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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

1
G29 第８図 弥生土器 ※15.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部・体部ハケ後ナデ

密
外 面 明赤褐色

良好 外面煤付着
黒褐色土  壺 △9.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ､ 体部ハケ後ユビオサエ 内 面 橙色

2
H27 第８図 弥生土器 ※16.2

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部不明

密 内外面 浅黄橙色 良好  
黒褐色土  壺 △7.7 内面 不明

3
H26 第８図 弥生土器 ※15.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
黒褐色土  甕 △8.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 浅黄色

4
G27 第８図 弥生土器 ※24.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 肩部刺突文

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
黒褐色土  甕 △9.0 内面 口縁部ナデ､ 体部ナデ・ユビオサエ

5
H26 第８図 弥生土器 ※14.6

口縁部
外面 ４条の凹線

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
黒褐色土 PL76 甕 △3.3 内面 ナデ

6
H27･28 第８図 弥生土器 ※16.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部不明

やや粗 内外面 橙色 良好  
黒褐色土  甕 △4.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

7
G25 第８図 弥生土器 －

脚部
外面 ２段の凹線・透かし

密 内外面 明赤褐色 良好  
黒褐色土  壺または高坏 △4.7 内面 ケズリ

8
H27 第８図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部５条の平行沈線､ 頸部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
黒褐色土  甕 △4.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

9
G25 第８図 土師器 －

口縁部
外面 ナデ

密
外 面 明黄褐色

良好  
黒褐色土 PL76 甕 △5.4 内面 ナデ 内 面 にぶい黄褐色

10
G25 第８図 土師器 －

口縁部
外面 不明

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
黒褐色土 PL76 甕 △5.0 内面 不明

11
 グリッド不明 第８図 土師器 －

口縁部
外面 ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
黒褐色土 PL76 甕 △6.3 内面 ナデ

12
G24 第９図 弥生土器 ※20.1

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ハケ後３条以上の凹線

密 内外面 浅黄橙色 良好  
褐灰色土  壺 △11.0 内面 ナデ

13
G23 第９図 弥生土器 ※20.8

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ハケ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
褐灰色土  壺 △6.2 内面 ナデ 内 面 黄橙色

14
G23 第９図 弥生土器 ※20.8

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 頸部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
褐灰色土  壺 △9.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ

15
G23 第９図 弥生土器 ※22.0

口縁部～頸部
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部不明

密 内外面 浅黄橙色 良好  
褐灰色土  壺 △7.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ・ユビオサエ

16
G24 第９図 弥生土器 ※20.6

口縁部～頸部
外面 口縁部４条の凹線後キザミ､ 頸部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
褐灰色土  壺 △8.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ

17
G23 第９図 弥生土器 －

頸部～体部上半
外面 頸部ハケ後貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 褐色 良好  
褐灰色土  壺 △13.3 内面 頸部シボリ､ 肩部ユビオサエ､ 体部ハケ

18
G29 第９図 弥生土器 －

体部下半～脚部
外面 体部不明､ 脚部４条以上の凹線

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
褐灰色土  壺 △7.1 内面 体部ハケ､ 脚部・ユビオサエ 内 面 淡黄色

19
H24 第９図 弥生土器 ※14.5

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
褐灰色土  甕 △6.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

20
G22 第９図 弥生土器 ※16.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ナデ

密
外 面 明褐色

良好 外面煤付着
褐灰色土 PL76 甕 △6.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 にぶい黄橙色

21
H24 第９図 弥生土器 ※15.4

口縁部～体部半ば
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 浅黄橙色

良好 外面煤付着
褐灰色土  甕 △11.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 淡黄色

22
H25 第９図 弥生土器 ※13.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 灰黄褐色

良好  
褐灰色土  甕 △7.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 にぶい黄橙色

23
K31 第９図 弥生土器 ※14.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
褐灰色土  甕 △8.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

24
G23 第９図 弥生土器 ※14.4

口縁部～体部半ば
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 明黄褐色 良好 外面煤付着
褐灰色土  甕 △13.1 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半ケズリ

25
G24 第９図 弥生土器 ※15.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい橙色

良好  
褐灰色土  甕 △9.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ・ユビオサエ 内 面 にぶい黄橙色

26
H26 第９図 弥生土器 ※14.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
褐灰色土  甕 △6.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 褐灰色

27
H26 第９図 弥生土器 ※14.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部５条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
褐灰色土  甕 △6.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

28
G23 第９図 弥生土器 ※16.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
褐灰色土  甕 △4.0 内面 ナデ

29
H26 第９図 弥生土器 ※16.4

口縁部
外面 ３条の凹線

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
褐灰色土  甕 △2.1 内面 ナデ 内 面 浅黄橙色

30
G24 第10図 弥生土器 ※20.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面煤付着
褐灰色土  甕 △7.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

31
H26 第10図 弥生土器 ※20.5

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
褐灰色土 PL76 甕 △6.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

32
G22 第10図 弥生土器 ※17.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
褐灰色土 PL76 甕 △6.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

33
H26 第10図 弥生土器 ※19.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい橙色 良好  
褐灰色土  甕 △4.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明

34
H25 第10図 弥生土器 ※18.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線後キザミ及び円形浮文､ 体部ハケ､ 肩部刺突文

密 内外面 橙色 良好  外面赤彩
褐灰色土  甕 △7.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

35
G23 第10図 弥生土器 ※18.2

口縁部～体部半ば
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄色 良好  
褐灰色土  甕 △11.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

36
G25 第10図 弥生土器 ※18.1

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 良好 外面煤付着
褐灰色土  甕 △7.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明

37
H･I28 第10図 弥生土器 ※19.8

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 頸部貼付突帯

密 内外面 灰黄色 良好  
褐灰色土  甕 △3.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明

38
G23 第10図 弥生土器 －

脚部
外面 ハケ後５条の凹線､ 端部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
褐灰色土  壺または器台 △7.0 内面 ハケ､ 端部ナデ

39
H25 第10図 弥生土器 －

脚部
外面 ハケ後３条の凹線､ 端部４条の凹線

密
外 面 灰白色

良好 外面赤彩
褐灰色土  壺または器台 △6.1 内面 ケズリ､ 端部ナデ 内 面 黒色

40
G23 第10図 弥生土器 －

口縁部～坏部
外面 口縁部５条の凹線､ 坏部ミガキ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面赤彩
褐灰色土  高坏 △4.2 内面 口縁部ナデ､ 坏部ミガキ

41
G24 第10図 弥生土器 ※11.6

口縁部～頸部
外面 口縁部２条の凹線

密
外 面 明赤褐色

良好 外面赤彩
褐灰色土 PL76 壺 △4.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 にぶい黄橙色

42
G21 第10図 弥生土器 ※16.8

口縁部～頸部
外面 口縁部４条の平行沈線､ 頸部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
褐灰色土  甕 △3.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

43
G23 第10図 弥生土器 ※22.1

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 黄橙色 良好  
褐灰色土  甕 △6.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

44
G23 第10図 弥生土器 ※13.8

口縁部～頸部
外面 口縁部７条の平行沈線､ 頸部ナデ

密 内外面 黄褐色 良好  
褐灰色土  甕 △3.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

表14　土器観察表（１）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

45
G23 第10図 弥生土器 ※15.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の平行沈線､ 体部ナデ

密 内外面 にぶい橙色 良好  
褐灰色土 PL76 甕 △3.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

46
H23 第10図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部多条平行沈線､ 頸部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面煤付着
褐灰色土 PL76 甕 △4.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

47
H26･27 第11図 弥生土器 －

口縁部
外面 ２条の凹線後波状文

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
黄褐色土  壺 △1.5 内面 波状文後円形浮文

48
H26･27 第11図 弥生土器 ※18.8

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
黄褐色土  壺 △4.1 内面 ハケ

49
H26.27 第11図 弥生土器 ※11.4

口縁部～体部半ば
外面 口縁部２条の凹線か､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
黄褐色土  甕 △6.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

50
H26･27 第11図 弥生土器 ※13.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 淡黄色

良好  
黄褐色土  甕 △4.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 にぶい黄橙色

51
H26･27 第11図 弥生土器 ※13.0

口縁部～体部半ば
外面 口縁部１条の凹線､ 体部ハケ後ミガキ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面煤付着
黄褐色土  甕 △9.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

52
H26･27 第11図 弥生土器 ※14.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 灰黄色 良好  
黄褐色土  甕 △5.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

53
H26･27 第11図 弥生土器 ※13.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部不明

密
外 面 黄橙色

良好  
黄褐色土 PL76 甕 △7.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 にぶい橙色

54
H26･27 第11図 弥生土器 ※18.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 淡黄色 良好  
黄褐色土  甕 △4.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

55
H26･27 第11図 弥生土器 ※14.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
黄褐色土  甕 △8.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

56
H26･27 第11図 弥生土器 ※15.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
黄褐色土  甕 △7.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

57
H26･27 第11図 弥生土器 ※16.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 褐灰色

良好  
黄褐色土 PL76 甕 △5.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 にぶい黄橙色

58
H26･27 第11図 弥生土器 －

脚部
外面 ８条の凹線､ 端部４条の凹線

密
外 面 灰白色

良好  
黄褐色土  壺または高坏 △5.0 内面 ケズリ､ 端部ナデ 内 面 にぶい黄橙色

59
H26･27 第11図 弥生土器 ※18.2

口縁部
外面 ４条の凹線

密
外 面 赤灰色

良好  
黄褐色土  甕 △2.0 内面 ナデ 内 面 にぶい橙色

60
H25 第11図 弥生土器 ※16.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい橙色 良好  
黄褐色土  甕 △3.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明

61
H26 第11図 弥生土器 ※15.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 淡黄色 良好  
黄褐色土 PL76 甕 △5.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明

62
H26･27 第11図 弥生土器 ※17.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密
外 面 淡黄色

良好  
黄褐色土  甕 △6.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 浅黄橙色

63
H26･27 第11図 弥生土器 ※17.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
黄褐色土  甕 △6.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 浅黄橙色

64
H26 第11図 弥生土器 ※18.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部不明､ 頸部貼付突帯､ 体部不明

密 内外面 明黄褐色 良好  
黄褐色土  甕 △7.9 内面 口縁部ナデか､ 頸部以下不明

65
H26･27 第11図 弥生土器 －

脚部
外面 ハケ､ 端部４条の凹線

密
外 面 橙色

良好 外面赤彩
黄褐色土  壺または高坏 △4.2 内面 ケズリ､ 端部ナデ 内 面 オリーブ黒色

66
H26 第11図 弥生土器 －

脚部
外面 ハケ後５条の凹線､ 端部２条の凹線

密
外 面 赤褐色

良好 外面赤彩
黄褐色土  壺または高坏 △7.2 内面 ケズリ､ 端部ナデ 内 面 暗褐色

67
H26･27 第11図 弥生土器 －

脚部
外面 ４条の凹線及び貫通しない透かし､ 端部２条の凹線

密
外 面 にぶい黄色

良好 外面赤彩
黄褐色土  器台か △10.2 内面 ケズリ､ 端部ナデ 内 面 浅黄橙色

68
H24 第12図 弥生土器 ※13.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密
外 面 灰黄色

良好  
褐色土 PL76 壺 △6.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明 内 面 浅黄色

69
G23・24 第12図 弥生土器 ※18.8

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ハケ後１条以上の凹線

密
外 面 黄橙色

良好  
褐色土  壺 △8.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ 内 面 明黄褐色

70
H26 第12図 弥生土器 ※11.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ナデ

やや粗 内外面 にぶい橙色 良好  
褐色土  甕 △4.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明

71
G24 第12図 弥生土器 ※15.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

やや粗 内外面 にぶい黄橙色 良好  
褐色土 PL76 甕 △6.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明

72
H24 第12図 弥生土器 ※13.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 黄橙色

良好  
褐色土  甕 △6.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明 内 面 浅黄橙色

73
H24 第12図 弥生土器 ※15.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい橙色 良好 外面煤付着
褐色土  甕 △7.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

74
H26 第12図 弥生土器 ※17.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密
外 面 淡黄橙色

良好  
褐色土  甕 △9.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明 内 面 灰白色

75
G24 第12図 弥生土器 ※20.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線後キザミ､ 頸部貼付突帯､ 体部ナデ

やや粗
外 面 にぶい黄橙色 やや

不良  
褐色土  甕 △5.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ナデか 内 面 浅黄橙色

76
G24 第12図 弥生土器 ※19.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
褐色土  甕 △3.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

77
G24 第12図 弥生土器 －

脚部
外面 ５～６条の凹線を２段に施文､ 端部１条の凹線

密
外 面 にぶい褐色

良好 内面煤付着
褐色土  壺または高坏 △6.1 内面 ケズリ､ 端部ナデ 内 面 黒褐色

78
SK153 第16図 弥生土器 ※15.0

口縁部～底部
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 内外面煤付着
埋土中 PL77 甕 26.8 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半以下ケズリ

