径20.0cm、頸部径19.5cmを測る。

(3) E・Fグリット出土逍物

杯蓋 (389~395・403~412・435・436・438~441)口径は14.4~11.6cmを測る。口唇部内面

の形状は、斜めの小さな段や凹みを持つものがほとんどだが、丸く収めるもの (393) もある。

天井部と口縁部の境は、甘い沈線や段を持つもの (389~394・405~412・440) と、丸みを持

ち不明瞭なもの (395・403・404・435・436・438・439・441)がある。調整はすべて同転ヘラ

ケズリを施す。ヘラ記号はすべて内面に施され、細く浅いため不鮮明なものもあるが、 393は

スリ消している。ロクロ同転方向は左右いずれもあり、偏向はみられない。

坪身 (396~402・413~421・442~443)口縁部のtち卜がりは様々だが、口唇部はすべて丸

く収める。受部内面の屈曲は稜をもつものがほとんどであるが、丸みの強いもの (420) もあ

る。415・420は奸蓋の口縁部が付着するが、いずれの口唇部も内面に斜めの凹みをもつ。調撒

は397のみ静止ヘラケズリ、他は回転ヘラケズリを施す。ロクロ回転方向は左右いずれもあり、

偏向はみられない。

壺 (422・423)422は短頸壺である。張りのある体部から短く直状に立ち上がり、口唇部を

丸く収める。頸部外面直下に蓋部を重ね焼きした痕跡が残る。体部内面は当具痕を半スリ消し、

外而はカキ目が残る。復元口径16.8cm、頸部径18.0cmを測る。423は壺の口縁部であろう 。器

咽は薄く直状に立ち上がり端部を丸く収める。外面は細かなカキHを施す。復元口径10.4cm、

頸部径8.4cmを測る。

甕 (426・433・446~456)426は外面カキ目を施し、復元口径12.4cm、頸部径9.8cmを測る。
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433は頸部から直状に立ち上がった後稜をつけてさらに外傾し、端部を（童かに肥厚させて矩形

に収める。復元口径17.8cm、頸部径15.2cmを測る。446は頸部で 「く」字状に屈曲し、 LJ唇部

に凸帯をつくる。口縁部外面に液状紋及び沈線を施し、ヘラ記号が刻まれる。復元口径23.6cm、

頸部径18.0cmを測る。447は口縁部外面にカキ目の後、東lj突紋及び波状紋を施す。復元口径

27.0cm、頸部径19.8cmを測る。

448は「！縁部完存である。体部はあまり張らず、口縁部は丸みを持って外反する。イ本部外面

は平行紋タタキ後カキ目を施す。口径18.6cm、類部径14.5cmを測る。449の体部は丸みを帯び、

口縁部は「く」字状に外反し端部に凸帯をつくる。口径15.6cm、頸部径12.2cmを測る。450の

口唇部はやや下方に引き出し、平坦に収める。口径22.6cm、頸部径17.8cmを測る。451は大形

品の口縁部片である。外面上半は波状紋、沈線、 7く半は平行紋ククキ後カキ目を施す。452は

口縁部外面に雑な波状紋を施す。口縁部内而及び体部外而灰かぶり、 u径30.0cm、頸部径

22.0cmを測る。

453は大形品のLI縁部片である。波状紋及び沈線を施す。 454は「く」字形に外反する口縁部

をもち、 LJ唇部を下方に引き出す。 n縁部外面は縦方向のカキ目を施す。口径21.2cm、頸部径

18.0cmを測る。455は張りのある休部から外反する口縁部をもち、 LJ唇部に凸帯をつくる。休

部外面は平行紋タタキ後カキ日を施す。LJ縁部内面灰かぶり。口径23.6cm、頸部径18.1cmを

測る。

不明品 (424・425・427)424は体部を欠くが提瓶か。復元口径8.5cmを測る。425は壺か。復

元LJ径5.4cmを測る。427は器形不明で犬地逆かもしれない。調幣は全面横ナデ、復元脚端径

5.0cmを測る。

高杯 (428~ 4-32) 428は脚部を欠く 。外面LJ縁部と体部の境に段をもち、基部直状に刺突紋

を施す。復元LJ径11.6cmを測る。429は脚部のみである。外面には細かな平行紋タタキを施し、

脚径11.3cm、脚端径12.6cmを測る。430は脚部7ヽ・半のみ残存する。脚端部は小さく外反し凸弗

をつくる。外面に2条の沈線及び長方形の透かし孔をもつ。復元脚径11.4cm、脚端径12.0cmを

測る。431は脚部を欠く 。外而口縁部と体部の境に丸みをも った段をもち、汲ljみ目を巡らす。

休部外面にはカキ目を施す。LJ径10.9cmを測る。432は口縁部の I:半を失う。外面の口縁部と

体部の境に小さな段をもち、その直下よりカキ目を施す。脚部は謁く、裾部は大きく開き端部

で立脚する。内面上半には絞り痕が残り、外面には2条の沈線を2段に施す。

士師器甕 (434)n縁部はあまり張らない体部から丸みをもって外反し、口唇部を僅かに肥

麻させ丸く収める。体部内面はヘラケズリ、外面はハケ日を施す。復元口径17.4cm、頸部径

14.4cmを測る。焼成は良好で、色調はにぶい赤褐色～赤褐色を呈する。

(4) G・Hグリット出土逍物

杯蓋 (457~469)口径は14.8~10.0cmを測る。口唇部内面の形状は、斜めの小さな段や凹み
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を持つものがほとんどである。小形の467のみは口唇部を丸く収めるが、短頸壺の蓋のようで

ある。大井部とU緑部の境は、廿い沈線や段を持つもの (457・458・462・468) と、丸みを持

ち不明瞭なもの (459-461・463-467・469)がある。459の内面にはヘラ記号が刻まれる。す

べて天井部外面に同転ヘラケズリを施す。ロクロ方向は左右どちらもあり偏向はみられない。

杯身 (470・471・473・475-484)受部径は15.6-12.2cmを測る。口緑陥の立ち上がりは

様々だが、 u唇部はすべて丸く収める。受部内面の屈曲は稜をもつものがほとんどであるが、

稜線のない丸みをもつもの (479) もある。讃幣はすべて回転ヘラケズリを施す。ロクロ方向

は左右どちらもあり、偏向はみられない。

杯 (485・486)485は平底気味の底部で、 U縁部は直状に立ち上がり口唇部を丸く収める。

屈部内面にヘラ記号を刻む。復）tu径11.5cm、器高5.7cmを測る。486は丸底で口縁部は内湾

しながら立ち上がり、口唇部を丸く収める。復元口径10.8cm、器高5.0cmを測る。

短類壺 (487)体部は片球）f多を星し、最大径を体部上半にもつ。口縁部は短く直状に立ち」こ

がり 、端部を尖り気味に収める。復元口径7.4cm、体部最大径12.3cm、器贔6.5cmを測る。

高杯 (488)体部と口縁部の埃に断面三角形の凸帯を 2条につくる。復元口径11.0cmを測る。

ミニチュア上器 (490)底部は丸底で、 1本部は丸みをもって立ち上がる。口緑部は頸部を強

く横ナデして外反させ、口唇部を丸く収める。復元口径5.0cm、頸部径4.3cm、器高3.7cmを測

る。

甕 (491・492)491は口唇邪を肥厚させて凸帯をつくる。復元「l径23.9cm、頸部径16.6cm、

492は張りのある体部から丸みをも って外反する17縁部をもち、 n唇部外面に凸楷をつくる。

口径15.2cm、頸部径11.6cmを測る。

提瓶 (494)I I縁部は完イrである。調撒は体部内面には同心円紋当具痕が残り、口縁部外面

から体部外面にかけて細かなカキ目を施す。口径9.6cm、頸部径6.0cmを測る。

t師器直n壺 (495)底部は丸底で体部は球形に近い。口縁部は外傾して直状に立ち上がり、

ロ唇部を丸く収める。調整は内外面にハケHが残るがナデill:.げである。口径11.9cm、頸部径

11.3cm、体部最大径12.9cm、器高10.6cmを測る。

(5) I・Jグリ ット出十迫物

杯蓋 (496-504)口径は14.8-ll.6cmと幅がある。口唇部内面の形状は、すべて斜めの小さ

な段や1!!1みを持つ。天井部と口縁部の坑は、廿い沈線や段を持つもの (496・498) と、丸みを

持ちイゞ明瞭なもの (497・499-504)がある。

杯身 (505-507・509-511・513-516・518・519)受部径は14.6-13.0cmを測る。U縁部の

吃ち上がりは様々だが、口唇部はすべて丸く収める。受部内面の屈曲は稜をもつものが大勢で

ある。調撒はすべて回転ヘラケズリを施す。

盗iq;セット (512・517)いずれも17縁部片が溶着しており完全なセットである C 512の杯身
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は浅めの体部からやや厚みのある受部を引き出す。口縁部は内湾しながら立ち上がり、端部を

丸く収める。立ち上がり絲は1.3cm、復元LI径12.4cm、受部径14.9cm、器高4.0cmを測る。杯

益は口唇部内面に斜めの凹みを持ち、復元U径13.6cmを測る。517の杯身は浅めの体部からや

や小さな受部を引き出す。受部内面の屈曲は丸みを帯び、口縁部は外傾しながらも直状に蒻＜

立ち上がり、端部を丸く収める。寸ち卜がり高は1.3cm、復元口径13.2cm、受部径15.4cm、器

高4.8cmを測る。

杯 (520・521)520は底部にやや平坦面をつくる。体部は内湾しながら立ち上がり、口唇部

を丸く収める。外面の1/2は回転ヘラケズリ、ロクロ回転方向は右回りである。口径9.6cm、

器高5.0cmを測る。 521は丸底である。口縁部はやや開き気味に立ち Kがり、口唇部を丸く収め

る。外面の2/3は回転ヘラケズリ、ロクロ回転方向は左lr:ilりである。復元LJ径11.0cm、器裔

5.2cmを測る。

甕 (522~524)522はn縁部完存である。「く 」字状に屈曲し目唇部に丸みをも った凸術をつ

くる。口縁部外LHiから体部外面にはカキ目を施す。口緑部外面に釣針形のヘラ記号が刻まれる。

LI径13.6cm、頸部径10.5cmを測る，523は立ち気味に外反するII縁部片である。LI唇部外面ト

端を小さく摘み出す。524は口縁部1/3ほどの破片である。II縁部外而に液状紋を意識したと見

られる粗雑なヘラ台きを施す。復元口径21.3cm、16.8cmを測る。

提瓶 (525)休部の半而を欠く 。LI縁部外面に弧状のヘラ記号が刻まれる。

麻杯 (526~529)526は坪部のみで復元17径11.8cmを測る"527~529は脚部片である。

6) C区SX 1 (第41・42図 ・図版7・14)

I. 構造

c区SH2の埋没途中に営まれた小形の須恵器焼成坑である。当初、別遺構が切り合うとは

想定しておらず、窯崩落十．の掘り下げ途中でこの追構に気付いたため、平面形の多くを失う 。

束半の床面は強く焼きしま っており、かなりの商温を受けたと考えられるが、須恵器を焼き上

げるほどの温度には達しなかったようで、遺乗されていた杯盤、甕は土師質である。平面隅丸

長方形と推定され長軸1.5+a m、短軸約1.lm、深さ0.18mを膳る。

II. 出土遺物 (530・531)出土逍物はすべて焼成イサ良の須恵器である Q

甕 (530)体部は丸みを帯び、口緑部は緩やかに外反して端部を小さく引き出す。外面は平

行紋タタキを施す。色隅は橙色を呈し、復元口径13.6cm、頸部径11.8cm、器麻18.9cmを測る。

杯盤 (531)口縁部と天井部の境に沈線が巡り、口唇部は丸く収める。天井部は静止ヘラケ

ズリを施す。色調は橙色を呈し、復元l―l径11.1cm、器高4.2+a cmを測る。
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第 3章 ま と め

1. 窯跡の時期について

本来調査の記録で行っておくべき作業だが、比較的型式差が認めやすく、また圧倒的な出土

品を持つ盃杯の特徴を大きく分類し、窯跡ごとの頻度を整理しておきたい。

杯蓋： I.LJ唇部内面に小さな段や凹みをつくるもの、 TI.LJ唇部を丸く収めるもの、 a.外面

天井部と口縁部の境に廿い段や沈線があるもの、 b. 外面天片部と口縁部の埃に段や沈線がな

く丸みを帯びるもの。

H身： I. 口唇部内面に小さな段や囲みをつくるもの、 II.口唇部を丸く収めるもの、 a.受部

内而に稜線を持つもの、 b受部内面に稜線がなく丸みを帯びるもの。

1) A区窯跡群

A区SI-11 杯蓋は口径13~14.5cm間に収まるものが人勢である。 1a類が14点、 IIb類

も14点で大半を占め、 IIb類は3点である。坪身は受部径13.5~14.5cm間が多く、 32点すべて

Il a類である。材器 Ia類と Ib類が同比率で出七しているのが特徴である。A区SH2 杯

釜は口径13~14cm間に収まるものが人勢である。 Ia類が3点、 Ib類が4点、 Ilb類が2点で

ある。坪身は受部径13.5~14.5cm間が多いo Il a類がlll、1と大半で、 IIb類は1点である。A

区SH3 資料母数が少ないが、杯蓋はn径12~14cm、4点すべて Ib類である。杯身は受部

径14~15cmで、 3点すべて IIa類である。

2) B区窯跡

B区SH1 杯蓋はLJ径14~15.2cm、 Ia類が4点、 Ib類が7点である。杯身は受部径14~

15.6cmで、 10点すべて IIa類だが稜線の強弱に染がある。

3) C区窯跡群

c区SH1 C区SHlカサ上げ前の3~5次床面の月；蓋はLJ径11~12cm間が大勢である。

I a類は1点存在し、 Ib類が10点、 ITb類は5点である。杯身は受部径11.3~12.3cmで、 5

点すべて Ila類であるが稜線は弱い沈線状である。カサ上げ後の1・2次床而の材遠屈はn径11.5

~12.5cm間に収まるものが大勢である。 Ia類は見られなくなり、 Ib類が4点、 ITb類は13

点で大半を占める。坪身は受部径12~13cm間が大勢である。IIa類は10点で内面の稜線は弱

い沈線となっている。 IIb類も5点ある。

カサ上げ前i'H土の蓋杯は、器形的には切り合い関係通りカサ上げ後出土盈沐よりも古式の特

徴を持つものが七体だが、法獄は全体的にやや小形である。

c区SH2 杯蓋は口径ll.7~14cmと幅がある。 Ia類は1点、 Ib類が7点、 IIb類は2点であ

る。杯身は受部径11.6~14cmで杯蓋同様幅がある。7点すべてIIa類だが稜線の強的に差がある。

4)小結

今回隅行の窯跡群中最も古相を呈するのはA区SHlで小田編年IIlB期、 A区SH3・B区S
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Hlは賢料母数が少ないため断定できないが、 A区SH1より若干新相のIIIB期と考えておき

たい。問題となるのはCliSH 1である。出上須恵器は今回報告する窯跡群中最も新相を示し

ている。杯益の法凪を見てみると口径11cm代が七体の小形品で、 一見IV期の所産と捉えそう

であるが、杯釜の口唇部内而には凹みをもつものが残り、月潟身口縁部の立ち上がりも比較的し

っかり している。また調整では蓋杯とも外面の1/2以上の同転ヘラ削りが施されているものが

主体であることから、 IIIB期新相として考えておきたい。C区SH2は当然ながら C区S H1 

より占相を示すIDB期である。

宗像窯跡群では蓋杯の法駄変化にとらわれ過ぎると、調整や型式の特徴を見落としかねない

ので注意を要する。C区SHlに続く IV期の窯跡を宗像窯跡群に求めると、須恵須賀浦追跡s

H 6や二郎丸堂ノ上c迫跡SH4 (註 1) などが相当しよう。近年、宗像窯跡群ではIDB~IV

期の須恵器賓料が充実してきており、今後は地方色を踏まえた編年案構築が必要とされよう。

2. 窯構造について

窯休部長が完令に判明するのはA区SH1のみで10.46mを測る。A区SH2・3も残存長

で10mを超えており、残存状況から推定復元すると窯体部長はA区SHlが最短でA区SH3 

が最長と考えてよいだろう。

焼成部の最大傾斜角はA区SHlが31°、A区SH2はあまり変わらず30° 、A区SH3は昔

千緩やかで26°30' を測る。窯体の平面プランはA区SHlが最も胴張りが強く、 A区SH3は

細長い。前庭部の形状はA区SHlとA区SH2が側面にテラスを持つ土坑状を旱しており、

AlヌSH3は開放するタイプで畏なる。つまり形態的に SH1とSH3には顕背な差がみられ、

SH2はその中問的と言える。

以 Lの変化を時期差と捉えるならば、築造順位はA区SHl→ A区SH2→ A区SH3、あ

るいはその逆が考えられる。吊土追物や窯構造から前者の可能性が高いと考えているが結論は

今後の課題としたい。いずれにせよ時期差は僅かで継続的に操業されたものと推定される。

c区窯跡群は前庭部の切り合い関係から C区SH2→ C区SHlの築造順位を確認してい

る。出土遺物は隣接する A区に比べ新相の傾向が強く、 A区窯跡群より後出すると考えて良い

だろう 。窯体の平面プランは焼成部上方を失うものの、燃焼部付近で強く括れ狭長であること

が特徴と言えよう。また焼成部の傾斜角は残什部位での比較しかできないが、 A区に比して若

干緩やかになるようである。出十．追物に時期差は看取できるが小差であり、前庭部の位腐を継

承していることから見ても SI-I2から SH1へと継続的に築窯されていることは明らかであ

る。なお、宗像窯跡群ではかなりの割合で窯背部付設溝が見られるが、今回報告した6基の窯

跡はすべて窯背部について詳細不明のため、その有無を明示することができない。
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3. 有蓋二足壺について

c区SH1 カサ,~げ前の 3・4次床面およびカサヒげ埋土下層から有蓋三足壺の）脚部が 4点

(335~338)出土している。北部九州における三足壺生産地としては大野城市牛頸小田浦38-I 

号窯跡、井手ヶ浦窯跡群に次いで 3例目であろう （註 2)。また本報告書をまとめるにあたっ

て昭和58・59年に調査された平等寺向原迫跡II-11号墳 (N期）の瑣丘出土迫物中に脚基部付

近の破片があることを確認している（註3)。

さて、有蓋三足壺は有蓋の壺に長い三脚をつけた特殊な須恵器で、小田氏編年W期を中心と

した時期に北部九州を中心として東海地方西部にも分布がみられ、大陸や朝鮮半島の影懇によ

って成立したものと推定されている。詳細は嶋田光ーによる論考（註 4) を参照されたい。今

回出上の三足壺は脚長が短く井手ヶ浦4・5号窓灰匝出土品に類似しており、嶋田の分類によ

ると新相の旧型式に相当している。m型式はW期 (6世紀末~7世紀初頭）を中心とすると考

えられているが、 C区SHlは前述のとおり IDB期新相を考えており二足壺の旧型式としては

いくらか古い方の例となろう。

また、嶋田は出現背景のひとつとして鉄牛産との関連にも言及している。有蓋三足壺は鉄製

錬梨団のうち、鍛冶加工集団ではなく砂鉄製錬槃団との密接な関係があることを推定し、 6tlt

紀中頃以降においても鍛冶加工のみを世襲的に実施した宗像や津展崎地域などに三足壺の出土

がみられないことを一例に挙げている。たしかに当時の調祉状況において砂鉄系製錬の存在は

確認されていなかったが、その後の調査によって津座崎町須多山立石2号墳の供献鉄滓や生家

釘ヶ裏遺跡出土鉄滓は 6世紀代の砂鉄系製錬鍛冶滓であることが確認されており（註 5)、さ

らには今同の調査で宗像窯跡群が北部九州における三足壺生産地のひとつであることが確認さ

れたことになる。自説を持たないが、このことは二足壺と砂鉄製錬集団との関係を否定するも

のでないだろう 。 やはり三足壺が大陸、朝鮮半島との関りが深いものであるならば、糸島• 福

岡平野と同様に大陸との重要な窓口である宗像地域での出土に疑問はないと言え、供給圏など

新たな課題が湧出することとなった。
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(1) 宗像市教行委い会2001「三郎丸堂ノ_l:C」宗像市文化財潤在報告第5-0梨
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(3) 宗像rli教育委は会1992「平等寺1/,J原］ 」宗像,ii文化財潤査報告第37史

(4) 嶋田光ー1993「須恵器布蓋三足壺考」「占文化談叢j第30巣 （中）

(5) a大澤正巳1996「須多田ニタ塚古墳出土プロ ック状鉄塊と須多田 1'):石古瑣群出 t鉄淫の金属学的潤査」須多UI,片培群J

津届崎町文化財潤介報告占第12~

b大澤正巳1998 「生家釘ヶ裏遺跡出 1~の鉄滓の金屈学的，閃在」『牛．家釘ヶ炭迫跡」津用崎町父化財団査報告g第14集
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表 1 窯跡計測表 単位： m 

逍構番号 主軸 総全長 前庭部長／幅／深さ 排水溝長 焚17・ 燃焼部長
焚U ・燃焼部 焼成部t軸 焼成部

焼成部1碩斜角
舟底状

床面 後方遺構 排煙l」 窯背部
／幅 般小船 水平長 穀大幅 ビット 付設溝

A区SHl N-2が 30鼻 -E 17.52 2.97 /4.5/1.65 4.6/0.3 3.74 1.08 6.72 1.95 19°30 -31° :) 7枚 ＇ ？ ？ 
築造床面

A区SH2
N-21'-E 13.04+ a 2.88/4.45/1.45 X 4 1.05 6.17+ a 1.7 

24• 30'-

゜
5枚 ， ？ ？ 築造床面 30° 

A区SH3
N-15'-E 16.55+ a 6.15/1.92/0.8 X 2.18 0.85 8.0+a 1.65 7°-26°30' X 2枚 ＇ ？ ？ 

築造床面

A区SH3
X 0.95+ a ？ 2.35+ a 1.75 13°+ a ？ 1枚 ？ ＇ ？ カサ上げ床面

B区SHl
N孜6°-E 10.4+1! 

2.45+ a /3.1+ c, 
X 2.35+ u 0.85 3.9+ a 0.85+ 0 23• 30・-2s・ X 2枚 ？ ？ ？ 築造床面 /0.95 

B区SHl
X ？ 1枚+a ？ ？ ？ カサ上げ床面

C区SHl
N-60゚ -E 12.9+ a 

3.22/2.63+ a 
X 4.08 0.9 5.6+≪ 2.25 14°30'-22' X 3枚 ？ ？ ？ 築造床面 (2.75) /0.75 

—71 | 

C区SHl
N-60. -E 9.41+ a 4. 77 /2,55/0.4 X 1.78 0.8 4.87+ a 2.45 

9°30 , -17° 
X 2枚 ＇ 

， 
？ カサ上げ床面i 30. 

C区SH2
N-42° -E 13.08+ a 3.3/2.7 /1.4 2.5/1.15 2.23 0.88 5.72+ a 2 9°30 -34° X 4枚 ？ ？ ？ 築造床面

表 2 その他の遺構計測表 単位： m 

逍構番号 平面形 浙面形 長軸方位 長軸 短軸 深さ 備考

c区SKl 隅丸長方形 逆梯形 N-27° -W 1.23 0.96 0.12 c区SHlを切る

c区SK2 不整円形 逆梯形 N-52°-E 1.08 0.85+ a 0.12 c区SH2に切られる

幅H-H'浙面部で H-H・ 新面部でLO-c区SDl V字形 長さ 12.5+ a 3.73、床面輻O.D7- 仮SHOの排水溝or作業路？
0.5 (平均約0.25) 1.08 

c区SXl 隅丸長方形？ 舟底形 N-71°30'-E 1.5+ a 1.1 0.18 c区SH2埋没後に掘り込まれた須恵器焼成上坑



表 3 遺物観察表1

．．
 立

9

9

 

i
、

1悶

．
 

ヽ晶法元

径
点

17
器

暉麟

SHl
疇
疇

Ili

屈
謀

戸益
cm 

器1fri潤整 a)焼成 b)胎 I: c) 色潤 備考
辿物狂
録番け

攣
〗
〗

唸

胄］）
(13.9) 
4.1 

(14.0) 
4.2 

1/4残、 nクロ Ii、

亨冑誓年；l ,M2/3回転 I ~五ば閃、ぶ謬‘靡闊靡［胃認認芹I00115 

内lW2/3不定方向ナデ、外憤i2/3回転
ヘラケズリ、他は横ナデ

内而1/2湘不定方向ナテ瓜、外rfril/2
強回転ヘフケス＇リ、他は横ナデ

l付面2/3不定方向ナデ、外面2/3回転
ヘラケズリ、他は横ナデ

内11ii2/3面jボ足方柏Jナデ、外1面3/4(1,1
転ヘラケズリ、他は横ナデ

a)良好 b) 」~ ・1mm以卜の黒色粒、 I lnl/4残、ロク

白色砂粒を含む c)内外面とも灰色 i口加暉ヘラ記 I00116 
けあり

a)良り( b) l:! ・1mm未祓j(/)(勺色砂
粒を多く含む c) 内,rriにぶい紺色、
外IUIにぶい褐-;),!褐色

a) やや軟糾 b) 艮・細かな砂粒を
含むc)11嘩 ii火褐色、外面にぶい出～
!U褐色

a) ,r, 良・軟J/,1b)ややtll・5-8mm
程の小森、 2mm以ドのIゆ粒を含む
c)内外1(1iとも淡黄色

口縁3/4残、ロク

ロli

口緑1/2りし、 ロク
ロIi.r1、I面ヘラ心
りあり

2/3残、ロクロ (j

00108 

00106 

00152 

006 I門ば畠11祁
,!,, l次床面 悩t1i

j~94 .0) 内tAi2/3イ＜定方1/11ナデ、外111i2/3燐lnl
転ヘラケズリ、他は横ナテ‘

a)良好 bl良・ 1mm以ドの砂粒を

含むc) 内外而ともII在，!;-,仮---r1黒色

1/2残、ロクロ仕
内 1/11 ヘラ記り•あ
り` 外rni_l:器,,.,寸
抒、焼'if~み、内外
面ともr1<-かぶり

00123 

007 , :~I 認i霜 I―ll斧
1次床lffi

器，~:i

Al,(SHl 
oos I 

耳、 I11:l: 

盈
焼成部
1次床面

沿麻

Hヽ-A区SHl
009 I柑 1iii庭部 f lfi 

埋」ー・
訟

010 I 
_t-f; IAllSHl I 11',', 

1兌
← 前庭部

埋七
描，r沿

011 I 灯;I~醤閏 II/j_ 
益 雌上

器店i

Hヽ A区SHI

012 I ,r.f I岱間淵II温

(13.8) 
(4.3) 

,a 

2
3
 

1

(

 
ヽ
i5
 .2
 

4

.

 

l

3

 

,
＇, 

(14.3; 
3.7+a 

内l~il/2心E方向ナデ、外L~il/2回転
ヘラケズリ．（也は横ナデ

(14.2) 
4.45 

内面2/3~り不定Ii向ナデ、外tfril/2強
lnl転ヘラケズリ、他は横ナデ

幻
功

旧
仕

外面1;2•~11111転ヘラケズリ、他は横ナ
デ

外面2/3渕静止ヘラケズリ、他は横ナ
デ

内ifri2f3,f,定方向ナデ、外1f1i2/3回転

ヘラケズリ、他は横ナデ

内面1/2'.強イ淀方向ナデ、外rl!i2/3同
転ヘラケス',,、他は横ナデ

a) 良~( bl f↓ ・1mm以ドの(1色粒
を多く、 1mm程の黒色粒を少ほ含む
c)内1f1淑色、外'"淑-,'r・灰色

a) イ浪．軟，関 b) 良~(-、 ·1mm以,,
(J)砂粒を含む c)内外面とも淡黄色

a)仰 b)良好・ 2mm以下の直
砂粒を含む c)内tfii,~· 灰色、外1(1ii'1 11;3残、ロクロ打

E;i::~~;,; 二：二三
00126 

00127 

00166 

H、鼻 A区SID

013 I ./1"焼I戊部
口径 14.0 

"'地上
訟 4.45

門戸014 Iこ前l靡 11I 
11径 (14.0;

JIP I・ 器科 (4.4) 

~; 
・A区SHl

017 I Hヽ 焼成部
U/'I' 

益 埋 i: I : 岱絲

AえSHl
018 I奸、Iu,I庭部 1111予

益 JI且 6~,\団

(14.0) 
4.5+ a 

(13.7) 
(3.7) 

内fftil/2少，）不定}j向ナデ、外1f1i2/3111l
転ヘラケスリ、他は横ナデ

内面3/4不ii:Jj向ナデ、外而l/2!1ij転
ヘラケスリ、他は横ナデ

内1fril/3イ速方向ナテ．、外lfiil/2強柘l
転ヘラケズリ、他は横ナデ

内面2/3ぷ定}jl,,Jナデ、外面2/3(iiJ,,1;
ヘラケズリ、他は横ナデ

外面1/2回転ヘラケスリ、他は横ナデ

1J、1面2/3ぷ足/il••lナデ、 2/31JsJ111J転
ヘラケズリ、他は横ナデ

al良H b)良・ 1mm以下の砂粒を
多く含む c)内面灰色．外面i:k.-,'i
灰色

a)良好 b)やや粗・ 1mm以卜の白
色砂粒をやや多く含む c)内而II仔廿
灰色、外面灰-,!i.'~ ゞ！色
a)良1if b)やや粗 ・lmmJ.')ドの砂
粒をやや多く含む cl内外l面とも灰

i』fI穴色

a)」し好 b)良好 ・1mm以 f(J)白色
砂粒を少t,t含む c) 内面IIJl~,-灰色、
外1@1,:m1仮-,•;-~\1色

11縁1/2残、 Uク

ロIi

11象点9まはむ'i:lft、内
面ヘラ，；じ I~-あり

1/胡}、ロクu/j、
内面ヘラ出り•あ
り

2/3ク曳、 ロクロ/i:、
焼きぶくれ-;,:;=し
し、

00109 

00151 

OOlll 

L/3残、ロクロIi

llff.1/3強残、
天Jj哨JI完{1、ロ
クロ/ii/1Jイ渾11

00150 

00168 

00101 

誓，：
内伯il/2剥不定/j!i,Jナデ、外1面1/21111
転ヘラケズリ、他は横ナデ

019 I i~ 隠町立

三

(13.6) 
4.0 

喝）

)

.1
,
 

5

3

 

，

．

 

3

8

3

0

 

0
3
-
U
4
 

内,~11/2強不,i£J応Jナデ、外tfril/2咀
静,t-ヘラケスリ、他は横ナデ

内面1/2イ＜定方向ナデ、外1f1i2/3妬
!iii軋ヘラケズリ、他は横ナデ

内iiii2/3.f定}jf句ナデ、外面2/3f1TI転
ヘラケズリ、他は柚ナデ

1)、J面1/2強イ,,i£方向ナテ＇、外 rlril/2回
転ヘラケズリ、他は横ナデ

a)良好 b)良好 ・1mm以卜の(I色 1/3残、ロクロIr:,
砂粒を含む c) I村而にぷい黄褐色、 復元11径疑1闊残 I00139 
外r6淑黄褐色 る

a)ややイ,t.! b) IHI・1mm以ドの 1/2位｝残ロクロ
微釧な(I色粒、黒色粒を少々含む c) Ii、内1(1iヘラ｛じけ・
内外1friともにぶい褐色 あり

a) 良好 b) 良H・ 微細な白色砂粒、 3/4残、ロクロ{j. 