79
SK153 第16図 弥生土器 ※13.0

口縁部～底部
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ､ 肩部刺突文

密
外 面 浅黄橙色

良好 内外面煤付着
埋土中 PL77 甕 19.2 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半ケズリ 内 面 にぶい黄橙色

80
SK153 第16図 弥生土器 ※11.6

口縁部～体部下半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 灰黄色 良好 外面煤付着
埋土中 PL77 甕 △17.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

81
SK153 第16図 弥生土器 ※16.8

口縁部～体部半ば
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ､ 肩部刺突文

密
外 面 浅黄橙色

良好 外面煤付着
埋土中 PL77 甕 △14.8 内面 口縁部ナデ､ 肩部以下ケズリ 内 面 明黄褐色

82
SK153 第16図 弥生土器 ※13.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ､ 肩部刺突文

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL77 甕 △7.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

83
SK153 第16図 弥生土器 ※18.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 頸部貼付突帯

密 内外面 明黄褐色 良好  
埋土中 PL77 甕 △3.8 内面 ナデ

84
SK153 第16図 弥生土器 ※15.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL77 甕 △4.3 内面 ナデ

85
SK153 第16図 弥生土器 ※15.2

口縁部
外面 ４条の凹線

密
外 面 灰白色

良好  
埋土中 PL77 甕 △1.5 内面 ナデ 内 面 浅黄橙色

86
SK153 第16図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 体部ミガキ､ 底部ナデ

密
外 面 明赤褐色

良好 内面煤付着
埋土中 PL77 壺または甕 △9.8 内面 ケズリ 内 面 明黄褐色

87
SI20 第16図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 体部ミガキ､ 底部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 内面煤付着
３層 PL77 壺または甕 △6.9 内面 ケズリ

88
SI40 第18図 弥生土器 ※25.6

口縁部～体部下半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯、体部ハケ､ 肩部刺突文

密 内外面 浅黄褐色 良好 外面煤付着
床面ほか PL78 甕 △20.3 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

表15　土器観察表（２）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

89
SI40 第18図 弥生土器 ※13.8

口縁部～体部下半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ､ 肩部刺突文

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面煤付着
P１ほか PL78 甕 △18.4 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半以下ケズリ

90
SI40 第18図 弥生土器 ※15.8

口縁部～体部下半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
周堤溝中 PL78 甕 △21.9 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半以下ケズリ

91
SI40 第18図 弥生土器 ※12.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 良好 外面煤付着
埋土上層 PL78 甕 △3.4 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

92
SI40 第18図 弥生土器 ※17.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部２～３条の凹線､ 体部ナデ

密 内外面 黄灰色 良好  
床面 PL78 甕 △2.9 内面 口縁部ナデ

93
SI40 第18図 弥生土器 ※15.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL78 甕 △4.8 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

94
SI40 第18図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 体部ミガキ､ 底部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL78 壺または甕 △9.4 内面 ケズリ

95
SI42 第19図 弥生土器 ※16.0

口縁部～体部下半
外面 口縁部１条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ

密
外 面 明黄橙色

良好 外面煤付着
埋土中 PL79 甕 △21.2 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半以下ケズリ 内 面 黄橙色

96
SI42 第19図 弥生土器 ※16.2

口縁部～体部下半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL79 甕 △16.2 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半以下ケズリ

97
SI42 第19図 弥生土器 ※16.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL79 甕 △5.1 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

98
SI42 第19図 弥生土器 ※14.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄褐色 良好  
埋土中 PL79 甕 △4.4 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

99
SI42 第19図 弥生土器 ※15.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ナデ

密
外 面 灰黄褐色

良好  
埋土中 PL79 甕 △3.7 内面 ナデ 内 面 にぶい黄橙色

100
SI42 第19図 弥生土器 ※16.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ・刺突文

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL79 甕 △10.5 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

101
SI42 第19図 弥生土器 ※13.2

口縁部
外面 口縁部３条の凹線

密 内外面 にぶい橙色 良好  
埋土中 PL79 甕 △1.5 内面 口縁部ナデ

102
SI42 第19図 弥生土器 ※19.4

口縁部
外面 口縁部３条の凹線

密 内外面 にぶい赤褐色 良好  
埋土中 PL79 甕 △2.1 内面 口縁部ナデ

103
SI42 第19図 弥生土器 ※20.0

口縁部～頸部
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部貼付突帯後ナデ

密 内外面 淡黄色 良好  
埋土中 PL79 甕 △3.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ

104
SI43 第20図 弥生土器 ※17.0

口縁部
外面 ５条の凹線後鋸歯状の沈線

密 内外面 灰白色 良好  
埋土中 PL80 壺 △2.8 内面 不明

105
SI43 第20図 弥生土器 ※18.0

口縁部
外面 ７条以上の凹線後キザミと円形浮文､ 上縁波状文

密 内外面 にぶい橙色 良好  
埋土中 PL80 壺 △3.1 内面 ナデ

106
SI43 第20図 弥生土器 ※19.3

口縁部
外面 ４条の凹線

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL80 甕 △2.1 内面 ナデ

107
SI43 第20図 弥生土器 ※23.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 にぶい橙色 良好  
埋土中 PL80 甕 △3.7 内面 ナデ

108
SI43 第20図 弥生土器 ※13.0

口縁部～頸部
外面 ４条の凹線

密
外 面 浅黄橙色

良好 外面煤付着
P５の23層 PL80 甕 △3.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部ケズリ 内 面 灰白色

109
SI43 第20図 弥生土器 ※16.6

口縁部～頸部
外面 ３条の凹線

密 内外面 浅黄褐色 良好  
P５埋土上層 PL80 甕 △2.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部ケズリ

110
SI43 第20図 弥生土器 ※14.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条程度の凹線か､ 体部不明

やや粗
外 面 にぶい橙色

良好  
埋土中 PL80 甕 △4.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 黄橙色

111
SI43 第20図 弥生土器 ※15.2

口縁部～体部半ば
外面 口縁部１条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄褐色 良好  
埋土中 PL80 甕 △6.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

112
SI43 第20図 弥生土器 －

底部
外面 不明

密
外 面 灰白色

良好  
埋土中 PL80 壺または甕 △2.0 内面 不明 内 面 灰褐色

113
SI43 第20図 縄文土器 －

体部
外面 磨消縄文（ＲＬ）

密
外 面 明赤色

良好  
埋土中 PL80  △3.9 内面 ミガキ 内 面 にぶい褐色

114
SI49 第22図 弥生土器 ※16.2

口縁部～体部下半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部ナデ、体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 にぶい黄褐色 良好 外面煤付着
埋土中 PL81 壺 △22.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ､ 頸部以下ケズリ

115
SI49 第22図 弥生土器 33.3

口縁部～底部
外面 口縁部３～４条の凹線､ 頸部ナデ、体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL81 甕 △7.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

116
SI49 第22図 弥生土器 15.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部５条の凹線､ 体部不明

密
外 面 にぶい黄橙色

良好 外面煤付着
埋土中 PL81 甕 △5.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 浅黄橙色

117
SI49 第22図 弥生土器 ※12.0

口縁部～体部下半
外面 口縁部４条の平行沈線､ 体部ナデ､ 肩部櫛描文

密 内外面 橙色 良好 内外面赤彩
埋土中 PL80 壺 △6.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

118
SI52 第23図 弥生土器 ※9.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線後キザミと円形浮文､ 頸部ナデ

密
外 面 赤褐色

良好 外面及び内面の一部赤彩
埋土中 PL80 壺 △4.0 内面 ナデ 内 面 橙色

119
SI52 第23図 弥生土器 ※15.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部タタキ後ハケ

密
外 面 黄橙色

良好  
埋土中 PL80 甕 △6.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 浅黄橙色

120
SI52 第23図 弥生土器 ※17.6

口縁部～体部半ば
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい黄褐色

良好 外面煤付着
埋土中 PL80 甕 △8.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 にぶい黄橙色

121
SI53 第25図 弥生土器 －

体部上半～脚部
外面 体部ハケ後刺突文､ 脚部ハケ後２段に凹線

密
外 面 赤褐色

良好 外面赤彩
埋土中 PL81 壺 △24.0 内面 体部ハケ､ 脚部ケズリ 内 面 浅黄橙色

122
SI53 第25図 弥生土器 ※21.0

口縁部～体部半ば
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ハケ後２段に凹線､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 やや
不良  

埋土中 PL81 壺 △26.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ後ユビオサエ､ 体部ハケ

123
SI53 第25図 弥生土器 16.0

口縁部～底部
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ

密
外 面 橙色 やや

不良  
埋土中 PL81 甕 29.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 浅黄橙色

124
SI53 第25図 弥生土器 ※18.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL82 甕 △5.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ後ナデ

125
SI53 第25図 弥生土器 ※17.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 明黄褐色 良好 外面煤付着
埋土中 PL82 甕 △8.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

126
SI53 第25図 弥生土器 ※15.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL82 甕 △8.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ後ナデ

127
SI53 第25図 弥生土器 8.8

口縁部～底部
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ後ミガキ

密 内外面 橙色 良好 外面赤彩､ 外面煤付着
埋土中 PL82 甕 13.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ下半ケズリ

128
SI53 第25図 弥生土器 －

底部
外面 ミガキ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好 底部焼成後穿孔
埋土中 PL82 壺または甕 △2.3 内面 ケズリ 内 面 明黄褐色

129
SI53 第25図 弥生土器 －

底部
外面 ナデ

密
外 面 浅黄橙色

良好 底部焼成後穿孔
埋土中 PL82 壺または甕 △3.7 内面 ケズリ 内 面 黄橙色

134
SS12 第27図 弥生土器 ※19.8

口縁部～頸部
外面 口縁部４条の凹線後キザミ､ 頸部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL83 壺 △3.6 内面 口縁部４条の凹線､ 頸部ナデ

135
SS12 第27図 弥生土器 －

頸部～体部上半
外面 頸部ハケ後４条の凹線、体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL83 壺 △5.9 内面 頸部ハケ後ユビオサエ、体部ハケ

136
SS12 第27図 弥生土器 ※14.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 灰白色 良好 外面煤付着
埋土中 PL83 甕 △5.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

表16　土器観察表（３）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

137
SS12 第27図 弥生土器 ※19.9

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 明黄褐色

良好 外面煤付着
埋土中 PL83 甕 △7.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 にぶい黄褐色

138
SS12 第27図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯後ナデ

密
外 面 黄橙色

良好  
埋土中 PL83 甕 △3.5 内面 口縁部ナデ 内 面 橙色

139
SS12 第27図 弥生土器 －

底部
外面 ミガキ

密
外 面 にぶい橙色

良好  
埋土中 PL83 壺または甕 △3.4 内面 ケズリ 内 面 にぶい黄橙色

140
SS13 第29図 弥生土器 ※17.0

口縁部
外面 ３条の凹線

密 内外面 灰黄褐色 良好  
埋土中 PL83 甕 △1.8 内面 ナデ

141
SS14 第30図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部ナデ､ 体部不明

密
外 面 にぶい黄褐色

良好  
埋土中 PL83 甕 △4.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 浅黄橙色

142
SS14 第30図 弥生土器 ※15.4

口縁部～頸部
外面 口縁部多条平行沈線､ 頸部刺突文

密
外 面 にぶい黄褐色

良好  
埋土中 PL83 甕 △4.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 浅黄橙色

143
SS14 第30図 弥生土器 ※15.4

口縁部～頸部
外面 口縁部多条平行沈線､ 頸部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL83 甕 △3.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部不明

144
SS14 第30図 弥生土器 ※18.4

口縁部～頸部
外面 多条沈線を施していると思われるが風化のため不明

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL83 甕 △6.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

145
SS14 第30図 弥生土器 －

口縁部
外面 多条沈線を施していると思われるが風化のため不明

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL83 甕 △3.0 内面 ナデ

146
SS14 第30図 弥生土器 －

脚部
外面 筒部ミガキ､ 端部ナデ

密
外 面 灰白色

良好 外面赤彩
埋土中 PL82 高坏 △9.5 内面 ケズリ後ナデ及びユビオサエ 内 面 黒褐色

147
SK145 第33図 弥生土器 ※14.2

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中層 PL84 甕 △2.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

148
SK145 第33図 弥生土器 ※14.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密
外 面 淡黄色

良好  
埋土中層 PL84 甕 △2.1 内面 ナデ 内 面 灰白色

149
SK145 第33図 弥生土器 ※17.4

口縁部～頸部
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 橙色 良好 外面煤付着
埋土中層 PL84 甕 △3.4 内面 ナデ

150
SK145 第33図 弥生土器 ※16.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい橙色

良好  
埋土上層 PL84 甕 △4.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 黄橙色

151
SK145 第33図 弥生土器 ※20.4

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 頸部ナデ

密 内外面 明黄褐色 良好  
埋土上層 PL84 甕 △2.6 内面 ナデ

152
SK145 第33図 弥生土器 ※18.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線後キザミ､ 頸部貼付突帯

密 内外面 明黄褐色 良好  
埋土上層 PL84 甕 △3.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ

153
SK145 第33図 弥生土器 ※15.8

口縁部～体部下半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい橙色

良好 外面煤付着
埋土中 PL84 甕 △19.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 にぶい黄橙色

154
SK145 第33図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 体部ミガキ､ 底部ナデ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好 外面煤付着
埋土中 PL84 壺または甕 △6.5 内面 ケズリ 内 面 浅黄橙色

155
SK145 第33図 弥生土器 ※14.2

口縁部～底部
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ､ 肩部刺突文

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL84 壺 31.3 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半以下ケズリ

157
SK146 第34図 弥生土器 ※15.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
１層 PL83 甕 △4.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

158
SK146 第34図 弥生土器 ※13.4

口縁部
外面 ３条の凹線

密 内外面 明黄褐色 良好  
埋土中 PL83 甕 △2.0 内面 ナデ

159
SK146 第34図 弥生土器 ※17.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL83 甕 △3.3 内面 ナデ

160
SK146 第34図 弥生土器 ※12.1

口縁部～頸部
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
１層 PL83 甕 △2.7 内面 ナデ

161
SK146 第34図 弥生土器 ※12.2

口縁部～頸部
外面 口縁部１条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
５～６層 PL83 甕 △3.3 内面 ナデ

162
SK147 第36図 弥生土器 ※15.2

口縁部
外面 ２条の凹線

密 内外面 灰黄色 良好  
埋土中 PL83 甕 △1.9 内面 ナデ

163
SK147 第36図 弥生土器 －

口縁部～体部上半
外面 口縁部キザミ､ 体部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL83 甕 △3.3 内面 ナデ

164
SK147 第36図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 体部ミガキ､ 底部ナデ

密
外 面 にぶい黄色

良好  
埋土中 PL83 壺または甕 △2.6 内面 ケズリ 内 面 浅黄色

165
SK152 第37図 弥生土器 －

頸部～体部上半
外面 頸部２条以上の凹線､ 肩部ハケ

密 内外面 黒褐色 良好  
埋土中 PL83 壺 △5.5 内面 頸部以下ナデ・ケズリ

166
SK152 第37図 弥生土器 ※17.2

口縁部～頸部
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部貼付突帯

密
外 面 褐灰色

良好  
埋土中 PL83 甕 △2.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 浅黄橙色

167
SK155 第39図 弥生土器 ※13.6

口縁部
外面 ３条の凹線

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL83 甕 △1.5 内面 ナデ

168
SK155 第39図 弥生土器 ※14.4

口縁部
外面 ３条の凹線

密
外 面 明赤灰色

良好  
１層 PL83 甕 △1.3 内面 ナデ 内 面 浅黄橙色

169
SK171 第42図 弥生土器 ※22.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ハケ

密 内外面 明黄褐色 良好  
埋土中 PL85 壺 △6.0 内面 ハケ

170
SK171 第42図 弥生土器 19.8

口縁部～底部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯後ナデ､ 体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL85 甕 44.0 内面 口縁部ナデ､ 体部ナデ､ 下半以下ケズリ

171
SK171 第42図 弥生土器 ※14.4

口縁部～底部
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ

やや粗 内外面 浅黄橙色 やや
不良 外面煤付着

埋土中 PL85 甕 26.4 内面 口縁部ナデ､ 体部ナデ､ 下半ケズリ

172
SK171 第42図 弥生土器 ※13.3

口縁部～体部下半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい橙色

良好 外面煤付着
埋土中 PL85 甕 △14.7 内面 口縁部ナデ､ 肩部以下ケズリ 内 面 灰褐色

173
SK171 第42図 弥生土器 ※11.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ

やや粗
外 面 黄橙色 やや

不良  
埋土中 PL85 甕 △5.7 内面 口縁部ナデ､ 体部ナデ一部ユビオサエ 内 面 にぶい橙色

174
SK171 第42図 弥生土器 15.8

器受部～脚部
外面 口縁部５条の凹線後キザミ・円形浮文､ 脚部３段の凹線

密
外 面 黄橙色

良好 内外面赤彩
埋土中 PL85 器台 18.3 内面 口縁部４条の凹線､ 脚部ケズリ 内 面 橙色

175
SK171 第42図 弥生土器 －

脚部
外面 ハケ後２段の凹線

密
外 面 橙色 やや

不良  
埋土中 PL85 壺または器台 △7.9 内面 ケズリ 内 面 にぶい黄橙色

177
SK151 第45図 弥生土器 ※15.5

口縁部～体部下半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面煤付着
２層 PL86 甕 △17.9 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半以下ケズリ

178
SK151 第45図 弥生土器 ※16.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 浅黄橙色

良好  
２層 PL86 甕 △10.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 橙色

179
SK151 第45図 弥生土器 ※15.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
２層 PL86 甕 △5.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

180
SK151 第45図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯

密 内外面 明黄褐色 良好  
１層 PL86 甕 △2.8 内面 ナデ

181
SK151 第45図 弥生土器 －

口縁部
外面 多条沈線

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
１層 PL86 甕 △4.9 内面 ナデ 内 面 明黄褐色

182
SK166 第47図 弥生土器 10.6

口縁部～脚部
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ､ 脚部５条以上の凹線

密 内外面 明赤褐色 良好 外面赤彩
埋土中 PL87 壺 △13.1 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 脚部ケズリ

表17　土器観察表（４）
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No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

183
SK166 第47図 弥生土器 ※10.5

口縁部～体部下半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面赤彩
埋土中 PL87 壺 △8.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

184
SK166 第47図 弥生土器 －

体部下半～脚部
外面 体部不明､ 脚部２段に４条の凹線

密
外 面 浅黄橙色

良好 外面赤彩
埋土中 PL86 壺 △10.8 内面 体部ハケ､ 脚部ケズリ 内 面 灰白色

185
SK166 第47図 弥生土器 ※18.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 頸部３条以上の凹線

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL86 壺 △7.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ後ナデ

186
SK166 第47図 弥生土器 ※22.6

口縁部～底部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部６条の凹線文､ 体部ハケ後下半ミガキ､
　　 体部上半平行沈線と波状文を交互に施文 密 内外面 浅黄橙色 良好  

埋土中 PL87 壺 ※48.4 内面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ､ 下半ケズリ

187
SK166 第47図 弥生土器 21.7

口縁部～底部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部凹線文､ 体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL87 壺 43.4 内面 口縁部ナデ､ 体部ナデ､ 下半以下ケズリ

188
SK166 第47図 弥生土器 16.2

口縁部～底部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部刺突文､ 体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL87 壺 37.9 内面 口縁部ナデ､ 体部ナデ､ 下半以下ケズリ

189
SK166 第48図 弥生土器 ※17.6

口縁部～体部下半
外面 口縁部５条の凹線､ 頸部貼付突帯後ナデ､ 体部ハケ後下半ミガキ

密
外 面 赤色

良好 外面赤彩
埋土中 PL88 壺 △26.5 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ､ 下半ケズリ 内 面 浅黄橙色

190
SK166 第48図 弥生土器 ※17.3

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ､ 肩部刺突文

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL86 甕 △7.2 内面 ナデ

191
SK166 第48図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 体部ミガキ､ 底部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL88 壺または甕 △7.3 内面 ケズリ

192
SK166 第48図 弥生土器 17.1

器受部～脚部
外面 口縁部４条の凹線､ 脚部３段の凹線及び貫通しない透かし

密 内外面 赤褐色 良好 内外面赤彩
埋土中 PL88 器台 24.0 内面 口縁部ナデ､ 脚部ケズリ

193
SK166 第48図 弥生土器 16.4

器受部～脚部
外面 口縁部４条の凹線後キザミ及び円形浮文､ 脚部３段の凹線

密 内外面 浅黄橙色 良好 内外面赤彩
埋土中 PL88 器台 19.2 内面 口縁部ナデ､ 脚部シボリ・ケズリ

194
SK166 第48図 弥生土器 －

脚部
外面 ２段に６条及び８条の凹線､ 端部ナデ

密
外 面 赤褐色

良好 外面赤彩
埋土中 PL88 壺または高坏 △8.9 内面 ケズリ､ 端部ナデ 内 面 黒色

195
SK166 第48図 弥生土器 －

脚部
外面 ２段に６条及び５条以上の凹線､ 端部ナデ

密
外 面 明褐色

良好 外面赤彩
埋土中 PL88 壺または高坏 △8.3 内面 ケズリ､ 端部ナデ 内 面 浅黄橙色

196
SK166 第48図 弥生土器 ※15.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL86 甕 △3.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

197
SK166 第48図 弥生土器 ※13.9

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 橙色

良好  
埋土中 PL86 甕 △4.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 浅黄橙色

198
SK166 第48図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 体部タタキ後ハケ､ 底部ナデ

密
外 面 橙色

良好 底部穿孔
埋土中 PL86 壺または甕 △7.9 内面 ケズリ 内 面 浅黄橙色

199
SK166 第48図 弥生土器 ※22.8

口縁部～頸部
外面 口縁部キザミ､ 頸部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL86 壺 △7.0 内面 口縁部３条の凹線後キザミ下段に波状文､ 頸部ナデ

205
SD５ 第49図 弥生土器 －

頸部
外面 ハケ・ナデ及び２条以上の貼付突帯

密 内外面 橙色 良好  
埋土上層 PL89 壺 △7.8 内面 ハケ

206
SD５ 第49図 弥生土器 ※9.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部１条の凹線後キザミ､ 体部ハケ

密
外 面 褐灰色

良好  
埋土下層 PL89 甕 △4.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 黄灰色

207
SD５ 第49図 弥生土器 ※16.3

口縁部
外面 ４条の凹線

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土下層 PL89 甕 △1.8 内面 ナデ

208
SD５ 第49図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土上層 PL89 甕 △2.7 内面 ナデ

209
SD５ 第49図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線

密 内外面 浅黄橙色 良好  
検出面 PL89 甕 △2.8 内面 ナデ

210
SD５ 第49図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 体部ミガキ､ 底部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土上層 PL89 壺または甕 △5.3 内面 ケズリ

211
SD６ 第50図 弥生土器 －

頸部～底部
外面 頸部ハケ後３条の凹線､ 体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL89 壺 △51.2 内面 頸部ナデ､ 体部ハケ下半以下ケズリ

212
SD６ 第50図 弥生土器 ※11.0

口縁部
外面 ３条の凹線

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL89 甕 △1.7 内面 ナデ

213
SD６ 第50図 弥生土器 ※20.0

口縁部
外面 ２条の凹線

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
埋土中 PL89 甕 △2.8 内面 ナデ

214
SD６ 第50図 弥生土器 ※21.6

口縁部～頸部
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部貼付突帯

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
埋土中 PL89 甕 △2.5 内面 ナデ 内 面 明黄褐色

215
SI16 第51図 土師器 ※13.0

口縁部
外面 ナデ

密 内外面 黄褐色 良好  外面煤付着
埋土中 PL90 甕 △3.3 内面 ナデ

216
SI16 第51図 土師器 －

頸部～底部
外面 頸部ハケ､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 体部焼成後穿孔
周堤埋土中 PL91 壺 △7.5 内面 頸部ナデ､ 頸部以下ケズリ後ユビオサエ

217
SI41 第54図 須恵器 ※12.2

口縁部～底部
外面 口縁部回転ナデ、体部回転ナデ､ 底部回転ヘラケズリ

密
外 面 灰白色

良好  
埋土中 PL90 坏 △5.0 内面 回転ナデ 内 面 赤褐色

218
SI41 第54図 須恵器 ※13.1

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ

密
外 面 明褐灰色

良好  
埋土中 PL90 坏 △2.9 内面 回転ナデ 内 面 褐灰色

219
SI41 第54図 須恵器 ※13.3

天井部～口縁部
外面 天井部回転ヘラケズリ､ 口縁部回転ナデ

密
外 面 明褐灰色

良好  
埋土中 PL90 坏蓋 △4.4 内面 口縁部回転ナデ 内 面 にぶい黄橙色

220
SI41 第54図 土師器 11.9

口縁部～底部
外面 ナデ

密 内外面 黄橙色 良好 外面赤彩
埋土中 PL91 埦 5.3 内面 ナデ

221
SI41 第54図 土師器 11.8

口縁部～底部
外面 口縁部ナデ､ 体部不明

密 内外面 黄橙色 やや
不良  

埋土中 PL91 埦 4.1 内面 口縁部ナデ､ 体部不明

222
SI41 第54図 土師器 －

体部下半～底部
外面 体部ナデ､ 底部ヘラケズリ

密
外 面 淡黄橙色 やや

不良  
埋土中 PL90 坏 △2.7 内面 ナデ 内 面 褐灰色

223
SI41 第54図 土師器 ※18.1

口縁部～底部
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL91 甕 24.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

224
SI41 第54図 土師器 ※14.0

口縁部～頸部
外面 ナデ

密 内外面 にぶい橙色 良好  
P1埋土中 PL90 甕 △4.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