2mm程の小蹂を合む c) 11、)外wlとも
暗1'f)火色

歪み?.'しい

a)良H b)やや111・3mm程の小磁
1/4残會ロクロ Jふ

1mm以ドの砂粒をやや多く含む
外rfriやや灰かぶ

c)内1f1ifl,1黄灰色、外面灰-r'l.'U色、
I) . 1¥1 JCI Iii品H判
残る

00128 

a)良好 b)良好 ・lmm以 1、0)白色

砂粒を含む c) 内外lfiiともll;'ff'i灰色

a)良好 b)良好 ・1mm以ドのI'I色
砂粒を少欣含む c)内1f1i,'tl火色、外

1釘17灰ーげ、県色

a)良好 b) .LHf・1mm以 Fのfl色
妙r1,を含む cl 11、1面賠灯灰色、外1f1i
灰-,U¥色
a) 良好 b) 良好・微細な(」色砂*"
を含む c) 11、Jll'iil仮色、外而lltf,1r)火～
灰色

1/3残、焼歪み、

lf!, 裂あり

11籍1/2残、ロク
ロ打｀焼れみあ
り

00113 

00167 

00124 

00103 

1/3残、ロクロ hI 0012s 

1/3残、ロクロ15I 00119 
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表 3 遺物観察表 2

報告 器 法拭
追物登

追物 Ill r. 地点 （復元f11'0、ljt位： 沿t面渕1税 a)焼成 b)胎 I:c)色閑 伽考 録番衿
番り・ 種 cm 

坪
A区SHI

口往 (13.3) 内l面1/2イ濱＇必 Iii••!ナデ、外面1/2~ 11転 a)良好 b)艮好・微細な打色砂粒を含 1/4残、ロクロ}J
024 前1廷部 00118 

益 埋 I・.
”1tti’l「n,.J 3.6 ヘラケズリ、他は横ナデ む cl 11、J 1(1j~;,.色、外1f1il火一青黒色 向不ll)J

JfヽA「双SIil I Ill¥ (13.1) 内面1/3..f'.俎Ji向ナデ、外1fril/2[n1転 a)良好 b)Wf・1mm以ドの白色砂粒
025 

益
前庭部 器，:~j (3.9) 強ヘラケスパ）、他は横ナデ を少凩含む cl内I紆廿灰色、外1fiitsばしし 1/2残、ロクロIi 00120 
坪 I・. ～→＇皇;-I火色

A区SHl 内l耐2/3杓 t}Ji/,Jナデ、外lfiil/2強 a)良l,t{ b)tll・lmm以 Fの白色砂粒．
11紺1/3残、ロク

外 f lt'f. (13.l) ロ左｀内面ヘラ
026 

益
焚I]Jip 

器麻 4.0 lnl転ヘラケズリ．他は横ナデ 県色粒を含む cl内面II釦印灰色、外面
,1じ-¥}あり、外rlli灰 00153 

l・. 1人ーi',黒色
かぶり

杯
AJ,<:sm I lit 12.8 11、j面 I/2~)'.l不定方向ナデ、外而1/2 a)良kf b)良好・2mm祝の(I色小陳、

11紺 l/2強残、
027 

益
前1庭部 ＇"氾"',"-~'· 4.1 lnl転ヘラケズリ．他は横ナテ・ 1mm以下の白色砂粒を含む c) 11孤Ii'i ロクロ1i

00102 
刑 L 灰色、外面r'f-11¥-Jlf;/f/.ft..色

AliSHJ a)良好 b)良・2mm以ドの砂粒を名＜
1/2残、ロク nti,

028 
杯 涌9廷部 I Hf. (12.4) 内lttil/2不定方I叶）テ＼外1/1i2/31nl転

含む c)内而／仮オリープ色、外面灰～オ
11緑部歪む、Ji、1外

00165 
必 即 I. 器沿j 4.8 ヘラケズリ、他は横ナデ

リープRN色 tfliともやや1火か
ぶり

坪
A区SHlr 1/'f: (12.4) 1J-~1rii2/3必jィ\定方向ナデ、外rfril/2 a)艮好 b)良好・微細な('色砂粕を含 1内/31{残11へ、ロクロ左、

029 
滋

tliil廷部 器，：沿 4.1 剃II庫；ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内外thiとも'1'1穴色 ラ記けあ 00100 
埋上 り

林
A区SHlI 1/f 12.6 1t,11~12/31i).f定方向ナデ、外1f1i2/3 a)良H cb) )良'H・lmm以ドの白色砂粒 11縁2/3§ふロク

030 
盗

前fl辻部
沿高 4.4 如1111転ヘラケズリ、他は横ナデ を含む j)、Hfritt釦・n穴色、外1fli(I紆行I火 n {i 00133 

即 I: -i'i'.'R色

杯
Al{SHl I I it (9.6) 内面1/3イ,:必Jn:,1ナデ、外ffti2/3叫静 a)艮好 b)良好・1mm以下(I)白色砂粒

031 傭I廷部 U紺1/4残 00161 
益 ）刑 I・.

器，Iii 3.3 ti-. ヘラケズリ、 他は横ナデ を含む c)内外1i11ともll粁廿卜人色

材ヽ
A区SHII 1/f.. (13.2) i本部内面1;21t),f定方向ナデ、 （本部 a)良好 b)良・5mm程の小ぼ1mm以 1/2残、ロクロli、

032 焚nJ用 受部径 (15.5) 外1fii2/3凶lnPI広ヘラケスリ、他は横 fO)砂柁を含む cl内外lffjともmリく～ 底滞焼歪み、内外 00117 
身 l: 器れI 2.8 ナデ ,'隈托色 面とも灰かぶり

Jト
Al双SHlntt (13.2) 体部1勺面1/2強イ＜定liri,Jナデ、｛本部 a)やや不良 bU込如'・lmm前後の砂粒を 1/2~ 凶残、ロクロ

0氾 焼成部 受部径 ((145.6.2)) 外lflfl/2'.迎1111転ヘラケズリ、他は横 わず褐かに含む c) 11、llltiにぶしヽ 褐色、外 u、11、)1J1iヘラ記I} 00112 
身 ］次床1f1i', ).",,1,',1 』 ナデ 1iii 灰～にぶい褐色 あり

Alメ：SHl U径 (11.8) ｛本部 1 1-i ,111112曲小定方l••Jナデ、体部 a)良H b)良iif・lmm以ドの砂粒を含
1/3残、ロクロJj

034 J-f-焼成部1受部径 (14..2) 向不fl/-]、灰かぶ 00129 
身 -7次,,,i~

滋f:i 4.75 
外面渕整不明、 他は横ナデ む c) 11、Ji葡賠存灰色、外1fri緑黒色

り惰しし、
而

H、Alメ.SHll」lf. (（ 12.2) 休部外1f1i2/311J]転ヘラケズリ、 他は a)やや不良 b)良好・1mm以下のfI色 111/,i 4残、ロクロ ii、
035 

身
焚I11次 受部径 14.5) 

横ナデ 沙粒を含む c)内外[(Jiとも9火～廿1仮色 外1面ややl火か 00121 

/~11ii ,(..), 1',. ~- 3.9+ (I ぶり

J-f 
Al><:sm I Jff.. (12.0) 1本部外面2/3回転ヘフケズリ 、他は a)Wf b)やや粗・lmm1iii後の黒色粒、 1復/4残、ロクロIr.、

O:l6 焚112次 受部径 (14.6) 3mm以 Fの(1色粒を含む c) f勾I面1穴色、 Jf;l 1径疑問残 00114 
身 l*rlii 蕊f:i (4.9) 

横ナデ
外1ITi灰-U(l~仄色 る

J-~; A[なSHl I lj'f, (12.0) 休部内1flil転/3ヘイぐラ俎ケ/i({ス,; ナテ',f,f,;部外 a)良好 b)良lff・lmm以下の白色砂粒 2/3残、ロクロ(,.
037 焼成部 受部作 (14.2) 1(111/2強1111 リ、他9よ横1 00122 

身 1次床1f1i 協，% 4.8 T 
を含む c)内外面ともにぶい赤褐色 焼歪みあり

Al><:s111 I 1/.f_ (12.3) 休部11,J1~i3/4イ＜定 Ji何ナデ、休部外 a)良H b)良好・1mm以ドの白色砂粒、
11緑1/2残、ロク

038 
Jf 焼,,む部 受部径 (14.1) 面2/3就ji11J転ヘラケス:1)、他は横ナ 焦色粒を含む c)内面,';-灰色、外面灰 ロれ、I勺rniにヘラ

00157 
身 1次床,tri "r.,",~,,i • 3.8 -,-・ -t'f.'J¥色 ,1じりあり 、外面灰

かぶり

.l:f 
Ali<:s111 I I l f. (11.4) f本部内rltil/2イ＜定方向ナデ、外1(1il/2 a多)」Hf bl良・2mm以ドの砂杓をやや 2/3残、ロクロ Ii、

039 
身

焼成部 受部径 (13.7) 強Jnl転ヘラケズリ．他は横ナデ く含む c) I大I1fii~ バ色、外rf1i灰～賠緑 外1fri灰かぶり r,: 0015fi 
1次1ぷI而 沿1品 4.85 灰色（自然釉） し(I

11綽1/2*1残、ロ

AIX:SHl 「lit (11.8) 休部外rfril/2強1111枢ヘラケス リ、他 a)良好 b)良・1mm以下の紗杓をやや クロ(j、内面やや

040 
J~; 焼成部 受部抒 (13.9) は横ナデ 多く含む c) 11、1 面 1'(灰色、外面緑!).~- 灰かぶり、焼きぶ 00131 
身 1次床1fri 沿l』 4.75 m火色 くれや焼歪みあ

り

J;j; A!iZSHl I ili (11.4) i本部内1面2/転3不定/J向ナデ、 9本部外 a)良好 b)良好・lmm以 位）砂粒．蕉 4焼/5残、ロクロ(i、

04-1 身
焼成部 受部径 (13.6) mi2/3$制加］ ヘラケスリ、他は横ナ

色粒を含む c)内外面ともII釦瞑色
itみあり、2次 00158 

1次／ぷ1ni沿科 4.1 デ 焼成受ける

J-,j; AlをSHI11径(（11.6) i本部内面4/5イぐ，i!lYJi,Jナデ、 ｛本部外 a)良!lj b)良・lmm以卜の街色粒を多
9本部3/4残、ロク

042 焚171次 受部径 13.2) く含む c) 1l~ rf1illl1赤 1火色、外1/1i賠赤I火 00110 
身

Iぷ1t1i ~ ,., 凶・- 4.3 面1/2皿転ヘラケズリ、他は横ナデ
ーII;';-~t灰色

ロ（了

Al><:sm I ljf,_ （ (12.6) a)良好 b)やや粗・1mm以ドの砂粒、 1/4残、ロクロ方
Hヽ i本部,,、Hftil/2強不定方向ナデ、体部 向ぷ[IJJ、灰かぶ

043 
身

前庭部 受部径 15.0) 外而，1,整不明瞭、他は横ナデ
4mm程の小礫を含む c)内面灰色、外

り;.,:し＼ヽ 、復元 00176 
JりII_ 沿甜 (4.7) 巾j)火～オリープ黄色 11径疑/1'.l残る

杯
A区SHlI l!f. (（ 13.2) 休部,,、llilJl/2iY,J不定ガl句ナデ、休部 a)良好 b)ぷ艮・8mm程内の小礫、1mm 1/3残、ロクロ}j

044 1lif庭部 受部jf 15.0) 外面2/3回転ヘラケズリ、他は横ナ 以ドの砂粕を含む c) mi灰色、外l面 向不明、外lfril火 00177 
身 埋L 器凶 5.0 デ 暗オリープ色(i'I然釉） かぶり片しい

牙 AltSHl I I径(（12.4) i本部内而2/3不定方向ナテ＇、休部外 a)良H b)ややftl・4mm程の小礫、

045 
身

前庭部 受部径 14.8) 11ii2/31nl転ヘラケズリ、他は横ナデ 1mm以 [-"(I)砂粒を多く含む c) I栢r/ril1<色、 1/4残、 U クロイi 00169 
埋 t 面ヽ"、仙.. 4 . 2 外面，'ti仮色

-73-



表 3 遺物観察表3

報告 器 法11 追物狂
追物 出I.地点 （復1cfii'O、l邸',:: 悩r飢削幣 a)焼成 b)胎 I: c)色糾 備抒

録番り・
番'i} 種 cm 

外
Al><.Slll 11/令 (12.2)

i本部r/..Juu1;2小定方,,リナデ、i本部外
a)良好 b)やや序ll・3mm以卜の1少粒を 1/2残、ロクロ方

046 前I{£部 受部径 (14.6) 含む c) 11~rf1i11<色、外!friJ火-11/rオリープ 1{,Jイ"'Jl、外面灰 00179 
身 jlj! t: 器甜 4.5 

面2/3(P(転ヘラケスリ、他は横ナう
色 かぶり笞し tヽ

杯 A区sm l I lf. (12.2) 体部1'~1面2/3イ速 /jl1•Jナデ、休部外 a)良1/7 b)やや相・4mm程の小代、
1/3残、ロクロ右

047 身
1lii庭部 受部l~(14.6) 1fii2/31可転ヘラケズリ、他は横ナデ

2mmJ:tドのい色砂粒をやや多く含む c) 00145 
地J. 沿蒻 3.9 内外rfiiとも灰色

Al双SHlII佳 (12.0) a)良好 b)やや粗・2mm程の小礫を微 11外,ir残friや、ロクロ左、

018 杯 浦庭部 受部j'(,(14.4) 
i+淵汐卜1fri2/3¥11Jfi;ヘラケズリ、他1よ

細な砂f/1を多く含む c) Jl,JifiiJ火色｀外而
や灰かぷ

00175 
身 Jl[!L 器,::; 4.1 横ナデ

灰-ai"rオリープ1穴色
り、復Ji;II径疑11¥J
残る

坪 AKSHl r !If 01.s) 体部l柏fLi1Wl整ぷ明、体部外1ui2/35lsl
a)良H b)良・2mm以1--0)砂粒をやや 1/3残、内[@火か

049 
身

前庭部 受部径 (14.4) [ul転ヘラケズリ、他1よ横ナテ
多く含む c赤)内1@培赤1火～貨/:I(色、外 ぶり1S:しい、2次 00184 

Jtp. I_ 沿謀 4.1 I葡lift赤灰～ 県色 焼成受ける

~ 
Al必―:SHI11径 (1（2.0)） i本部l!irfri2/3不定/j!i,Jナデ、休部外

a)良好 b)良itf・lmm以下の砂粒をわ

050 
身

焚口Jll! 受部径 14.1 面3/4記 Lヘラケス 1)、他は横ナデ
ずかに含む c)ll、)面灰色、外1frit'fl火～ ほぼ完形 00154 

r. 沿贔 3.95 灰色

A区Sill
f li'f. (11.8) 1本部内1!111/2強心l:'./d,1ナデ、 f,j..部 a)良/,if b)やや柑・5mm程の小礫、 11樟1/2残、ロク

J:f 前庭部 n方向イ,n)j、外
051 則 Ul

受部if(14.0) 外rfiil/2強1111転ヘラケズリ、他は横 1mm以 Fの砂粒を含む c) 1'-11full,';・, が1火
面l.f.かぶり、2次 00140 

身
ト層

"命"1¥j.J . 4.2+ヽy ナデ 色、外1fii赤~-りff,がIi色
焼成受ける

杯
A区SHlLI径 11.6 体淵琳Ii前3/4..f,定方向ナデ．体部外 a)やや不良 b)やや'Ill・砂粒、小峠を含 11縁2/3残、ロク

052 
身

袖庭部 受部It13.8 1fii2/3回転ヘラケスリ、他は横ナデ む c)内外面ともt'r灰色 ロ{i 00105 
J•I[ I. 器載 3.6 

jイ； A区SHlnfi. (（ l2.0) 1本部内1面1/2イ湿',ifJi向ナデ、｛本部外 a) 良~f b)良好・lmm以卜の砂粒を少
1/3残、ロクロ

053 1iif庭部 受部径 13.7) ti .2次焼成受け 00144 
身 坪L 沿店i 4-.1 

rfri2/3回転ヘラケズリ、他は横ナデ 屎含む c)内1ft1赤）仄色．外((ii灰赤色
る、焼歪みあり

Jィ；
A区SHl 「I/各 (11.5) i本部11-.Jr血i2/ti3ヽイ＜定方向ナテ、休部外 a)ややィ良 b}」込好・徴細なi'I色砂粒

054 前庭部 受~Ii径 (13.7) 1id2/3湘1111 ヘラケズリ、他は横ナ l/2残、ロクロ占 00143 
身 珊十 器麻 3.4 デ を含む c)内外11iiとも緑灰色

材；
A区SHI11径 (11.4) f本部内1fii2/＂ム3イ,;onr,1ナデ、 i本部外 a)艮H b)良好・微細な1'1色砂粒を含 1/3残、ロクロJi

055 
身

前庭部 受部径 (13.6) 1Iiil/2強回 ヘラケスリ、他は横ナ む c)内1r1im仮色、外1f1i賠，＂穴色 向不明
00149 

埋上 器必 3.3+11 デ

外
A区SHII 1/fo 11.4 休部r勾rtiil/2強イ演定}j[{,]ナデ、 f,j;部 a)良好 b)艮好・1mm以卜の1勺色砂W ほぼ元形、ロク

056 前1送部 受部往 13.4 外rni2/31JsJlul転ヘラケスリ、他は横 を含む~ cl 内 1{1ii'rl仮色、外 1凪•;-I反-i', ロh、焼fみ笞 00134 
身 埋J.: 器店 4.3 ナデ 黒色 し＼ヽ

杯
AIX_S111 I Hf 11.4 体部1>,J血l/6,f~;i£)i1,,1ナデ、体部クt a)良!If b)良好・2mm以下の砂粒をわ

057 nfr庭部 受部径13.4 ずかに含む c) 内而，'I~A色、外r{ij行黒 5/6残．ロクロ打 00141 
身 J用I;● 器凶 (4.4) 

1ui2;3回枢へうケズリ．他は横ナデ -~; 灰色

l,f; A区i庭S部Hl I lif 11.2 1本部内21fli強l回/2転il';iへ-fう定ケ方ズ向＇ナデ、r本部 a)良Ii( b)良ti(.微細なi'I色砂粒を含 1/2残、 LIクロ (1、
058 

身
il/i庭 受部径13.4 外rtril/ J、他は横

む c) 11、I面占灰色、外面け灰-t'i'黒色 [f.l. 裂あり
00142 

JiH I. 器，(/j (4.0) ナテ

杯
AIX.SHl I 11$. 11.4 体部内面2/3不定JifuJナデ、体部外 a)良好 b)艮好・微細なi'I色砂粒を含

059 
身

前庭部 受部径13.4 面2/JlaJ転ヘラケスリ、他は横ナデ む c) 内面賠占灰色、外1frjlf仔廿11~-11 1/2残、ロクロIi 00135 
哩ヒ 器尚 (4.3) 烈色

J:.f 
Al>(SHI 11抒 (11.3) 体部内面2/3イ,',J!_}j向ナデ、休部外 a)良H b)良好・1mm以ドの白色砂粒

060 
身

前庭部 受部径 (13.2)
1ui2/3回転ヘラケズリ、他は横ナデ を含む c) 1J~ruil豆色、外[Iii火赤色 1/3残、ロクロIi. 00146 

埋 t-. 器品 (3.7) 

耳ヽ
A区SHII 11条 (10.8) i本部JI、J1fti3/4小定/jf/,Jナデ、休部ク| a) 良~{ b)良H・微細な1'1色砂粒を含

061 前庭部 受部if(13.0) 1/3残、ロクロ,.~ 00148 
身 埋 1-. 器森 3.4+ (I 

1f1i2/31•1I転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内面{r灰色、外1frii'rl火-,'l黒色

杯
A!x.SHl l I径 (10.8) f本部内面1/2イ＜定方向ナテ．、体部クト al良H b)良好・1mm以卜.(!)(I色砂粒

062 
身

1lfi庭部 受部往 (12.6) 1/iil/2哨徊転ヘラケズリ、他は柚ナデ を含む c)内外tfiiとも廿黒色
1/4残、ロクロ{j 00147 

J'll I. 器，1,~J 4.2 

胚 A区SHl「II豆 (10.0) （本滞内而イ'A!/jji,Jナテ’、休部外1f1i a)良好 b)良好・微細な白色砂粒をわ 1/4残、ロクロIi、
063 

身
1iifl廷部 受部往 (12.4) 1/2強回転ヘラケスリ、他は横ナデ

ずかに含む c)内lfii冑灰色、外((ti訂'I仮 外面）1もかぷり
00178 

JIit t 溢凶 (4.1) -11行計灰色(l'I然釉）

知 Alメ:sm
I lit (8.8) a)良H b)良・2mm以下の砂粒をやや

体部の一部を欠

休部！立大ff 体部外曲」.'i"tlllかし、カキII、 ド半 くがほぼ完形、
064 誓焼成部 (14.0) 回転へうケズリ、他は横ナデ

多く含む cl内tfti灰色、外面灰-r'i"黒 11柑部企む、外
00155 

埋 I: 沿／ふ (9.4) 色 面やや灰かぶり

AliSHl 摘み径 2.0 体祁,,、J面ぶ足方向ナデ及び横ナデ、 a)艮好 b)良好・徴細なi'I色砂粒をわ
065 媒 前庭/'ill 摘み低 0.7 

体部外面カキII及び'"'転ヘラケズリ ずかに含む c)内外面）仮-111黒色 ）妙卜部1/3残 00160 
埋Jこ 沿店 2.2+ a 

窃 A区SHI 杯闇I、II面横ナデ及びイ＜定方向ナデ、 a)良H b)良好・lmm以下の砂粒を含
006 杯

前庭陥 器麻 2.7+ a 
杯部外面横ナデ及びカキII む c)内1(1i紫灰色、外1@刷・n火色

杯部底1/3強残 00162 
地 I.

、Ii.A区SHl11! 冷 (7.6l LI緑部外面沈線2条、頸部l勺1(11ヘラ a)良好 b)艮好・微細なi'I色砂粒を少 「l柑1/2残、外面

067 瓶
焼成部 頸部 (6.4 ケズリ後ナデ、体部外面，割椛不明、 址含む c) ,1、H而,'訊！色、外面灰オリープ 灰かぶり竹しい、 00138 
1次9米面 洛/,'6 5.2+" 他は横ナデ 色 焼企む

平
A区SHl1 H各 (7.0) 11緑部外1面沈線2条、頸部内1'1iヘラ al良好 b)良好・1mm以 Iヽーのi'I色砂粒 r I縁1/3残、外面

068 瓶
焼成部 頸部 (6.3) ケズリ i妥ナデ、他は柚ナデ

を含む c)内r飢悧?.¥色、外面オリープ妓 灰かぷり 00137 
1次l-f;;tf1i器邸 5.1+ 11 ～緑黒色

平
A区SHlI 1/$. (6.2) 内外面i横ナデ、粘1:1'1盤貼（寸痕残 a)小良 b)良好・徴細な白色砂粒を少

069 瓶
1lli庭部 頸部径 (6.5)

る 碩含む c) IA1外1面ともにぶい妓杓色 17り料111/2残 00198 
雌 L 器晶 5.7+a 
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表 3 遺物観察表4

報告 命＂＂ 法凪 迫物び
迫物 /JI I地点 （復元値）、単位： 器rnL料整 a)焼成 b)胎上 c)色，糾 備考 録番IJ
番号 種 cm 

横
A区SHI 口径 ((108.3.0) ) 頸部1!~[(1iヘラケス＇リ、 i本部内1uilri] 

a) 良~( b)且・1mm以下の白色砂粒を 頸部1/3、11緑
070 前庭部 頸部径 心l[J紋 '''I具Ii~ 、 i本部外1Hi 平行紋夕 00192 

瓶 埋 I: 路絲 8.1+ 0 タキ、他1よ柚ナデ 含む c)内外頂1ともけ！、しし-,'f灰色 1/4残

Alメ：SHJ 口径 (12.3) 1: 柏fli、外面とも横ナデ、 11紺祁外f(rj a)良好 b)良好・lmm以下0)白色砂粒

071 胞 1)/f庭部
器麻 2.7+" に沈線~),の設をつくる

を多く含む c)内面肖灰色、外面llili'i・仄 n紺 J/3残 00104 
JIP. f-: 色

脚 AF{SHl 頸部径 3.4 11柑部外1(11に1「い沈線2条、｛本部外

072 付 前庭部 1本部最人径8.7 面カキII及び穿孔部『[Lに沈線2条、
a)良好 b)良好・徴細な砂粒を含む I I tt部、）iり1部を

00159 

慇 罪 L 脚J店部径4.0 他は横ナフ
cl !1'11fiiMJ火色．外面灰-~1県色 欠く

器蒻 10 5+ a 

脚
A区SHl脚底lY:14.0 脚部外1fri カキ U 、枇II~批部-,勺面横 a)良好 b)良H・微細な砂粒をわずかに 脚部のみ1/2残、

073 
淵；

前庭部 脚端i.f:14.4 ナデ、長方形穿{Lを2段につくる 含む c)内面オリープ飯色、外1/ii廿知色 焼きぶくれ多し＼
00173 

埋 I: 沿贔 5.3+, ヽ

A区SH1 I 11や (12.4) 
a)良好 b)良好・徴雑lなi'...J色砂粒を少

074 壺 1lif庭部 頚部 9.6 内外1面とも横ナデ 11柑1/4残 00132 
埋 !・. 器翡 5.8+ II 

lit含む c)内外ともt'fJ仮色

A[.{SHJ rn予 ((180..66)) a)良好 b)艮好・徴刹IIな砂粒を含む r I柑1/4残、内外

075 'ヽが"' 
焼成剖I 頸部i怜 内外面とも横ナデ

cl内1面暗灰色．外trrit'i'黒色
r(riともやや灰か 00136 

1次床面 "命''9,ヽ.,0• 4.5+ (/ ぶり

A区SHlnr丘 (13.02)) a)良好 b)良・1mm以下の砂粒をやや 口§吹1/3残、外面
076 甕 IIU庭部 頚部径 (11. 1本部外頂i哉棺不明、他は横ナデ 多く含む c) 1>、Ii面賠内灰色、外1(1i)火- l火かぶり併し¥I 00174 

埋上 沿麻 5.4+ (i 緑Ji.-オリープ黄色（自然fill)

A区SHl n11 (12.5) 
a)良好 b)l込H・lmm以ドの砂粒を少 17絃1/2残、2次焼

叫,,d• nil庭部 頸部径 (11.6) 内外tfliとも横ナデ 00163 077 
埋上 器晶 4.7+ a 

IL(含む' c)内外,illとも1火赤～）穴色 成を受ける

A(X_SHl 11径(（9.8)） i本部11、)1{1i当貝．痕、体蔀外而 l.、ドカ
11拉4/5残、焼歪

a)良好 b)良・2mm以ドの砂粒を多く み廿しい、胴部
078 ’!,’ ” ＇ ~ 前1廷部 勁部径 8.3 キII、 卜半ククキ、他は横ナデ 含む c)内外面仄ー百洪色 の頑きは疑問残 00164 

埋上 沼邸 6.2+" る

Al汲SHI 「l往 (JS.6) 11柑部外l面縦方向櫛11紋ぷ11部1Ai1i1i a)良好 b)良好・1mm以 fU)砂粒を含

079 棚,., 前1庭部 到i剖麻 (17.8) ヘラケズリ、休部内1f1il1il心1'1'''1具痕、 む c)内外rfiiともlift1'f! 火-II佑オリープ灰 U縁1/3残 00197 
埋上 沿に:i 6.9+ a ｛本部外1『甜整ぶ明、他は横ナデ 色

A区SHlロii ((21 6.0O) ) 体部内面lriJ心1り紋‘り具．艇、体部外 a) 良~f bl 良り f-·lmm!~fQ)砂粒を少
080 ~ 11//庭部 頸部径 9. 