225
SI41 第54図 土師器 －

体部上半～下半
外面 ハケ

密
外 面 浅黄橙色

良好 外面煤付着
埋土中 PL90 甕 △20.4 内面 ケズリ 内 面 黄橙色

226
SI41 第54図 土師器 ※29.3

口縁部～体部上半
外面 ナデ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL90 甕 △6.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

227
SI44 第55図 須恵器 －

口縁部
外面 回転ナデ

密 内外面 灰色 良好  
埋土中 PL92 坏蓋 △3.6 内面 回転ナデ

228
SI44 第55図 土師器 ※17.0

口縁部
外面 ナデ

密 内外面 にぶい橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL92 甕 △3.8 内面 ナデ

229
SI45・48 第57･65図 須恵器 ※11.8

口縁部～底部
外面 口縁部回転ナデ、体部回転ナデ､ 底部回転ヘラケズリ

密 内外面 灰色 良好 SI48出土破片と接合
埋土中 PL91･96 坏 △5.3 内面 回転ナデ

230
SI45 第57図 土師器 －

口縁部～頸部
外面 ナデ

密
外 面 灰黄褐色

良好  
埋土中 PL92 甕 △4.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 にぶい黄橙色

231
SI45 第57図 土師器 ※21.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部不明

密
外 面 浅黄橙色

良好  
埋土中 PL92 甕 △8.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 灰白色

表18　土器観察表（５）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

232
SI45 第57図 土師器 ※16.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 肩部刺突文､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL92 甕 △12.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

236
SI46 第59図 土師器 ※13.0

口縁部～体部下半
外面 ナデ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL94 埦 △4.4 内面 ナデ

237
SI46 第59図 土師器 ※11.7

口縁部～体部下半
外面 ナデ

密
外 面 橙色

良好  
埋土中 PL93 埦 △3.0 内面 ナデ 内 面 浅黄橙色

238
SI46 第59図 土師器  

脚部
外面 筒部ナデ､ 端部ナデ

密 内外面 橙色 やや
不良  

埋土中 PL94 高坏 △7.1 内面 筒部シボリ､ 端部ハケ後ナデ

239
SI46 第59図 土師器 ※9.3

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密
外 面 淡橙色

良好  
埋土中 PL93 甕 △7.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 橙色

240
SI46 第59図 土師器 ※15.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密
外 面 橙色

良好  
埋土中 PL93 甕 △7.7 内面 ナデ 内 面 浅黄橙色

241
SI46 第59図 土師器 ※16.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密
外 面 淡橙色

良好  
埋土中 PL93 甕 △8.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 灰褐色

242
SI46 第59図 土師器 ※12.1

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい褐色 良好  
埋土中 PL93 甕 △10.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

243
SI46 第59図 土師器 ※15.9

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ後ナデ

密
外 面 浅黄橙色

良好  
埋土中 PL93 甕 △5.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 橙色

244
SI46 第59図 土師器 ※9.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL93 甕 △4.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

245
SI46 第59図 土師器 ※18.3

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ後ナデ

密
外 面 浅黄橙色

良好  
埋土中 PL93 甕 △7.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 にぶい橙色

246
SI46 第59図 土師器 ※22.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ後ナデ

密
外 面 にぶい橙色  

 
埋土中 PL93 甕 △6.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 にぶい褐色  

250
SI47 第61図 須恵器 ※13.0

口縁部～天井部
外面 回転ナデ

密
外 面 褐灰色

良好  
埋土中 PL92 坏蓋 △3.4 内面 回転ナデ 内 面 灰白色

251
SI47 第61図 土師器 ※12.0

口縁部
外面 ナデ

やや粗 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL92 甕 △3.4 内面 ナデ

252
SI47 第61図 土師器 ※17.6

口縁部～頸部
外面 ナデ

やや粗 内外面 浅黄橙色 やや
不良  

埋土中 PL92 甕 △3.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

254
SI48 第64図 土師器 ※15.0

口縁部～体部下半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ後ナデ

密
外 面 橙色

良好 外面煤付着
埋土中 PL94 甕 △19.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 黄橙色

255
SI48 第64図 土師器 ※15.6

口縁部～体部下半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい褐色 良好 外面煤付着
埋土中 PL94 甕 △19.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ､ 下半ユビオサエ

256
SI48 第64図 土師器 ※11.8

口縁部～体部下半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL94 甕 △14.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

257
SI48 第64図 土師器 ※16.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部不明

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL96 甕 △11.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

258
SI48 第64図 土師器 ※10.1

口縁部～体部下半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 淡橙色 良好  
埋土中 PL94 甕 △14.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

259
SI48 第64図 土師器 ※13.4

口縁部～体部下半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL95 甕 △13.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

260
SI48 第64図 土師器 ※14.9

口縁部～体部下半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL95 甕 △19.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ､ 中段ユビオサエ

261
SI48 第64図 土師器 ※20.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

やや粗
外 面 橙色 やや

不良  
埋土中 PL95 甕 △10.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ､ 下半ユビオサエ 内 面 明黄褐色

262
SI48 第64図 土師器 ※20.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

やや粗
外 面 橙色 やや

不良 外面煤付着
埋土中 PL95 甕 △11.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 黄橙色

263
SI48 第64図 土師器 ※21.2

口縁部～体部下半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

やや粗
外 面 橙色 やや

不良  
埋土中 PL95 甕 △25.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 黄橙色

264
SI48 第64図 土師器 ※15.6

口縁部～体部下半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 やや
不良 外面煤付着

埋土中 PL95 甕 △18.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

265
SI48 第65図 土師器 ※28.6

口縁部～体部下半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 灰白色 良好  
埋土中 PL96 甑 △21.2 内面 口縁部ナデ､ 体部ケズリ

266
SI48 第65図 土師器 ※14.0

口縁部～脚部
外面 ナデ

密 内外面 黄橙色 良好 内外面赤彩
埋土中 PL96 台付埦 8.5 内面 ナデ

267
SI48 第65図 土師器 －

体部
外面 ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面線刻あり
埋土中 PL96 不明 △3.1 内面 ケズリ

268
SI48 第65図 縄文土器 －

体部
外面 磨消縄文（ＲＬ）

密 内外面 にぶい橙色 良好  
埋土中 PL96 鉢? △5.6 内面 ナデ

270
SI50 第68図 須恵器 －

口縁部～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転ヘラケズリ

密
外 面 黒褐色

良好  
埋土中 PL97 坏 △2.9 内面 体部回転ナデ､ 底部ナデ 内 面 灰黄色

271
SI50 第68図 須恵器 －

体部
外面 回転ナデ

密
外 面 灰色

良好  
貼床中 PL97 坏 △2.8 内面 回転ナデ 内 面 灰白色

272
SI50 第68図 須恵器 ※14.4

口縁部～底部
外面 回転ナデ

密
外 面 明褐灰色

良好  
埋土中 PL97 坏 3.8 内面 回転ナデ 内 面 灰白色

273
SI50 第68図 須恵器 －

体部下半～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転糸切り

密
外 面 にぶい褐色

良好  
埋土中 PL97 坏 △3.4 内面 底部回転ナデ 内 面 褐灰色

274
SI50 第68図 須恵器 ※8.4

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ

密
外 面 黒褐色

良好  
埋土中 PL97 壺 △3.2 内面 回転ナデ 内 面 灰黄褐色

275
SI50 第68図 須恵器 ※15.8

口縁部
外面 回転ナデ

密
外 面 オリーブ黒色

良好  
埋土中 PL97 甕 △2.5 内面 回転ナデ 内 面 暗灰黄色

276
SI50 第68図 土師器 ※12.6

口縁部～底部
外面 ナデ

やや粗 内外面 橙色 やや
不良  

埋土中 PL97 埦 4.7 内面 ナデ

277
SI50 第68図 土師器 ※12.1

口縁部～底部
外面 口縁部ナデ、体部ナデ､ 底部ナデ及びケズリ

やや粗 内外面 橙色 良好 外面赤彩
埋土中 PL97 埦 5.2 内面 ナデ

278
SI50 第68図 土師器 ※23.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

やや粗 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL97 甕 △11.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

279
SI50 第68図 土師器 ※19.4

口縁部～体部上半
外面 ナデ

やや粗 内外面 黄橙色 良好  
埋土中 PL97 甕 △6.2 内面 ナデ

280
SI50 第68図 土師器 ※20.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密
外 面 浅黄橙色

良好  
埋土中 PL97 甕 △9.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 黄橙色

281
SI51 第70図 須恵器 ※12.2

口縁部～底部
外面 口縁部回転ナデ、体部回転ナデ､ 底部回転ヘラケズリ

密
外 面 黄灰色

良好  
埋土中 PL97 坏 3.9 内面 口縁部回転ナデ、体部回転ナデ､ 底部ナデ 内 面 灰色

282
SI51 第70図 須恵器 －

体部下半～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転糸切り

密
外 面 灰オリーブ色

良好  
埋土中 PL98 坏 △3.4 内面 回転ナデ 内 面 灰色

283
SI51 第70図 土師器 ※22.2

口縁部～体部上半
外面 ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL98 甕 △8.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

表19　土器観察表（６）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

284
SI51 第70図 土師器 ※21.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL98 甕 △10.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

285
SI51 第70図 土師器 ※15.0

口縁部～頸部
外面 ナデ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL98 甕 △4.7 内面 ナデ

286
SI51 第70図 土師器 ※14.0

坏部
外面 ナデ・ハケ

密
外 面 赤褐色

良好 内外面赤彩
埋土中 PL98 高坏 △4.4 内面 ナデ後ミガキ 内 面 暗赤褐色

287
SK162 第71図 土師器 ※14.0

口縁部～頸部
外面 ナデ

密 内外面 淡黄色 良好  
埋土中 PL98 甕 △5.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

288
SK162 第71図 土師器 ※17.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL98 甕 △6.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

289
SK168 第72図 土師器 ※18.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

密
外 面 橙色

良好  
埋土中 PL97 甕 △12.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 にぶい橙色

290
SK170 第74図 須恵器 ※13.0

口縁部～頸部
外面 回転ナデ

密 内外面 灰色 良好  
埋土中 PL98 △6.0 内面 回転ナデ

291
SK170 第74図 土師器 ※21.0

口縁部
外面 ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL98 甕 △4.8 内面 ナデ

292
SK170 第74図 土師器 ※20.6

坏部
外面 ナデ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL98 高坏 △5.5 内面 ナデ

293
SK177 第75図 土師器 ※15.0

口縁部
外面 ナデ

密 内外面 浅黄色 良好  
埋土中 PL98 甕 △2.2 内面 ナデ

294
SK177 第75図 縄文土器 －

口縁部～体部上半
外面 ナデ､ 磨消縄文（ＲＬ）

密 内外面 浅黄色 良好  
埋土中 PL98 深鉢 △4.4 内面 ナデ

295
SI30 第76図 須恵器 ※13.4

口縁部～底部
外面 口縁部回転ナデ、体部回転ナデ､ 底部静止糸切り

密 内外面 褐灰色 良好  
埋土中 PL100 坏 4.2 内面 回転ナデ

296
SI30 第76図 須恵器 ※13.0

口縁部～底部
外面 口縁部回転ナデ、体部回転ナデ､ 底部静止糸切り

密 内外面 灰白色 良好  
埋土中 PL100 坏 3.8 内面 回転ナデ

297
SI30 第76図 須恵器 ※13.8

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ

密 内外面 灰白色 良好  
埋土中 PL99 坏 △3.4 内面 回転ナデ

298
SI30 第76図 須恵器 －

体部下半～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転糸切り

密 内外面 灰色 良好  
埋土中 PL99 坏 △2.2 内面 体部回転ナデ､ 底部ナデ

299
SI30 第76図 須恵器 ※18.0

口縁部～体部上半
外面 不明

密 内外面 灰白色 やや
不良  

埋土中 PL99 鉢 △3.6 内面 不明

300
SI30 第76図 土師器 12.2

口縁部～底部
外面 口縁部ナデ、体部ナデ､ 底部静止糸切り

密 内外面 浅黄橙色 良好 内外面赤彩
埋土中 PL100 坏 3.9 内面 ナデ

301
SI30 第76図 土師器 ※14.4

口縁部～底部
外面 口縁部ナデ､ 底部ハケ

密 内外面 暗赤色 良好 内外面赤彩
埋土中 PL99 坏 3.2 内面 ナデ

302
SI30 第76図 土師器 ※14.8

口縁部～底部
外面 ナデ

密 内外面 明赤褐色 良好 内外面赤彩
埋土中 PL99 坏 3.8 内面 ナデ

303
SI30 第76図 土師器 ※28.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部不明

やや粗 内外面 にぶい褐色 良好  
埋土中 PL99 甕 △9.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

304
SI30 第76図 土師器 ※29.2

口縁部～頸部
外面 ナデ

やや粗 内外面 にぶい褐色 良好  
埋土中 PL99 甕 △4.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

305
SI33 第76図 土師器 ※24.0

口縁部～頸部
外面 ナデ

密 内外面 橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL99 甕 △2.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

306
SB５ 第78図 須恵器 ※12.6

口縁部
外面 回転ナデ

密 内外面 灰オリーブ色 良好  
P７埋土中 PL99 坏 △2.0 内面 回転ナデ

307
SB５ 第78図 須恵器 －

口縁部
外面 回転ナデ

密 内外面 灰オリーブ色 良好  
P２埋土中 PL99 坏 △2.4 内面 回転ナデ

308
SB５ 第78図 須恵器 －

底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転糸切り

密
外 面 灰色

良好  
P５埋土中 PL99 坏 △2.0 内面 ナデ 内 面 オリーブ灰色

309
SB５ 第78図 土師器 －

脚部
外面 ナデ

密 内外面 褐色 良好  
P４埋土中 PL99 竈 △6.3 内面 ケズリ後ユビオサエ

310
SB９ 第79図 須恵器 ※14.8

口縁部
外面 回転ナデ

密 内外面 にぶい赤褐色 良好  
P３埋土中 PL99 坏 △2.2 内面 回転ナデ

311
SB９ 第79図 土師器 ※16.4

口縁部～底部
外面 口縁部ナデ､ 底部ケズリ

密 内外面 灰白色 良好 内外面赤彩
P６埋土中 PL99 皿 △1.7 内面 ナデ

312
SB11 第84図 須恵器 ※12.4

口縁部～体部下半
外面 回転ナデ

密 内外面 褐灰色 良好  
P11埋土中 PL99 坏 △3.1 内面 回転ナデ

313
SB11 第84図 須恵器 ※13.2

口縁部～底部
外面 回転ナデ

密 内外面 灰白色 良好  
周辺埋土中 PL99 坏 △3.6 内面 回転ナデ

314
SB11 第84図 須恵器 ※13.4

口縁部～体部下半
外面 回転ナデ

密
外 面 オリーブ灰色

良好  
周辺埋土中 PL99 坏 △3.6 内面 回転ナデ 内 面 灰白色

315
SB11 第84図 須恵器 －

体部上半～底部
外面 回転ナデ､ 底部静止糸切り

粗 内外面 淡黄色 不良  
周辺埋土中 PL100 坏 △4.1 内面 回転ナデ

316
SB11 第84図 土師器 ※15.8

口縁部～底部
外面 ナデ

密 内外面 黄橙色 良好 内面赤彩
P８埋土中 PL99 皿 △1.8 内面 ナデ

317
SB11 第84図 土師器 ※27.4

口縁部～頸部
外面 ナデ

密 内外面 橙色 良好  
P１埋土中 PL99 甕 △3.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

318
SB11 第84図 土師器 ※27.3

口縁部～頸部
外面 ナデ

密 内外面 にぶい橙色 良好  
P11埋土中 PL99 甕 △4.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

319
SX17 第89図 土師器 ※18.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部不明

密 内外面 灰白色 良好  
埋土中 PL100 甕 △6.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

320
SK142 第90図 土師器 ※26.0

口縁部
外面 ナデ

密
外 面 浅黄色

良好  
最上層 PL101 甕 △2.4 内面 ナデ 内 面 浅黄橙色

321
SK163 第108図 弥生土器 ※27.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ナデ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL101 甕 △6.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

322
SK175 第112図 土師器 ※30.0

口縁部～底部
外面 口縁部ハケ、体部ハケ､ 把手手づくね成形

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL100 甑 △21.2 内面 口縁部不明､ 体部ケズリ

323
SD７ 第113図 須恵器 ※13.1

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ

密
外 面 暗青灰色

良好  
埋土中 PL101 坏 △2.7 内面 回転ナデ 内 面 灰色

324
SD７ 第113図 須恵器 －

体部下半～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転糸切り

密
外 面 灰白色

良好  
埋土中 PL101 坏 △1.4 内面 底部ナデ 内 面 灰褐色

325
SD７ 第113図 須恵器 －

体部下半～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転糸切り

密 内外面 褐灰色 良好  
埋土中 PL101 坏 △1.5 内面 底部ナデ

326
SD７ 第113図 土師器 －

頸部～体部上半
外面 体部ハケ後ナデ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL101 甕 △4.0 内面 頸部以下ケズリ

327
SD７ 第113図 土師器 －

庇部
外面 ナデ

やや粗 内外面 橙色 やや
不良  

埋土中 PL101 竈 △3.8 内面 ナデ

表20　土器観察表（７）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

328
SD８ 第113図 須恵器 ※13.8

口縁部～頸部
外面 ナデ

密
外 面 褐灰色

良好  
埋土中 PL101 甕 △3.2 内面 ナデ 内 面 灰白色

329
P234 第113図 土師器 ※32.8

口縁部～体部上半
外面 ナデ

密
外 面 橙色

良好  
1層 PL101 甕 △8.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 にぶい黄橙色

330
K35 第116図 縄文土器 －

口縁部～体部上半
外面 鍵手状入組文・磨消縄文（ＲＬ）口縁端部に突起

密
外 面 浅黄橙色

良好  
表土 PL101 深鉢 △8.1 内面 口縁部から体部縄文（ＲＬ） 内 面 浅黄色

331
N34 第116図 縄文土器 －

口縁部
外面 口縁端部押引文、口縁部隆線文

やや粗
外 面 にぶい橙色 やや

不良  
層位不明 PL101 鉢 △5.9 内面 口縁部縄文（ＲＬ）・隆線文 内 面 橙色

332
M34 第116図 縄文土器 －

体部
外面 縄文（ＲＬ）

密 内外面 にぶい褐色 良好  
表土 PL101  △3.4 内面 ミガキ

333
M34 第116図 縄文土器 －

体部
外面 縄文（ＲＬ）

密 内外面 にぶい褐色 良好 外面煤付着
表土 PL101  △3.8 内面 ミガキ

334
M27 第116図 弥生土器 ※19.4

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 浅黄色 良好  
表土  壺 △4.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部不明

335
M26 第116図 弥生土器 ※20.6

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
攪乱土  壺 △5.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ 内 面 にぶい黄褐色

336
M28 第116図 弥生土器 ※20.5

口縁部～頸部
外面 口縁部１条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
SI16周堤  壺 △8.4 内面 口縁部１条の凹線､ 頸部ナデ

337
L39 第116図 弥生土器 ※24.0

口縁部～頸部
外面 口縁部凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 明黄褐色 良好  
表土  壺 △4.7 内面 口縁部６条の凹線､ 頸部ナデ

338
L26 第116図 弥生土器 ※22.8

口縁部
外面 ４条の凹線

密
外 面 にぶい橙色

良好 外面煤付着
褐色土  壺 △1.9 内面 ナデ 内 面 にぶい黄橙色

339
M26 第116図 弥生土器 ※16.2

口縁部
外面 ３条の凹線

密 内外面 灰黄褐色 良好  
褐色土  壺 △2.3 内面 ナデ

340
K39 第116図 弥生土器 ※18.0

口縁部～頸部
外面 口縁部７条の凹線後キザミ及び円形浮文､ 頸部ナデ

密 内外面 赤褐色 良好 外面赤彩
表土 PL102 壺 △3.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部ナデ

341
L40 第116図 弥生土器 －

口縁部
外面 ５条の凹線後キザミ及び円形浮文

密 内外面 赤褐色 良好 外面赤彩
表土 PL102 壺 △1.3 内面 ナデ

342
L25 第116図 弥生土器 ※24.5

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 頸部ナデ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
褐色土  壺 △3.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ 内 面 明黄褐色

343
M26 第116図 弥生土器 ※23.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 体部ミガキ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面赤彩
褐色土  壺 △4.1 内面 口縁部ナデ､ 体部ナデ

344
N40 第116図 弥生土器 －

口縁部
外面 キザミ及び円形浮文

密 内外面 橙色 良好 外面赤彩
表土  壺 △0.8 内面 ナデ

345
L35 第116図 弥生土器 ※15.9

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 赤褐色 良好 内外面赤彩
表土  壺 △3.7 外面 口縁部ミガキ､ 頸部ミガキ

346
L25 第116図 弥生土器 ※20.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線後キザミ､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面赤彩
褐色土 PL102 壺 △5.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ナデ

347
M24 第116図 弥生土器 －

脚部
外面 ５条の凹線・透かし

密 内外面 にぶい黄褐色 良好  
表土  壺? △6.9 内面 シボリ・ケズリ

348
M26 第116図 弥生土器 ※20.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 淡黄色 良好  
褐色土  甕 △3.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ナデ

349
K21 第116図 弥生土器 ※16.8

口縁部～体部半ば
外面 口縁部４条の凹線､ 肩部刺突文､ 体部ハケ後下半ミガキ

密 内外面 明黄褐色 良好 外面煤付着
褐色土 PL102 甕 △13.5 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ下半ケズリ

350
M26 第116図 弥生土器 ※14.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密
外 面 灰白色

良好  
表土  甕 △9.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 明黄褐色

351
M25 第116図 弥生土器 ※13.9

口縁部
外面 ３条の凹線

密
外 面 橙色

良好  
褐色土  甕 △1.7 内面 ナデ 内 面 明黄褐色

352
H28 第116図 弥生土器 ※15.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面煤付着
表土  甕 △4.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

353
K21 第116図 弥生土器 ※13.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ナデ

密 内外面 明赤褐色 良好  
褐色土  甕 △5.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

354
G28 第116図 弥生土器 ※17.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 明黄褐色 良好  
表土 PL102 甕 △5.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

355
L25 第116図 弥生土器 ※18.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄色 良好  
褐色土  甕 △4.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

356
L23 第116図 弥生土器 ※19.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 良好 外面煤付着
表土 PL102 甕 △6.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

357
L23 第116図 弥生土器 ※23.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 肩部刺突文､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
攪乱土  甕 △5.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

358
M25 第116図 弥生土器 －

口縁部～体部上半
外面 口縁部１条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
褐色土  甕 △4.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ後ナデ

359
L25 第117図 弥生土器 ※14.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい黄色

良好  
褐色土  甕 △5.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ 内 面 淡黄色

360
J20 第117図 弥生土器 ※17.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄色 良好  
褐色土 PL102 甕 △3.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明

361
M24 第117図 弥生土器 ※15.4

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯

密
外 面 浅黄橙色

良好  
褐色土  甕 △3.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下不明 内 面 にぶい黄橙色

362
M26 第117図 弥生土器 ※20.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密 内外面 淡黄色 良好  
褐色土  甕 △5.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

363
M24 第117図 弥生土器 ※18.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線後キザミ､ 頸部貼付突帯､ 体部ハケ

密
外 面 黄橙色

良好  
褐色土  甕 △4.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ナデ 内 面 橙色

364
M25 第117図 弥生土器 ※16.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
表土  甕 △2.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ナデ

365
L24 第117図 弥生土器 ※17.2

口縁部～坏部
外面 口縁部４条の凹線､ 坏部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
層位不明 PL102 高坏 △5.3 内面 口縁部ナデ､ 坏部ハケ

366
L38 第117図 弥生土器 ※17.3

口縁部～坏部
外面 口縁部２条の凹線､ 坏部ハケ

密 内外面 褐灰色 良好  
表土 PL102 高坏 △2.6 内面 口縁部ナデ､ 坏部ハケ

367
L39 第117図 弥生土器 ※18.4

口縁部～坏部
外面 ミガキ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面赤彩
表土  高坏 △3.7 内面 ミガキ

368
L27 第117図 弥生土器 －

脚部
外面 ナデ､ 端部凹線

密
外 面 にぶい黄褐色

良好  
褐色土  壺? △4.8 内面 ケズリ 内 面 橙色

369
M27 第117図 弥生土器 －

体部
外面 貼付突帯・刺突文

密 内外面 浅黄色 良好  
表土  鉢 △5.0 内面 ハケ

370
K21 第117図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 体部ミガキ､ 底部ナデ

密
外 面 にぶい黄色

良好 外面煤付着
褐色土 PL100 壺または甕 △15.8 内面 ケズリ 内 面 灰黄色

表21　土器観察表（８）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

371
L26 第117図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 ナデ

密 内外面 明黄褐色 良好 外面赤彩
褐色土  壺または甕 △3.0 内面 ケズリ

372
M25 第117図 弥生土器 －

体部下半～底部
外面 ナデ

密 内外面 にぶい褐色 良好  
表土  壺または甕 △3.4 内面 ケズリ

373
L26 第117図 弥生土器 ※13.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ミガキ

密
外 面 褐色

良好 外面煤付着
褐色土  甕 △4.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ミガキ・ケズリ 内 面 橙色

374
M28 第117図 弥生土器 ※16.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 肩部師突文

密
外 面 浅黄橙色

良好  
SI16周堤  甕 △5.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 黄橙色

375
M28 第117図 弥生土器 ※18.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線

密 内外面 橙色 良好  
表土  甕 △4.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

376
M28 第117図 弥生土器 ※16.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ナデ

密 内外面 橙色 良好  
SI16周堤  甕 △4.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

377
M28 第117図 弥生土器 ※14.8

口縁部～頸部
外面 口縁部５条の平行沈線､ 頸部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
SI16周堤  甕 △2.9 内面 口縁部ナデ