面‘日行紋ククキ、他は横ナデ 砒含む c}内外面とも賠青灰色
I I枯1/3残 00182 

jlj! 上 器,,·~8.3+er 

A区SHl11径 (21.2) j,I,. 部内1/ri栢l心Pl紋当具狽、 f本部外 a)良好 l>)l~lif·lmm以ドの砂粒を合
11紺1/4残、外面

081 甕 1lil/1£ 部 頸部径 (15.0) rfii平行紋ククキ後カキll、他は横 む c)内lfliill}灰色、外1fril火～賠オリープ 00180 

埋J. 器凶 10.6+≪ ナデ 色
灰かぶり

AIX:SHl 111を (18.8) 頸部内面ヘラケス'JJ、1本部内面同 a)良好 b) J~ 好・1mm以卜の(7色砂粒 頚名111ず/3か残`、11緑

082 盤 前庭部 頸部径 (14.4) 心1り紋'-1'1具駁、体部外面カキ日が を含む c) 内 1fri!H-n音，•;-灰色、外1/1jl火
はわ 枷1部

00191 
埋L 沿悩 9.2+ a 微かに残る、他は横ナデ ～黒色

に焼きぶくれあ
り

A区SHl a)良ltf b)艮好・5mm程の小靡1mm U縁小/'1―、 11頸
083 ~ 前庭部 器，閲 7.3+,、 内外面とも横ナデ 以ドQ)('I色砂粒を含む cl I村面灰-i-'f 部外1friヘラ記号 00189 

Jり'I-. 黒色、外面~..黒色 あり

口縁部1/3残、内

A区SHl i本部IA!面1¥1]心fll紋当具痕半スリ硝し｀ a)良好 b)良好・lmm以ドの砂粒を少 外1(1iとも 9火かぶ

084 祖 前庭部 ．I炉●~芦"" 9.1+ a 体部外面カキIJ、他は横ナデ 址含む c)内外1t1iとも1牡灰色
り、n然釉付杵、 00196 

埋上
焼きぶくれあり、
~I紺 .fむ

Al>ZSHl 体部外mi平行紋タタキ後カキll. a)良 b)良好・微細な(I色砂粒を少凪
085 梵 1涌庭部 '"'Y'~-訂"" 7.8+ a 他は横ナテ・ 含む c)内rfii/1{白色、外IUI賠1!i・灰色 LI舷小片 00195 

埋上
A区SHI a)良 b)良好・1mm以ドの砂粒を含む 口縁小）ヤ、灰かぶ

086 珈,., nrr庭部 沿店 6.2+ a 内外面とも横ナデ
cl内外頂iとも灰ー暗1灰色

り、焼きぶくれ 00193 

埋上 あり

A区SHIn/怜 (18.6) a)良好 b)やや月l・2mrn以卜の白色砂

087 唖 前Ii.!:部 頸部径13.9 内外面とも横ナデ 粒を多く含む c)内1flil穴～廿黒色、外1面 口縁1/4残 00130 
Jll!l 器邸 4.2+ a 灰色

A!><.SHl I i!f. (19.6) 顎部内面ヘラケズリ、 （本部1 1~rlii''i a) ,f良 b) 艮~J・・微細な ( I 色砂粒を含
088 甕 前）廷部 頸部径 (14.4) 具痕、体部外面カキ目、平行紋夕 む c)内面にぶい黄橙色、外1日にぶ＼ヽ 11採11m 00190 

J用I: 器翡 7.4+ a クキ、他は横ナデ 貨杓～灰貨橙色

k A区SHl 「1/f (57.6) IIH部rh1rr1iおよび「1絃部外Lriiド端 a)良好 b)良好・4mm以ドの小礫、
「l緑1/3残、 2次

089 前庭部 にカキH、他は横ナデ、 11椋部外 2mm以下の砂粒を含む c)内面11恥淑 00183 
甕 埋 I:

器贔 16.6+ a 
面2-3条りt位の沈線を3段につくる -,'r黒色、外面H礼、U色 焼成を受ける

Ali.SHI i.J緑部外1Iiiに2条叫立の沈線及び波
a)良好 b)良好・微細なI'J色砂粒を少

090 甕 前iff部 沿麻 13.8+ u 状紋を2段につくる、他は横ナデ
恨含む c)内面灰色、外l面占黒～赤w 11縁小片 00188 

埋lこ 色

人・ Ai><:SHl 口椋部外面に3条lti/、tの沈線及び!l!IJ
a) やや小:1~ b)良好・lmm以 )"(J)(I色

091 
甕

1ifi1廷部 器品 18.5+ a 突紋を3段につくる、他は横ナデ
砂粒をやや多く含む c)内rf1i柁色、外面 1 1令点,Jヽ片・ 00185 

塊 I. 灰色
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表 3 遺物観察表5

報告 器 法欣
追物登

氾物 /II J: 地点 （復,I;値）、1rif,'I.: 器1fri消幣 a)焼成 b) I恰土 c)色関 備考
番号 種 cm 録番刃

A仮SH1 LI/.'{, 28.0 11緑部外1fll'Mr紋タクキ後横ナデ、
a)良好 b)良好・微細な砂粒、小礫を含

092 甕 tii/庭部 頸部径20.3 ｛本部内面1廿1心ITJ紋当貝痕、 ｛本部外面 11縁2/3残 00186 
判十． 器品 10.l+a 平行紋タタキ後カキ11、他は横ナデ む c)内外1ii―iとも1年灰色

A区SHl口往 (23.0) 口緑部外1friカキII後横ナデ、体部行紋内 a)良好 b)良好・1mm以ドの砂粒を少
093 甕 前）廷部 頸部径 (17.4) 1frili'il心I―り紋,,,,具痕、 1本部外l面'fl-'cr

ほ含む c)内外而とも暗行）仮色 u緑1/4残 00181 
埋上 器砧j 11.8+ a タクキ後カキ目、他は横ナデ

七 A区SHln1斧 (19.8) 9本部lhJ1fri横Ji向のヘラケスり、指頭 a)良H b)良好・赤色砂粒、1mm以トク 口緑1/4残、赤焼

094 I 焼成部
器麻 5.7+ a 痕、他は横ナデ の砂粒を少悶含む c)内面にぶい褐色、 上器？、粗雑な 00107 

1次床面 外面褐灰色 つくり

I A区SHI
口径 (15.8) 

2/3残、 （本部内面頸部径 (14.4) a)良 b)f.!・2mm以下の白色砂粒をや
095 前）廷部

体部故大径(21.3) 体部内面ヘラケズリ、他は横ナデ や多く含む cl内外面ともにぶい黄橙色 り1位は風化進む、 00187 
埋上

器麻 27.3 外面黒斑あり

坪 A区SH211径 (14.2) 内1fri2/31i坪定Ji向ナデ、夕羅il/21111 a)ややぷ良 b)良・3mm程 度 の 小 輝 1内/3残、ロクロ圧、
096 

盈
前J廷部 命""・','.", . -1.5 転ヘラケズリ 、他は横ナデ lmrn以下の砂粒を含む c)内外面とも 面ヘラ出サあ 00224 
埋上 灰白色 り

a)良好 b)良・1mm以下の砂粒、出色
1/3残、ロクロ}j

J-..f'. A区SH211径 (14.0) 内1f1il/4ぷ走}jl{,)ナデ、外1f1i2/3111J転 向不明、灰かぶ

097 ぷi
前庭部 命'"¥,¥・,,,・ 3.8 ヘラケズリ、他は横ナデ

粒を含む c) I勺1面II釦'i'I火色、外頂j,j'),i¥ り・焼きぶくれ 00204 
埋 L: 色 存しく .;l-1幣不ll}j

瞭

a)良好 b)やや粗・1mm以下の砂粒｀
1内/41f残nヘ、ロクロ左、

材；
Ab{SH2 I lff (13.8) 内litil/2不定方向ナデ、外lfril/2$'illldl ラぶりあ

098 
森

前庭部 器晶 5.0 転ヘラケズリ．他は横ナデ 黒色粒をやや多く含む c) ,,、JlfiiJ火(I色、 り、外1t1i灰かぶり、 00225 
塊 K 外1iiil辰色（灰かぶり） 焼きぶくれ・焼

歪みあり

J:f A!XSH2 11径 (13.8) 内lfii3/4ぷ定方向ナデ、外1fri2/3[uJ転 a)良好 b)良好・微細な砂粒を含む
099 焼成部 1/3残、ロクロ左 00226 

ぶi埋上
器店j 3.95+ a ヘラケズリ、他は横ナデ c)内（面暗廿灰色、外r&清黒色

J:.f; A区SH211径 (13.4) 内面2/3ボ定方向ナデ、外面2/3回転 all~ 好 b)良好・微細な砂約を含む
100 

益
焼成部

器麻 3.7+1, ヘラケズリ、他は横ナデ c)内外rfriとも青｝天色 1/2残、ロクロ左 00228 
塊 I:

J;f; Al){SH2 「l径 (13.0) 内面1/6偽ぷ',t}J向ナデ、外ilii2/3弱 a)良好 b)やや消l・lmm以卜の砂粒、 口絃1/2戟残、ロ
101 

盃
rill庭部 器晶・ 4.2 Jn)転ヘラケズリ、他は横ナデ

3mm以ドの黒色粒を含む c) ,,、J1/1j灰色、
クロ）i

00203 
埋土 外[(ii,7灰色

J:f Al>{SH2 口径 (12.9) 内1lii2/3slsl不定方向ナデ、外面2/3燐 a)良好 b)艮好・lmm以下のCi色砂粒 11絃1/3残、ロク
102 ;f,i_ 

前）廷部
器届 (4.0) luJ転ヘラケズリ、他は横ナデ を少拭含む c)内外面ともllt't百灰色 ロ左

00205 
埋上

月； A区SH211径 (13.0) 内面1/2強ぷと方向ナデ、外面1/2強 a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒を含 1/内2面残や、ロクロ,.. 
103 

益
焼成部

器届 3.9 回転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内1fiil火白色、外1/ri黒色
や灰かぶ 00229 

埋上 り

A区SH2
J:-f, 焚n- I ilf.. (9.1) 内頂il/2不定方向ナデ、外頂i2/3静il: a)良好 b)微細なI'.」色砂粒をごく少ほ

1/2~ 月残104 ぶiIJli)廷部 器iGj (3.6) ヘラケズリ、他は横ナデ 含む cl内外而とも存灰色 00218 

埋 l~

J:.f; AlえSH2 「If¥- (125.8.2) ) 体部,,、I面1/200ぶ定方向ナデ、体部 a)良好 b)良・1mm以 Fの砂粒をやや 1/3残、ロクロ方
105 

身
前庭部 受部径 (1

外面2/3同転ヘラケズリ、他は横ナデ
多く含む c) JAJ「(1j仔灰色、外rfli賠m火 向不明、外面1火 00210 

JIP. I: 器科 4.2 色 かぶり笞しい

J;f A区SH2I I/~(12.4) 体部11、JrfijJ/2強不定方向ナデ、体部 a)良好 b)良好・1mm以下の白色砂粒
106 身

11/J庭部 受部径 ((154..6) 外面2/3回転ヘラケズリ、他は横ナデ を含む c)内外面とも11灰色
1/4残、ロクロ右 00200 

埋 l: 沿届 l) 

A区SH2 口径 (11.8) 5) a)良好 b)良・微細な白色砂粒を少罰、
3/4残、ロクロ方

J:f 燃焼部 受部径 (14. 体部1り面8/9不定}j向ナデ、体部外 :.u色料をやや多く含む c)内面行灰色、
向不明、内外面

107 身 1次床l面 'ヽ"）、'枯.. 4.5 ruiI/21PI転ヘラケズリ、他は横ナデ とも灰かぷり Jt,: 00221 
外面オリープ1火-m火色 しい

牙 AL-<:SH2 11径 (12.0) 体部内面3/4イ,,le方向ナデ、体部外 a)良 b) やや粗 •砂粒を含む c)内外 口舷1/2弘］残、ロ108 前！廷部 受部径 ((144..4) 00206 
身 埋上 器?,':j 1) 

面2/3回転ヘラケズリ、他は横ナデ 面とも暗灰色 クロ左

J;.f; A区SH211径 11.6 i本部,,ヽJ面2/3弱イ,,iUif/,1ナデ、休部 a多)良好 b)良・1mm以下の砂ti,をやや
109 身 liif庭部 受部径 14,2

外面2/3同転ヘラケズリ、他は横ナデ
く含む c)内1面灰色、外t/JJJ仮-,If黒 4/5残、ロクロ左 00209 

埋上 器甜 4.4 色

材ヽ A区SH211径 (12.2) 1本部1村面1/21'-定方向ナデ、体部外 a)イ,.Q b)良・1mm以下の砂粒、黒色
110 身 前庭部 受部径 (14.2) 面1/3静止ヘラケズリ、1/3回転ヘラ

粒を含む c)内外面とも灰白色
1/2残、ロクロ左 00202 

埋上 器麻 4.1 ケズリ、他は横ナデ

J;j; A区SH2 11径 (11.5) i本部(AJ1fri2/3,f, 定方向ナテ、、体部外 a)良c好) b) 良~[ - Imm以ドの砂粒を含
111 

身
前庭部 受部径 (14.1)

面2/3同転ヘラケズリ、他は横ナデ
む l人Jr(rjll釦'1r,,, 色、外 1/11賠 ~t灰ー t'r 1/2残、ロクロ左 00211 

埋K 器晶 4.1 黒色

J;.j; A区SH2口径 (11.0) 体部,,-1面2/3祐j不,i:方向ナデ、体部 a)良好 b)良・微細な1勺色砂粒を含む
112 

身
焼成部 受部径 (14.0)

外1fli2/3!11!転ヘラケズリ、他は横ナデ c) I相(1j黒褐色、外l面患褐～にぶい褐色
1/2残、ロクロ左 00222 

埋 I: ツ,．ヽ1蛉・・ 4.3 

-76-



表 3 遺物観察表6

報告 器 法尿 旧物登
追物 出土地点 （復元値），lll位： 器面謁整 a)焼成 b)胎上 c) 色，~\] 備考

番” 種 cm 
録番号

J:f 
A区SH2LI径 11.2 体部l勾1面2/3不定方向ナデ、体部外 a)良≪f b)良好・1mm以下の砂粒を含 口縁ほぼ完形、

113 前庭部 受部径13.8 00207 
身 埋七 命'"'?,・or 3.9 面3/4lril転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内外,,りともjj・)火ーIf釦l't/火色 ロクロl£

杯
A(X.SH2 口径 (1霜1.4) 1本部内面il/2イ遥こ方向ナテ，、体部外 a)良好 b}やや粗・1mm以ト(/)砂粕、

114 
身

前庭部 受部径 面2/3強皿転ヘラケズリ、他は横ナデ
県色粒をやや多く含む c) 11~1/ii灰色、外 1/3伐、ロクロJr: 00199 

埋上 沿麻 1ni灰一県色

坪
Al火SH2LI径 (11.8) ｛本部外面3/4回転ヘラケズリ、他は a)良好 b)良・2mm以卜の砂料1を含む

115 
身

訓底部 受部径 ((143.8.8)) 横ナデ c) 11ヽ）面灰オリープ色、外f(ij灰色 1/2残、ロクロ左 00201 
埋上 器麻

杯
A区SH2 「l径 (11.4) 体部l勺[{ij1l/lil6転弱へィヽ定方向ナデ.,本部 a)良好 b)良・1mm以下の砂平丸焦色

116 
身

前庭部 受部往 (13.5) 外両2/3位i ラケズリ、他は横 粒を含む cl内外面とも灰白色 1/4残、ロクロIi 00223 
坪 I. 器晶 3.9 ナデ

>
A区SH211径 (10.8) 体部外血2条の沈線及び刺突紋を2段 a)良好 b) 良好•砂和をほとんど含まな

117 前1庭部 器，,::; 7.0+ a につくる、他は横ナデ い c)内外面とも行灰色 11縁1/2残 00216 
埋士

Al><~SH2 
体部内而当具痕及びヘラ状工具によ

a)良M b}良好・1mm以卜の(1色妙粒
「！柑l/2Sl,I残、全

滞 11径 (25.4) る擦痕、体部外1面上半平行紋クタキ、 体に粗雑なつく
118 

ムロ tiii庭部 器{.ij 10.2+ Cl F半[Iii転ヘラケス｀リ及び静,rヘラケ
を含む c)内外面とも行灰色 り、侑裂・焼企み 00208 

J咀上
ズリ、「l絃部横ナデ あり

AIX:SH2 
H部内I面1/2ぷ定方向1デ、杯部外 a)良好 b)良好・微細な白色砂粒を少高 焚17- 11径 (12.0) 

119 杯 前庭部 沿/Ji 4.4+/l [ffiト:rカキII、他は横ナデ M含む c)内面灰色、外1/ri,'i・fi'(色 が部のみ1/3残 00217 

坪 t

脚 A区SH2脚端径 (9.6) 脚部内外1fii横ナデ、 J.1';部内i面イ況定方 a)良好 b)良好・ほとんど砂粒を含まな
120 

部
焼成部 脚沿i 3.0 向ナデ い cl内1@1釘'1灰色、外面褐色

脚部のみ3/4残 00227 
埋 J・. 器低 3.6+a 

提 A!iSH2 a)良好 b)やや粗・lmm以卜:(!)(I色砂 耳部のみ残、外
121 

瓶
前庭部 "斥",1占,,i― 4.0+ (( 内而ナデ、外1籠iJ情を,flり1 粒をやや多く含む c)内面｝火色、外面暗 而）!I(かぶり 00212 
月ll オリープ色

A区i庭S：H2 u径 23.4 休部内面,,,j心,,,紋当具根半スリrl'Jし、 a)良好 b)やや粗・lmm以Fの砂粒を

122 甕 前部 顎部径18.4 休部外1fii'll行紋タクキ？、 11縁部横 やや多く含む c)内面行黒色、外面l,f<. 11縁1/2渦残 00219 
J刑I: 器晶・ 7.9+ a ナデ I'I色

A区SH2
a)やや不良 b)良好・3mm柑腹の小欧、りf/庭 1 11緑部外面粗いカキ日、体部外面'I"

123 甕 次灰肘 器屈 8.9+ a 行紋ククキ、他は横ナテ・
1mm以下の白色砂粒を含む c)内外而 n令点小）ヤ 00214 

までの ともにぶい赤褐色
)ij!f: 

A前IX庭S部H2 
口抒 (24.4) 体部内面l,i]心IrJ紋当具IH、（本部外1fri a)良好 b)やや粗-2mm以下の白色砂

124 甕 頸部径 (18.2) ,,; ・行紋タタキ後カキII、l」手東部横ナデ 粒を多く含む c)内外1/Jiとも1火-i't黒色
口紺1/4残 00215 

器低i 7.6+ a 

125 甕
A区SH2
前庭部 器邸

a)不良 b)良好・微細な白色砂粒を少
7.0+ a 体部外rfiiカキll、他は横ナデ 屈含む cll1、If面にぶい黄tf.l色、外面褐 口柑小1ヤ 00213 

埋上 色

A区SH2 11縁部外面1-2条の沈線及び波状紋 a)良好 b)良H・lmm以 Fの(1色砂粒
126 甕 前庭部 器佑j 10.0+ a を3段につくる、他は横ナデ を含む c) 内副暗灰色、外面llfr~·灰色 r 1縁小9ヤ 00194 

地 I:

A~.SH2 11緑部外1/ii2条の沈線を3段、波状紋 a)イ,J'._! b)良好・1mm以Fの白色砂粒
127 甕 焼成部 器，＇,沿 10.4+a を4段につくる、他は横ナデ を含む c)内外面ともにぶい黄褐色 n縁小）ヤ 00220 

埋土

牙； A区SH3
Uiを (14.0) 外面1/2fnj転ヘラケズリ、他は横ナ a)Wf b)粗・3-4mm程の小礫、1mm 11粒1/4残、ロク

128 
俎

前1廷部
器裔 (4.0) プ-・ 

以下の砂粒をやや多く含む c)内Wil反色、 ロ右、灰かぶり 00241 
黒色—上 外面灰～黒色

月
A区SH3

口径 (12.8) 内面1/2不定方向ナデ、外面1/2強1111 a)良好 b)良好・1mm以下(})砂粒を少 「l緑1/2弱残、ロ
129 焼成部 00231 

盆 J哩上 器高 4.1 転ヘラケズリ、他は横ナデ 址含む c) 内外面とも ~f黒色 クロ右

Al双SH3
3/4残、ロクロ}j

.t;f 焼成部 (12.0) 内面2/3潟不定}j向ナデ、外面2/3必l
a)良好 b)良H・砂粒をほとんと含まな

,r,1イ,11)1、)rn, 部
130 補修咽

Ulf:. い c)内面にぷい赤褐色、外1tri暗赤褐
外面に粘上の補 00237 

益
面の塗

器閥 3.3 回転ヘラケズリ、他は横ナデ -m褐色
作9良あり、焼企

りこみ
み、訟欠焼成受け
る

Al,(SH3 
1/2残、ロクロじ、

焼成部 r I径 (12.8) a)良好 b)良好・Smm程の小礫を含む

131 杯 補修蚊 受部径 (15.0)
体邪内面1/2不定方向ナデ、体部外 が砂粒は少ない cl内面灰赤色、外面 焼歪み・ ff:!.裂あ 00236 

身 面の裕 器，:::; 4.0 
而2/3回転ヘラケズリ、他は横ナデ

暗赤褐ー赤黒色
り.2次焼成受け

りこみ
る

J;,-AlメCSH311ft (11.4) 体部内面1;3g,~ィ濱こ方向ナデ、体部 al良好 b)良・1mm以ドの砂粒＊蕉色 1/3残、ロクロビ、

132 
身

前1庭部 受部径 (14.0) 外面2/31リl転ヘラケズリ、他は横ナデ
粒を含む c)内面灰黄褐色、外面灰～ 外頂i灰かぶり、焼 00238 

埋t. 器高 3.9 黒褐色 歪みあり

材＜
A区SH3 内面イ；定}jJr,Jナデ、外面同転ヘラケ a)良好 b)やや粗・1mm以下の砂粒を 1/5残、ロクロ}J

133 
益

前庭部 器謀 3. ふ・a ズリ、他は横ナデ
やや多く含む c)内1面灰色、外面暗オリ 向不明、外11iil火 00240 

埋 I. ープ灰色 かぶり
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表 3 遺物観察表 7

報告 ツ,.,’ 法:1t
迫物登

此物 /II l:J也点 （復元/1/0、l]l位： 沿lfij,Jlj整 a)焼成 b)胎 I cl 色潤 備考
番刃・ 種 cm 

録番乃

杯
AlえSH3 1本部1J、)1/112/3強イ,,J£)j(f1)ナデ、 9本部 a)良H b)やや粗・1mm以 fO)f沙粒を 1/5残、ロクロ右、

134 
身

1liil廷部 • .. ;"~. , ".. f 4.3+ u 外面1/2強同転ヘラケズリ、他は横 やや多く含む cl内1I1i黄褐色、外tfri)火 外面惰II!火かぶ 00239 
雌 l: ナデ 黄色 り

Af;{SH3 a)良好 b)良ltf・lmm.l-j、Fの砂粒を含 11緑,Jヽ9ヤ、内面
135 視 前庭部 器泊j 5.0+ (I 11象点部外曲横ナデ、他は不明 00242 

埋 Iこ む c)内1面オリープ灰色、外1而i'f!ij色 灰かぶり

Ar;,<.SH3 I 1/f (21.4) a)やや不良 b)良好・ほとんど砂粒を含
136 梵 焼成部 沿討 5.0+ a 口柑部外lfii粗いカキH、他は横ナデ

まなし、 c)内外,mとも紺色
11舷1/4残 00235 

1次1禾,~1

11柑部外而1-3列(I)刺突紋を2段、 3

大 A区SII3「l1'f.. ((4300 .06) ) -4条の沈線を2段につくる、 ｛本部IAJ a) ll~f b)良好・lrnrn以下の砂粒を含 I I緑1/3残だが11
137 

祖
焼成部 到部径 ． rail口）心1-IJ紋‘り具痕平スリ梢し、体部 む c)内外面ともにぶい黄色～赤灰色 柑部はわずか 002:~o 
湘 l: 器高 21.4+ Cl 外I伯ククキ痕微かに残る、他は横ナ

デ

AJx_SH3 体部1AJ1ftiJ,;J心円紋当具痕、 （本部外u1i a)良好 b)良H・lmm以卜の砂粒をや
138 磁jq. 焼成部 器晶― 7.1+ u 平行紋ククキ後カキ 日'/、 fIt汝部横 や多く含む c)内外面とも樹じ色 「l縁小片 00232 

埋上 ナデ

AlべSH3 I It針部外面沈線1状及び拙状紋2段残 a)良好 b)lHf・lmm以Fの砂粒を含
139 ~ 1)1j庭祁 器麻 6.6+rt 

(-f、他は横ナデ む c) ,,、Ir針黄灰色、外rfri灰-llft緑灰色
11緑小片 00243 

埋上

晶
Al,(SH3 11径 (13.2) 杯部,,、J1剌f1i突2/紋3ぷ2段定及}ifび{—1沈)ナ線デ3、条-4; 部外 a)良H b) やや粗・1mm以下の砂粕~

140 J:f, 焼成部2 浴麻 4.7+11 面 1ゞL をつく 5mm程疫の小躁を含む c)内外面とも 杯部のみ1/4残 00233 
次1ぷ1(1i る、他は横ナデ 賠緑灰色

A[え灰似 1/4残、ロクロ右、
杯 第21、レ 11径 (16.0) 内1ai1;2不定方向ナデ．外rtri2/3阿柘 a/良好 b)良・1mm以下の砂粒を含む

141 
設 ンチト 器糾 3.1 ヘラケズリ、他は横ナデ c)内而11(.f,"'f灰色、外1fd内黒色 内1mやや灰かぶ 00271 

吊 り

A区恥拍i
内tfiil/6ボ走方1/,Jナデ、外面1/2強[11] a)良好 b)やや粗・Bmm程II)小蹂、 1向/4残、ロクロ方

杯 第2トレ rH各 (13.8) ,flり 11'11面へ
142 

袷 ンチド tnヽ-,~ .. •, ・ 3.4 転ヘラケズリ、他は横ナテ・ 1mm以ドの砂粒を,~:1t含む c)内面i灰
ラ1記号あり、外rr1i 00277 

~'i 色、外面):J,l'J-lllJ灰色 灰かぷり

Alil~J1;( 
内1/riS/6イ,・,ピ方刊ナデ．外面2/3強匝］

143 
杯 第2トレ n1各 (13.8) a)やや不良 b)良好・徴細な砂粒を少

1/4残、ロクロ右
沿 ンチF "命"・'山"-' 3.4+ {J 転ヘラケズリ、他は横ナデ :,t含む c)内外1f1iとも9火,,,色 00285 

~'1 
A区灰原

,,、llfril/2強小定}j向ナデ、外爪il/2切 a)良4f bllll・2mm以ドの砂粒、県色 R. Jr剖1完({-だが
外 箱2トレ I 1/f (13.4) 

144 ~ ンチ F 堺森 4.5 (uJ転ヘラケズリ 、他は横ナデ 粒を多く含む c)内外1fliとも1穴オリープ 11唇部小／ヤ、ロク 00298 

),;:j 色 u /, 

Al;,<_灰駆
内,ruィ＜定方向ナデ、外面回転へうケ a}良女f b}良・1mm以 FU>砂粒を含む

11縁小片、ロク

杯 ~21、レ 堺,:1; 3.8+,、
ロ左、内面ヘフciL

145 
盈 ンチ L ズリ、他は横ナデ c) I勾面灰色、外面オリープ煤色 号あり、外面灰か 00286 

沼 ぶり

AlX: 灰原
内rM不定方向ナデ、外lfriJ11J転ヘラケ

11籍小）',-、ロク
胚 第21、レ

蕊~h 4.3+ a 
a)良4f b)艮!If・Imm以ドの砂粒を含

ロ左、rJ、11niヘラ必146 益~ ~ ンチF ズリ、 他は横ナデ む c)内外1紺とも焚灰色 00283 

屈 けあり

AlxJii;./lft 口径 (13.0) 
体部外面2/3回転ヘラケズリ會イ也は a)良好 b) 良好 •砂粒をほとんど含まな 口緑部1/3残、ロJ,j; ~2 トレ

147 J,.r ンチ I'
受部径 (15.4) 横ナデ い c)内頂i,切灰色、外頂i灰白ーオリープ クロ右、外面／仮か 00346 

~4 '＂)'ヽ¥l,n,l ・ 11.3+ IJ 県色 ぶり

A区）りa;[I tjf. (13.4) i本部内1(rl1/2不定方向ナデ、体部外 a)良好 blやや粗・3mm以下の砂粒． 1/5残、ロクロ打、
杯 第2トレ

148 身 ンチ I・
受邪径 (15.2) 面2/3阿転ヘラケズリ、他は横ナデ 烈色粒をやや多く含む cl I人）外面とも灰 内面ヘラ記号あ 00276 

10 堺，；沿 4.4 (1色 り

材； Al次灰原 111蚤 (12.2)
休部内l面5/6不定方向ナデ、 ｛本部外 a)良好 b)良・2mmJ:).l•(J)砂粒を含む

149 身 (SHI) 
受部if..(15.0) 

面2/3強1111転ヘラケスリ、他は横ナデ c)内外面とも1't灰色
1/2残、ロクロ,,, 00170 

器高 4.35 

A区J穴原 11径 (12.2) 体部内1fri2/3;1.~整イく111]瞭、｛本部外面 a)良好 b)良好・微細な9沙粒を含む 1/3残、ロクロ方
jィ； 第2トレ

150 身 ンチ f
受部径 (14.7) 1/21}.lllldl転ヘラケスリ、他は横ナデ c)内r/Ji1'i"灰色、外面ii'fli一浅妓色((I然 1i,1イ,ll}j、外面灰 00299 

/.;§ 器麻 (3.9) 釉） かぶり許しい

A区灰原
11/各 (13.0) 体部内lfa2/3.f~定方向ナデ、体部外

a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒を含 1右/2弘l9父、ロクロ
-4; 

受部径 (14.8) む c)内川ii穴色、外1friff灰～オリープ黄 、外頂i灰かぶり
151 身 (SHI) 面2/3回転ヘラケスリ、他は横ナデ 啓しい、上器片 00172 

器高 3.65 色(I勺然flh)
付行

A区／穴原 口径 (12.4) 休部内1fri2/3イ,,J.:方向ナデ、体部外 a)ややイ,ti b)やや粗・3mm以卜の砂
材； 第2トレ

152 
身 ンチ下

受部If:.(14.8) fni2/3lnl転ヘラケスリ、他は横ナデ 粒を含む c) I'➔ rftiRJJ ,'1灰色、外面オリー 1/3残、ロクロ (j 00281 

焙 器科 (4.9) プ黒色

A区灰原
「lif (12.6) 休部l村面3/4不'1E方向ナデ、体部外 a)良H b)良好・徴細な黒色粒、(l色砂

1外/5残ロクロ右、

153 
Jl 受部径 (14.4) 1/ci /1~ かぶり、

身 (SHI) 面2/3強lnl転ヘラケズリ、他は横ナデ 粒を含む c)内外面とも1火色 復元LI径疑間残
00171 

器店 (4.9) る
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表 3 遺物観察表8

報告 器 法屈 迫物仔
迫物 札II・. 地点 （復元値）、単位： 沿1fii,罰整 a)焼成 b) flfl l: c)色糾 備考

番乃 種 cm 
録番サ

-4; A尻9バ原 l―J1f._ (11.2) a) !Hf b)良・Imm以トの砂粒をやや

154 身
第21、レ

受部径 (14.0)
体部内面1/2也｝不足方1i,Jナデ、休部外

多く含む c)内rfii,'r灰色、外面行灰～オ 1/2残、ロクロ1,- 00272 
ンチ下 rlli2/31al転ヘラケスリ、他は横ナデ
層

器岱 4.2 リープ県色

A区'*'J,iI lit (12.0) 体部内1f1i2/3,fヽ定/jf(,)ナデ」位II外1fii a) !Hf blややm・3mm以卜の妙粒を
Jcf 第2トレ

155 ンチ I; 受部径 (13.6) 2/31nl転ヘラケズリ、他は横ナデ やや多く含む c) 1-i~[(Jjオリーブ灰色、外 1/2残、ロクロli 00282 
Jt 

10 器（，沿 3.9 1fri花屯～オリープ灰色

Al.:<灰屈
体部l州f1iイヽ・定/ji,,Jナデ、i本部外tfu[ul a)良H b)やや粗・lmm以ドの砂位 小片、ロクロJi

156 
J;.f; 第2トレ 器沿j 4.0+ a 転ヘラケズリ及び横ナデ.11籍部横 黒色粒を含む c) J1~1l詞I i'i・ 灰色、外1'1i 向小町、内1f1iヘ
身 ンチ 1, ラ，糾~}ぁ IJ 、外川i 00284 

培 ナデ nnN灰～オリープ黄色（自然釉~Jl:11:伶）
灰かぶり

Alメ灰I原
n1f. 05.9) 頸部r勾面ヘラケスリ後ナデ.'本部,,、J a)良l1f b)ややtll・Srnm肝度の小礫、

第2トレ 11紺1/4残、外llii
157 党 ンチ F 頚部径 (11.0) 面''1具痕'I'・スリ刑し、体部外1m,刺幣 1mm以ドの砂粒をやや多く含む 00275 

/(1 硲，fh 6.5+" ぷ明、他は横ナぅ cl内1f1i,'l'!火色、外1f1illfj行/1-i-灰l'I色
へゥ，lじりあり

A区）1a;1 a)良好 b)良好・1mm以卜の砂粒を含 小I',・．内頂j/,fr.か
脚 第21・レ 脚端径 (10.0) 脚部,1w11,i111整ぶIII]、脚部外面横ナデ、

158 
部 ンチF 器凶― 4.9十ヽr 直格!imm<J)穿孔1ケ,,rr残る

む c) r柏面灰～オリープ貨色、外面，•;-灰 ぶり、外1ili自然釉 00273 

M ー暗緑灰色(l'I然釉） 多く付n

J:f A厄l火原 111や (14.6) ,)~ 1(ri2/31)';.j ィ湿·,t/i1/,J ナデ．外Lfii2/3弱 a)良h b) 良~f·lmmJ'J, ドの砂粒を含 1/2~r,l残、ロクロ
159 第1I・ レ 00289 

益 ンチ 器晶 (3.7) lnl転ヘラケズリ、他は横ナデ む cl内rfrillJl,'j・灰色、外面II釦•;灰色 (i、焼歪みあり

坪
A[刈仮JJ;lI)jf. (14.2) ,,、l1lii2/3~lliィ,·,g 方,,,J ナテ、外ITiil/2lnl a)良好 b)1-'ll・5-8mm程の小陳、3mm 1/3残、ロクロ

160 
盆

第1トレ
悩向・ 4.0 転ヘラケズリ、他は横ナデ

以下の砂粒をやや多く含む c) 11~rfii 赤 {j ,2次焼成を受 00291 
ンチ 灰色、外而灰一、が1穴色 ける

161 
坪 Al2<. 灰加 11径 (14.2) ,1刊1(1i2/3ボ俎方向ナデ．外tftil/2%)1111 a)イ＜良 b)良・5mm程度の小疎、Imm 11縁1/4残、ロク

益 (SH2) 岱i,':j 3.6 転ヘラケズリ、他は横ナデ
以下の砂粒を含む ell勺面灰11色ー外 ロ左、焼きぷく 00296 
面）穴オリーフ色 れで沿墜膨らむ

杯 Alべ灰駆 I ll各 (14.l) 内13/1ぶ11り/整3ヘィ；フ~)(工具による擦痕、 11抽i a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒を少 1/2残、ロクロ方

162 
名I(SH2) 僻，汀 3.6 

1/ UJJII~、外 lllll/3惟J11]転ヘラ
ぼ含む c)J 

,,,J イ\II)]• J仮かぶ 00297 
ケスリ、他は横ナデ I)笞しい

J:f 
A区J火）);i 口径 13.8 内1/iil/3イ汀定/iff,Jナデ、 外1]り2/3'迎[u] al良好 b)良好・1mm以 I'、(/)砂粒を含 1/2如残、ロクロ

163 
硲

第1トレ
器蒻 3.8 枢ヘラケズリ、他は横ナデ む cl I村1n1m火色、外1A1r'r焦色 }f 00302 

ンチ

杯
M><泳源 口往 (13.7) 内1f1i2/3位．｝小定JJ1/,Jナデ、外1面l/21nJ a)良好 b)やや柑・Smm程の小礫． 11紺1/3残、ロク

164 第1トレ 2mm以下の砂礫をやや多く含む c)1村
益 ンチ 器森 4.45 転ヘラケズリ、他は横ナデ 1(11 i'r灰色、外面／火色

ロ;,: 00290 

杯 Alヌ灰原 17径(（13.6)） 体部1"l1面2/.3不定/j(11Jナデ、休部外面 a)良好 b)やや粗・4mm程の小陳、微 1/3残、 Uクu/ビ、

165 身 (SH2) 受部径 16.0 
1/2阿転ヘラケズリ．他は横ナデ

flllな砂粒を含む c) 1J、J1fi1I火白色、外1/ii 仇 ，tみ・亀災あ 00301 
四泊; 4.5 Tf/A-オリープ黄色 り

杯
All(J仮厭 I 11'1: (12.3) 体部,1刊1fti2/3イ湿定方向ナデ、｛本部外1fii a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒を少 1/4残、ロクロ方