378
L24 第117図 弥生土器 ※21.2

口縁部～頸部
外面 口縁部５条の平行沈線

密
外 面 灰黄色

良好  
表土  甕 △4.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 にぶい黄色

379
M27 第117図 弥生土器 ※16.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の平行沈線

密 内外面 浅黄橙色 良好  
褐色土  甕 △4.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

380
N26 第117図 弥生土器 ※19.6

口縁部～頸部
外面 口縁部５条の平行沈線､ 頸部ナデ

密
外 面 浅黄橙色

良好  
層位不明  甕 △4.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 浅黄色

381
N39 第117図 弥生土器 －

口縁部
外面 平行沈線

密 内外面 にぶい褐色 良好  
表土  甕 △1.2 内面 ナデ

382
F37 第117図 弥生土器 ※15.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部多条平行沈線､ 体部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
表土 PL102 甕 △5.4 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

383
F37 第117図 弥生土器 ※20.8

口縁部～頸部
外面 口縁部多条沈線

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
表土 PL102 甕 △4.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

384
F37 第117図 弥生土器 ※18.6

口縁部～頸部
外面 口縁部波状文一部ナデ消し､ 頸部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
表土 PL102 甕 △6.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

385
K35 第118図 土師器 ※14.0

口縁部
外面 ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
表土  甕 △3.4 内面 ナデ

386
M36 第118図 土師器 ※17.2

口縁部
外面 ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
表土  甕 △3.5 内面 ナデ

387
N35 第118図 土師器 ※18.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい橙色 良好  
表土  甕 △5.6 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

388
M25 第118図 土師器 ※29.1

口縁部～体部下半
外面 ナデ

やや粗 内外面 橙色 やや
不良  

攪乱土 PL100 甕 △19.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

389
N31 第118図 土師器 ※28.1

口縁部～体部上半
外面 ナデ

密
外 面 にぶい赤褐色

良好  
表土 PL103 甕 △4.8 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 明黄褐色

390
L34 第118図 土師器 ※18.6

口縁部
外面 ナデ

密
外 面 にぶい橙色

良好  
表土  甕 △2.5 内面 ナデ 内 面 にぶい黄橙色

391
L33 第118図 土師器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部ナデ

密 内外面 にぶい褐色 良好 外面煤付着
表土  甕 △2.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

392
M39 第118図 土師器 －

体部～庇部
外面 ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
表土  竈 △4.2 内面 ナデ

393
M40 第118図 土師器 －

体部～庇部
外面 ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
表土  竈 △7.0 内面 体部ナデ､ 庇部不明

394
L23 第118図 土師器 ※14.4

口縁部
外面 ナデ

密 内外面 明赤褐色 良好 内外面赤彩
層位不明  坏 △3.1 内面 ナデ

395
L36 第118図 須恵器 ※13.0

口縁部～天井部
外面 天井部回転ヘラケズリ､ 口縁部回転ナデ

密
外 面 緑灰色

良好  
表土 PL103 坏蓋 △4.3 内面 天井部回転ナデ、口縁部回転ナデ 内 面 青灰色

396
K37 第118図 須恵器 －

体部～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転ヘラケズリ

密 内外面 灰色 良好  
表土 PL103 坏 △3.1 内面 体部回転ナデ

397
N35 第118図 須恵器 －

体部～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転ヘラケズリ

密 内外面 灰色 良好  
表土  坏 △2.9 内面 体部回転ナデ

398
L34 第118図 須恵器 ※14.0

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ、口縁部１条の沈線

密 内外面 暗灰黄色 良好  
表土  坏 △3.3 内面 回転ナデ

399
L34 第118図 須恵器 ※12.6

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ

密 内外面 灰オリーブ色 良好  
表土  坏 △3.2 内面 回転ナデ

400
M37 第118図 須恵器 ※13.6

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ

密 内外面 灰オリーブ色 良好  
表土  坏 △3.1 内面 回転ナデ

401
N31 第118図 須恵器 ※14.2

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ

密
外 面 灰色

良好  
表土  坏 △3.2 内面 回転ナデ 内 面 灰オリーブ色

402
N32 第118図 須恵器 ※12.8

口縁部～底部
外面 回転ナデ､ 底部回転糸切り

密 内外面 灰色 良好  
褐色土 PL103 坏 △5.0 内面 回転ナデ､ 底部ナデ

403
M26 第118図 須恵器 ※13.0

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ

密 内外面 オリーブ灰色 良好  
表土  坏 △3.1 内面 回転ナデ

404
L34 第118図 須恵器 ※13.4

口縁部～底部
外面 口縁部回転ナデ、体部回転ナデ､ 底部回転糸切り

密 内外面 にぶい黄褐色 良好  
表土 PL103 坏 △9.0 内面 口縁部回転ナデ、体部回転ナデ､ 底部ナデ

405
K33 第118図 須恵器 ※12.0

口縁部～底部
外面 回転ナデ

密 内外面 灰色 良好  
表土 PL103 坏 △4.5 内面 回転ナデ

406
M26 第118図 須恵器 －

体部下半～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転糸切り

密 内外面 黄褐色 良好  
表土  坏 △2.2 内面 体部回転ナデ､ 底部ナデ

407
K33 第118図 須恵器 －

底部
外面 回転糸切り

密 内外面 灰色 良好  
表土  坏 △1.6 内面 ナデ

408
L34 第118図 須恵器 －

体部下半～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部回転糸切り

密 内外面 灰黄褐色 良好  
表土  坏 △1.7 内面 体部回転ナデ､ 底部ナデ

409
M33 第118図 須恵器 －

体部下半～底部
外面 体部回転ナデ､ 底部静止糸切り後ナデ

密 内外面 灰色 良好  
表土  坏 △2.3 内面 体部回転ナデ､ 底部ナデ

410
L34 第118図 須恵器 ※16.6

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ､ 口縁部１条の沈線

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
表土  鉢 △5.6 内面 回転ナデ 内 面 にぶい黄褐色

411
M37 第118図 須恵器 －

脚部
外面 回転ナデ

密 内外面 灰色 良好  
表土  高坏 △2.7 内面 回転ナデ

412
M33 第118図 須恵器 －

口縁部～体部上半
外面 回転ナデ

密 内外面 灰色 良好  
表土 PL103 壺 △3.7 内面 回転ナデ

413
K33 第118図 須恵器 －

体部上半
外面 ナデ

密 内外面 暗灰黄色 良好  
表土  壺 △3.8 内面 ナデ

414
O37 第118図 須恵器 －

頸部～体部上半
外面 回転ナデ､ 頸部２条の沈線

密 外 面
内 面

灰色
灰黄色 良好  

表土 PL103 壺 △8.5 内面 回転ナデ

表22　土器観察表（９）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

415
N29 第118図 須恵器 －

底部
外面 底部タタキ後ナデ、脚部回転ナデ

密
外 面 緑灰色

良好  
褐色土 PL103 壺 △3.3 内面 底部ナデ、脚部回転ナデ 内 面 灰白色

417
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※19.8

口縁部～頸部
外面 口縁部４条の凹線後キザミ､ 頸部ナデ

密 内外面 橙色 良好  外面赤彩
西裾部 PL110 壺 △3.4 内面 ハケ

418
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※22.8

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ･ハケ

密 内外面 灰白色 良好  
南東隅 PL110 壺 △4.2 内面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

419
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※22.2

口縁部
外面 口縁部キザミ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
西裾部 PL110 壺 △1.6 内面 口縁部波状文

420
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

体部上半
外面 ハケ後波状文･４条の凹線

密
外 面 赤褐色

良好  
西裾部 PL110 壺 △4.9 内面 ナデ 内 面 にぶい赤褐色

421
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

頸部
外面 頸部６条の凹線･ミガキ

密
外 面 灰白色

良好  
東裾部 PL110 壺 △11.0 内面 頸部ハケ･ユビオサエ 内 面 淡黄色

422
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

頸部
外面 頸部６条の凹線･ハケ

密
外 面 灰白色

良好  
西裾部 PL110 壺 △11.5 内面 頸部ナデ･ハケ 内 面 にぶい黄橙色

423
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※48.0

口縁部～頸部
外面 口縁部ナデ、頸部ハケ

密
外 面 にぶい黄褐色

良好 外面赤彩
北西隅 PL114 壺 △9.6 内面 口縁部ハケ、頸部ハケ 内 面 淡黄色

424
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※11.2

口縁部～体部半ば
外面 口縁部ナデ､ 体部ミガキ

密 内外面 暗灰黄色 良好  北西隅
西裾部 PL110 壺 △5.3 内面 口縁部ナデ､ 肩部ケズリ､ 体部ハケ

425
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

体部上半～下半
外面 体部ナデ

密
外 面 にぶい黄褐色

良好  
南西隅 PL110 壺 △7.2 内面 不明 内 面 黄橙色

426
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

体部上半～下半
外面 肩部ナデ､ 体部ナデ、肩部刺突文

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
西裾部 PL110 壺 △7.4 内面 体部ナデ･ケズリ 内 面 浅黄橙色

427
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※9.9

口縁部～体部上半
外面 口縁部･体部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
西裾部 PL110 短頸壺 △4.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ

428
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

坏部～脚部
外面 坏部ナデ、脚部３条の凹線・ナデ

密
外 面 灰白色

良好  
北東隅 PL111 壺 △5.4 内面 ナデ 内 面 黄灰色

429
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

坏部～脚部
外面 坏部ナデ、脚部２条の凹線・ナデ

密 内外面 灰白色 良好  
墳頂部 PL111 壺 △4.3 内面 坏部ナデ、脚部ケズリ

430
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※15.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 橙色 良好  
南裾部 PL112 甕 △2.3 内面 ナデ

431
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部２条以上の凹線､ 頸部ナデ･ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
墳頂部 PL112 甕 △3.5 内面 ナデ

432
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※15.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 体部ナデ

密 内外面 橙色 良好  
南西隅 PL112 甕 △5.0 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ後ナデ

433
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※15.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部ナデ､ 体部ハケ後ナデ

密 内外面 橙色 良好  外面赤彩
南東隅 PL112 甕 △4.6 内面 ナデ

434
墳丘墓 第145図 弥生土器 ※24.2

口縁部～頸部
外面 口縁部３条凹線､ 頸部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
南西側流土 PL110 壺 △2.1 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ

435
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

底部
外面 底部ミガキ

密
外 面 褐灰色

良好  
東裾部 PL113 壺または甕 △3.3 内面 底部ケズリ後ナデ 内 面 にぶい橙色

436
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

底部
外面 底部ミガキ

密 内外面 にぶい橙色 良好
西裾部 PL113 壺または甕 △5.4 内面 底部不明

437
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

底部
外面 底部ミガキ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好
北東側流土 PL113  壺または甕 △5.0 内面 底部ケズリ

438
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ･ミガキ

密 内外面 灰褐色 良好
北東側流土 PL113  壺または甕 △5.2 内面 底部ケズリ後ナデ

439
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ

密 内外面 明赤褐色 良好  
北東側流土 PL113 壺または甕 △5.0 内面 底部ケズリ

440
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ

密
外 面 灰白色 やや

不良 外面一部赤変
南東側流土 PL113 壺または甕 △4.6 内面 底部ケズリ 内 面 浅黄橙色

441
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

底部～台部
外面 ナデ

密 内外面 灰白色 良好 外面一部赤変
東裾部 PL113 壺または甕 △4.0 内面 底部ケズリ､ 台部ナデ

442
墳丘墓 第145図 弥生土器 －

底部～台部
外面 底部･台部ハケ後ナデ､ 端部１条の凹線

密 内外面 橙色 良好 外面一部赤変
西側張出部 PL113 壺または甕 △4.4 内面 ナデ

443
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※38.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線、体部波状文

密 内外面 浅黄色 良好 外面赤彩
西裾部 PL111 壺または鉢 △4.7 内面 ナデ･ハケ

444
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※30.4

口縁部～坏部
外面 口縁部５条の凹線､ 坏部キザミ･ハケ

やや粗 内外面 浅黄橙色 良好  外面赤彩
南東隅 PL111 高坏 △12.9 内面 口縁部上端２本の凹線、坏部ナデ･ハケ

445
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

脚部
外面 脚部鋸歯文･４条の凹線､ 端部凹線

やや粗 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面赤彩
南裾部 PL111 壺または高坏 △3.0 内面 脚部不明

446
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

脚部
外面 脚部４条の凹線

密
外 面 浅黄橙色

良好 外面赤彩
南裾部 PL111 壺または高坏 △3.7 内面 脚部ケズリ･ナデ･ハケ 内 面 にぶい褐色

447
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

脚部
外面 脚部透かし・鋸歯文･３条の凹線､ 端部２条の凹線

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
墳頂部 PL111 壺または高坏 △3.7 内面 脚部ケズリ 内 面 黄褐色