166 身
第H レ 受部径 ((144..8) 2/3阿転ヘラケス＾リ、他は横ナデ [iJ: 含む c) 11~1fii暗，'ti穴色、外1面 r'i"J、しし色 向小IIH 00305 
ンチ 滋国 5) 

J.,f、AfJ(灰原 nl'f. (（ 12.s, 体部,,,J面1/2イ汲とり向ナデ、9本部外I面 aW好 b)良好・1mm以下の砂粒を含

167 身
第11、レ 受部径 14.8) 

2/3強1111転ヘラケズリ、他は横ナテ
む c) I)輯詞Ur灰色、外1(1irr}火-?1・黒 1/3残、ロクロ左 00288 

ンチ 沿炸沿 4.85 色

Hヽ
Af:,(f,k原 11径 (12.4) （松祁内I面1/2強iぷ必/i1t;1ナデJ本祁外 a)良H b)やや粗・3mm以ドの砂粒を 天.J1噌防炉'{-だが

168 
身

第1トレ 受部径 (14.8)
血2/31ul転ヘラケズリ、他は横ナデ

やや多く含む c)内削11}-Jf-i''仮色、外1fa IIH部佃か、ロ 00294 
ンチ 沿品 4.4 明打）i.-1火色 クロ/,:

月： Al;,{/1t原 I I It. (12.2) (,I,: 部内1/1il/2不定方向ナデ、（本部外nii a) J込l1f b)艮・2mm以卜の砂杓を含む
R. J目部充 (7-、受

169 箱1トレ 受部径 (14.6) 部l/Al2l 残、ロクロ 00304 
身 ンチ "ぶ",t:i ~ 4.0 1/2強1111転ヘラケス‘リ、他は横ナデ c)l'-11面灰褐色、外爪i褐灰-!Al色 {j、Itfliヘラ，lビけ・

あり

妬 Alヌり灰閲i「11を (12.2) （本部1人H/111/2ぶ定方向ナデ、1本部外1fl1 a)良 b)やや粗・3rnrn以下の砂粒をや
170 

身 第1トレ 受部往 (14.0)
1/2強皿Iii.ヘラケズリ、他は横ナデ

や多く含む c) I勺1fiii'i•)反色、外面JI行灰 1/2残、ロクロ打 00292 

ンチ 沿科 4.4 色

杯 Ali. 灰IりiLI f'f. (11.9) 体部11-!lflil/2沿不定/illiJナデ、体剖1外 a) 艮 ~f b)粗・5mm程度の小礫、2mm l/3残、ロクロ左、
171 身 策1トレ 受部if.(14.0) 

面2/Jfnf転ヘラケズリ、他は横ナデ
以下の砂粒をやや多く含む c)内而褐

焼;15み・f:(1裂あり
00295 

ンチ 器糾 3.6 灰色、外,m廿灰～！，し！褐色

杯 A区灰原 11径 (8.8) f+部内rMl/2,f定ガ1/,jナテ＇、(..部外1f1i a)良 b)艮好・1mm以卜の砂粕を含む
172 

身
弟1トレ 受部径 (11.4)

3/4強fnJ転ヘラケズリ、他は横ナデ c)内外1面とも,'i灰色
1/3残、ロクロイi 00293 

ンチ 沿科 3.8 

I,,... ·~ - Al><:J火l~i 111怜 (11.0) 休部内1lii不定Jiit,Jナデ、 1本部外而カ a)良好 b)艮好・微細な砂粒をわずかに H清じのみ1/2残、
173 

杯 (SH2) 沿，,::; 4.3+ 11 キfI、「l令点部横ナデ 含む c)内外r面とも廿松～肯烈色
内外1fliともやや 00319 
灰かぷり

A区｝穴原 口托 (12.2) 休部11叫ii同心1り紋当具痕半スリ；l'iし、 a)艮H b) 良~f·砂粒をほとんど含まな
174 壺 第1トレ 頸剖If名 (10.1)

他は横ナデ い c) (A)外1fiiとも明廿灰色
11縁部l/3残 00321 

ンチ 器!.'& 6.2+a 

Al><'. 灰旗 U径 (21.6) 体部l村面当具痕半スリ消し、休部外 a)ややイ,.Q b)良好・1mm以下の砂粒 1 1籍部1ヘ/3IラUI残，I！仮出サクt面あ
175 梵 第1トレ 頸部径 (15.8) 1iii'I叶行紋タタキ、 11紺部外1fli(こ波状

を含む c)内外r/1iともfl釦'i'!火色
勁り、は かぶ 00310 

ンチ 器閥 11.2+ a 文、他は横ナデ り、 きぶくれ
多い
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表 3 遺物観察表9

報臼 器 法瓜
辿物登過物 II¥ t:I也点 （復1tl(D、lll位： 器1(ii,聞幣 a)焼成 b)胎 J: c)色，↓1 備考

llr~} 桶 cm 録番サ

Al刈•klJ;{ I、1径 ((192..4) 体部内lttilrif心l'f紋,YI具痕、 1本部外illi
allW b)l~H・微細な砂杓を含む

176 嗅 (SH2) 頚部径 4) 'lllr紋クダキ後カキII、lI縁部は横
c)内面Ul]i'fl火ー）り想色、外lfiil火(I色 IIM部l/3'ilc 00320 

,(..,~, IH山・I 6.6+ It ナデ、 11緑部,,,位に接合痕

Al刈,k))只11/'f. (20.6) 
｛本部外1fri乎行紋タクキi妥カキII、他 a)良好 b)良好・1mm以ドの砂粒を少

177 燐 第1トレ 頚部if15.4 
は横ナデ 燎含む c) 内外l川とも村l•k色 n岳ぷ1/4残 00354 

ンチ (,n)I. 百,~ 7.8-いI

人・
A区f火）1;i 

LI絃部外1「111-3条ljlj,',: の沈線を3段、 a) f. ↓ !I( b)良好・2mm以 f(I)砂粒を含 1/5残、約60cm
178 第1トレ 器，¥/j 15.7+ (/ 00306 

梵 ンチ 刺突紋を4段につくる、他は横ナデ む c) ,,、11f1iオリプ）火色、外刷111'.l廿灰色 程の復元I1/t 

J-+ Al,(灰/Jji11径 (14.2) ,,、1面3/4・部イく',i:/jJf,Jナデ、外血2/3 a)H~f b)良好·枡良•砂粒をほとんど含 1内/4残、ロクロI,:、
179 

益 (SH3) 器，「5 (3.7) 強皿転ヘラケスリ、他は横ナデ まない c)IJ寸1!1ii'i• 灰色、外1/iill行1火色 l面ヘラ，氾けあ 00351 
り

180 誓
A区灰原 「1/'f. (14.0) 内面1/2不定方向ナず、外面2/3fi,f転 al艮H b)良好・2mm以下の妙粒を少 1/4残、ロクロ (j、
(SH3) 料';°b 3.5 ヘラケズリ、他は柚ナデ ：止含む c)内外1r1iとも廿l火色 タh1iil' I '.>:~れIJHi'r

00339 

杯 Alえ如Jjt11/f (13 8) 内1fii3/4小定方向ナデ．外1fri2/3111J転
a)良奸 b)良好・1mm以ドの砂粒を合 1/2代、ロクロJふ

181 
盈 (SH3) 器，％ 4.6 ヘラケズリ、他は横ナデ

む c) 内,~ilfc.白色、外面灰山色～褐J火 外1fiil'J然釉,.1-n、 00349 
色 焼きぷくれあり

杯 AIX. 灰肱 LI径 (13.6) 内面1/2強イく'.iE/j(t,Jナデ、外面2/3渦 a) Wf  b)暗艮好・徴細な妙粒を少t,t含 11緑1/4残、ロク
182 

益 (SH3) 器胚 (3.95) 回転ヘラケズリ、他は横ナデ
む c)I村血 ,'fl~ 色、外1(1iP1'1,'f灰ー暗 ロド、内1面ヘラ 00334 
オリープ灰色（内然釉） r記けあり

胚 Af,<Ji<.lijt 11径 (13.4) 1'~1(1i2/3ぶ定 /j拍11 デ、外川i2/3I沖!if., a)良4f b)艮好・1mm以 f(J)砂粒を含 111/、13面残へ、ロクロ右、
ラ，1c'. ¥,'あ183 

益 (SH3) 器品 3.7 ヘラケズリ、他は横ナデ む c) 内1ui~11火色、外111il火色 り．火JI部やや企
00340 

む

杯 Ali'穴似 n/を (13.4) 内1(1il/2強ぷ定方向ナデ、外1紺2/3回
a) 良~( b) J・~H·lmm以下の砂粒を少

184 凩含む c)内面白灰色、外面オリープ閑 1/4残、ロクロ(;
,tii (SH3) 沿,.・s 3.4 転ヘラケズリ、他は横ナデ

色
00357 

185 
月 A[iZI穴)J_;j111各 (12.4) 内面2/3小定Ji111Jナデ、外1Iril/2強[uJ a)良好 b) J赳H・2mm以卜の砂粒を含 1/3残、ロクロi.J.
沿 (SH3) "6"ヽ・"ロ'" • 3.4 転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)Jl~I面 ~i灰色、外l面百l火-17黒色 00352 

q; A区）り~I屎 摘み径2.3-2.4 内ruiぷ俎J沖Jナデ及び横ナデ、外1t1i al J~H b)良好・fll良 c)内r(1ii'f/火色、 火JI'部1/Jy,¥)、外186 
蓋 (SH3) 摘み品 0.6 摘み部指ナデ、他はイ,FIJI タHfur';-J火～絲烈色(1'1然釉） 1@火かぶり

00344 
器絲 2,8+ a 

.Lf Alli火肱
摘み径 2.7 内Jfiiオ速方向ナデ、外1fli摘み部指ナ a)良好 b)良好・1mm以ドの砂粒を少 摘み部のみ残、外

187 
澁 (SH3) 摘みt:i 1.0 デ、他は不11,4 屈含む c)内1f1i.~<灰色、外 ,o;オリープ黄 而灰かぶり。仇 00345 

器悩 2.8+≪ 色 ぷくれあり

杯 A(S区H灰3)頒
111径 (12.22)) 体部内1ffi2/3強不定方1f,Jナデ、｛本部外 a)良好 b) 艮好•砂粒をほとんど含まな 1外/4残、ロクロ打、

188 身
受部径 (14. rf1i2/3111J• 転ヘラケスリ、他は横ナテ い c) ,, ヽJi面灰色、外面オリープ黄色 1(1iやや／火かぶ 00342 
器，r,'/j 3.9+ ll () 

杯 Al,(択 /J,illit (12.0) 体部内lliil/3イ,・正方向ナデ、体部外1(1i a) l~H b) J~H·2mm以ド(l)砂粒を合
189 

身 (SH3) 受打1径 (13.9) 3/41•』1転ヘラケス'I) 、他は横ナデ む c) 11、1外面とも明行灰色
1/3残、ロクロ {i 00356 

'")"'"-7'.,. " 4.7 

杯 Al,(1火）原 I I/I (10.8) 
体部l勺面1/2強イ,'.,£方向ナデ、1本部外

a)良好 b)やや粗・5mm程の小舘、 1/2勅残、ロクロ
190 

身 (SH3) 受祁径 (13.4)
1fri2/31nl転ヘラケスリ、他は横ナデ

1mm以 l;!l)砂粒を含む c)内l面紫灰色、
左、')、!lflil火かぶり 00353 

器，iは 4.9 外rf1ill/'11'r-/火色

I 1/i (25.0) 体滞1勺rfrilril心ILJ紋当具痕l・スリ iiりし、 a)良H b)l~·2mm以ドの砂粒をやや 11紺1/3残、内外

191 礎
AJX灰原 頭部径 (16.4) 頸部I~面ヘラケズリ、 11行部直 I;ーに 多く含む c)内1frii'j・)火-11/iオリ ープ色、 1 (ri とも!'~然釉1・1

00337 
(SH3) 

器麻 7.l+ a 刺突紋及び沈線2条、他は椛ナデ 外,~im火～緑黒色 行、外1uiにヘラ記
}}あり

A~ 灰似 I lif.. (21.4) （本部内頂i(rl]心円紋3り具痕半スリ illし、a)やや不良 b) l'.!・2mm以卜の砂粒を
192 叫1'f(、

(SH3) 頸部径 (16.0) f.t,: 部外1rii'f;・tr紋クタキ後カキII.n 含む c)内外面とも灰白色 11緑1/4残 00336 
器舷 9.75+a 頸部横ナデ

「l'rt (19.4) 体部1J..1rfiilaiJ心1」1紋"',具痕、頸部r/q1fri a)良好 b)良好1mm以 FrJ>砂粒を含 11象家のみ1/2曲残、
A区1天原 l lt哀付近内外1面193 梵 (SH3) 珀部it(15.0) ヘラケス・リ、体部外1/ri,t~整,f--11)1、11 む c)内外血ともオリーフ灰～緑黒色(11

ともJ火かぶり、l」
00350 

器，i玉 10.9+a 顎部柚ナデ 然釉）
柑やや企む

脚 Al><:J火原
脚端径 (12.2) a)良好 b)良好・2mm以下の砂粒を少 脚部のみ1/3残、

194 
部 (SH3) 

脚括部径 (5.0) 内外rfriとも柚ナテ鼻 尿含む c)内1/1il火色、外riJjll;'fJ火～緑黒 外1fl1(I然釉,.J:n、 00348 
器閥 5.3-i a 色(「l然釉） 脚沿部やや;P.む

平 A区）火原 111洛 6.5
11緑部外山j澗かなカキ II 、 u頻部,,~

a)良好 b)良好.r,酎UIな砂粒を少拭含
195 

瓶 (SH3) 頸部径 5.7 
1fiiヘラケス'I}、他は横ナデ

む c)内liii暗 ，!i'灰-A'、［し＼色、外面灰～ 11緑のみ残 00341 
器店j 5.5+tr mu色

196 
脚 Alx.J火原

沿麻 6.7+ a 脚部外面細かなカキII後2条の沈線 a)良好 b)良好・桁良・微細な砂粒を少
脚部1/6残部 (SH3) を施す、他は横ナデ 凩含む c)内外面とも灰-N黒色 00355 

Al><.1砧；iI J径 (17.2) 体部内l凪1,1]心l・リ紋,v,具,urスリ ii~ し、 a)良好 b)やや粗・2mm以下の砂粒を
197 悔"- (SH3) 顎剖lit(14.7) f,f,: 部外1前,,・行紋クタキ、 11類部ヘラ 多く含む c)内而村灰～廿,'J.¥色、外面 1/2残、（-f1災あり 00287 

沿，¥°511.8+ a ケズリ後横ナデ、他は横ナデ 灰(1色

-BO-



表 3 遺物観察表10

報告 器 法凪
迫物登旧物 ill」：地点 （復元hi'i)'lj¥位： 硲I面渕整 a)焼成 b) I恰t c)色潤 備考

番り・ 種 cm 鉗番号

Al,(/~ 似 I 11f (162..40) ) 体剖1内面同心円紋'''il!-舷、｛本部外面 a)艮好 b)良奸・1mm以ドの(I色砂粒
198 甕 (SH3) 到部径 (1 平行紋タタキ後カキII.「l素点部外面 を少鼠含む cl内外1f1iとも1火色 「l舷1/2残 00338 

器麻 7.0+a カキfl、他は横ナデ

f.t,. 部内I葡1;-;1心円紋‘り具痕'fスリ梢し` al艮好 bl 良好・ 1mm以l•'7)砂粒を含 11柑小,,,・、外lfii

199 盤
Ali.I火肱

悩佑f 9.6+" 1本部外出i,~幣イ,llrJ.I I唇部u'iドに波 む c)内頂i山灰～賠緑灰色(1』 1然釉）、
ヘラ，；i::! :;-あり、11、1

00347 (SHJ) 外而とも自然釉
状紋及び沈線1条、他ぱ横ナデ 外面n釦•;·灰～緑色（白然釉） f•ln 笞しい

悶AlぺI火原
I lit (11.2) ｛本部内而詞心fl!糸かり具根、 11類部内 al 良~i b)良H・2mm以卜の砂粒を含

200 (SH3) 頸部径 (8.3) 1f1i指頭痕、｛本部外1mカキII、他は横
む c) IA1r1ri1'1灰色、外而存灰色

I J緑1/2浙残 00330 
？ 器｛品 8.8+a ナデ

息
Al刈火属i

I lfi. (8.4) f本部外1Iii3条I))沈線を挟んで屯w突紋2 a)良好 b) 良好•籾良 c) 11ヽJi面存灰色、 1 1 象以1/3クt 、ク~,iu
201 (SH3) 頸部径 (9.0)

段施すが 1ヽ段は小IIJJ瞭、他は横ナデ 外面行11ヽ～緑黒色（向然釉） n然釉f•I符
00343 

硲狐 4.4+" 

長
Al,<. 灰原

n!f 7.9-8.0 U縁部外血2条りl位の沈線を社化、油 a)Wf b)良好・2mm以ドの砂粒を含 n柑出2/け3残あ、外面
202 讐(SH3) 

頸部lf8.2 
~k紋をその間に施す、他1よ横ナデ む c)内rfri暗m火色、外1fli!I¥色

ヘラ I') .t'I 00358 
沿絲 9.3+ a 然釉f~·{i

提
A区11t原 内1fii'1¥具痕Tぅ人リmし、外r面濁整イ< a) n~f b)良H cl 内 1fr1lln~il:k色、外 把子部のみ、外

203 > 器討 4.5+" 00333 (SH3) lりl 面オリープ黄色 面灰かふり

>A「lJ火旗
内1fii''i具痕lスリ泊し、外面，翡整イく a) 良~{ b)艮好 c) 11-11面が仮色．外面 把F部のみ、外

204 第31、レ .,,~"~-, 山....― 3.6+ u 00332 
ンチ 問l 行灰ーオリーフ,n色 1(1ji仮かぶり

羹
Alfi火肱 摘み部1f3.l 摘み部横ナデ、 j,t..部外1面[nJ転ヘラケ a)良好 b)良好・精良 c) JI、J外面とも~;

205 SIil・2 摘み部贔1.0
ズリ. t本部 1J~面，関整イ＜明llf.( 灰色 摘み部のみ残 00335 

? 1/ll 器,•,':j 1.6+ a 

材
All/1(涼 I 1/f (11.8) （本部fl、J面1/2不定｝」向ナデ、i令部外rfll a)良IJ.f b)良好・微細な砂粒を少批含 1/3残、ロクロ方

200 SHl・2 受符1径 14.0 む c) 11~ 面IIJ]rf/火色、外1hil火[I色(l'I然
JirJイ,UJI、外[{iii穴

00311 
身 間 協科 (4.3) 2/31111+ムヘラケズリ、他は横ナデ

釉沸胞）
かぶり杓しし1、ト
器）ヤr、l杵

J..f; A区I火/J;i口1f.. (9.8) 
休部内面3/4.f,ii功向ナナW本部外面 a)良好 b)良・2mm以ドの砂粒を含む 1向/2.f-残llH、ロクロ}j

207 SIil・2 受渭Hf(11.8) c黄) 1'、II面rin内灰色、外面ll)J'7J人～オリープ 、Jリ、かぶ 00328 
身 間 ' .. P~'-r .. ・, , 3.5 濁`！拐和り1、他は横ナデ 色(I'I然釉） IJ花しt、

A区）火尿
a)良好 b)粗・5mm程度の小礫、2mm 11縁1/3残、ロク

208 
外

SH2・3 
11/f (14.8) 内1fli2/3イ湿定Jj剌ナデ、外1fti3/4111!転 以卜の砂粒をやや多く含む c) 1J、)1/ijオリ ロ /--j・、外 l~iI火か 00326 

俎 間
堺森 4.6 ヘラケズリ、他は横ナデ ープ灰色、外面オリープ9火～賠オリープ／火

ぶり
色（自然釉）

杯
A区灰/jj(11/冷 (14.6) 内tfli3/4イ湿定/j[/,Jナデ、外1fii1/21iJ111I

a)良奸 b)やや斗ll・lmm以 Iヽ．の砂粒を 1向/1[残、ロク nJi 
209 血● ,_  

SH2・3 
沿ぶJ 4.3 収ヘラケズリ

やや多く含む c)内I旬）火-ll{J赤J穴色、外 ぶllfl 、外山iFI~ 00303 
11¥J tfli—,l'/·I火～オリープ偵色 ( 1 '1然釉） かぶり笞しい

比
Al刈砧；iUtt (14.3) 内11iil/2イ遥:.fj向ナウ、外而2/3回転 a)良好 b)良好・砂杓をほとんど含まな

210 
晶

SH2・3 
器，凸 4.2 ヘラケスリ、他は横ナデ い c)内外面とも褐灰色 1/2残、ロクロ右 00317 

11¥I 

杯
Al刈灰似 n径 (14.2) 外1fril/2回転ヘラケズリ、他は横ナ

a)良H b)ややfEl・8mm程の小疎、
犬外部，7針(、11緑

2ll 1:J怜SH 2mm以 Ffl)砂粒を含む cl内面灰色． 00327 
.;i:i 2・31/ll 器i~i 4.3 プー・

外曲灰-Iii!灰色
1/5残、ロクロ右

坪 Af: べ灰9以 I ilf (14.0) 即r,,2;:1強イ-~方向ナデ、外rfiil/2111) a)良好 b)やや料l・lmm以下の砂粕、 1内/4残、ロクロじ、
212 

必 SH2・3 
沿店 3.8 転ヘラケスリ，他は横ナ'i•-

黒色It印I¥物を合む c)内1/11t判仮色、外 外1(riともやや 00318 
IIり 1i1i r'i'J穴-ll佑7灰色 ）穴かぶり

Al刈天駆 n径 a)良好 b)良好・2mm以下の砂粒を含
1/3残、ロクロ左、

Ji; (14.0) ,,、Mi2/3..f定方向1デ、外面l/21nJ転 焼企み・焼きぶ21:l 
箱

SH2・3 "ぷ"仙•. 4.2 ヘラケズリ、他は横ナデ
む c)内171i,'rl仮色、外1f1jl1Jlt'n穴一賠I火

くれあり、外,mゃ
00309 

11¥J 日色 や灰かぶり

J-f Al><)kltj! 口径 (13.4) f+部外l~il/2(11(転ヘラケズリ、他は a)良女f b)やや相・程1mのm小以礫ドをのf砂粒を 1/3残、ロクロ仕
214 STT2・3 受部径 (15.2) やや多く含む、10mm 含む 00300 

身
間 器，岱 4.7+a 横ナ7" c) 内面，•;-灰色、外面浅黄色 外1fliJ火かぶり

Alべ灰原 I if f. (12.4) 体部l勾1!112/3ぷ足方1111ナデ、1本部外1(1j a)ややぷ艮 b)やや粗・lmm以下の砂
1/3残、ロクロIi,

柘 内而ヘラ記けあ
215 身

SH2・3 受部径 (14.6)
1/2強和1転ヘラケズリ、他は横ナデ 粒及び黒色吹ti¥物多し cl内1frrJ火白色、 り．やや歪む、焼 00308 

HJ] 沿府 4A, 
外面，'i'灰色 きぶくれあり

Jf、Al:,<)k.! 原 口径 (1（ 2.2) 体部'J刊1fii2/3不足h向ナデ、l本部外面 a)良好 b).f↓好・2mm以下の砂粒を少 1内/21fii残ヘ．ロクロ左、
216 SH2・3 受部if.. 14.4) ラ記けあ 00316 

身 間 ')', ■)'. h占~· 4.8 2/3甜J11J転ヘラケズリ、他は横ナデ 杖含む cl内外1f1iとも甘｝火色 り

」才ヽ
Ai;(: 灰原 I llf.. (11.8) 

体部11-1r(ri2/3不'.,1c/j柏Jナデ、体部外面 a)ややイ,£! b)やや粗・1mm以ドの砂 1内/4残、ロク nJi、
217 SH2・3 受部往 (14.2) 粒をやや多く含む c)内面灰白色、外I葡 面ヘラ記号あ 00315 

身 1/JJ 器邸 4.1 2/31111転ヘラケスリ．他は横ナテ‘ 賠;•n~-:-rr黒色 り

J小
Al,(J却原 口往 (11.6) 体部内血2/3ぷ定方(i,jナデJ本部外而 a)良H） b)良好・1mm以ドの砂粒を含 1/3残、ロクロ左、

218 
身

SH2・3 受部iJ(14.0) 
2/3111底ヘラケスリ、他は横ナデ

む C I―勺面灰白色．外面灰(1-11廿緑灰
外1fril火かぶり 00307 

11¥J 器麻 (4.1) 色(!'I然釉）
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表 3 遺物観察表11

報告 器 法ltl 追物登
迫物 Ill L地点 （復元j~(),ljl位： 沿1(1i111整 a)焼成 b)胎 I. c)色l1 備与 録番ら＇.
番号 種 cm 

椛
身・I」i怜 12.7

Jof A区灰原 受部径 14.7 杯船本部内1面2/3.if'定方向ナデ、体 a)良好 b)良好・1mm以i-・の砂粒を含 澁杯癒i"t、坪部

219 セ 第3トレ 器，•::; 4.65 部外rf1i2/3回転ヘラケス,'). r,i; 滋外 む c)内面lリrn灰色、外面灰白～計Ii
2/3残、ロクロp 00322 

ツ ンチ 希-LI径(14.1)
而4/51111転ヘラケズリ、他は横ナデ 色ーオリープ黄色伯然釉）

ずれも左、外1(1i

卜 器届 3.1+ Cl 灰かぶり
総店 6.l+a 

靡
身・11径(（12.0)） 

Al~ 灰原
受部径 14.2 lU杓愈がf、杯身
器科 4.2 杯身i本部外面2/3回転ヘラケズリ、他 a)良好 b)艮好・1mm以下の砂粒を含 口緑1/3残、M冴

220 セ 第3トレ 溢 ・IJff, (13.8) は横ナデ む c)内而紫灰色．外面?fi:J{-紫灰色 ロクロ打、杯益 00329 
ツ

ンチ 器麻 l.5+11 I・ 
総品 4.4位

ロクロ方向不明

A区灰Ji;(II/を (33.4) 11縁部l村面'-I • 位カキ11、内頸部ヘラ a)やや不良 b)良・1mm以下の砂粒、
221 甕 第3トレ 頸部径(20.6) ケズリ後ナデ、体部外l面平行紋タク 煤色粒を含む c)内外面とも灰色 l/3残 00312 

ンチ 器麻 16.6+a キ、他は横ナデ

A区灰原 体部rt-1面当具痕、口縁滞外面縦）il••l a)良好 b)良好・2mm以 lヽ．の砂粒を含
222 喪 第3トレ 器絲 9.6+a カキ日、他は横ナデ、 11屯中部外1面に む c)内而廿｝火～黒色、外而賠緑灰色 n絃1/5残 00314 

ンチ 細い沈線1条

1＂ 1->J ．． A区灰似 脚），t部径2.9 脚部外而沈線5条、及方形透し孔2段 a)良好 b)良lj(-砂粒をほとんど含まな 杯部、脚端部を
223 杯

第3トレ 器莉 10.0匹
3方につくる、脚部l村1/り上平絞りIiふ い c)内外面とも;;-灰-M黒色 失う 00323 

ンチ 他は横ナデ

Alf. 灰駆 「l径 (16.6) 体部内f(ijポ追方向ナデ、体滞外面,y. a)艮好 b) ..f良・l'U・5mm程の小礫、

224 盤 箱31・ レ 頭部径(13.9) 行紋タクキ、他は横ナデ、口枯部外 2mm以Fの砂粒を含む c) I付面行灰色、 1/3残 00324 
ンチ 沿府 ll.75+a 面に粗い波状紋を施す 外面付灰-,t;-黒色

A区）火原 口径 (20 .. 45) ) a)良好 b)良好・1mm以―卜の砂粒を含
225 甕 SH2・3 頸部径(15 体部外面平行紋ククキ、他は横ナデ む c)内外面とも，仔灰色 口緑2/3残 00325 

tlll 器麻 8.2+a 

>
A区灰原 17径 (15.0) ｛本部I'、Jr面柘l心円紋当具痕半スリ消し、 a)ややイ＜良 b) J~ 好・3mm以 lヽ．の砂粒 11緑1/3残、ゆが

226 第3トレ 頸部径(16.2) 体部外面平行紋タタキ後カキH 、,,~ を少li:l.含む c)内1tri渇1仮色、外rfii内1仮 み衿しい、口径に 00313 

ンチ 岱狂 6.8位
頸部ヘラケズリ後ナデ、他は横ナデ、

-, 附晶色 焼w.みあり
体部外1針に把手の痕跡あり

横 A区灰尿 I 1/f (12.0) （本部内面!iii心,,,紋‘り具痕、｛本部外面 a)良好 b)やや相 c) I村而存灰一肖規
227 

瓶
SH2・3 頸部径 (9.8) 平行紋タタキ、他は横ナデ 色、外面，午灰色 1/2残 00331 

間 沿店 9.0畑

J,j, 「雌 (15.8) 内面1/4ぷ庄方向ナデ、外面2/3¥r.:)同 a粒)良好 b)良・3mm以 Fの砂粒煎色 11綽1/3残、ロク

228 A区／火/);.(
器絲 4.45 転ヘラケズリ、他は横ナデ をやや多く含む c)内面IJJJt!r灰色、外 ロLi.r、Jlfiiヘラ 00279 

盈 面灰白色～育黒色 記号あり

杯 口径 (13.2) 仏l面2/3タサイ＜定方向ナデ、外1血i2/3同 a)ややイ浪 b） )良好・3mm以ドの砂粒 11緑1/2残、ロク
229 

相々
A区）及原 器甜 (4.3) 転ヘラケス・リ、他は横ナデ を少拭含む c内外1(riとも灰褐～褐灰 ロIi' 00280 

色

230 
杯 Alメ:,火J点 11径 (12.5) 内面1/2~不定Jjli,jナデ、外面1/21111 a)良好 b)良好・微細な砂粒を含む

1/4残、 ロクロ“ 00278 
器 器麻 4.0 転ヘラケズリ、他は横ナデ c)内面,'i灰色、外1nirlr灰-1111行灰色

ミ
二 完m多、鉢形、須
チ riff.. 5.7 a)軟謁 b)良好微細な砂粒を含む

231 ユ A区採集 りu"百,,,,.,i, 4.1 
1J、！外而指ナデ、指頭艇残る

c)内外面とも灰黄色
恵器の胎 l:.たが 00546 

ア 焼成がHt、

贔

232 乱A区灰原
脚沿径 (9.8) 脚部外而に1条の沈線、他は横ナデ

a) f.!H b)艮好・lmm以 fO)砂粒を少
脚部1/4残 00274 

器西 5.6+a 肘含む c)内外面とも暗i!cf灰色

杯 B区SHI 11径 (15.2) 内1fri2/3ぷ必方向ナデ、外面3/4ffil転 a)良女f b)やや粗・3mm以卜の砂粒を
1/磯、ロクロ{j、

233 
源 窯体,,、1 器麻 3.7 ヘラケズリ、他は横ナデ 含む cl内面i↑灰色、外面黒褐色

内而ヘラ，］し乃あ 00245 
り

u、B区SHl 口径 (15.2) 内1i'iil/4ぷ定方向ナデ、外面1/2渦回 a)ややイ；良 b)良好・5mm程の小礫、 1/39~、ロクロIE、
234-

森
焚11埋 器低 4.65 転ヘラケズリ、他は横ナデ 砂粒を少屈含む c)内外面ともPJJi'j-灰 焼-;fむ、器1刈和ヽ 00265 

I: 色

J:.f, Bll{SHl 「l径 (15.0) 外「fiiわずかにllll転ヘラケズリ残、 11.!J a)良!If b)良好・徴細な白色砂粒を含 「l縁のみ1/3残、
235 

益
焚口J咀 器邸 3.7+a は横ナテ≫ む c)内外面とも11新n-灰色 ロクロ左 00263 

上

a)良好 b)やや粗・2mm以卜の砂粒を 人：Jl'i11!1/2残、ロ

236 
月； B区SHl 口径 (14-.6) 内面2/3ぷ足h詢ナデ、外面3/41百l転

含む c) 内面~(灰色、外r1Ti1~/火ー賠オリ
縁わずかに残る、 00246 

蓋 窯体内 器高 4.9 ヘラケズリ、他は横ナデ ロクロ右、白然釉
ープ灰色（自然釉） 付杵

杯 BltSHl 「l径 (14.4) 外mi1;2強Ii.~転ヘラケズリ、他は横
a)良好 b)良・1mm以ドの砂粒、5mm 1/4残、ロクロ右、

237 
盆

焚口最 器品 (5.1) ナテ＇
程の小礫を少悶含む c)内而廿灰色、 外面自然釉付行 00260 

ト焙 外面暗オリープ灰色(l'I然釉）

天ル部1/2・ロ緑

杯 B区SHl 口径 (14.2) ,,, 暉 l/2強不定H向ナデ、外面1/2回 a)良!lf b)やや粗・1mm以 l、0)砂粒を 1/4残、ロクロ右、
238 

益 窯体内 恭低 4.4 転ヘラケズリ、他は横ナデ やや多く含む c)内外而とも廿灰色 内1/11ヘラ記りあ 00244 

り

材； B区SHl LI径 (14.3) 内rfiil/2イ,,£方向ナデ、外1fiil/2強桓l
a)良好 b)やや粗・7-Smm程の小媒． 天井渫1/3・II籍

239 Joi 窯体内 器麻 4.7 転ヘラケズリ、他は横ナデ
1mm以下の砂粒をやや多く含む

1/5残、ロクロ打
00247 

c)内1@:1(-.'f灰色、外面II音緑灰色
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表 3 遺物観察表12

報告 , 命.. , 法拭 逍物登
追物 IU上地克 (/~1d1代）、 tlWr.: 器面潤整 a)焼成 b) I恰上 c)色潤 備考
番号 種 cm 

鉢番号

Jィ； B区SHI11径 (14.0) 外而1/2強'"'転ヘラケズリ、他は横
a多)良好 b)粁l・2mm以ドの白色砂粒を 1/4残、ロクロ左、

24-0 
裕

焚「l坪 器悩 4.6 ナデ
く含む c)内I面灰白色、外面灰白～

焼歪む
00270 

上 廿!:fj色

B区SHI
外1f1il/2iul転ヘラケスリ、 他は横ナ

a)良好 b)やや粗・Bmm程の小蝶、 3内/4残、ロクロ左．

241 
杯 焚11埋 11径 (14.0) 

1mm以ドの砂粒を含む c)内1fri『)仮色`
面ヘラ出りあ

益 1. 殷下 .,')''rl,'古. 4.2 デ り、焼歪み ・ra災 00261 

層 外面lll=f~fI仮色 あり

242 杯 131心SHI
り1u,,rh,..d • 3.9+a 外而[iii転ヘラケズリ残、他は横ナデ

a}良好 b)!H(・lmm以ドの砂粒を含 小1ヤ、ロクロ右 00249 
点:1窯体,,、1 む c)内外rf11とも赤灰色

243 誓
Bl;{SHl 

器店j 4.4 外1~il/21nl転ヘラケス＇ リ 、他は横ナデ aH込H b)cや)I や杜l・4mm程の小礫がや 1/4残、ロクロ Ii 00248 窯体的 や,_,,.,_つ 内外1/1iともか火色

杯 B区SHI 体部外1fril11J転ヘラケスリ残、他は横 a)艮 b)良・4mm程の小森、1mm以 I' 小1ヤ、ロクロ /j
244 

身 窯体l村
r.", , 古叫 3.9+≪ 

ナデ の砂粒を含む c)内外面とも村灰色
1,,1イ,11)1、外raiゃ 00257 
や灰かぶり

245 ば
Bl><:SHJ 

器麻 4.1, a 1本部,,ヽ）外面とも横ナデ a)良好 b)良好・微細なI'I色砂粒を含
小1「 00254 窯体11、） む c) 11、J外r面とも暗叩灰色

B区SHI 口径 (（ 13.6) 
246 

妬 焚11埋 受部径 15.6) 体部,,、1外面ともl)liナデ
a)艮 b) 良~f·lmm以卜の砂粒を含む n縁1/3残、 1AJ1i1i

00259 
身 I:設下 器麻 2.65+ a c)内外1/iiとも褐灰色 ヘラ，iじりあり

/t•'i 

杯 B区SHl 11/各 (13,65)) i本部外面1/2佃,tt.ヘラケズリ、他は a)不良 b) f.¥・1mm以ドの白色・黒色
247 .q-窯体Ji、) 受部径 (15.

横ナデ 砂粒を含む cl内外ffiiとも灰l皇1色
1/4残、ロクロh" 00258 

器点i 4.5+ a 

杯 Bl;{SHl 
「Iii (12.6) i本部内面1/2イ噸定方向ナデ、休部外面 al良好 b)良好・2mm以下の砂粒を含 体部2/3残・ IIr点

248 
身 窯1本I村

受部径 (15.2)
2/3lfil転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内外面とも付灰色

小1¥-、ロクロ/,:、 00253 
硲麻 4.8 外而灰かぶり

Blメ'.SHl 11径 (13.2) 体部外r面2/3同転ヘラケズリ、他は
a) 1~4f b)ややfll・lOrnrnti'.O)小礫、 1内/峨而に、ロクロ左、

249 外 焚rI埋 受淵li'f.(15.1) 2mm以下の砂粒をやや多く含む c)内 ヘラ品乃 00264 
身 t 滋f:; 5.0 横ナデ

面赤灰色、外1@1音古～赤灰色
あり、 n絲部焼
企み

杯 Blメ'.SHl LI/や (12.5)
体祁外rf1i2/3~,lli•I転ヘラケズリ、他 a)良好 b)良好・4mm程の小礫、微細な

250 
身

焚rI湘 受部径 (15.0)
砂粒を含む cl内外面とも,'f灰色

1/4残、ロクロ右 00262 
上 器謁 3.9+<1 は横ナデ

杯 BIX:SHl 11径 (12.4) f+: 部I村面1/2渇イ湿定fj向ナデ、｛本部外 a)ややイ,f.l b)良・3mm以ドの砂粒を 1/4涸残、 ロクロ
251 

身 窯体1村 受部径 (14.8)
rfii2/3IPI転ヘラケズリ、他は横ナデ 含む c} ,,、)外面とも灰色 ./-i 

00252 
器麻 4.4+ a 

杯 Bl>(SHl |― 1/J (12.6) i本剖i外l~il/21nl転ヘラケズリ、他は a)良H b)粗・2mm以ドの砂粒を多く
252 身

焚「I坪 受部径 (14.6)
横ナデ 含む c)内外1ftiともサ灰色

1/3残、ロクロ打 00269 
上 浩麻 5.6 

杯 BllSHl I If予 ((12.50)) 1本部,,、11面2/3渦不定ガ1句ナデ．休部外 a) 良~f b)良/((・lmm以 卜の砂粒、県

253 身 窯体内
受部径 14. 

侑i』•J棺不明、 l I松部横ナデ
色粒を含む c)1J-11fri'i'l'I火色、外1niTfl穴 1/4残、ロクロ右 00255 

器，f~4.45+« ～賠緑灰色（白然釉）

254 蟹
B区SHI

器甜 6.4+ (t 1本部r＇ヽH面に当具痕残，他は横ナデ
a) ややイ~.Q b)良好・1mm以下の砂粒 「l縁,Jヽ}',― 00256 窯体v、J を含む c)内1fii灰色、外1/ii県色

Blメ：SHl ｛本部外1f1iカキIIわずかに残る、 他は al良好 b)やや粗・1mm以 FQ)砂粒を 口緑小Jj-、内面
255 甕 焚「I埋 'IY.'● rl-l'nl r 5.2+ II やや多く含む c)内而灰白～黒色、外面 00266 

J: 横ナデ 灰白色 やや灰かぶり

麻
BIX.SHl J, 絆部径 4.2 脚部,,、lt籠lこ端指頭戒あり、他は横ナ a)良 b)良好・微釧な白色砂粒を含む 杯部と脚端部を

256 i:1; 
焚l― l埋

器麻 5.6+{1 
ブ-ー・ 

c)内外而ともllf)i'il火色 欠く 00268 
_l: 

II』●d,— BIX:SHl 眼l~i\111. (12.4) 脚部外面カキfl、11/-JI瑞部～内r!ii横ナ a)艮 b)良M・1mm以ドの白色砂粒を
257 材：

焚口埋 沿麻 7.4+u デ．貶Ji形穿イしを2段3方につくる 含む c) ,,、)外1it1とも褐灰色 脚部のみ1/2残 00267 
上

ミ

I Ht. (6.0} 
チ BIISHl 頸部径 (6.5) 休部l人lilu ィ,,~方1,,jナデ、 11径部,,、Jlfii a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒を含

258 , 
窯体内 器泊; 3.8+ a む c) 内1f1i,~•灰色、外1f1i灰色 1/4残、杯身形 0025) 

ア 体部Ji}人・径
に絞り痕、他は横ナデ

羞 (7.6) 

蘭壺
B区SHl Uit (8.0) 体滞,i~,面‘り具痕lスリ泊し、体部外 a)良M b)良好・2mm以 I'・の砂粒を含 顎部1/4残.n緑

259 窯体内 頸笥If斧 (8.8)
面カキII、11縁部横ナデ む c)内外面とも）火白色 わずか

00250 
器，！沿 6.4+l1 

260 闊B区I火原
11往 (14.6) 外而1/2回転ヘラケズリ、他は横ナ a)良内好 b)艮・1mm以下の砂粒を含む 1/4残、ロクロ(i 00373 器店 4.2+ a デ c) 外lfiiとも廿灰色

261 J:f. Bl凶灰原 111怜 (14.6) 内面1/2不定/i1f,Jナデ、外面2/3回転 a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒を含
1/3残、ロクロ(j 00371 益 採瓜 器屈 3.9• a ヘラケズリ 、他は横ナデ む c)内外面とも白灰色

J-.j; I lit (（ 13.2) 体部外而2/3%JIDI転ヘラケズリ、他 a)良 b)粗・3mm以下の砂粒を多く含 1/4残， ロクロ (5.
262 

身
B区/1,i原 受部径 15.6) 

は横ナデ
む c) ,,、Jrfli紫灰色、外而灰白-r'i煤～

2次焼成を受ける
00365 

器屁 4.2+ u 紫灰色

.1:.fヽB区灰涼
「l径 (12.4) 体部1/.Jrrti2/3不定方向ナデ、1本部外tfii a)良好 b) l~H·lmm以ドの砂粒を含 1/4残、ロクロ方

263 
身 採祁

受部径 (15.2)
2/3強11111;,;ヘラケズリ、 他は横ナデ

む c)内面i灰色、外面灰～緑黒色（自然
向不明 00370 

器r.'6 4.4+ a 釉）
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表 3 遺物観察表13

報告 'j,a " 法賛 迫物u
迫物 II',」：地点 （復元f1l't)、ljl位： 沿面叔幣 a)焼成 b)胎 tc) 色濶 備考

番け 種 cm 
鉗番け

J'i' 叫星 (（ 12.3) 体部外頂il/2皿転ヘラケズリ、他は横
a)良好 b) J~H·lmm以 Fの砂粒を少

264 Blズ．灰原 受部径 14.0) 拭含む c)内I面内灰色、外血m火～緑 1/4残、ロクn{i 00366 
身 晶対 4.S+a ナテ' 黒色(r1然釉）

265 
,l,f B区1穴原 器蒻 4.4+a 
栢 Fl~ 

内面不定Ji向ナデ残、外1flilnl転ヘラ al良M b)良好・1mm以1--0)砂料1を含 小片、ロクロ{j 00369 
ケズリ残、他は横ナデ む c)内外面とも白灰色

266 悶B区灰原 "企"-I'口・，． 3.9+a 内外面とも横ナデ
a)） 良!I{ b)艮州・微細な砂粒を含む
c内tfii灰白色、外1伯火色

小1ヤ 00368 

J:f, a) !~llf b)やや粗・2mm以下の砂粒を

267 益
Bl又灰原 沿，*i 4.l+a 外面fnl転ヘラケズリ残、他は横ナデ やや多く含む d11,i而松色、外1fiill釦f 小片、ロクロ左 00361 

灰色

ミ
二 a)良H b)良iif・lmm以ドの砂粒を含
チ

268 ュBl;{灰屈i器1¥泣 3.2+≪ 内外面とも横ナデ む cl 1i、Jr{iit'f灰色、外1面白灰一緑.'l.~色(IJ 小片、 tィ山形 00367 

ア 然釉）
上
器

ミ
二 11柑2/3残、｛本部
チ 口径 7.0 内1/ri2/3縦ナデ．外面底淵情j¥Ji.ヘラケ

a)ぷ良・軟，剥 b)艮好・微雑lな砂粒を含 完（（、鉢形.須
269 ユ Blメ1天旗 む c)内外面とも！火(I色 00372 

ア 器糾 4.6 ズリ、他は横ナデ 恵器の1恰上だが

上 焼成廿い

岱

H、c似SHJ 口径 (12.4) 内面2/3強イ況定方向ナデ、外面2/3弘J a)良1/f・序紛 b)良好・1mm以卜-の1'1 1/2~ 残、ロクロ

270 
祖 焼成部 器甜 3.9 皿転ヘラケズリ、他は横ナデ 色砂粒を含む c)内外面とも債灰色

伍、外曲夭JI部へ 00007 

1次1irfli ラiじりあり

CIX:SHl 内面2/31'定方向ナデ、外1(1i2/3(司転
a)やや軟潤 b)やや粗・徴細な白色砂 11舷部1I/i2強残、

271 
杯 焼成部 口径 12.4 粒を多く、2mm以ドの白色砂粒を少凪含

ロクロ＇．外 rf1i
00002 

盈 1次床11ii 器邸 3.6 ヘラケスリ、他は横ナデ
む cl内外面とも灰色

X. J肘祁ヘラ,ldサ
あり

沐 C区SHI nif.. 12.0 内面 1/2燐不定方向ナテ、外而2/3 a)良 b)良奸・1mm以下の白色砂粒を
272 ぷi焼成部 器高 3.6 雑11:ヘラケズリ、他は横ナデ わすかに含む cl I人］外rfliとも灰色

l」綽部1/2残 00008 

1次/,I-:面

* 
Cl.><.SHl 111怜 (12 O) 内面1/2強不定ガ向ナデ、外lliil/2強 a)良好 b)良・3mm以ドのI'I色Ii少浮i/を 閉l面紺へ残、ロクロ{_j、

273 荼
焼成部 器縣 (3.5) 1111転ヘラケズリ、他は横ナデ 少はに含む c) I人］外面とも11/i百灰色

ラiじけあ 00006 
1次床l面 り

c区SHl
杯 焼成部 17ff 12.0 I人llfiil/2強不定方向ナデ、外面2/31111 a)やや軟閥 b)JiH・微細な（！色砂粒 11縁部1/2残會ロ

274 
頷

～燃焼 "硲"砂-・、 3.7 噸」、ヘラケズリ、他ぱ樅ナデ を多く含む c)内tfii明褐色、外面褐色
クロ {j、内面iヘ 00005 

泄1次/,j.; ラ記けあり

面

J.f c区SHI I If~ 靡
内面2/3不定方向ナデ、外面1/2回転

a)良・やや杖，悶 b)良好・2mm以ドの(I 1/2~ 残、ロクロ

275 
益

焼成部 器高 ヘラケズリ、他は横ナデ
色砂粒を微は含む c) l"HiliJ火褐色、外 ti、内面ヘラ記号 00009 

1次床1f1i 面褐色 あり

坪、 Cl~SHl 11径 (12.7) 内面2/3不定）加）ナデ、外rf1i2/3[<1J枢 a)イ,J'..,!・ 軟閲 b) 良好•緻密・1mm以ト・ 2/5残、風化のた

276 li. 
焼成部 器邸 3.6+ a ヘラケズリ、他は横ナ7"

のn色砂粒を含む cl内外面ともにぶい めロクロ /i1!,J不 00015 

1次床u•i 紺色 HJ! 

杯
c区SHl111怜 (12.7) ,,、II面1/2強イ＜定jjl(,Jナデ、外面1/Z[cij a)良好 b)良・1mm以ドの(1色砂粒を 1/5残、ロクロ},:.

277 焼成部 00037 
蓋 2次1ぷ面

器晶 3.2+,, 転ヘラケズリ、他は横ナデ 含む c)内外而ともII釘火色 内面ヘラJc¥}

月、 c区SHI I ll冷 12.2 内1(1i2/3ぷ定方向ナテ＼外面2/3(n(転 a);i遺・庫入;~~ b)良!l{・lmm以下の「l 11縁1/2強、ロク
278 益

焼成祁 沿，：沿 3.5+≪ ヘラケズリ、他は横ナデ 色砂粒を含む c)内外1f1iとも灰色 ロじ 00014 
1次1禾祈i

.ti; ClえSHl 111苓 (12.2) 内u'1i1 /3不定｝）向ナデ、外I面1/21111 a)良好 b) 良~f・ ・緻密・徴細な砂粒を含 1/亭残、ロクロ(;、

279 
器

焼成部 器iは 3.3+a 転ヘラケズリ｀他は横ナデ む c)内外面とも灰色
内1fliヘラ,i亡I,'あ 00012 

1次床1ti1 り

c区SHll」径 12.0 内1flil/3イ；定方向ナデ、外1fri2/3同転
a)軟晶I・廿し1・粉状に風（し進む b)やや粗・ 11緑2/3残、ロク

280 
杯

焼成部
2-3mm程の小礫を少墳、1mm以ドの ロ(f、全1面風化停 00003 

盆 器•,':j 4.2 ヘラケス'1J、他は横ナデ (I色粒、黒色粒を多く含む c)II、)外,uiと
1次床rf1i も灰LI色

し＼＼

CIX:SHl 内1面2/31'定方向ナデ、外tfii2/3111l転
11絃4/5.火外部

281 
坪

焼成部 「l径 11.8 a)やや軟渕 b)艮H・・1mm以下の白色 2/3残、ロクロti、00004 
益 1次9禾面

岱t品 3.7 ヘラケズリ、他は横ナデ 砂粒、黒色粒を含む c)内外而とも灰色 内而ヘラ出け•あ
り

杯 c区SHl 11径 (11.8) 内而1/2強イ,,t方向ナデ、1/2強回転 a)やや不良b)良Ii(・緻密・微釧な白色砂
1/3残、ロクロ (i、

282 
益

焼成部 器泊j (3.5) ヘラケズリ、他は横ナデ 粒を含む c)内外liiiとも賠赤灰色
内面ヘラ，lじりあ 00013 

1次床1hi り

J:f, c区SHl 口径 (11.4) 内面1/2不定};1/,Jナテ≪、外tfiil/21111転 a)良H b)艮好・緻密・徴細な(1色砂粒 2/5残、ロクロ方

283 
盃

焼成部
器11'1i (3.4) ヘラケス＇リ、他は横ナデ を含む c)内外面とも1仮色

向,r-11n、(().裂あ 00010 

1次床面 り

.cf c似SHI
11径 ((141. .2) 

,i弾1i2/3ぷと方向1デ、外1i1i2/3回転 a)良!t-f b)良H・級密・微細なn色砂粒 11投1/5残、ロク

284 
益

焼成部
器科 1) ヘラケズリ、他は横ナデ を少址含む c)内外面とも灰色

ロ/i.[1、11i1iヘラ出 00011 
1次床爪i 乃あり
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表 3 遺物観察表14

報告 器 法坑 追物登
逍物 /!Lt地点 （復元値）、単位： 器I籠閲整 a)焼成 b)胎 I: c)色糾 備考

録番If
番け 種 cm 

C区SHl 1/2残、ロクロ右、

材； 焼成部 LI径 10.6 内r~il/2強ぷ定/Jl/,J ナテ□ 外面2/3甜 a)良好・堅緻 b)良好・微料IIな白色砂粒 l l緑部内I面に粘
285 

益
1次床I~「l器贔 3.8 lnJ転ヘラケズリ、他は横ナデ を含む c)内外面とも灰色 上を薄く貼（寸し

00001 
＋燃焼
部

た補t各痕あり

杯
c区SHI I 111 (10.6) 内1/ril/2ぷ庄―方(hiナデ、外面1/2強lnl a)やや不良 b)良好・内精外良・微細なI°I色 1/額残、ロクロ左、

286 前1廷部 砂粒を少ほ含む c) 面ともにぶい 内1rriヘラJじりあ 00069 
盆 Ji~[: 沿晶 3.7 転ヘラケスリ、他は横ナテ＇ ，Jr浪j色 り

凶噂• Cl£SH1 11径 (9.9) 杯部1人llfii底部不定方向ナデ、外面下 a) J~ 好 b)良好・5mm程の小践、微糾lな
287 材； 焼成部 ツ,.)，-f.・,，1． 4.1+ u 半カキll、他は横ナデ

白色砂粒を少紋含む c)内外1f1iとも褐 杯部のみ1/5残 00017 

1次床面 灰色

材； c区SHI
n径 (10.2) a)良H 1>)艮好・1mm以 Fの1'1色砂粒

288 ？ 
焼成部

器fJ, 2.9+a 
内外1fiiとも横ナデ

を含む c)内外而ともII背廿灰色
n籍1/2残 00034 

1次休l而

a) 1'良・軟哉 b)4mm程の1'1色砂粒を
体部完存、口縁

J-.i; c区SHl IJ径 11.0 体部内rfii不定)j向ナデ、体部外[(112/3 部の残{f,f艮、ロ

289 身 焼成部 受部径12.6
同転ヘラケズリ、他は横ナデ

少凪、Ml色粒を徴屈含む c)内面灰黄 クロ左、 1'~ 1friヘラ 00016 
1次床1fl.i J＂)•，tc 回,·,· 4.3 一明貨褐色、外価灰れ～灰黄色 ico;;,<あり、外面風

化進む

Clメ.SHI

杯
焼成部 I H吊 (12.2) a)艮・やや軟閥 b)良好・微細な(I色砂

I I縁1/2残290 
身

/lり落J哩 受部径 (14.2) 内外1f1iとも横ナデ 粒をわずかに含む c)内外面とも褐色 00035 
t.+1次 器国 2.6+a 
床11ii

杯
c区SHI 11径 (12.6) 体部内1面2/3不定方向ナデ、1本部外1面 a)イ＜良・風化進む b)良好・1mm以 I; 11籍1/2残、ロク

291 焼成部 受部径 (14.6) の白色砂粒点A色粒を含む c)内外面と ロ方1句不明、内 00024 
身 1次床1/ii ,命..,_回,.,,. 3.5+" 1/2強lril転ヘラケズリ、他は横ナデ も灰l'I色 而ヘラ記I}あり

杯 c区SHl 111怜 (11.0) 体部外i面[Ill転ヘラケズリ残、他は横 a)やや11・¥1・やや不良 b)良好・1mm以 口籍1/3残、ロク

292 
身

燃焼部 受部径 (13.0)
ナデ

下のl'I色砂粒を含む c)内外1/tiとも付 ロJi1/1Jイ,Ufl、内 00021 
1次床面 器麻 3.2+,; Fl<色 面ヘラ記らeあり

C[l(SHl n1±(1（0.8) ） a)イ＜良・,,欠潤 b)良好・1mm以下の白 11舷Jj2向/5不残明、ロク
坪 体部外血の部，J~'liを小 llJI 、他は横ナ ロ、外

293 
身

焼成部 受部径 12.9 
デ

色砂粒を含む c) 11i1/ii灰l'I色、外1面丙 面風化が迎む、仇
00029 

1次床1f1i 沿，：沿 2.8+a 灰色
裂あり

c区SHl I 1/f,_ (10.4) a)ややイ寸良・風化進む b)ややtTI・2mm
n緑完(-f• I本部

材； 体部内rfiil/2強イ,,t/j[/,Jナデ、 1本部 焼1/2残、ロクロ右．
294 

身
焼成；部 受部径 (12.4)

外而l/21n)転ヘラケズリ、他は横ナデ
以 Fの白色砂粒を多く含む c)内外面 歪み -[11裂あ

00020 
1次1,t:而 器邸 3.8 とも灰色 り

J,j; c区SHl I 1/f （ (10.4) ｛本部11輝iil/2強ぷと}j({,Jナデ、｛本部外 a)良 b)良好・1mm以ド0)(1色砂粒を
295 

身
燃焼部 受部径 12.4) 

面1/2強『l転ヘラケズリ、他は秘ナデ 含む c)内外面とも9火色
1/4残、ロクロれ 00023 

1次床rro 器贔 3.7+ u 

I Jlf. 10.5 
11縁部ほぼ残、

杯 Cl;{SHl （本部r"J1fn3/4ぷ定Jj向ナデ、体部外r/1i a)良好 b) 良好·lmm以ドのI'~色砂粒
ロクロ方向不明、

296 燃焼部 受邪径12.2 内面ヘラ記号あ 00019 
身 1次床面 沿，iは 2.8+cr 1/2強回転ヘラケスリ~ 他は横ナデ を含む c)内外面とも山ゥ灰色 り、器収焼きぶく

れで屈い

Clx_SHl I lff (10.2) 
I I極tl記/2§]、IAl1fii

杯 a)良好 b)良好・1mm以下の(I色砂粒 ヘラ 号、ロク
297 

身
燃焼部 受部径 (12.0) （本部,,ヽ）外1niとも横ナデ

を含む c)内外面とも廿灰色 ロ方向不明、焼 00022 
1次1和(ii硲麻 2.5+a 焼企みあり

外 CliSHl I lit (11.2) i本部1J雌 i2/3イ濱定方lnlナデ．体部外I面 a)ややイ＜良・軟謁 b)良好・2mm程O)(I
1/2曲残、やや雑

298 
身

焼成部 受部径 (13.0)
1/2強静止ヘラケスり）、他は横ナデ

色砂粒．微細なn色砂粒を含む c) ,,、J
な近作

00027 
1次床1f1j岱必 4.2 外1iiiとも存灰色

J:.f, Clえ.SHl 11径(（8.4) 体部内I面1/2-1'定}if(,)ナデ、体部外頂i a)やや不良 b)良好・1mm以下のl'I色
299 

身
焼成部 受部1-t 10.0) 

2/3静1Lヘラケズリ、他は横ナデ 砂粒を含む c)内外面とも廿灰色 1/2強残 00028 
1次9禾面i沿~j 2.9 

Hヽ c区SHI 111居 (8.1) 体部外面4/5咋1t:ヘラケスリ、他は a)やや不良 b)良好・lmm以ドの砂粒
300 身

燃焼邪 受部径 (9.8)
横ナデ を含む c) ,,、）外rf1iとも灰色

1/4強残 00025 
1次lぷ面 •＂~廿•",・'r '2.4 

J:f 
Cl,<_SHl 口径 7.9 体部外1(1i4/5静止ヘラケズリ、他は

a}良・やや廿い b)やや粗・Bmm程の小
ほぼ完形｀焼焼

301 身
焼成部 受部径 9.7 

横ナデ
咤、1mm以 Fの白色砂粒を含む

企み ・亀裂あり 00026 
1次床rl1i 沿麻 2.5-3.0 c)内面，印灰色、外1@l[l(j-/火色

J.j; Clメ:sm a)良H b)良奸・徴細な白色砂粒を含
302 焼成部 器店 2.7+ a 体部内外面とも横ナデ 小Ir 00038 

身 2次床而
む c)内外面とも）仮色

杯
CliSHl 体部外面/il11!.ヘラケズリ残、他は横 a)lW b)良好・微細な砂粒を含む

303 
身

燃焼部 硲麻 2.S. ャa
ナデ c)内外面ともN灰色

小片 00039 
2次)~而

Cl2<.SHl 
a)良・やや11・しヽ b)艮好・10mm以 Fの

焼成部 「11t 18.6 体部,,~ tfri 当具痕'!'·スリ消し、 1本部外
304 梵 1次床1(1i頸部径]4.2

面カキII、他は横ナデ
小礫を少れ、1mm以 FのI'I色砂粒を含 1 /5残 00033 

～燃焼 器屈 9.3+≪ む c) I"」外面とも黒柑色

部埋1:.
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表 3 遺物観察表15

悧店・ 岱 法凪
追物 II', 上地点 （復元値）、ljl位： 沼r而糾椛 a)焼成 b)胎 l: c)色戯 bi/i考

迫物登

番り 種 cm 
録番号

c区SHl
大焼成紆ll 外面は2条0)沈線で区11lijされた文様 al艮好 b)艮好・2mm程の小靡徴細な 11緑小片、 2次焼

305 梵～燃焼 器邸 13.9+ a 帝が3段につくられ、刺突紋が施さ 白色砂粒を少ht含む c)内外面とも灰 00018 
部1次I,+: れている、他は横ナデ 赤～灰色

成受ける

面

ClX:SHl 

甕 前庭部 Ult ((2230 .5) i本部内而芍具痕、頚部内lfiiヘラケス” a)良好 b)良好・2mm程の小礫、1mm
306 埋土上 頚部径 .8) リ.j本部外rfri'!Z1i絞クタキ．（也は横 以ドの(I色砂粒を含む c) 11、lifn灰色、 口柑l/3残 00068 

料(1-2 器麻 10.0+ a ナデ 外而賠l'i"~）(-)穴色
次I禾面）

CltSHl 2次焼成を受け｀自然釉がオリープ a)良H b)良好・1mm以下の砂粒を含 U緑小片、 11/$.
307 復 焼成部 器高 3.6+ a 

故色に沸騰している
む c) 11q面黒色、外1/ii黒～オリープ黄色((I 12cm.f'i、2次焼 00030 

1次床而 然釉） 成受ける

CllSHl （本部t"11fri当具痕．顎祁と体部の況は
a)艮H-2次仇成を受ける b)良H・ 口綽小片、 nl'f:

308 甕 焼成部 器甜 5.1+ a 
1次床1fii ケズリ ．他は横ナデ

1mm以 Fの1勺色1沙粒を含む c)内r11i焦 14cm和、 2次焼 00031 
色、外面放褐色(Nii醗r,然釉） 成受ける

c区SHI a) !~~f b)やや粗・3mm以下の砂粒を 口緑小l』r、U径

309 疫 焼成部 器邸 6.4+ a 内mi測恨不明、他は横ナデ 含む c)内面オリープ黄色(H然釉）．外 16cm和、 2次焼
00032 

1次床面 面灰色
成受ける、（し裂、
破裂船あり

提 ClをSHI 「Iii. 8.4 11絃渭刈1位に2条の沈線、休部外lfii a) ぶ良・軟~ b)良好・2mm以 FO)白
310 焼成淵I 頸部径7.0-7.4 n条"ii:2/3残， （本部

瓶 1次床面 器麻 24.4+ a カキII、他は横ナデ 色砂粒を含む c)内外iiiiとも妓灰色 1/3残
00036 

311 
杯 c区SHI 口径 (12.1) 内而2/3りかf演リ方向ナテ＇、外面 1/2回 a)良H b)良好・1mm以下の白色砂粕 「l緑2/3煽残、ロ

益 3次床価 器品 4.2 転ヘラケズリ、他は横ナデ
を少M含む c)内1iti,午灰色．外rfijll行,'1 クロ方向,f-1りl、 00048 
灰～オリープ黄色（自然釉） 焼歪みあり

Cl!..SHl 

杯 燃焼部 口径 (12.0) 内1(111/2強イ＜定Ji1f,Jナデ、外lfti2/3f/:;] a)不良・軟，揖 bl艮奸・1mm以ドの(I
312 

~ 
カサ上 器点 3.7 1111転ヘラケズリ、他は横ナデ

色砂粒を含む c) 1"1外面ともにぶい褐 l/2残、ロクロ(i 00064 
,r埋 I: 色
下）1'1

天Jt-1/2・ ロ縁

J:.f 
c区SHl 口径 (12.0) 内11!i4/5ぷと方向ナデ、外illi2/3111f転 a)良U bl良好・1mm以下の砂粒を少 1．ヽ/・8残、ロクロJi