448
墳丘墓 第146図 弥生土器

脚部
外面 脚部６条の凹線･ナデ

密
外 面 浅黄橙色

良好 外面赤彩
北西隅 PL111 壺または高坏 △7.3 内面 脚部ケズリ・ナデ 内 面 橙色

449
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

脚部
外面 脚部７条の凹線･ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  外面赤彩
墳丘流土 PL111 壺または高坏 △5.9 内面 脚部ケズリ後ナデ

451
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※19.0

口縁部～頸部
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面から口縁部内面赤彩
北東隅 PL112 甕 △3.0 内面 口縁部ミガキ､ 頸部ケズリ

452
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※19.6

口縁部～頸部
外面 口縁部４条の平行沈線､ 頸部ナデ

密 内外面 黄橙色 良好  
南裾部 PL112 甕 △2.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ

453
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

頸部～体部上半
外面 ナデ･ハケ

密 内外面 橙色 やや
不良  

西裾部 PL110 壺 △5.2 内面 頸部ナデ、頸部以下ケズリ

454
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※25.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条以上の凹線後キザミ、頸部貼付突帯、体部ハケ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  461と同一個体
盛土 PL112 甕 △5.0 内面 口縁部ナデ、頸部以下ハケ 内 面 褐灰色

455
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※16.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部刺突文

密 内外面 橙色 良好  
盛土 PL112 甕 △3.2 内面 ナデ

456
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※18.2

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面から口縁部内面煤付着
盛土 PL112 甕 △2.5 内面 口縁部ナデ･頸部ケズリ

457
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※14.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 橙色 やや
不良  

盛土 PL112 甕 △3.1 内面 ナデ

458
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

脚部
外面 ４条･３条の２段の凹線･ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
盛土 PL111 高坏 △6.9 内面 ケズリ

459
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ･ミガキ

密 内外面 にぶい黄橙色 やや
不良盛土 PL113  壺または甕 △8.2 内面 底部ナデ･ケズリ

表23　土器観察表（10）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

460
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※19.4

口縁部～頸部
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部ハケ

密 内外面 黄橙色 良好 外面煤付着南側溝 PL110 壺 △4.5 内面 口縁部ナデ、頸部ハケ

461
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※17.4

口縁部～頸部
外面 口縁部４条の凹線後キザミ、頸部貼付突帯

密
外 面 淡黄色

良好 454と同一個体 
南側溝 PL112 甕 △3.5 内面 口縁部ナデ、頸部ハケ 内 面 黄灰色

462
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※17.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線、体部ナデ

密 内外面 橙色 良好  
西側溝 PL112 甕 △3.5 内面 ナデ

463
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※17.2

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線、頸部ナデ

密 内外面 橙色 良好  
西側溝 PL112 甕 △4.0 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ・一部ハケ

464
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

頸部
外面 頸部貼付突帯･ハケ

密 内外面 灰白色 良好 外面煤付着
西側溝 PL112 甕 △6.3 内面 頸部ハケ

465
墳丘墓 第146図 弥生土器 ※12.0

口縁部～頸部
外面 口縁部４条凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 灰白色 良好 外面煤付着
南側溝 PL112 甕 △2.2 内面 ナデ

466
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部２条以上の凹線､ 頸部貼付突帯･ハケ

密 内外面 灰白色 良好  
南側溝 PL112 甕 △3.8 内面 ハケ

467
墳丘墓 第146図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ･ミガキ

密
外 面 浅黄橙色

良好  
西側溝 PL113 壺または甕 △4.4 内面 底部ケズリ後ハケ 内 面 黄橙色

468
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※12.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ナデ

やや粗
外 面 浅黄色

良好 頸部焼成前穿孔
貼石裏込土 PL112 壺 △4.5 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ケズリ 内 面 にぶい黄橙色

469
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

底部
外面 底部ミガキ

やや粗
外 面 赤灰色

良好  
貼石裏込土 PL113 壺または甕 △3.0 内面 底部ケズリ 内 面 にぶい褐色

470
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ･ミガキ

密 内外面 にぶい褐色 良好  
貼石裏込土 PL113 壺または甕 △3.7 内面 底部ケズリ

471
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ･ケズリ

やや粗 内外面 にぶい黄橙色 良好
貼石裏込土 PL113  壺または甕 △2.5 内面 底部ケズリ

472
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※12.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 灰黄褐色 良好  第２主体部
検出面 PL112 甕 △5.0 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

473
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※13.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 灰白色 良好  第２主体部
埋土中 PL112 甕 △2.8 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ

474
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

口縁部
外面 口縁部２条の凹線

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  第２主体部
埋土中 PL112 甕 △1.7 内面 口縁部ナデ 内 面 灰黄褐色

475
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

口縁部
外面 口縁部３条の凹線

密 内外面 浅黄橙色 良好  第２主体部
検出面 PL112 甕 △2.0 内面 口縁部ナデ

476
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

底部
外面 底部ミガキ

密
外 面 にぶい橙色

良好  第２主体部
検出面 PL113 壺または甕 △4.6 内面 底部ケズリ・ユビオサエ 内 面 褐灰色

477
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

脚部
外面 脚部３条の凹線･ナデ､ 端部２条の凹線

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面赤彩
P６掘方 PL111 壺または高坏 △3.4 内面 脚部ナデ

478
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

脚部
外面 脚部三角形透かし､ ５条の凹線､ 端部１条の凹線

密
外 面 灰白色

良好  
P７上面 PL111 壺または高坏 △4.3 内面 脚部ナデ･ケズリ 内 面 にぶい黄橙色

479
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※20.2

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部不明

密 内外面 橙色 不良  
P７上面 PL110 甕 △7.1 内面 口縁部ナデ､ 体部不明

480
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

体部
外面 ナデ

密 内外面 にぶい橙色 良好 外面一部赤彩､ 内面一部煤付
着P７上面 PL110 壺または高坏 △7.2 内面 ケズリ

481
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※4.7

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線･ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
P６抜取穴 PL110 直口壺 △5.9 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ

482
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※14.4

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
P８抜取穴 PL112 甕 △2.3 内面 口縁部･頸部ナデ

483
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※18.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯･ナデ

密 内外面 橙色 やや
不良 外面煤付着

P８抜取穴 PL112 甕 △5.3 内面 不明

484
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※13.6

口縁部～体部下半
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部ハケ

密
外 面 橙色

良好 外面煤付着
P３ PL112 甕 △12.8 内面 口縁部･頸部ナデ､ 体部下半ケズリ 内 面 浅黄橙色

485
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※26.0

口縁部～頸部
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 灰白色 良好
P５ PL110 壺 △2.3 内面 ナデ

486
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※16.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
P７ PL112 甕 △2.0 内面 ナデ

487
墳丘墓 第147図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ･ミガキ

密
外 面 浅黄橙色

良好
P７ PL113  壺または甕 △2.2 内面 底部ケズリ 内 面 褐灰色

488
墳丘墓 第147図 弥生土器 ※9.4

口縁部～坏部
外面 口縁部３条の凹線･刺突文､ 坏部下半ナデ

密 内外面 明褐灰色 良好  P８を切る
ピット PL111 高坏 △2.2 内面 ナデ

489
墳丘墓 第148図 弥生土器 －

頸部
外面 頸部ハケ

密 内外面 にぶい黄橙色 良好 外面絵画･赤彩南西隅
南裾部 

PL114
･115 壺 △12.9 内面 頸部ハケ

490
H28 第148図 弥生土器 －

体部
外面 体部ハケ後ナデ

密 内外面 灰黄褐色 良好 外面絵画
谷部 PL114

･115 壺 △6.1 内面 体部ハケ

491
墳丘墓 第148図 弥生土器 －

頸部
外面 頸部貼付突帯･ハケ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好 外面絵画南墳頂部
南裾部 PL114 壺 △7.3 内面 頸部ハケ 内 面 にぶい黄色

492
墳丘墓 第148図 弥生土器 －

頸部
外面 頸部ハケ後ナデ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好 外面絵画・赤彩
墳頂部 PL114 壺 △5.5 内面 頸部ハケ 内 面 にぶい黄褐色

493
H26 第148図 弥生土器 －

体部
外面 体部ナデ

密
外 面 橙色

良好 外面絵画・赤彩
 谷部 PL114 壺 △6.0 内面 体部ハケ 内 面 にぶい黄橙色

494
E28 第148図 弥生土器 －

体部
外面 体部ハケ

密
外 面 明黄褐色

良好 外面絵画
墳丘墓北東 PL114 壺 △5.0 内面 体部ハケ 内 面 にぶい黄橙色

495
墳丘墓 第148図 弥生土器 －

体部
外面 体部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面絵画
西裾部 PL114 壺 △3.8 内面 体部ハケ

496
SK116 第150図 弥生土器 ※19.2

口縁部
外面 口縁部３条の凹線

密 内外面 橙色 良好  
埋土中 PL117 壺 △1.9 内面 口縁部ナデ

497
SK116 第150図 弥生土器 ※25.1

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ハケ後ナデ

密
外 面 橙色

良好  
 埋土中 PL116 壺 △2.8 内面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ 内 面 淡黄色

498
SK116 第150図 弥生土器 －

頸部～体部上半
外面 頸部ハケ後６条の凹線､ 体部波状文､ 櫛描文

密 内外面 浅黄橙色 良好  
 埋土中 PL116 壺 △11.7 内面 頸部ハケ、体部ハケ一部オサエ

499
SK116 第150図 弥生土器 －

体部
外面 ハケ後波状文･平行線文

密 内外面 にぶい黄橙色 良好  
 埋土中 PL117 壺 △9.2 内面 ハケ

500
SK116 第150図 弥生土器 －

口縁部～頸部
外面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL116 壺 △8.1 内面 口縁部２条の凹線・ナデ､ 上端部１条以上の凹線、頸部ハケ

501
SK116 第150図 弥生土器 ※14.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 灰白色 やや
不良 外面煤付着

埋土上層 PL117 甕 △3.2 内面 口縁部ナデ､ 頸部ケズリ後ナデ

502
SK116 第150図 弥生土器 ※15.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい橙色 良好 外面一部被熱による赤変､ 外
面頸部煤付着埋土中層 PL117 甕 △5.3 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ､ 体部ハケ

503 SK116 第150図 弥生土器 ※12.6 口縁部～体部上半 外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部ハケ 密 外 面 にぶい橙色 良好 外面一部被熱による赤変､ 煤
付着｡ 口縁部黒斑有り埋土上層 PL117 甕 △8.2 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ､ 体部ハケ 内 面 にぶい黄橙色

表24　土器観察表（11）
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遺物
No

遺構
層位

挿図
PL 器種 口径（㎝）

器高（㎝） 部位 調整･文様 胎土 色調 焼成 備考

504
SK116 第150図 弥生土器 ※14.4

口縁部～体部半ば
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい橙色 良好 口縁部外面煤付着埋土中層 PL117 甕 △8.9 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ､ 体部ハケ

505
SK116 第150図 弥生土器 ※15.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部４条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL116 甕 △8.8 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ､ 体部ハケ

506
SK116 第150図 弥生土器 ※15.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部不明

密 内外面 灰白色 良好  
埋土下層 PL117 甕 △5.9 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ､ 体部ハケ

507
SK116 第150図 弥生土器 ※15.6

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ

密 内外面 浅黄橙色 良好  
溝状落込み PL117 甕 △1.9 内面 ナデ

508
SK116 第150図 弥生土器 ※15.0

口縁部～頸部
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部不明

やや粗 内外面 灰白色 良好 外面煤付着
埋土中層 PL117 甕 △3.2 内面 不明

509
SK116 第150図 弥生土器 ※19.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部ハケ

密
外 面 黄橙色

良好 外面煤付着
 埋土中 PL116 甕 △5.2 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ､ 体部ハケ 内 面 浅黄橙色

510
SK116 第150図 弥生土器 ※15.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 橙色 良好  
埋土中層 PL117 甕 △4.4 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ､ 体部ケズリ後ナデ

511
SK116 第150図 弥生土器 ※18.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯･ハケ

密 内外面 黄橙色 良好  
埋土中 PL116 甕 △4.7 内面 ナデ

512
SK116 第150図 弥生土器 18

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部貼付突帯･ハケ

密
外 面 灰黄褐色

良好  
埋土下層 PL116 甕 △5.2 内面 ナデ 内 面 灰白色

513
SK116 第150図 弥生土器 ※20.2

口縁部～頸部
外面 口縁部５条の凹線後キザミ､ 頸部貼付突帯

密 内外面 淡黄色 良好  
 埋土中 PL116 甕 △3.3 内面 口縁部・頸部ナデ･一部ハケ

514
SK116 第150図 弥生土器 ※15.0

口縁部～頸部
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部貼付突帯

密 内外面 浅黄橙色 良好  
埋土中層 PL117 甕 △4.3 内面 口縁部ナデ､ 頸部ハケ

515
SK116 第150図 弥生土器 ※15.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部ハケ

密 内外面 黄橙色 良好  
埋土中 PL116 甕 △9.8 内面 口縁部ナデ、頸部ナデ､ 体部ハケ・ケズリ

516
SK116 第150図 弥生土器 ※12.6

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 頸部ナデ､ 体部不明

やや粗 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
埋土下層 PL117 甕 △5.0 内面 口縁部･頸部ナデ､ 体部ケズリ後ナデ