313 焼成部 杖含む c)内面Jl/fi'i'/六色、外l祈lltfm火
111Jイ'U)I、復）じl」

益 3次床1(1i
沿店j 4.1 ヘラケズリ、他は横ナデ ～オリーブ黄色(ii然釉）

径に疑I/¥J残る、 00047 

灰かぶりのため
瀾整イ,llfll[紅

CRX―SHl 

Jl 
焼成滞 r I/冷 (12.0) 内而1/2,f-定方向ナデ、外tfri2/3lul転 a)良lff b)良妍微細な白色料を含む

314 カサ I:
益 げJtll」こ 器，岱 3.4 ヘラケズリ．他は横ナデ c)内外頂iとも付／火色

1/4残、ロクロ1-i 00063 

ト・焙

月； c区SHl
口径 11.9 内面1/2-1'定Jj向ナデ、外1f1i2/3淵 111 a)J~uf b)やや粗・2mm以卜の!'I色砂 1・1紺1/2残、 f貼裂

315 焼成部
益 3次床17Ti

沿裔 3.3 転ヘラケズリ、他は横ナテ' 粒をやや多く含む c)内面＃灰色、外1面 あり、ロクロ右
00058 

i'i'J穴-nf;-.'f!穴色

Jf c区SHI
口径 11.6 内1nil/2強イ＜定/jJ/,Jナデ、外1面1/2強

a)不良・軟tJ1 b)良Uf・lmm以ドのI°I 「l緑2/3残、ロク

316 焼成部 色砂粒を含む c)内面にぶい黄褐色、 ロli、天JH届外
沿

む欠1未rf1i
器，\'.~3.8 (111転ヘラケズリ、他は横ナデ 外面褐灰ーにぷい政褐色 1(1iに火憚状の息

00043 

筋

.tj; c区SHl 口径 (11.5) 内lffil/2ぷ足方I<リナデ、外面1/2強回 a)良好 b)良好・1mm以卜:(/)砂粒を含 1/4残、天井部ほ
317 焼成部

滋 3次1ぷ1/Ji
器店 (4.4) 転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内外r(jjともII行I火色 ぼ'ic(t-、ロクロ 00059 

Ii 

坪 CliSHl 111径 11.2 内1ftil/2強不定方向ナデ、外面1/2強 a)不良・軟J1 b)良好・1mm以ドのl'I 11緑1/3残、 RJ1'
318 焼成部

11 3次hi-:rf1i
器，,;;j 3.7 回転ヘラケズリ、他は横ナデ 色砂粒を含む c)内外lniとも）火白色 ほぼ完存、ロク 00041 

ロ方

J;j, CltSHl 11径 11.2 内1f1i1/3不定れも］ナデ、外1f111/2iuJ転 a)艮好 b)良・3mm以ドのE:.I色砂粒を I lfjの・部を欠
319 

蓋
燃焼部 器i¥':i 3.8 ヘラケズリ、他は横ナデ

含む c) 11、)rfri扉 'i"灰色、外面出l¥-llfi くがほぼ完形、 00066 
4次床1(11 ,'f灰色 ロクロ/-i

杯
c区SHI I l!f 11.1 内lfiil/2不；・ピ方向ナデ、外面2/3~isJlnf

a)良好 b)良・2mm以下の!'I色砂粒、 k JI・ ほぼ完({-. 
320 

森
焼成部

'"、ヽ'・雌.・・ 3.8 転ヘラケズリ、他は横ナデ
微細な白色砂粒をやや多く含む c)内 11緑1/2強残、ロ 00042 

む欠1禾1fii 面行灰色、外面11,'.f百灰色 クロ~j

坪
Cli.SHl 11径 11.0 内面2/3不定方向ナデ、外rf!i2/3fril転 a)良好 b)良好・1mm以下の1'・1色砂粒

2/:3煽残、ロクロ
321 

~ 
焼成部 僻品 (3.9) ヘラケズリ、他は横ナデ

を少itl含む C) Ji~ lfl j T"Jil火色、外1ru1'r1穴 00054 
3次床面 ～暗廿灰色

(-j 

CliSHl 

杯
焼成部 I l径 (11.4) 内rfiil/2イ9定方向ナデ、外面1/2同転

a)ややイ＜艮・やや1「い b)良好・2mm程

322 カサヒ の白色砂粒、微細な白色砂粒を含む
令；~ げ埋上

器品 2.8+≪ ヘラケス’リ c)内外lfliともにぶし1褐色
1/3残．ロクロ臼 00065 

＂杓

胚 Clメ：SHI I Ii各 11.0 内面1/3イ濱定方向ナデ、外面1/2強r，―,1 a) イ＜艮 ·•I次,'II~ b)やや'fll・2mm以 卜の 1/2残、ロクロ左、

323 
沼

焼成部 器品 (3.5) 転ヘラケズリ、他は横ナデ
I'I色砂粒を含む cl内外1tilともにぷい わずかに焼きぶ 00044 

3次床面 出色 くれあり
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表 3 遺物観察表16

報f'r 器 法屈 氾物狂
追物 畠上地,.'.1 （復元f1l()、LJT位： 器面讃整 a)焼成 b)胎上 c)色閥 備考 緑番号
番サ 桶 cm 

朴 c区SHI 伽fii2/3イ；,.i! 方向ナデ、外面1/2強皿 a)ややイ浪 b)良好・lmm以 Fの白色 1/2強残、ロクロ

324 焼成部 I I({, 11.0 転ヘラケズリ、他は横ナデ、接合痕 砂粒を含む cl 11~1面にぶい赤粕色、外
{ j、内1(ijIこヘラ

00057 
益 ぶ欠l;Krf11 '6",tしll占O• 3.7 残 面灰～にぶい赤褐色

記り、焼-;fi_み ・
阻裂あり

口*~3/~残、ロク

Jf Cl/SHI I f1$_ 11.0 内面2/3劫不定方向ナデ、外血2/3弱 a)ややぶ良 bl良H・lmm以ドの白色 ロI.:、犬JIこ部ほ
325 

J,i 焼）,!<: 部 器届 3.6 111)転ヘラケズリ、他は横ナデ 砂粒を含む c)内外rMともにぶし＼赤褐 ぽ完存、やや焼 00056 

3次床1fii 色 れみあり、内面
ヘラ記号あり

妬 c区SHI 11径 (10.7) [I、Jrfri2/3強心E方向ナデ、外r/iil/2強 a)ややイ浪 b)l~ 好・lmm以ドの砂粒 1/4残、ロクロ左、

326 蓋
焼成部 器恥 (3.6) lnl転ヘラケズリ、他は横ナデ

を含む c)内面灰褐色、外面にぶい褐 内r(1iヘラ，ic:! qあ 00049 
3次9ぷ1fii 色 り

c区SHl
体部l付面横ナデ後不定方向ナデ、 f,t.

ば
焼）戊滞 口往 10.3 a)艮 b)良好・臼色砂粒を少凪含む n紺部をわずか

327 カサ I: 受祁径12.3 部外面1;2Cnl転ヘラケズリ，他は横 cl内外wiとも貨灰色
に欠くがほぼ応 00040 

げJ'MIご 器晶 4.2 ナデ 形、ロクロた

l淋1

杯
c区SHl 口径 10.0 体部ilsJ面1/21'定方向ナデ、体部外 a)良好 b)良好・Smm以ドの小礫、微 1/3'. 強残、ロクロ左、

328 
身

焼成部 受部径12.0 1{1i2/3回転ヘラケズリ、他は横ナデ
細な(I色砂粒をわずかに含む c)内面 内而ヘラ，iビ乃あ 00046 

3次床r面 器森 (4.1) ~;· 灰色、外川illtr行）火～褐色 り

c区SHl l I径 9.8 a)良好 b) l~H-lmm以ドの砂粒を含 口絃1l•/•J2f残,り、lロク

杯 体部IAJ面1/2イ；定方向ナデ、 1本部外 ロ}J 」、焼

329 
身

焼成部 受部径12.0
頂i2/3!nl転ヘラケズリ、他は横ナデ

む c)内1/1ii'i-灰色、外面r'f灰～オリープ 歪み・クトr/ri灰か 00055 
3次JぷI葡 器甜 (4.2) 焚色（白然釉） ぶりあり、 2次焼

成受ける

上が
CIX.SHl 口径 9.9 f本部内面1/転2不定ガ向ナデ、体部外 a)良好 b)良好・微細なれ色砂粒をわ 1/2強残、ロクロ

330 
身

焼成部 受部径11.8 面1/2強lnl ヘラケズリ、他は横ナ ずかに含む c) I人!itli背灰色、外面llff肖 右、((.!.裂あり 00045 
3次床面 器r:li 3.3 デ 灰色

杯
c区SHl 17径 9.5 体部内I紺1/2,f~'i,E}j向ナデ、体部外 a) 艮~f b)良好・1mm以 Fの砂粒を少 11縁4/5残、ロク

331 焼成部 受部往11.3 而1/3同転ヘラケズリ、他は横ナデ、 屈含む cl内面II行if灰色、外面U釦'"i灰 ロ(5、外面灰か 00053 
身 3次床lfti 器はI 3.8 外而閥椛は不明Uf,( ～オリープ放色（自然釉） ぶり笞しい

晶
c1x:sm 口径 (10.8) a)イサ良・軟闇 b)良好・柑艮・微細な白

332 焼成部 器科 4.5+ a 
外1frilいトカキロ、他は横ナデ 色砂粒を少ht含む c)内外面とも灰色 杯部のみ1/4強残 00060 

J:f ェ欠床rm

'，"' ・r
Clメ.SHI脚端径 8.4 a)不良・軟1Wl b)良好・M良・徴細な11 脚部のみ、 ::1.32と

333 
坪

焼成部 器，¥Jj 5.1+ a 
内面1/2シポリ痕、他は横ナデ 色砂粒を少禎含む c)内外面とも1火色 屈冊I体か 00061 

3次u湿ii

麻
Ci?{SHl I lfi. (8.2) 

a)!Hf bl良奸・lmm以 Iヽ．のl'l色砂粒 n縁のみ1/5残、

334 
外

焼成部 器刹 4.2+ u 
外lfiil/2カキl"l、他は横ナデ を含む c)内17iii'f灰一灰赤色、外面i行 復Jen径疑II.¥「l残 00067 

4次I禾面i 灰色 る

• C尻SHl
桜合部は指ナデ、他はF持ちヘラケ a)やや不良 b)良好・2mm以ートの小礫、 脚部のみ、屯裂

335 ;l, ,, 焼成部 器麻 6.2+" 
ズリ 微細な砂粒を含む c)),iオリープ色 あり 00052 

壺 3次床面

~ C区SHl 接合部は指ナデ、他は-J-持ちヘラケ a)やや不艮 b)良好・1mm以 卜の砂粒
336 贔

焼成部 ·,~,," ~,,.," . 5.7+ a 
ズリ を含む cl灰オリープ色

脚部のみ 00051 
3次床面

こCl><:SH1 按合部は指ナデ、他は日・,1ちヘラケ
a) やや不良 ・ やや軟,l~ b)良好・1-

337 醤
焼成部 器店 5.7+ a 

ズリ
2mmの1'1色砂粒をわずかに含む c)灰 脚部のみ 00050 

3次床1fii オリープ色

Cf,(SHl 
三焼成部 a) ぷ良・軟，-,,~ b)良好・微細な白色砂粒、

338 足 カサ上 t, ii, ・叫.,. 5.0+ a Ta持ちヘラケズリ 脚部のみ 00062 
壺 げ埋 I-.

黒色粒を含む c)内外rr,iとも灰色

下附

J:f ClべSH2
摘み部を欠くが

3.19 焼成部 口佳 (14.2) 内lfiil/2イ＜定/irl,Jナデ、外ilii2/3閲カ a}良好 b) 良好 • 砂松1をほとんど含まな 1/49及、11/各とitfi 00079 
篠 4次床1面 器祁 4.2+ a キ日、他は横ナデ い c}内外16iともII背存灰色 きの復元に疑問

残る

杯 C[:ZSH2 I 11蚤 (13.8) 内面3/4不定方向ナテ＼外1伯3/4回転 a)良好・咆緻 b)良好・徴糾lな白色砂粒 1/2IBJ残、ロクロ
340 

益
焼／』む部

器岱 4.3 ヘラケスリ、他は横ナデ をわずかに含む c) 内外rfiiともII沿•;-灰色 右
00076 

ぶ欠J禾而

J..f; c区SH2U径 (13.9) l柏面1/2強不定方向ナデ、外面1/2強
a)艮好 b)やや粗・3mm以下の砂粒を 1/5残、ロクロ左、

341 ~ 焼成部 器科 (4.2) 阿転ヘラケズリ、他は横ナデ
やや多く含む c)内面灰白色、外面II粁 復元LI径疑問残 00095 

埋 I: 灰色 る

J-イ； c区SH2口径 (14.0) 外l面1/2強回転ヘラケズリ、他は横
a)良好 b)良好・lmm以下の白色砂粒 1/4残、ロクロ方

342 
袷

1i1JI廷滞 器1tli (3.9) ナデ
を含む c)内而II釦引灰一貨灰色、外J(ii 向不明 00091 

埋 I: 仔黙～存灰色

J:j, C[,(Sll2 
口径 (13.4) 内面2/3,1'定方向ナデ、外而1/2回転

a)良好 b)良好・1mm以ドの1'..J色砂粒 1/2弱残、ロクロ
343 

蓋
焼成部

器1.'.:i (4.4) ヘラケズリ、他は横ナデ
を含む c)内,u清灰色、外面肖灰ーに (-'i 00088 

1次床tfJj ぶい褐色

外 CIX.SH2 
口径 (12.l8) ) r'、11r11111イ湿定方向ナデ、外面1/2回転 a)良好 b)良好・微細な砂粒を含む 1/4残、ロクロ右、

344 
森

焼成部 器店 (4. ヘラケズリ、他は横ナデ c)内外1fiiとも育I火色 焼歪みあり 00078 
4次1,+:面i
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表 3 遺物観察表17

報告 器 法試
迅物舒

迫物 出I.地），'.i （復元1社）、rrtfが： 器面;;1,幣 a)焼成 b) J恰I:c)色閥 備抒
鉢番ザ

番号 種 cm 

Cl><.SH2 11柑ほとんど欠
杯 前庭部 11径 (11.9) 内面1/2悟坪定方向1デ、外面1/2強 a)良H b)良好・1mm以 I、(/)白色砂杓 く、 x.JI部 1/3残、

00081 345 沿 埋上上 岱晶 3.9 lnl転ヘラケズリ、他は横ナデ を含む c) 内外面とも•;-灰色 ロクロ右、復冗
焙 I 11を！こ疑li'U残る

c区SH2
I ljf-. (11.7) 内r~il/2強不定力向ナデ、外rtri2/3fnl

346 
杯 焼成部2 a)良H b)良H・lmm以卜の(-J色砂粒 1/4残、ロクロu、

00074 
蓋 -3次1禾 器甜 2.8 転ヘラケスリ、他は横-Jデ を含む c)内外面とも暗行）火色 公欠焼成受ける

rf1] 

杯 C区SH2
口径 8.0 外面1/2静11-ヘラケズリ、 l/3Sl!J同軋， a)良H b)艮奸・lmm以ドの(i色砂粒` ほぼ‘元形、ロク

347 焼成浮 黒色粒をやや多く含む c)内外iiiiとも暗 ロ方向不lりl、2次 00072 
椛 2次Jぷ面 器討 2.2 ヘラケズリ 、他は横ナデ

紫灰色 焼成を受ける

Clズ:SH2
11径 (8.0) a)良好 bl良好・1mm以 Fの白色砂粒

11綽1/4強残、ロ

348 
杯 焼成部l

外1(1jJuJもヘラケズリ残、他は横ナデ クロIi、2次焼成 00073 益・ 次+2次 沿麻 1.7+ u を少：A含む c)内外lfriとも賠紫灰色
受ける

床面

杯 c区SH2I 1/f.. 7.9 内1frflラ/V2J/'.弱イ'1cJff,,Jナデ、外「伯}()le a)良釘'. bl良好・1mm以ドの白色砂粒
11緑の部を欠

349 
益

焼成部
沿，i6 2.4 部へ り後流い静止ヘラケズリ、

をわずかに含む c) tJ、1外rfliとも紫灰色
くがほぼ完形、 2 00087 

1次w,,n 他は横ナデ 次焼9成受ける

杯
Cl{SH2 

外1~i L部1口l転ヘラケスり）残、他は横 a)良U b)艮好・微細なl'I色砂粒を含
小l'i".ロクロ 1i

350 前1廷部 器?;.¥ 2.8+" 向不11)1、II・＼ヽ段 00083 
蓋 埋上

ナデ む c)内外rf1iともlift-行9穴色 を行する

杯 CliSH2 内1(1i上部ィ＜定}fl,,Jナデ、外面1部回 a)良好 b)艮好・1mm以ドの(I色砂粒 1/5小片．ロクロ
351 

盤
1iu1廷部 器晶 4.2+a 

転ヘラケズリ、他は横ナデ を含む c)内外rfriともlltr紫灰色 l, 00080 
J咀」：

杯 c区SH2I tjf 11.9 i本部,,、j[ijj2/3不定方向ナデ、体部外 a)良好 b)良好・2mm以ドの(I色砂粒
352 

身
焼成部 受部径14.0

1f1i4/5f11]転ヘラケズリ、他は横ナデ を少:it含む c)内面オリープ灰色、外面 3/4残、ロクロ右 00077 
4次1禾面 器麻 4.2 賠廿灰色

J:f; c区SH2「111 (11.8) a)良好 b)良好・1mm以下の白色砂粒
353 身

ri/fl廷部 受部径 (13.8) i本部内外1/iiとも横1デ
を含む c)内!Iii!火!'I色、外1fiill{f1'1・ 灰色 1/4残 00092 

j用 I・ 器品 2.8+u 

,l-,f; ctx:SH2 I 1/f.. (11.2) 体祁11~r(til/2 ぶ定）:nr,1ナデ、 i本部外 a)良好 b)良好・1mm以卜の自色砂粒 向1/3残．ロクロ方
354 身

燃焼部 受部径 (13.0) 1f1il/2lrrl転ヘラケズリ、他は横ナテ' を含む c)内外面ともII距i'iI穴色
イ＜明、灰かぶ 00075 

3次！ぶ面 器，国 3.7 り仔しい

坪
c区SH2I 1/f. (10.9) i本部l人圃il/3小走}jl{,1ナデ.j本部外 a)良H・ bl良好・lmm以卜の,,,色砂粒 1Li /2弱咬、ロクロ

355 身
焼成部 受部径 (13.0}

r紺2/3(11(転ヘラケ人▼ リ、他は横ナデ を少屈含む c)内外1(1iとも賠1'tl穴色 00090 
1次床rfri 器店 (4.1) 

.I:.(-c区SH2I lif.. (10.2) 体部,,畑i2/3潟不定方向ナデ、体名fl a) 良~( b)良H・lrnrn以卜の白色砂粒 11緑1/2~}残、ロ
356 身

燃焼部 受部径 (12.2) 外面1/2強和1転ヘラケズリ、他は横 を少訊含む c)内外面とも廿灰色 クロIi 00096 
埋 K 沿苅 (4.2) ナデ

坪
c区SH2IJ/t (9.6) 体滞,,、lffii2/3--f,定}j(i,Jナデ、体部外 a)良好 b)良好・1mm以下の白色妙粒 1i引/5き残に、ロクロI,、前庭部357 

身 埋J:I:. 
受部径 (11.6) 1fii2/31局1111転ヘラケズリ、他は横ナ

を含む c)内外tf1iともllfr紫灰色 疑問残る
00082 

層
器麻 4.4 デ

Jf c区SH2 a)良H b)良奸・徴脊Illな白色砂粒を含
00084 358 

身
前庭部 器轟 3.4+ a 休部内外面とも横ナデ

む c)I人1外1仙Iとも暗紫9火色
1/4小片

J4H L 

,占,,, Cl~SH2 Ujf (10.1) a)良好 b)良好・緻密徴細な砂粒をわ
杯部のみ1/3残359 

J:f 
焼成部 器麻 4.0+ a M部外r(1ir部カキII、他は横ナデ

ずかに含む c)内外lfliとも，，i・黒色
00089 

1次床IUJ

脚
c区SH2脚端ff (9.2) 脚部外1fri2条の沈線を2設、此方形透 a) 」~,a b)良好・微糾なl勺色砂粒を少

360 
部

焼成部
器，合; 5.l+" 孔をつくる、外1uiI'・部カキ11、他は

屎含む c)内外血とも9穴色
脚部のみ1/4残 00071 

＆欠/fa/ii 横ナデ

Cf5<:SH2 
a)良好 b)良好・級密・微細な砂粒を含

361 
鉢 燃焼部 器高 3.9+a 内外r~iとも横ナデ 小）＇r 00097 
？ 坪上,, む c)内外而とも使灰色

1M 

提
Clメ：SH2 I 1/f (10.6) 休部1J~1fii"lfl.痕、体部外1/riカキII、 a) 良~(- b)良奸・lmm以ドの白色砂粒

362 燃焼部 顎部往 (7.4) 11緑1/2如残 00093 
瓶 狸.-f: 器高 5.0+ a 口稼部外lfliカキII、他は横ナデ を少れ含む c)内外1iiiともM天色

闘Clヌ'.SH2r 111 (1s.s) 休部内lfri当具根、｛本部外泊i•rcir紋夕 a)良好 b)良好・lmm以卜の白色砂粒 1/4残，外面灰か
363 燃焼部 顎部径 (18.8)

クキ、カキl:J、他9よ横ナデ
を多く含む c)内1(1ii'f/穴色、外u'1i,'N火ー ぶり沿しし、 00098 

，必，．． 埋 I: 器裔 6.7+ a にぶい黄色(Iり然釉）

c区SH211径 (12.8) a)良好 小b)礫良を好含・微細なI'I色砂粒、 小n-、復元11径
364 喪 焼成部 器麻 2.8+ a 内外面とも横ナデ 3mm程の む c)内外IHIとも;7

疑払l残る
00070 

2次床面 黒色

c区SII2 a)ややイ＜良 b)艮好 c)内外1fiiともにぶlヽ
365 短 燃焼部 器科 6.0+ a 休部外而カキ目残、他は横ナデ

黄褐色 11峠小I¥・ 00094 
坪 I:

C[,<'.SH2 I 1/f, 21.7 ,,、）1fiilり弧紋''l具艇、外面カキn、他 a)良i(f b)良好・1mm以ドの白色砂粒 11(・ 点ほぼ完形、
瑯 盟 燃焼部 頸部j各17.1

は横ナデ を含む c) I勺1@如'/'Ii 色、外1/li ,1~.H色 灰かぶり 00085 
1次床1(1i器品 16.7+a 
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表3 遺物観察表18

報告 器 法屈
遺物登

遺物 /UI・. 地点 （復元f1!'i),ljl他： 器面聞幣 a)焼成 b))]台J: c)色調 備考
番月 帷 cm 

録番号

c区SH2
焼成部 口径 (22.7) 

内面同心円紋‘り具狼、外面カキ目、 a)良好 b)良好・1mm以ドの白色砂粒 1/4残、外面1火か
367 罵瓦憾 ～燃焼 頸陥作 (18.4) を含む c) I村面行黒色、外面行児-11/l 00086 

部崩落 堺麻 14.6+o
他は横ナデ

黄褐色（自然釉）
ぶりはし＼ヽ

埋J:1-
~'1 

c区SH2LI/'(, 13.0 i本部内I而J_-,~"1 具痕スリ消し. t, 本部
a)やや不良 b)艮好・級密・lmm以r、'の

焼成部 和淵llf.10.6 内1ffiF'1'0ナデ、｛本部外1面L平泊ヽ'I'- 胴部の部を欠
368 虎 1次It刑 体tl!lh:l-klf 行紋ククキ、体部外rlnI; ・半タタキ後

n色砂粒を少伐含む c)内面にぶlヽ褐色、
くがほぼ完形

00099 

格 I: 21.0器尚 19.6 ナデ、 17紺部横ナデ
外lfli洪11<,-にぶい褐色

Jfヽ Cl>< C-4 I lit 14.4 内0111/2イ＜定方f{,Jナデ、外1fril/2強1111 a)良好 b)ややm-3mm灰以白下色の、外砂1粒面灰を
369 

姦
グリッ

器此i 5.1 ＇転ヘラケスリ、他は横ナデ
やや多く含む c) ,,、LL葡 2/3残、ロクロLi 00437 

卜 色

柘 crx:c~ 11佳 (11.6) 外面1/2偽[nJ転ヘラケズリ、他は横 a)良好 b) 良好・籾良•砂粒をほとんど含
370 

必
グリ） 沿伯j 4.2 ナデ まない c)内外而とも11#{1灰色

1/4残、ロクロIi 00424 
卜,,,附

J;.j; Cl:{ D-3 ロIi (13.8) 内面1/4不定方向ナデ、外面i2/3阿転
a)良好 b)粗・5mrn程の小礫、1mm以

1/2伽残、ロクロ
371 グリ J 下り）砂粒をやや多く含む c) r村面灯灰色、 00414 

点t ，、東'f,
炉w)．r,・,，J• 4.0 ヘラケズリ、他は横・)デ

外iiii明，―，i.灰-?r黒色
{ j 

J:.fヽCl,(D-4 Ui沃 胄.8) 内面2/3iY.,1ぶ定方向ナデ、外rfn2/:J回 a)良好 b}良・1mm以 1,0)砂粒をやや

372 滋
グリッ 'u炉lil、".,.I 9) 転ヘラケズリ、他は横ナデ 多く含む c)（ 内面明行灰色、外面黒～ 1/3残、ロクロ杞 00422 
Iヽ 灰オリープ色白然釉）

rf Cl,{ D-6 「l径 (13.3) 内面2/3甜不定方向ナデ、外面1/2強 a) l~~f b)良好・1mm以ドの砂粒を少
373 必

グリッ '¥,,,,'r,;→一, 4.1 i惰11:ヘラケズリ及びナデ、他ぱ横ナ
猷含む c)内外面とも廿灰色

l―l緑1/4残 00380 
卜rj1!>;1 デ

J-f、Cl:i<: D-6 n径 (8.8) 内面2/3強不定方向ナテ［外面1/2静 a)良好 b)良好・梢良・微細な砂粒を少 l/3IBJ残、内面へ
374 益

グリノ 器蒻 2.8 llブヽラケズリ、他9よ横ナデ は含む c)内外iliiとも,';-灰色 ラ出サあり
00382 

卜l決4

J十 Cl,(D-7 l」径 (11.0) ） 外面2/31ril転ヘラケスリ、他は横ナ a)良好 b) 良好・籾良•砂粒をほとんど含 1/4曲残、ロクロ
375 益

グリッ "命に，・r，'.、'1 . (3.25 T ． まない c) 1J,J而賠行灰色、外面灰褐色 Ii 
00388 

I、いけ

朴 Cl><:D-6 口径 (11.2) ） 体部,1~1面1/2ぷ定/j1,,1ナデ、（本部外而 a) Jl~f b)良好・2mm以ドの砂粒を含
376 身

グリッ 受部往 (13.2 3/41nl転ヘラケス＇リ｀他は横ブデ む c) 内I籠'i~色．外而，f灰色
1/3残、ロクロN 00423 

1-1~ 層 岱麻 3.8 

妬 Clx. D-4 n径 12.2 i本部IA!面2/3横ナデ後ぷ追加；リナデ、 a) 艮~f b)良・5mm和0)小疎、2mm以 ほぼ完形、ロク
377 身

グリッ 受部if14.8 休部外1fii2/31nl転ヘラケズリ、 他は
下の砂粒を含む c)内外面とも占灰色 ロ左、危裂あり

00374 
卜r:層 沿科 4.8 横ナデ

月
C[l<―: D-4 Ujや(（12.7)） 休部I*前13/4強不定方向ナテ‘、体部外 a)良好 b)良・2mm以 Fの砂粒を含む 1/2残、11緑わず

378 身
グリッ 受部径 14.6 ffii3/4-阿転ヘラケズリ、他は横ナデ c)内外r/Jiとも行灰色 か、ロクロ圧 00389 
ト下M 屯'"''・―砂~ 4.4 

払 C~D-4 11径 (12.0)
体部内而4/5イ噸定方向ナデ、体部外面i al良好 b)やや粗・5mm程の小礫、 1/3残、ロクロじ、

379 身
グリッ 受部佳 (14.4)

2/3同転ヘラケズリ｀（也は横ナデ
1mm以下の砂粒を少悶含む c)内1面叫

r 1*成焼歪み 00390 
I、下肘 沼社 4.5+ a 1f!1<色、外面灰i'-1-i'-f黒色

妬
c区D-4 I 1/f. (11.4) 

休部i1'!r'1il/4不定方向ナデ、f本部外,m a)良好 b)良・Smm程の小礫、2mm以 1/2昴残、ロクロ
380 グリッ 受滑lit(13.4) トの砂粒を少ば含む c)内l面灰色、外 00421 身 卜 器(:.~(4.4)

1/2強1111転ヘラケズリ、他は横ナデ
1(1i}仮～緑黒色(f'I然釉） 方向不明

杯 C[>(D-5 「l径 (11.1)） i令部内面1121,定方向ナデ、1本部外面 a)[Hf b)砂や粒や、黒粗色・5粒mをmや界やの多小礫、
381 

身
グリ） 受部径 (13.3 2/3強回転ヘラケズリ、他は横ナテ

1mm以 Fの く含む 1/2残、ロクロ;,, 00379 
ト f~j 器裔 (3.55) c) 11~1hi 1 '1灰色、外lfti)il勺-,~'灰色

外 c区D-5 11径 (12.0) 体部内面3/4ぷ定方向ナデ、｛本部外面 a) 良~(- b)良・4mm以内下の小茂、1mm 1/3残、ロクロ打、2
382 身

グリッ 受部径 (14.0) 2/3~)$}佃転ヘラケス＇リ、他は横ナデ
以Fの砂粒を含む c) t面褐色、外而

次焼成を受ける 00384 
卜 器晶 3.8 褐灰～にぶい赤褐色

外
c区0-6 11径(（12.0) 体部内而3/4,f淀方向ナデ、体部外面 a)やや不良 bc)) 良~f・精良・砂粒をほと 1,,/、J3面残へ、ロクロfi、

汲)3
身

グリッ 受部径 14.4) J/4JLij転ヘラケズリ、他は横ナデ
んど含よない 内rf1il穴i'I色、外1fri黄紺 ラ記刃•あ 00383 

l、ド10 沿科 (4.6) 色 り

脚 Ctx: D-4 脚沿径 (10.3) 杓外面横ナデ、｝和邪との接介痕は蜘 a)イ,nb) 良~f · 2mm以ドの砂粒を含
384 泄

グリ，1
器科 6.6+ 11 蛛の巣状の~Jみ む c)内外面ともにぶい赤褐～褐灰色 脚端1/2弥残 00420 

l、1:/fJ

脚 Clメ'.D-6 脚）B部往3.5 外1f1iltlいカキII、他は横ナデ、が部 a)良好 b) 良好•砂粒をほとんと含よな ナ石部、脚端部を
385 部

グリ・，J
沿贔 3.4+ (J との接介痕1よ円紋ITJ亥11み い c) [I~ 外面とも灰～瓜色 欠く

00416 
トF層

促
c区D-5 口径 ((170. .5) （本部内由i当具痕'I'スリ消し、頸部l村 a)良好 b)良lif・2mm以下の砂粒を含

小片、 外lftilリくか
386 

版
グリッ 顎部径 1) tfliヘラケズリ、他は横ナデ

む c)内1fri百灰色、外面行黒～オリープ
ぶり 00409 

卜 沿甜 8.3+a 黄色（自然釉）

c区C-4 11径 (19.3) 究部l勺面,,;Li: ナデ？、体部,,、lr~il11]心 a)良好 b)良好・2mm以ドの砂粒を含
387 壽,.肩, グリッ 頸部径16.4 円紋'''I具艇、体部外而Mi紋ククキ

む c)内外1f1jとも1'fl!k色 1/4残 00438 
卜 器岱 7.4+,ヽ 後ナデ、他は横ナデ

c区D-4 「l径 (20.0) ｛本部内rflil,,J心 l'I紋'¼具沢半スリ泊し、 a多)良好 b)良・1mm以 Fの砂粒をやや
388 甕 グリ・・） 頸部径 (19.5) イ本部外r/11,,,. 行紋クタキ後ナデ、 他は く含む c)内面i'J-灰色、外面廿灰～ 1/2$局残 00375 

l、下）1'1 器泊j 9.3+a 横ナデ 暗，';灰色

杯 Cl><. E-3 n径 (13.3) 内tffrl/2剥不定方向ナデ、外面2/3弱 a)l:..! 好 b)良・3mm以下の砂粒を含む
389 Jd. 

グリッ 器，:・:; 4.1 lnl転ヘラケズリ、他は横ナデ c)内外血とも11/j,'711追色 1/4残、ロクロ左 00439 
ト束-r,
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表 3 遺物観察表19

報1'r器 法址；
追物 II', I地点 （復1cftt'O、ljiI立： 器1fri,掛整 a)焼成 I>) I恰J. c)色，阻1 備考

迅物仕

番号 種 cm 
鉗番け

390 
朴.c区:E-4nit (13.9) 外面2/3~~,Jli]転ヘラケズリ、他 1ま横 a)やや不良 b)良'H・lmm以卜の砂粒 1/2残、ロクロ/,:、

甜 グリッ '')"''・''"・，'• 4.1 ナデ を含む c)内外tfiiとも1り1行I火色
l州（［ヘラ Jじ乃あ 00426 

I、中図 り

杯 c区:E-5 11径 (14.2) 内lllil/2ぷ走方個ナデ、外1f1il/2強匝l
al良好 bl艮好・1mm以ドの砂粒を含 11柑1/4りし、ロク

391 グリッ
器蒻

む cl内1/ri賠紫灰色、外面，引灰-II粁紫 tJ 1--i、,1、Ji釘ヘラ品
盆卜 q,J灼 3.7 転ヘラケスリ、他は横ナデ

(){)398 
灰色 lyあり

cix:E-5 a)良好 b)やや粗・2mm以下の砂序(;を

392 
kィ；グリ J 11/f (14.4) 内ffri1 /2私杯＇定 }j向ナデ、外面1/21!!1 11枯小、天JI'c¥ii

益卜最,, 沿森 4.8 転ヘラケスリ、他は横ナデ
やや多く含む cl内1/1j/火色、外1面灰～祖 、元(7、ロクロ左 00493 

培
灰色

杯 Clメ'.E-5 11/済 (13.6) r'、11(1iJ/2s,,杯定Jjli,Jナテ・、外面2/Jlnl
a)良好 b)良・4mm程の小雌、1mm以 1/2強残、ロクロ

393 益 グリッ 沿麻 3.8 転ヘラケスリ、他は横ナデ
ドの砂粒を含む c)内面赤灰色、外而 行、仏1miヘラ，］じ刃・ 00411 

I・ 中M 灰色
（平スリ浙し）

あり

H冒ヽ・ Cl>< E-7 I lit 14.1 内面1/2心と方向ナデ、外面1/2強ji:aJ a)良好 b)良好・1mm以卜の砂粒を介
口緑1/2残｀犬JI

394 グリッ
部完(?. ロクロ

益ト 器祉； 4.1 転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内外面とも明r'?灰色 片、r"lt面ヘラ記号
00494 

あり

Cl/ E-8 
11径

a)l~H b) 良好・粕良•砂粒をほとんど合
395 杯グリッ (12.3) 内1fli2/3不定)Tli,Jナデ、外面2/3[111転

~ I、最―,, り.,;;,.,,口,.. (3.7) ヘラケスリ、他は横ナデ
まなしヽ c)内1nil火赤色、外1fri,'f灰～）火 l/4f~、ロクロu 00395 

焙
赤色

杯 ERえE-4 11径 (12.3) 体部内面1/3不定h向ナデ、体部外面
a)艮/If b)良・2mm以下の砂粒、黒色 底部完存、口緑部

396 
身

グリッ 受部佳 (15.0)
2/3回転ヘラケズリ．他は横ナデ

粒を含む c)内外面とも明，9灰-m火 わずか、ロクロ 00397 
ト中附 器il1i 3.3 色 左、焼け歪みあり

J:f 
Clメ'.E-4 ロii (12.4) 体祁内面1/2ボ足)ii,,)ナデ、体部外1f1i

397 グリッ 受部径 (14.4) 1121111転ヘラケズリ後静止ヘラケス•IJ、
a)良 bl良・2mm以 l;Q)砂粒をやや多く 1/3残、ロクロ方

身 I、最下 含む c) I人）外111iとも1火「I色 ,,,1イ"りl 00393 

料
器翡 4.4 他は横ナテ・

J:i; c区四 171王 (12.4)） 体部l勾面1/3..f'.俎方向ナデ．休部外rlti a)艮41 b)良・2mm以下の砂粒を含む 1/4残、ロクロ}j

398 グリ・ソ 受部径 (14.3
身 |、下焙 器甜 4.0 

閥整1道11)-j、他は横ナデ c)内rfii灰色、外1/ii-m火～緑黒色((I然釉） 向イ,HJJ 00431 

外
c区E-4 11径 (11.4) 1本部1人lrfril/21)かイ湛定方向ナデ、1本部外 a)良好 b)良H・2mm以 Fの砂粒．黒 1/2如残、ロクロ

399 
身

グリッ 受部径 (13.8) 面1/2強同転ヘラケズリ、他は横ナ 色粒を含む c)内面灰色、外rfjjJ,fr..-lllJ 方向不明、外面 00430 
l、卜h彬 沿麻 4.3+a デ オリープ褐色（白然釉） 灰かぶり苔し＼＼

林
c区E-5

I Ii釜 (10.4)） a)艮好 b)良・Smm程の小礫、1mm以 口結1/3残、天井

400 グリッ 受部径 (12.9
体部内rfril/4不定方向ナデ、1本部外面

身 Iヽ般―,- 2/Jlnl転ヘラケズリ、他は横ナデ
Fの砂粒を含む c) I村1/1il火色、外面オリ 部/4(f、ロクロ 00492 

誇
沿r,':j 4.6 ープ貨色 布

c区E-8 ロ佳 (11.8) a)良好 b)艮好・籾良・1mm以卜の(I色 1/2残、ロクロ/,:、
外 グリッ 体部内1iii2/3不定方向ナデ.1本部外面

401 
身 ト中～

受存II径 (14.2) 2/3回転ヘラケスリ、他は横ナデ
砂粒を少は含む c)内面r'J灰色、外而 外1fr1やや灰かぷ 00403 

下吊
器蒻 3.45 灰色 り

J: 小 Clメ：認 11径 (11.4) 体部内面1/2イ勺定方向ナデ」本部外面 a)!Hf b)良好・1mm以ドの砂粒を少 1/3残、ロクロ打、

402 
身

グリッ 受部径 (13.6) 2/3同転ヘラケズリ（ケズリぷ卜分 惧含む c)内外面とも11釦jj-/火色 内rflrヘラ出りあ 00396 
ト 器麻 3.9 な部分打り）、他は横ナデ り

.l'.f; c区F-4 l-1径 (13.6) 内I叩il/4不定Jil(,Jナデ、外面1/2湘In) a)良好 b)やや粗・2mm以ドの砂粒を 1/4強残、ロクロ

403 
盈

グリ ・`／ "6"ii1山...i→ 3.8 転ヘラケズリ、他は横ナデ やや多く令む c) 内外面とも/~色
左、外而,:具接触 00480 

ト"'陪 痕？あり

杯
c区F-4 口径 13.2 IAJ l~il/2強心I, Iii祠ナデ、外面2/3回

a)良!lf b)やや粗・2mm以ドの砂粒、

404 グリッ 器品 3.9 
黒色粒を含む c) IAJli'li~j· 灰色、外面~;- 1/2強残、ロクロ

椛 ト下形
転ヘラケズリ、他は横ナデ 灰～青黒色

れ
00460 

杯 c区F-4 口径 (12.8) 内面2/3iAI不定/i1uJナデ、外面2/3弱 a)良好 b)やや粗・2mm以卜の砂粒を

405 
盃

グリッ 器点 4.6 (iJ(転ヘラケズリ、他は横ナデ 多く含む c) fAJJfri明廿1火色、外1fJi『灰 1/3残、ロクロl1: 00400 
ト下k1 色

牙、 Cl.A.. F-5 
11/怜 (14.4) 内1i112/3和E方,,,Jナデ、外ffti2/3lnl柘 a)ややイJ良 b)良好・lmm以ドの砂粒 1/2~ 曳、ロクロ1r、

406 グリッ
益 ト 1-~り 沿閥 (4.5) ヘラケズリ、他は横ナデ を含む c)内外面とも灰色

内面ヘラ，~cr}あ 00463 
り

J-.f 
C[,< F-5 

n径 (14.3) 内1fii2/3出j,f定方向ナデ、外mi2/3切
a)ややイ,1l b)H・6mm程の小践、 1/4残、ロクロ/i:、

407 
益

グリッ
器店 4.3 [uJ転ヘラケズリ、他は横ナデ

2mm以下の砂粒を含む c)内外1(11とも 内i7tiヘラ記号あ 00392 
ト1t1料 灰l'I色、 り

駈 Cl~F-5 r 11苓 (14.2) 内lflil/2菊ボ庄Jjft,Jナデ、外面2/3il>J a)良好 b)やや界tl・2mm以ドの砂粒を 3/4残、ロクロ右、

408 沿 グリッ 器糾j 4.8 阿転ヘラケズリ、他は横ナデ
やや多く含む c)内1f1i1'f灰色、外1面廿 内ffiiヘラ記号あ 00468 

ト下形 灰-w黒色 り

杯 c区F-5 11径 (14.0) 内r(1il/2強ぷ足方向ナデ、外1fril/2回 a)良H- b)良好・2mm以 I;の1少粒、黒 11縁1/3残、ロク
409 益

グリッ 器贔 4.2 転ヘラケズリ、他は横ナデ 色粒を含む c) 内 Jfri 和仮色、外rlri1'i•黒
ト7::粕 色

ロ）¢ 00467 

t,f, 
C~F-5 

「11を (13.6) 内面2/3らtlイ＜定}j!/,Jナデ、外rfii2/3sr,J
a) 1~!1.f b)良好・Imm以ドの砂粒を含 2/5残、ロクロ位2

410 グリッ む c) 内面紫仄色、外 1/till)i紫 J仮— ,'f黒
次焼成を受ける、

蓋 ト下M 器邸 4.7 lul転ヘラケズリ、他は横ナデ 内面ヘラ記号あ 00464 
色 り、焼歪む

.l,f; c区F-5 11/1 (13.0) 内iiiil/2-f定方向ナデ、外血2/3弘1回
a)艮 b)良・5mm程の小礫、2mm以下 l/2f父、ロクロ右、

411 
盃

グリッ 器繕 3.9 転ヘラケズリ、他は横ナデ
の砂粒を含む c)内面 ，』i灰色、外i面紆 焼歪みあり、内外 00466 

トド層 灰-ff煎色 面やや灰かぶり
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表 3 遺物観察表20

報告 器 法拭 迫物登
追物 1K ,~ 地点 （｛即CJ1i'(),lj(位： 器面濶棺 a)焼成 b)胎 I: c)色甜I 備考 録番号
番乃 種 cm 

月； c区F-5 11径 (13.0) fA/111il/2¥r,iイゞ定jjf,,Jナデ、外rriil/2強 a)良好 b)良好・2mm以下の砂粒を含 2/3残、ロクロ左、
412 

俎
グリッ 沿,•Ji :3.75 同転ヘラケズリ、他は横ナデ む cl内外面ともt;-灰色 焼歪む 00465 
卜l喰4

J;j: c区F-4 口径 11.8 体部内面l/2¼ilイぐ足/Jli,Jナデ、体部外 al良H b)やや序11・5mm和の小礫、 1/2強残、ロクロ
413 

身
グリ・'/ 受部n1s.o 

面2/JloJ転ヘラケズリ｀他は横ナデ
1mm以ドの砂粒をやや多く含む c)内

Ii 
00458 

ト下料 器邸 4.4 面存）火色、外面陪?J灰色

杯
c区F-4 L 1/t (11.6) 体部内面1/21'定方向ナデ、1本部外而 a)良好 b)良好・2mm以ドの、外砂1葡粒暗、黒 2,,,;:3j 残、ロクロJj

414 グリ，1 受部径14.1 色粒を含む c)内面j(J灰色 存 イsi!Jl、焼歪み、 00462 
身 卜rf1翔 閤沿i 4.2 

l/21nJil[Jiヘラケズリ、他は横ナデ
灰～オリープ緑色(1'7然釉） 焼きぶくれあり

妬
er, えF-4 11径(（11.8) 体部内1(1il/21.¥lイぐ，と方向ナデ、体部外

a)良好 b) 良~f·2mm以下の砂粒を含 1/3残、ロクロ
415 

身
グリッ 受部tt14.0) 

面1/21司転ヘラケズリ、他は横ナデ
む c) JAJr（f仁1il i'r灰色、外1fiilリji'JJ天-1'1黒 ti. ?、灰かぶり 00459 

ト下陪 浴高 4.6 ～緑黒色 然釉）

杯
Clx:F-5 I ]ff (12.6) 休部内ilii111l1/転2~ftヘiイラ；定ケ方ズ向ナデ、体部外 a)良好 b)やや粗・3mm以 Fの砂粒を

416 グリッ 受部j~15.0 1fnl /2強 リ、他は横ナ やや多く含む c)内外而とも廿灰色 2/3伐、ロクロ/,: 00469 
身 ト下肋 器高 4.25 デ

埒
c区F-5 口径 (11.84) ) 休部内面1/2イ＜定方向ナデ、体部外rhi a)やや不良 b)J込好・Smm程の小ぽ 11縁3/内5残、ロク

417 
身

グリッ 受部径 (14. 2/3湘阿転ヘラケス'')、他は横ナデ 1mm以ドの砂礫を少屈含む c) 1J、1外面 ロム、 面ヘラ記 00391 
I、中焙 器,(は 4.7 とも11/-1骨灰色 月あり

J-..f, c区F-5 I Ii王 (12.0) 1本部内3成1面llロ2l/転3~)\-ヘJ,fラ定ケ方ズ向リナ．デ、｛本部外 a)良好 b)良好・2mm以ドの砂粒を含 1/2残、ロクリti、
418 

身
グリッ 受部径 (14.3) trri2/ 他は横ナ む c)内面灰色、外面灰～黒色 やや企む、内而ヘ 00471 
ト下刈 沿~l."b 4.25 デ ラ、1亡1;-

坪
ClズF-5 nit (12.2) ｛本部,,~r(ri2/3.(-定}jf11Jナデ、休部外1f1i a)良好 b)やや粗・2mm以 fの砂粒を 口縁1外/41fl残i灰、ロク

419 グリッ 受部径 (14.2) やや多く含む c)内[(Ji廿1火色、外1(1i浅 口 {j、 かぶ 00470 
身 トFRり 沿村高 3.85 

2/3t;t,Jlnl転ヘラケズリ、他は横ナデ
黄色 り

材； Cl><. F-5 17径 12.2 体部内面1/2弘lイぐ，E方向ナデ、休部外 a)良好 b)良・2mm以ドの砂粒をやや
3杯/4残、ロクロIi.、

420 
身

グリ・'l 受部径14.2 Lfii2/3iul転ヘラケズリ、他は横ナデ
多く含む c) I村面百灰色、外面暗存灰

益11縁付行 00457 
ト1咽り 器品 4.6 色

坪
c区F-5 I I径 (11.0) 体部11、！面1l/転2強ヘぷラ必ケ方ズ向リナテ‘、9本部外 a)良好 cb) )良好 ·粕良•砂粒をほとんど含 ほぼ完(7、ロク

421 グリッ 受部径 (13.0) 而2/3強In 、他は横ナ まない 1柏葡l背紫灰色、外ffii,'i・ 黒～ ロ仕,,、lrfriヘラ記 00472 
身 I、ド／習 .~... l, ¥o... l 4.6 デ 紫黒色 乃あり、((1裂あり

知 c区E-4 11(各(（16.8) 体部内面当具痕平スリ消し、｛本部内 all'. 拉f b)少良凪・5mm程の小磯1mm以

422 頸 グリノ 頸部径 18.0) 血カキH残、他は横ナデ、森の痕跡
ードの砂粒を 、黒色料1をやや多く含む

「I緑1/2渦残 00425 
漑 トq,1沿 器，臼； 8.8+11 残

c)内面t'i'灰色、外面暗廿灰～オリープ貨
色（自然釉）

c区E-8
口径 (10.4) グリッ a)ぷ良 b)lW・・梢良 •砂粒をほとんど含

423 ,, / .. ,< •• 
ト 1~- 頸部径 (8.4) 11籍部外面カキ日、他は横ナデ

まない c)内外面とも橙色 11緑部2/3残 00402 

巾層 岱，~s 6.8+ a 

凰
W:E-4 11径 (8.5) a)良好 b)良好・微細な砂粒を含む c) 

11縁のみ残424 グリッ
器科 4.9+tr 

内外面とも横ナデ 内外1fliとも行灰色
00432 

？ トF層

盃
C区F-7 口径 (5.4) a) 1'良・軟潤 b)良好・粕良・徴細な褐

425 グリ、l
府！部径 (4.0) 内外1f1iとも）成化進んでいるが横ナデ 11楳ほぼ完(l 00449 

卜溝埋 色粒を含む c) 11、1外面とも灰(I色111111 
i: 

沿税 3.6+a 

c区F-4 n径 (12.4) 口緑部外面から体滞外面カキロ、他 a)良好含b)良好・1mm以下の白色砂位
426 ？翌 グリ・J 頸部径 (9.8)

は横ナデ
県色粒を む c)内1t1i灰オリープ色、外 11縁部1/3残 00473 

ト下陪 器I揺 6.8+a 面灰色

盃
c区E-4 脚径 (4.5) a)良好 b) 良好 • 砂粒をほとんど含まな 1/ij 2残、犬地に疑427 グリッ 脚端lf (5.0) 内外面とも横ナデ

い c)内外面とも白色 『あり
00429 

品 トTM 沿科 2.6+a 

品
CP{ F-4 n径 (11.6) a)良好 b)良・7mm程の小礫、徴細な

428 
杯

グリッ 沼麻 3.4-, じ
J;j; 部外面下部刺突紋、他は横ナデ 砂粒を含む c)1!、ll@llti'f灰色、外,tn,'t 杯部のみ1/4残 00482 

ト中阿 黒色

脚
ERメ'.F-4 脚径 11.3 

脚部外17nI: 部平行紋タタキ、他は横 a)艮c好) b)良好・1mm以ドの砂粒を含
429 

部
グリッ 脚端径 (12.6)

ナデ む 内外面ともIIJli'J'灰色 脚部のみ1/4残 00481 
ト中翔 沼蒻 4.9+ u 

晶
Cf;{ F-4 脚径 (11.4) 脚部外1f1i上剖12条の沈線． ド部長方 a)良好 b)良好・微細な砂粒を少悶含

430 
杯

グリッ 脚端j,'f,12,0 形透孔2ヶ所残（復元4ヶ所）、 他は む c) IA! 面褐）仮-!f色、外面灰色 脚部1/4残 00417 
ト下陪 器邸 7.6+a 横ナデ

c区F・7

431 
晶 グリソ f I径 10.9 J:j; 部外1fiiJ曲Ill部に湘l突紋、 11'1:下より a)良好 b)含良む好・籾良・1mm以ドの砂粒 妬部2/3残 00475 
杯 ト中～ 'l('foOfl. 百o,J 4.8+a カキH、他は横ナデ をわずかに c)内外面とも青黒色

lヽ 4

CLX: F・7 脚駐部径(（3.1) 脚部外r/iil-2条の沈線2段につくる、 a)良好 b)良好ほとんど砂礫を含まな,~ 朋塙 8.8) 
432 

杯
グリッ 脹l紺Wf.: (10.0) 

脚部内面 1:部シポリ痕、杯部外1t11f い c) I勺面県色、外而灰～黒色 脚部1/4残 00479 
卜

器高 11.5切
半カキIJ、他は横ナデ

c厄E-5 111怜 (17.8) 体部内面ITT)心円紋‘り具痕、 I渚［静11: a)良好 b)やや粗・5mm程度の小蹂、 11縁1頸/5残、 11緑
433 甕 グリッ 頸部If.(15.2) ナデ、体部外面•fl.fr紋ククキ、他は 1mm以下の砂粒を含む c)I勺村釉面）暗灰色、 から 部残./天か 00435 

ト!Ji吊 器，＼沿 12.2+a 柚ナデ 外面黒褐ーオリープ黄色(「I然 ） ぶり竹しい

i 
c区F-4 r 111 (17.4) 

a)良好 b)良・lmmヽ赤以褐卜～の赤砂褐粒色を含むグリッ 頸部jf,_(14.4) f本部内而横方向ヘラケズリ、イ本部外
1/3残 00483 434 1·•1•- 器贔 8.5+ a rf1iハケII、他は横ナデ c)I村夕~ 1/iiともにぶし

fM 
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表 3 遺物観察表21

報告 器 法lil; 追物登
迫物 i'III地点 （復元1Li!¥)、ljl.f立： 器面閥整 a)焼成 b)胎 I:c)色，料 備朽

録番り
番号 種 cm 

Cl区F-7 2/3残` ロクロ左、杯 グリッ I I径 13.8 内1fli2/3必不定方1i,Jナデ、外面2/31i11 a)艮!If b)良!If・砂粒をほとんど含まな
435 

甚 I、中～ 器届 4.15 転ヘラケズリ、他は横ナデ い c)内rfii存灰色、外面i行黒色 焼tみ、 Iiかぶ 00453 

ト代1 り

c区F・7
内而2;31m不＇足方向ナデ、外 tfri2/3sl'il a)良好 b) 良II( ・栢良•砂粒をほとんど含 1/2強残、ロクロ

436 
杯 グリッ 「11呈 13.6 00452 
益 ト,,,_ 器凶- 5.0 1111転ヘラケズリ、他は横ナデ まない c)内面県褐色、外1面II釦7灰色 Ii 

ト・10

Clx.F・7

437 Jf グリッ 11径 13.7 内1011/2強不定Jnl,1ナデ、外1!ii1/2強 a)良好 b)良好・1mm以卜の砂粒をや 1/2強残、ロクロ 00448 
品tトSDI 岱祁 3.8 回転ヘラケズリ｀他は横ナデ や多く含む c)内外面とも廿秋色 行

糾!J-.

CliF-7 

438 J..f グリッ 11径 (13.5) 内lfiil/3潟不定/i ir•J ナデ、外面1/2強 a)良H b)良H・lmm以下の砂粒を含 1/2甜残、ロ クロ
00478 

森 下I・J,;,j り,_ 器屈 (3.8) 皿転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内外面とも行）火色 /,: 

CIX: F-7 「1紺2/3残、天井

439 杯 グリッ 口径 13.0 内1flil/2強ぶ定/j向ナデ、外而1/2強 a)やや不良 b)良H・lmm以下の砂粒
部完(?、ロク U 00450 

器 卜q.1- 器晶 4.5 同転ヘラケズリ、他は横ナデ を含む c)内面灰禎褐色、外而!f<.色 打
I、M

C[i<.F-7 a)良好 b)良・1mm以下の砂粒、2mm 11緑1/2残、ロク
杯 グリッ 「！径 (12.9) 内面1/2強ぷ,i:/jli,Jナデ、外1r111;2弧

440 卜巾～ 沿麻 3.8 lnl転ヘラケズリ．他は横ナデ
以卜の黒色粒を含む c)内面存灰色、 ロ左、内rtりヘラ，;c 00477 

益
ト/¥1

外爪iiり'/,1,-1'f黒色 刃あり

c区F-7
a)良lif b)良好・1mm以卜の砂粒を含

441 * 
グリッ I I/を 11.6 l柏i1il/2燐ぷ足方向1デ、外而1/2強

2/3残、ロクロ打 00443 
益 トL- 器森 3.3 帥転ヘラケズリ 、他は横ナテ‘ む c)内外I1iiとも,'i黒色

巾粒

c区F-7 111各 11.8 a)良!{f b)良好・1mm以下の黒色粒を
442 

J;j; グリッ
受邪径14.2

休部内而1/3不定方向ナデ、i本部外面 1/2残、ロクロ (j 00451 
身 lヽ 11•- 1/2回転ヘラケスリ、他は横ナデ 含む c)内1/ri!穴貨褐色、外面黒褐色

l、li1 •';"0.T'"r '4.3 

c区F-7 口径 (11.6) 1本部11、Jlfiil/2強心と方向ナデ、1本部クt
杯 グリッ a) J込H b)良好・序t'I良・1mm以下の砂粒 11令汰1/3残、ロ ク

443 
身 ト111- 受部径 (14.0) 廂1/2強l「•I転ヘラケズリ、他は横ナ を含む c)内外rniとも甘灰色 ロIi

00476 

下M 浴品 3.9 デ

CL,(F-7 11径 11.6 （＊部内l船i2/31因不定}JI,,)ナテ＼体部外杯 グリ、：I a)良H b)良好・1mm以 Fの砂粒を含 11象成1/2強残、ロ
出

身 トSDl 受部径13.8 面2/3lnl転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内外面とも1りm11追色 クロ1-r 00446 

埋 I・. 器高 3.9+ a 

ERメ:F-7 11径 11.5 a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒、!M
2/3残、ロクロ Ii、

J;f, グリッ i本部内1/ul/3イ＜定方向ナテ、体部外rfti
,145 

身 トSDI
受祁径13.5 2/31i';J回転ヘラケズリ、他は横ナデ 色粒を含む c)内外lfiiとも賠i'fJ火色

亀災あり、2次焼 00447 

月止 器縣 4.1 成受ける

Cl{ E-3 I 11斧 (23.6) 11苔桑部外頂i上部波状紋、その虹ドに a) 良~f b)良好・Imm以ドの砂粒を含 1/2渕残、外rfri頸
グリッ 沈線1条をつくる、体部r;、J1frilri)心l'I

446 甕
ト中～

頸滞径 (18.0)
紋当具痕半スリmし、 1本部外1(1i平h む c) I勺面行）反色、外面flit赤／火-~j-Jlし 部にヘラ記号あ 00445 

下柑 器麻 10.0+a 紋タタキ後mかいカキH、他は横ナデ 色 り

CliE-5 I lfi (（ 27.0) 1 1枯部外l~iカキ II 後、 IIM淵1直ドに a)良!I.( b)良好 c)内I面灰白-JI釦';'}火
447 疫 グリッ 頸部径 19.8) 刺突紋2段施す、体部仏II葡‘り具痕、 1/3残、灰かぶり 00399 

|、 下層 器縣 12.5+ a 岱Mell畢）面ヘラケズリ、他は横ナデ
色、外而存黒ーオリープ焚色

c区F-4 r lit. 18.6 体部1A暉 Iii!心1リ当具痕半スリ梢し、 a)良好 b)良好・2mm以下の砂粒を含
448 •ょIll グリッ 頸部径14.5 体滞外1I1i平行紋ククキ後カキH、他 む c)内面剛緑灰色、外面暗，';-灰色 11絃‘元{{ 00461 

Iヽrp層 器麻 14.3+" は横ナデ

c区F-5 11径 15.6 休部内1ftiナデ仕上げ、体音II外面平行 a)イサ良 b)良好・1mm以下の砂粒を合
449 甕 グリッ 頸部径12.2 紋タタキ、他は横ナデ む cl内外111iともJ辰白色 11縁2/3残 00412 

，、中M 沿裔 9.5+ a 

W:F-5 11径 22.6 体部内面ナデfl:I: げ、体部外面平行 a)良好 b)良・1mm以下の砂粒をやや
450 密 グリッ 顆部径17.8 紋タクキ後カキ日、他は横ナデ 多く含む c)内外rfiiともIIJ111/灰色 U緑2/3残 00455 

I、1淋4 器れj 11.8+ a 

Clx E-4 
n綽部外面l.部1条沈線2段、その間
に1-2条の波状紋を3段につくる、 a)良好 b)良好・1mm以 l'q)砂粒を少

451 疫 グリッ 器麻 16.3+ a 11緑部外面ド部は平行紋タタキ後カ 址含む cl内11lih't灰色、外rfii黒灰色 11縁小片 00427 
トI卜柑 キII、他は横ナテ・

c区F-5 口径 30.0 ロ舷部外l面lこ部波状紋、 1本部内面当 a)良好 b)良好・1mm以ドの砂粒を含 1/牧し、11縁l勺1M・
452 戌ょ グリッ 類部径22.0 具痕半スリmし、 i本部外（面渕整イく111)、む ell村r面付灰～灰オリープ色、外l凪廿 体部外rfiiJ火かぶ 00456 

トl'P界 器晶 14.0+ a 他は横ナデ :M-1火オリープ色 り

n稼部内1針板状工具による横ナデ、

CIX: E-5 11舒部外而11'1:下から液状紋3条、沈 a)良H b)良好・1mm以下の砂粒を含
453 畑，，し グリッ 器邸 15.7+ a 線5-6条、液状紋1条、波状紋後沈 む c) I村面褐灰色、外而褐灰～黒褐色 小片 00410 

ト ,~~·1 線3-4条、沈線2条の5段に文様帯を
施す
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表 3 遺物観察表22

報告 t,~•,t -'・ 法屈 迅物登
遺物 11¥t地J.し（ （復兄鮒）` 単位： 器r而消整 a)焼成 b)胎J. c)色屈 備考
番け 種 cm 

録番号

C区F-6 11径 21.2 n緑部外面縦方向のカキH、他は横
a) Iと好 bl良好・微細な砂粒を含む

454 甕 グリッ 頸部径18.0
ナデと思われるが不明瞭

c) 11、H~i ,'f灰色、外而暗m反ーオリープ灰 3/4残 00491 
卜 器邸 7.1+ (ヽ 色（自然釉）

c区 F-7 ri径 23.6 a)良好 b)やや粗・31run以 Fの砂粒を

455 甕
グリッ

府！部径18.1
i本部1村面1,;J心ILJ紋当具痕、平行紋夕

やや多く含む c)内1f1i煤→火-II沼緑色（自
1/2湘残、 口絲内

00454 
ト設 I' 器品 17.8+ t『

クキ悛カキII、他は横ナデ
然釉）、外血id火色

面／辰かぶり

陪

CIX: F-7 1本部JI、Irfli''i具痕、体部外111iカキH、 a)良l1j: b)良lfr・朽良・微細な砂粒を含
456 吋^a グリ，:I 器晶 8.7+a 小片 00474 

卜 他は横ナデ む c) 内外面とも ~I炊色

J:.j, c区G-5 1 l'r子 (13.9) 内面1/6,f定）j向ナデ、外1fJi2/3同転 a)良iif bl良好・lmm以ド0)砂粒を少
457 

茶
グリッ 器糾 4.5 ヘラクズリ、他は横ナデ :tt含む c)内外血とも廿｝火色

1/4残、ロクロ1了 00497 
トF陪

,4; c区G-7 I Ii洛 (13.7) l付面112ii-'f定方向ナデ、外爪il/2111I a)良好 b)良・3mm以下の砂粒を含む
458 

益
グリッ 器,1・s (4.0) 転ヘラケズリ、他は横ナデ c)内外川iとも灰色

1/4残、ロク 0(i 00444 
卜

11縁残,]ヽ ．犬Jt-

tf, Cl)(_ H-4 
I llf. (13.0) 内面1/2ぷ定方向ナデ、外面1/2回転 a)良IJf b)良好・Imm以ドの砂約を含 部完({-、ロクロ

459 
盈

グリ ッ
器討i4.8 ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内外面とも灰色 {j、内面k.}卜部 00516 

卜 ヘラ出サあり、
屯災あり

杯
c区H-4口径 (11.8) 内1fii2/3,f-定方,,,jナデ、外1面2/3回転 al良好 b)良好・徴細な砂粒、黒色粒を 2左/3残、ロクロ

460 
忍t

グリ ッ 器麻 3.7 ヘラケスリ、他は横ナデ
含む c)内I面llfft'fj,f_色、外面,'t黒一灰 ？．外面灰か 00385 

トドM オリープ色（自然釉） ぶり

杯
CIX: H-6 11径 (13.6) 内面3/4ぶぷ方向ナデ、外tlfi,関整イ、U)j、a)艮好 b)ややlil・Smm程の小疎、 1/3残、ロクロ方

461 
盆i

グリッ 沿必 4.2 他は横ナデ
2mm以 ドの砂粒含む c)内面灰色、外 向不UH、外1fr1If._ 00521 

トド府 面I火一絲烈色（自然釉） かぶり料し＼ヽ

J;f c区H-7I Jff (14.8) 内山i2/3イ,'Jc方向ナデ、外面l/21nJ転 a)ややィ良 b)艮好・精良・微細な砂粒
462 

益
グリ ッ 器／品 4.0 ヘラケズリ、他は横ナデ を少屈含む c)内外rlilとも灰褐色 1/3残~ ロクロIi, 00504 
ト下彫

妬
C!><:H-8 11径 (13.8) 内面2/3イく＇必方向ナデ、外面 2/3如Inf a)良奸 b)良好・1mm以下の砂粒を含

463 
益

グリッ
沿贔 2.8 転ヘラケズリ、 他は横ナテ， む c) 1)、JIili赤灰色、外Ill!~黒色 1/3残、ロクロ {j 00514 

トL附

材ヽ
Cli. IJ.7 I HY: 13.6 内面1/2バ足方向ナデ、外面1;zr111転 al良好 b)良好・1mm以下の砂粒を少 ほぼ完Jfク、ロク

464 グリ・J 00507 
#1j_ 卜

面,,. 向., 3.3 ヘラケス リ、他は横ナデ 屈含む c)内外面とも賠赤灰色 ロじ、亀裂あり

杯
Cf><.. H-7 ロ1f (13A) 内1t1il/2ぷ定/J1f,Jナデ、外1fii2/3阿転 a)良好 b)良H・栢良・1mm以下の砂粒 n緑1/4残、大J「

465 
益

グリッ 沿店 4.2 ヘラケズリ 、他は横ナデ を少M含む c)内外rrriともi'r知色
部完(i-、[Jクロ 00505 

l、卜刈 打

杯
c区H・7 17径 (13.0) 内1flil/2'tll1汲＇足方 l句ナデ、外lfli2/3,:JI) a)良好 b)良好・lmm以下の砂粒を含 外1/3残、ロクロh:ヽ

466 
紺

グリッ 器姦 4.15 回軋ヘラケスリ、他は横ナデ む c} 内rfiit'fl火色.外面行）夭- ,•;-黒色 1friやや9火かぶ 00512 
トト彬 り

杯
c区H--8I ~r径 00.0) 内面横ナデ、外面1/2強同転ヘラケ a)良好 b) 良好• 徴刹IIな砂粒を含む

467 
曲

グリッ 甜un品・→ 3.3 スリ、他は横ナデ cl内tfri存灰色、外伯i暗灰色 1/3残、ロクロIi 00515 
I、I':料

* 
Cl双G・

内lltil/2~liJ t:',t方向ナデ、外1fli2/3lnl a)良好 b)良好1mm以下の砂粒を含 n緑1/4残、ロク
H-6グリ nit (13.7) 

468 
設 ット I' 器晶 4.2 転ヘラケスリ、他は柚ナデ む cl内1(討f灰色、外面II佑'1灰色～オリ ロ）£ 、 外爪ii•}( か 00529 

庖 ープ妓色（自然釉） ぶり

牙、 c1x:G・ n!i (13.4) 内1fii2/3ぷ俎方向ナデ、外1f1i2/3~[u]
a)良好 b)良好・2mm以ドの砂粒を少

469 
益

H-8グリ 器悩 3.35+ a 柑ヘラケズリ、他は横ナデ
凪含む c)内rriim反色、外tfiii'iJ仮～．屯 1/3残．ロクロ右 00513 

ッI・ 褐色

J:.j; c区G-3ロ1f (10.8) （本部l大Hfril/21r.,i,f定/ilfrJナデ．（本部外 a)良好 b)艮好・1mm以下の砂粒を少
1/4残、ロクロ左、

470 
身

グリッ 受部抒 (12.5) 面1/2強1111転ヘラケズリ、 他は横ナ
凩含む c)内外1川ともm火色

内面ヘラ氾けあ 00496 
卜 器麻 3.4 デ り

杯
CJ){ G-3 口径 (10.6) 体部内面2/3!,Jsi不定Ji向ナデ、1本部外 a)良好 b) 良好 • 粕良・微細な砂粒を少 1/2残、ロクロ方

471 
身

グリッ 受部径 (12.2) 面2/3l1iJ卓］、ヘラケズリ、他は横ナデ
凩含む c) 11、Ir葡暗灰色、外rniオリープ黒 向不明、外爪i底 00500 

， 
器t63.7 色 部｝火かぶり,. 

c区G-4 口1f. (11.6) 体部,,、rrtril/2強ボ定/j[/,jナデ、f本部外
杯 グリ ッ a)良H b)良好・1mm以下の砂粒を含 1/2残、 1相rfriヘラ

472 受部径 (13.6) 面1/3木鴻幣、i本部外rfril/4強静止へ 00436 
身 l・SDJ 沿，:{i 4.3 ラケス'I)、他は横ナデ

む c)内面17・灰色、外面暗h灰色 i記号あり
ヒ層

J: イ；Cl:,(G-6 ntを(（13.0) 体部,,_,面1/2弘ト代と方向ナデ、1本部外 a) 1:!H b)良好・2mm以下の砂粒を含 1/2弱残、ロクロ
473 

身
グリッ 受部径 15.6) 面1/2強ffil転ヘラケスリ、 他は横ナ む c)内面llffMl仮色、外lflii'JJ9<-存黒 む 00378 
トmi 沿狐 4.8 7 -o 色

Cl>S:G-7 I Ifや (10.8) 体部内1(111/2'.r.li心と方向ナデ.I本部外 al J.l/,f b) 良好• 序1'1良・1mm以下の砂粒 1/2残、ロクロ打、J1; グリッ
474 

身 l、SDI 受部往 (12.8) 1ltil/2強[!JI転ヘラケズリ、他は横ナ を少屈含む c) 1/、1面褐灰色、外1(ri黒紺 外rfiiヘラ状[具 00428 

以下粕
沼邸 (3.8) デ 色 の接触ill7あり

J-{, Clメ.H-6 口径 (12.0) 体部内面1/2~沐定ガ向ナデ・'*邪外
a)良好 b) 良/;f•5mrn程の小蹂、 1mm 3/4残、ロクロ 打、

475 
身

グリッ 受邪径 (15.0) 面2/3lnJ転ヘラケズリ、他は横ナデ
以ドの砂粒を少凪含む c)内外1f1iとも I'ヽ）面ヘラ品乃あ 00519 

トド料 沿甜 5.0 褐灰色 り

外
Clメ:_H-6 11径 (12.6)

体部内面1叫/2;.i.il不定方向ナデ．体部外 a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒を含 1/3残、ロクロ}J
476 

身
グリッ 受部if.(14.4) 

面謁整不 、他ぱ横ナデ む cl v畑 i灰色、外1(1iオリープ黒色
1/,J .,f llJJ、外L[ti灰 00520 

トl吠4 器贔 4.0 かぶり笞しい
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表 3 遺物観察表23

報佑 器 法屈 俎物狂
辺物 /ILi: 地点 （復JC,j直）、 ljl位： 沿i籠翡整 a)焼成 b)胎I・.c)色閲 備考
番け 飩 cm 録番”

柘
Cl-I. H-6 11径 (11.4) a)良好 b)やや粗・10mm程の小媒、

受部l/2浙残、天グリッ 体部内面1/3{'定方向ナデ、｛本部外頂i
477 身 |、最 I' 受部径 (13.4) 1/2強回転ヘラケズリ、他は横ナデ

3mm以下の砂粒を含む c) 内面，~n仮色｀ n完存、ロクロJ』:
00418 

刈
器尚 43 外面昭行灰色

Cli H-6 
「l緑を 一剖砂くく

J:.f; グリッ 口径 10.8 体部外面1/2強阿転ヘラケズ I)、他 a)良好 b)良M・微細な砂杓を少屈含
がほぼ‘ノ'i;(?、ロ

478 
身 ト最F 受部径 13.0

は横ナデ む c)内外面とも灰色
クロ左、りじ歪み、 00419 

粕
器，:'ti 4.6 外面ややI火かぶ

り

* 
c区H-7 171を (12.6) 体部外面1/2同転ヘラケズリ、他は a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒を少 1/3残、ロクロ:(,、

479 
身

グリッ 受部径 (14.8)
横ナデ 凩含む c（自)内面赤）火色、外I籠•;-限～オリ 焼きぶくれあり 00501 

ト下~;~ 器，岱 4.7 ープ黄色（ 然釉）

J:f 
CVH-7 I llf. (11.8) 体部内I面3/転4-1'定Ji向ナデ、体部外 a)良好 b)良好・精良・徴細な砂粒を含 1/2強残會ロク U

480 グリッ 受部径 (14.2) 血2/3$il血 ヘラケズリ、他は横ナ 00502 
身 ト下陪 浩忌 4.3 デ

む cl内外r/iiとも1』t黒色 Ii 

J:,j; C~H-7 nf苓 (11.8) 体部内1rril/転2強;i-,定 /ii•'•Jナデ、体部 a)良好 cb) )良好・精良・徴細な砂粒を少
481 

身
グリッ 受部ff.._((31. 4.0) 外1(1i2/3lul ヘラケズリ、他は横ナ は含む ,,、Ji面灰色、外tlii暗灰色 1/2残、ロクロ左 00508 
卜 lヽ:¥,,~ 器点 9) デ

朴
Clx.H・7 口径 (11.6) 

体部内Hiil/3不定方向ナデ、体部外f(IJ a)良好 b：） )良H・lrnrn以ドの砂粒を‘少
1外/3残、ロクロ）ふ

482 グリッ 受部往 (13.8) 而やや灰かぶ 00509 
身 ト下陪 器閥 3.8 2/3回転ヘラケズリ、他は横ナデ i,1含む C 1)、lifril穴色` 外,fii灰赤色 り、 2次焼成受け

る

Clメ:G•
11径 (11.6) a)良H b)良好・4mm程の小茂、2mm

Jf H-6グリ 体部内1/ril/3ぷ定JJ1/-,)ナデ、｛本部外面 1/2残、ロクロU、
483 

身 ット f 受部径 (14.2)
2/3ll•I転ヘラケズリ、他は横ナデ

以 l、(})砂粒を含む c)内r面灰n色、外
外lfti灰かぶり

00528 

層 器晶 3.85 面i!f灰-~,-焦色

TF 
Clメ,G・ nit (11.0) 休部1A1rfii2/3強ぷ走方向ナデ、休部 a)良好 b)良好・微細な砂粒を含む 1/2残、ロクロ}j

484 
身

H-8グリ 受部径 (12.4) 外面2/3阿転ヘラケズリ、他は横ナ c)内mii'f灰色外1(rifiJ穴～オリープ緑色（白 向杓り1、外面！仮 00517 
ット 器謀 3.6 デ 然釉） かぶり

CIX.H-7 11径 (11.5) 内面1/2沿不定Jj向ナデ、外面1/3沿 a)良好 b)良好・1り1f.!・砂粒をほとんど令 内1/2残、ロクロ,/i、
485 外 グリッ

器晶 5.7 lnl転ヘラケズリ、他は横ナデ まない c)内外面とも赤灰色 面にヘラ記号 00511 
l、 1-~ あり、 ((J,裂あり

C区H-7 11径 (10.8) 外頂il/3111)転ヘラケズリ、他は横ナ a)やや不良 b)良好・2mm!:J,Fの砂粒

486 杯 グリッ 器裔 5.0 デ を少+,1含む c)内Jfrill月村）火色、外rf,i暗 1/3残、ロクロ Ii 00503 
I·l•i\>/ l火黄色

CIX:G・ 

短 H・Bグリ 11径 (7.4)
内頂ib笈部指頭庄痕、体部外面上'I←ヵ

祁7 頸
ット 頸部径 (7.8)

キロ、 1本部外面下半J1JJ転ヘラケスリ、
a)良好 b)l~~f-lmm以卜の砂粒を少 1/2残、ロクロ打 00518 

SDI埋 1本部M人経12.3 ば含む c)内外而ともi'tl仮色症,, 

I: J:- 岱,i::; 6.5 
他は横ナデ

巾凶

店
c区H-7 11径 (11.0) 杯部1人Jr面，淵整不明、杯部外rfriI、・部カ a)良好 b)良好・精良・1mm以下の砂粒

488 
杯

グリッ "面", . .,~-, 3.9+a キrL他は横ナデと思われるが消整 を少欣含む c) 1/、J外1面とも,'f:想色
1/21r,l残 00506 

卜 ぷ明瞭

ミ

Cit. G-7 
チ グリ ・・） 1本部蔽大径5.9

外1(1i-T0持らヘラケズリ、他は横ナデ
a)良好 b)良・2mm以下の妙粒を含む 口縁欠くがほぽ

489 ユ I、SDI 沿祁 4-.2+ll c)内外面とも灰1'-1-i'-r灰色 、元形、壺形 00394 
ア

埋!・.
I・. 
ヅ11if 

ミ

c区G・
チ H-8グリ 口径 (5.0） ) 底部外［侃f-持ちヘラケズリ、他は横 a) 良~f b) 艮~f·粕良•砂粒をほとんど含

1面/2残、壺形、内490 ユ
ット I:

頸部径 (4.3
ナデ まない c)内面暗灰～オリープ黄色、外 灰かぶり

00440 
ア 楷麻 3.7 面I,}(ー懇色
I: 

_,,, 彩

沿

c区G-3 11径 (23.9)
（本部l勺而当具痕、体部外頂i平行紋ク a) l~H b) 良好・梢良•砂粒をばとんど含

491 9閉グリ・） 頸部往 (16.6)
タキ、 他は横ナデ まない c)内外lfliともllfi灰色 1/4残 00499 

卜 '岱"'紬・・ 8.8+a 

c区H-7 U径 15.2 a)良好 b)やや粗・1mm以下の砂粒を

492 翌 グリッ 頸部往 11.6 体部外面カキ目、他は横ナデ やや多く含む c)内面行灰-1射；・黒色、外 口縁3/4 00413 
卜 沿絲 10.7+ a 面青灰色

critt-7 LI緑部外1triカキ1―l後.11唇部ifiFか

493 盤
グリッ

器科 11.0+a 
ら刺突紋．沈線2条、 由I]突紋、沈線3 a)良好 b)良l.lf・・籾良・ほとん日沙粒を含

11緑小片 00401 
トSDl 条、刺突紋、沈線3条の文様帯を施す、 まない c)内外rfriともHt/1'1/f<.色
最下層 他は横ナデ

提 c区H-7 r-, 径 9.6 体淵糾J面同心円紋当具釈半スリ消し、 a)良好 b)良好・微細な砂粒を含む l I緑完{{、 l人］外494 グリッ 頸部i全 6.0 11絃部外面から1本部外面にかけて紅II 00510 
瓶 I、下彫 器店 9.1+ a かいカキII、他は横ナデ

c)内外面とも杵黒色 rr,i灰かぶり
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表 3 遺物観察表24

報告 器 法R 追物翌
追物 出す：地点 （復元flf'()、りi位： 器面調整 a)焼成 b))恰I: c)色閤 備考

録番号
番号 種 cm 

息1/1. 
c区G-5 17径 11.9 「I縁部ハケ後横ナデ・ 9本部1)、狐iクス a)良好 b)良好・1mm以ドの砂粒を少 ll緑の・部を欠頸部径11.3495 グリッ

｛本部最人・径 12.9
リ悛ナテ．～ナデ、体部椒ナデ後ナデ 欣含む c)内外面とも橙色 くがほぼ完形 00498 

11 
卜1j1A'4

器絲 10.6 II: !・. げ

',:~>, . 

Cl><.1-4 a)ややイ,1'! b)杞・3mrn以下の砂粒を
ほぼ必形、ロク

坪 LJ径 14.8 内1/ril/2強不定Jil対ナデ、外rfri2/3lttl n Ii、内1/Jiにヘ
496 

泊
グリッ 硲科 3.9 転ヘラケズリ、他は横ナデ 多く含む c)内外1/1iともll;'fi'1/火色 ラ，iじ乃及び火欅

00526 
卜

根あり

a)良hf b)ややtil・lmm以 Fの砂粒を
口縁残小、天11'

l;f; Clメ1-5
内面1/6不定Ji向ナデ、外面l/2ful •転

部完（（、ロクロ
497 グリッ r Hf (13.2) やや多く含む c) 11、JIJ'ii胄灰色、外mirt }Ilt.Jイ＜明、外面 00533 

盈 トト:~ 器経 4.3 ヘラケスリ亀他は横ナデ 灰～オリーフ黄色(1'1然釉） 灰かぶり、焼き
ぶくれあり

杯
CIX. 1-6 

I llt. (14.6) 内1/ii2/3弱不定方向ナデ、外l面2/3/灼
a)良好 b)やや粗・2mm以 r;・())砂粒を

17緑残小、ロク
498 グリッ やや多く含む c) 内rftiJ火白色．外foil1~- 00534 

沿 卜
,直,,,',・―0，． 4.7 回転ヘラケスリ、 他は横ナデ

オリープ黒色
ロJ,:

杯 c区1-7・ n径 (14.0) 内面1/2イは定方向ナデ、外面2/3静11: a)良好 b)良好・1m暗m以赤下／仮の色砂、外粒面をわ 1/4残、焼恨み、焼
499 

盆
8グリッ "命"・,",,., . 4.5 ヘラケスリ 、他は横ナデ ず褐か色に含む c)内頑i I反

きぶくれあり 00387 
I、下焙

杯
CIX:1-7・ 「111:. (12.6) 内伯il/2イ,,e:/Jli,Jナデ、外面1;21111転 a)良好 b)良H・lmm以,,―の砂粕を少 l/2残、ロクロfi,

500 
益

8グリッ 洛麻 3.6 ヘラケズリ、他は横ナデ 1,t含む c)111m清灰色、外r/11賠行/1~色 灰かぶり 00532 
ト ,1 , ~'1

杯
Cl:Z J-7 I 1/i. (13.6} 内面1/3弱不定方向ナデ、外rflil/2強 a)ややイ＜良 b) 良~{・ ・精良・微細な砂粒 1/2燐残、ロクロ

501 
l.i 

グリッ
器1:6 3.7 回転ヘラケスリ 、他は横ナデ

を少屈含む c)内面褐9仮色、外面灰紺 右 00536 
I・ ～褐灰色

杯
Clえ1-7 口径 (13.6) 内1fril/3,'f,定方向ナデ、外rfril/2伍l転 a)良好 b)良好・1mm以下の砂粒を含 1/2残、ロクロ Ii、

502 
益

グリッ 沼麻 3.8 ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内rf1iJ火色、外ruil几'f)穴-I穴色 ru. 裂あり 00535 
I、下柏

杯
cr,c: 1-1 I I If. 11.6 内而1/2弱不定方1t,1ナデ、外頂i2/31ti a)良好 b) 良好・精良•砂粒をほとんど含

503 伶
グリッ 器邸 (3.8) 回転ヘラケズリ、他は横ナデ まない c)内外面とも行黒色 1 /牡曳、ロクロ~i 00442 
ト,,,x、1

杯
c区J-8 LI径 (13.6) 内l面1/2イ衿＇俎方 ffdナデ．外面2/W,i静 a)良好 b)良好・1mm以卜の砂粒を含

504 J,'i 
グリッ 沿益 3.9 止ヘラケスリ、他は横ナデ む c)内而胄版色、外面赤灰～赤県色 1/3残 00545 
Iヽ

杯
CIX: l-4 「l径 (12.2) 体部内1iii2/転3イ5定方向ナデ、 ｛本部外 a)良好 b)良好・2mm以 Fの砂粒を含 l/3残｀ロクロ左、

505 身
グリッ 受部径 (15.0) r&il/2強回 ヘラケスリ．他は横ナ む c)内外面とも褐灰色 2次焼成受ける 00522 
卜 器邸 3.7 デ

杯
CIX: l-5 I !'rt (12.4) f+部内1面1/2強不定）'.i"1i,1ナデ、f本部外 a)良H I>)良好・粕良・微細な砂粒を少 1/2残｀ロクロ.Ji、

506 身
グリッ 受部径 (14.9)

頂i2/3回転ヘラケズリ、他は横ナデ 碩含む c) 1/、J外面とも褐灰色 底部焼歪み 00524 
I、下~q 晶謡 4.0

Clえ1-6 11/を (ll.4) a)良好 b)やや粗・2mm以下の砂粒を
1/2残、ロクロ Ii、

杯 内lflil/41'定方向ナデ、外頂il/2111I転 11'1 n紆ヘラ記号あ
507 

身
グリッ 受部径 (13.6)

ヘラケズリ、他は横ナデ やや多く含む c)内lfri:1灰色、外面陪
り、外而灰かぶ

00527 
卜 硲邸 4.2 -Ml穴色

り

Cl,(I-7 
f I径 (12.0) （本部内面2/転3イ＜定）:J'li,Jナデ、 1本滞外

3/4残、ロクロ右、

J-.f グリ・1I・ 外1fiiやや灰かぶ
508 

身 SDl埋
受部径 (14.0) rfJi2/3強同 ヘラケズ リ、他は横ナ al良好 b)良好 c)内外1Mとも存限色

り、一部焼け歪
005公

上中M 沿，：は 4.6 デ み

杯
Cl><. 1-7 口径 (11.8) 体部1村riril/2強不定Ji向ナデ、1本部外 a) 1'.!.IJ.f b)良H・5mm程の小礫、微細な 2/3残、ロクロ打、

509 
身

クリッ 受部径 (14.0)
rr1i1121111転ヘラケズリ、 他は横ナデ 砂粒を少飛含む c)内外tfiiとも褐灰色 内rfiiにヘラ記け 00525 

卜 岱いj4.85 あり

.t:f; c区 1-7 「Ifを(（11.6) 休部,3,、曲11(1i同2/転3強ヘイラ淀ケ方ズ向ナデ、体部外 a)良好 b)良・1mm以下の砂粒を含む 1/3残、ロクロ方

510 
身

グリッ 受部径 13.5) 面i2/ リ、他は横ナ c) IAJl(ti1'11バ色、外面オリープ灰色(n然釉） 向ィ渾JI、外tiii灰 00405 
Iヽ 沿ifti 3.7+ a デ かぶり芳しい

杯
c区1-7・ 11径 (12.4) 体部内lflil/2強イ,,t方向ナデ、｛本部外 a)ややぷ良 b)良好・2mm以Fの砂粒

511 
身

8グリッ 受部径 (14.2) rOi l /2強(nl転ヘラケズリ、 他は横ナ を灰少褐凪色含む c) 1J、JI面褐／仮～橙色、外而 1/2残｀ロクロ右 00377 
トI淋i 沿if.¥ 4.8 7-― ・ 

拾
c区J-5 受身器必・部・IIII径径径((144((12.13.09)•. ) 46 ) a)良好 b) 良好 •砂粒はほとんど含まな杯 朴身体部内lftil/2燐イ＜定)j向ナデ、体 1/5残、ロクロ方

512 セ グリッ 部外面，』椛不明、他は横ナデ い c)内面111.rff灰色、外面llfr青灰～オリ 向イ,U)l 00381 
ツ I、下焙

祐総．晶 4 . l + a ） 
ープ黄色伯然釉）

卜

杯 c区J-5 「l径 (12.2) 体滞外面1/2強fftl転ヘラケズリ、 他 a)良好 b)良好・1mm以 Fの砂粒を含
513 

身
グリッ 受部径 (14.0)

は横ナデ む c)内外criiとも打灰色
1/4残、ロクロ打 00386 

I、q,陪 沿，岱 3.7

杯 c区J-5 「l径 (11.8) 体部,,、11fii2/3弱不定方向ナテ＼体部外
a)良好 b)良好・lmm以下の砂粒を含 1/2残、ロクロ左、

514 
身

グリッ 受部径 (14.4)
1面1/2強回転ヘラケズリ

む c)内面mi色、外1iiir'J I火～オリープ
焼きぷくれあり 00540 

I、Iヤ刈 岱悩 3.9 黄色(n然釉）

杯 c区J-6 I 11{ 12.0 1本部r勾面il/2不定方向ナデ、 他は横 a)良好 b)良好・Imm以ドの砂粒を含 3向/4残、ロクロ方
515 

身
グリッ 受陥径14.4

ナデ、休部外而潤幣'1"'}1 む c)内外I面とも行灰色
不明 、 /•/(かぶ 00539 

卜 岱閥 5.0 り
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表 3 遺物観察表25

報街 器 法hl. 迅物~f
迫物 Ii', I: 地点 （復尤1直）、単位： 器而閥照 a)焼成 b)胎 I. c)色渇 備考

番り 種 cm 
録番り・

杯 c区J-6 I 1/f.. (（ 12.4) 体部内面2/3不定ガ向ナデ、体部外面 a)良H b)良H・lmm以卜の砂粒を含
516 

身
グリッ 受部径 14.6) 2/3回転ヘラケズリ、他は横ナデ む c)内i(1jll)]1'1灰色、外面仔黒色 1/3伐、ロクロ{j 00407 
トF附 沿科 4.3 

点c区J-7
身・ロ往 13.2
受部径15.4 体部内面1/21'定ガ向ナデ、f本部外lfii a)良好 b)やや粁l・5mm程の小銹、 ほぼ；胡形、社小

517 セ グリッ 器屈 4.8 l/3lii―l転ヘラケズリ、他は横ナデ 1mm以ドの砂粒をやや多く含む c)内 片砲-i'f、ロクロ 00538 
, ト下刈 必・1l/f..(14.4) 面灰色、外1fii)火(]-緑黒色 t,: 

I・ 総晶・ 4.8 

妬
ClえJ-7 I Ir王 ru.2) 1本部[I、!ifti2/3s,;胚定JJl/,Jナデ、｛本部外 a)良好 b)良好・2mm以ドの砂粒を含

1/2残、ロクロ1,、
518 グリッ 受部径 (13.2) 而1/Zlnl転ヘラケズリ、底面外面へ む ell付面賠,'j-灰色、外面，'f!A¥-オリー 00537 

身 卜 器f,沿 3.5 ラり」り1バ未濶招、他は横ナデ プ債色（自然釉）
外rfril穴かぶり

坪 c区J-7 I 1/J (10.6) i本部内rfiil/2不定J;111Jナデ、1本部外1(1i
a)良好 I>)良好・精良砂粒をほとんど含 1/4残、ロクロ｛ふ

519 
身

グリッ 受部径 (13.0) 2/3同転ヘラケズリ．他は横ナデ
まない c) J/,j1(1jll,'.r ,'r灰色、外1面灰-lli'f

外1(1[灰かぶり
00441 

I・ 中焙 器if.b (4.8) ,'ti仮～オリープ黄色（白然釉）

Cl,<: T-7 111苓: 9.6 内面1/2不定}j向ナデ、外面1/2回転 al良好 b)良好1mm以ドの砂粒を含 1/2強残、ロクロ
520 杯 グリッ

器轟 5.0 ヘラケズリ．他は横ナデ む c)内外iliiとも1-'f/火色 /1 
00530 

卜

Cli<I-7・ 11径 (11.0) 内面1/3不定方向ナデ、外面2/3回転 a合)良好 b)良M・微細な砂粒をやや多く
1/2強残、ロクロ
左、外,~i に ·k.禅

521 外 8グリ・1
器絲 5.2 ヘラケズリ、他は横ナデ む c) I勾[[ij暗,'i"灰色、外面，'fl火-11/J

痕あり、焼It歪
00531 

卜 'i•lw ,',-)火色 み、松かぶり

CL.>¥. I-{i LI径 13.6
口稼部',i;{(-、外

522 甕 グリッ 頸部jf10.5 内面横ナデ、外l面カキII
a) !Hf b)良好・1mm以ドの砂粒を含 血頸部にヘラ記 00541 

卜 器，¥'lj 6.8+a 
む c)内外1(1iともm仮一陪行灰色 りあり、内外thi

とも灰かぶり

C区J.7 内1(1j横方向の町1、外1伯縦/j1(,J櫛H a)良好 b)良・3mm以 lヽーの砂粒を含む
523 梵 グリッ 器届 11.3+ u 

紋.I 1 ~1部横ナデ c) 1J、lifiiオリープ灰色｀外面黄1火色
口緑小片 00406 

卜

c区J-6 I I!'€ (21.3) 似祁内rfiil司心円紋‘叫9艮平スリflりし、 a)含良H b)良好・1mm以卜の砂粒を少
524 甕 グリッ 頸部径 (16.8) 体部外面平li紋タクキ、口絃部外1f1i 慎 む c)内外面とも汁9火色

11峠部1/3残 00408 
ト下附 器l晶 9.6+ a 枠状の粗い波状紋、他は横ナデ

ClをT-5 II径 7.1
｛本部l勾11ii'f・行紋当具船、｛本部外頂iカ a)良IJf b)良好・1mm以下の砂粒をや 体部半面を欠く、

提 顎部径 5.4
525 

肋
グリッ

f本部Jil人径 14.5 キ日、 一部格 fククキ残、他は横ナ や多く含む cl内l面暗#I仮色、外tfti灰 外1f1i頚部にヘラ 00544 
トI:浴

器経 16.3 7―― ・ 
褐-1'i-黒色 品りあり

似.！. c区1-7
lll'f (11.8) 坪部外1r11I、平沈線及びカキH、他1よ a)Wf b) 良好・精J~-砂粒をほとんど含

526 J:f 
8グリッ •,y,~• ./,. .,,. , 4.5 横ナデ よない c)内外1fiiともけ灰色

1/3残 00376 
|、 FIM

1¥団
c区I-7 脚径 (8.8) 内面上部絞り痕、外r面上部カキH、 a)良M bl艮好・1mm以下の砂粒を少

527 
J:f 

グリッ 脚端径 (9.3) 沈線2条、 2段透{L-. 方にあり、他は
屈含む c) P'I外1面とも行灰-II行骨／火色

脚部のみ 00543 
卜 器f.lj 9.6+a 横ナテ＇

翡 c区1-7 脚ff. 11.8 ,,、J1f1i潤整イ澗l.外面カキII及び沈線 a)良好 b)粗・2mm以ドの砂粒を含む 脚部のみ、内外
528 

杯
グリッ 阻IW~llf.. (12.3) 2条を施す、他は横ナデ c)内外而ともII釦廿J火色 tf1il火かぶり

00542 
卜 器品 7.8+≪ 

,,;5 c区1-7 脚鉗径 (9.6) 脚部内1M上部絞り 111、脚部外面2条 a)良如・. b)良好・籾良・砂粒をほとんと合 脚部のみ、外1fJi
529 

杯
グリッ 器科 9.3+a の沈線2段に施す、他は横ナデ まない c)内外1ijjともm色 灰かぶり 00404 
卜

r 111. (13.6) 体部,1、J面当具痕半スリ哨し、体部外 a)不良・峨i;,J1 b)良好・枡n・lmm以卜

530 梵
Cl><_ 頸部径 (11.8) 而l・・半横）jii,J平行紋ククキ、 F'f'c-'1'- の!'I色砂粒を少tit含む c)内外1f1iとも 1/2残 00548 
SXI 1本部最大径 (18.5) 行紋タタキ後ナデ、 11粒部横ナテ 位色

器,a;18.9 

ti; c区 l」if. (11.1) 外r(ti l /2~~tJ-ヘラケズリ、他は横ナ a)イ寸良・軟洪 b)良好・閉良・微刹IIなi'I
531 

lf SXl 悩甜 4.2+1ヽ T -・ 
色砂粒、赤褐色料1を含む c)内外面とも 1/2残 00547 
橙色
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2000.3.31 

03" 13" 

主な遣構 主な追物

須恵器窯跡 須恵器、上師器
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調査面柏 調査原因
m 2 

A・B区 A・B区個人
約500m2

畑地造成
Clえ c区自然崩壊約300m2

特記事項
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