517
SK116 第150図 弥生土器 －

底部
外面 底部ミガキ

密 内外面 灰白色 良好 内面煤付着､ 底面黒斑有り
埋土中層 PL117 壺または甕 △4.1 内面 底部ケズリ

518
SK116 第150図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ

密
外 面 浅黄橙色

良好
埋土中層 PL117 壺または甕 △4.2 内面 底部ケズリ後ナデ 内 面 浅黄色

519
SK116 第150図 弥生土器 －

底部
外面 底部ケズリ後ナデ

密 内外面 灰白色 良好
北東ピット PL117 壺または甕 △5.1 内面 底部ケズリ後ナデ

520
SK116 第150図 弥生土器 －

底部
外面 底部ナデ･ミガキ

密
外 面 にぶい赤褐色 やや

不良  
埋土下層 PL117 壺または甕 △10.5 内面 底部ケズリ 内 面 黒褐色

521
SK116 第150図 弥生土器 ※19.8

口縁部～坏部
外面 口縁部４条の凹線､ 坏部ハケ･ナデ

密
外 面 浅黄色

良好
 埋土中 PL116 高坏 △6.2 内面 口縁部ナデ､ 坏部ハケ･ミガキ 内 面 黄灰色

522
SK116 第150図 弥生土器 －

坏部
外面 坏部１条以上の凹線､ ナデ･ミガキ

密
外 面 赤褐色

良好  外面赤彩
埋土中 PL116 高坏 △4.6 内面 坏部上半ナデ､ 下半ハケ後ナデ 内 面 明黄褐色

523
SK116 第150図 弥生土器 －

脚部
外面 脚部３条以上･５条の２段の凹線､ ハケ後ナデ､ 端部１条の凹線

密 内外面 浅黄橙色 良好  
 埋土中 PL116 高坏 △6.7 内面 脚部ケズリ

524
SK116 第150図 弥生土器 －

体部～底部
外面 体部ハケ後一部ナデ､ １条の沈線､ 底部ナデ

密 内外面 赤灰色 やや
不良  

底面 PL115 鉢 △6.9 内面 体部ハケ､ 底部ケズリ後ナデ

525
SK188 第152図 弥生土器 ※16.0

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 にぶい褐色 良好  
埋土中 PL118 甕 △5.4 内面 ナデ

526
SK188 第152図 弥生土器 ※17.4

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

やや粗 内外面 にぶい橙色 良好  
埋土中 PL118 甕 △6.7 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

527
SK188 第152図 弥生土器 ※17.8

口縁部～体部上半
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ

密 内外面 灰白色 良好  
埋土中 PL118 甕 △8.0 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ後ミガキ

528
SK188 第152図 弥生土器 ※14.8

口縁部～体部半ば
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ､ 下半ミガキ

密 内外面 浅黄橙色 良好 外面煤付着
埋土中 PL118 甕 △12.1 内面 口縁部ナデ､ 頸部以下ハケ

529
SK188 第152図 弥生土器 ※16.0

口縁部～体部半ば
外面 口縁部３条の凹線､ 体部ハケ､ 下半ミガキ

密
外 面 灰褐色

良好  
埋土中 PL118 甕 △15.9 内面 口縁部ナデ､ 頸部ナデ、肩部ハケ､ 体部ケズリ 内 面 にぶい橙色

530
SK188 第152図 弥生土器 ※18.6

口縁部～体部下半
外面 口縁部２条の凹線､ 頸部貼付突帯後ナデ､ 体部ハケ

密
外 面 にぶい黄橙色

良好  
埋土中 PL118 甕 △17.0 内面 口縁部ナデ､ 体部ハケ 内 面 にぶい橙色

531 SK188 第152図 弥生土器 － 底部 外面 ミガキ 密 外 面 浅黄橙色 良好  
埋土中 PL118 壺または甕 △8.2 内面 ケズリ 内 面 褐色

表25　土器観察表（12）

表26　石器観察表（１）
遺物
No 出土位置 層位 挿図・PL 種類 法量（㎝､ g） 備考長さ 幅 厚さ 重量
S１ SI40 埋土中層 第18図･PL104 敲石 9.9 5.0 4.4 310 棒状礫の上下両端に敲打痕

S２ SI40 周堤溝中 第18図･PL104 敲石 9.0 5.8 4.6 370 長楕円形を呈する亜角礫の上下両端に敲打痕

S３ SI40 床面 第18図･PL104 石錘 9.5 4.7 4.2 180 砲弾形に整形した礫の長軸中央に溝を作出

S４ SI40 床面 第18図･PL104 石錘 8.4 7.3 5.8 490 円礫中央を横位に巡る溝を敲打により作出

S５ SI42 埋土中 第19図･PL104 石錘 8.1 5.7 5.2 320 円礫中央を横位に巡る溝を敲打により作出｡ 溝は裏面で途切れる

S６ SI43 埋土中 第20図･PL103 サヌカイト剥片 3.7 1.7 0.6 4.3 風化著しい

S７ SI43 壁溝中 第20図･PL104 砥石 △4.8 △4.1 △1.5 30.2 砥石破片

S８ SI52 埋土中 第23図･PL104 石錘 6.2 5.9 2.6 120 扁平な円礫の上下両端を打ち欠く

S９ SI52 床面 第23図･PL104 敲石 △12.0 △8.2 6.9 1200 分厚い棒状礫の先端に敲打痕｡ 上半欠失

S10 SS14 埋土中 第30図･PL104 敲石 9.2 5.0 4.2 300 棒状礫の上下両端､ 両側縁及び表裏両面の下半寄りに敲打痕

S11 SK145 埋土中層 第33図･PL103 サヌカイト剥片 4.2 △6.1 0.8 27.6 もとは刃器状のものか｡

S12 SK147 埋土中 第36図･PL104 石錘 8.9 7.7 2.3 220 扁平な円礫の上下両端を打ち欠く

S13 SK147 埋土中層 第36図･PL104 伐採石斧 △14.7 △6.9 5.3 860 研磨成形が行き届いている｡ 刃部側欠失

S14 SK171 埋土中 第43図･PL104 敲石 18.4 7.9 4.6 990 大ぶりの扁平な棒状礫の上下両端に敲打痕

S15 SK171 ２層 第43図･PL104 台石 24.9 15.1 6.6 3470 扁平な亜角礫の平坦面に２条の鋭利な線状痕

S16 SI41 埋土中 第54図･PL104 砥石 △5.4 5.2 4.8 130 かなり使い込まれた砥石｡ 半分で欠損

S17 SI41 埋土中 第54図･PL104 台石 11.0 14.4 3.1 800 扁平な円礫を使用｡ 上下側縁に弱いつぶれ



― 192 ―

遺物
No 出土位置 層位 挿図・PL 種類 法量（㎝､ g） 備考長さ 幅 厚さ 重量
S18 SI45 埋土中 第58図･PL104 敲石 12.2 7.6 5.3 710 長楕円形の円礫を素材とし､ 先端と両側縁に敲打痕

S19 SI46 埋土中 第60図･PL104 敲石 17.8 6.1 5.2 690 不整形な棒状礫の先端と器体中央付近に敲打痕

S20 SI46 埋土中 第60図･PL104 敲石 9.4 9.3 4.9 460 先端部ともう一端に敲打痕

S21 SI46 埋土中 第60図･PL104 敲石 9.2 11.3 4.6 640 扁平な円礫の片面中央に敲打痕

S22 SI48 埋土上層 第65図･PL104 敲石 10.0 11.2 4.4 600 扁平な円礫の両面中央と縁辺のほぼ全周にわたり敲打痕

S23 SI50 埋土下層 第68図･PL104 敲石 10.5 6.1 4.3 390 長楕円形棒状礫の先端､ 両側縁及び裏面中央付近に敲打痕｡ 線状痕あり

S24 SK177 埋土中 第75図･PL104 敲石 7.1 4.9 3.6 170 小型の楕円形礫の先端に敲打痕

S25 SK177 埋土中 第75図･PL104 敲石 6.1 4.0 2.6 80.5 小型の楕円形礫の上下両端に敲打痕

S26 P300 埋土中 第114図･PL105 黒曜石剥片 8.3 4.7 2.6 100 S27､ S28と接合

S27 P300 埋土中 第114図･PL105 黒曜石剥片 6.3 2.7 1.8 23.4 S26､ S28と接合

S28 P300 埋土中 第115図･PL105 黒曜石素材 26.9 9.3 10.2 1990 大型の素材｡ 全体に摩滅

S29 L25 褐色土 第119図･PL104 石錘 7.8 5.6 4.8 280 楕円形礫中央を横位に巡る溝を敲打により作出｡ 溝は左側縁で途切れる

S30 L25 褐色土 第119図･PL104 石錘 7.3 5.9 5.1 260 円礫中央を横位に巡る溝を敲打により作出

S31 L27 褐色土 第119図･PL104 大型石庖丁 △6.6 △6.4 △1.3 53.5 器体破片

S32 M35 褐色土 第119図･PL103 サヌカイト剥片 17.3 8.5 1.9 370 打製石庖丁の未製品か

S33 M36 表土 第119図･PL103 サヌカイト剥片 7.8 7.2 1.7 84.5 もとは刃器状のものか

S34 M37 表土 第119図･PL103 サヌカイト剥片 4.2 4.9 0.7 16.6 打製石庖丁の破片か

S35 G37 表土 第119図･PL103 石匙 4.4 △5.2 0.5 11.0 横型の石匙｡ サヌカイト製

S36 K40 表土 第119図･PL103 石匙 3.6 △5.5 0.8 15.0 横型の石匙｡ サヌカイト製

S37 SK188 埋土中 第152図･PL103 サヌカイト剥片 △4.8 5.5 0.7 19.4 縁辺磨耗

S38 SK188 底面 第152図･PL103 石錐 2.5 1.4 0.4 1.2 先端部磨耗｡ サヌカイト製

S39 SI37 埋土中 第153図 ナイフ形石器 2.9 1.5 0.6 1.6 切出形。ブランティングは両側縁とも腹面から。黒曜石製

S40 H26 褐灰色土 第153図 ナイフ形石器 4.4 1.6 0.7 4.0 基部及び先端加工のナイフ形石器。ブランティングは急角度。黒曜石製

表27　石器観察表（２）

表28　鉄製品観察表（１）
遺物
No 出土位置 層位 挿図・PL 種類 法量 備考長さ（㎜） 幅（㎜） 厚さ（㎜） 重さ（g）
F１ SK171 埋土中 第43図･PL106 棒状鉄製品 △27.0 4.0 2.5 1.6 
F２ SK166 埋土中 第48図･PL106 鉇 △49.0 14.0 2.0 5.0 木質残る
F３ SK166 埋土中 第48図･PL106 鉇 △32.0 13.0 1.5 4.4  
F４ SI41 １層 第54図･PL106 曲刃鎌 △157 27.5 2.5 540  
F５ SI41 埋土中 第54図･PL106 刀子 ※166 13.0 4.0 16.2  
F６ SI50 埋土中 第68図･PL106 鉄鏃 △60.0 26.5 3.0 22.2  
F７ SI50 １～２層 第68図･PL106 棒状鉄製品 △24.0 6.0 3.0 1.9 鉄鏃の茎部か
F８ SI50 埋土中 第68図･PL106 刀子? △19.0 8.0 2.5 1.2  
F９ SI50 埋土中 第68図･PL106 曲刃鎌 △52.0 26.0 3.0 13.0  
F10 SI50 検出面 第68図･PL106 タガネ? △46.0 17.0 6.5 18.2  
F11 SI51 埋土中 第70図･PL106 L字状鉄製品 △40.0 33.0 2.0 10.8  
F12 SI51 埋土中 第70図･PL107 不明鉄製品 △23.0 △23.0 4.0 18.8 鉸具か
F13 SI30 埋土中 第76図･PL108 椀形鍛冶滓 △122 84.0 36.0 400  
F14 鍛冶炉４ 炉床面 第81図･PL108 椀形鍛冶滓 87.0 119.0 38.0 290 表面に炭化材付着
F15 SB11周辺 褐色土 第84図･PL107 刀子 174 16.0 4.0 28.0  
F16 SB11周辺 褐色土 第84図･PL107 刀子? △43.5 16.5 4.0 8.5  
F17 SB11 P６ 第84図･PL107 板状鉄製品 58.0 15.0 3.0 15.4  
F18 SB11周辺 褐色土 第84図･PL107 環状鉄製品 31.0 33.0 7.5 22.8  
F19 SB11周辺 褐色土 第84図･PL107 棒状鉄製品 29.5 6.0 3.0 2.2 ノミ状
F20 SB11周辺 褐色土 第84図･PL107 鉄鏃 156 35.5 5.0 49.6  
F21 SB11 P８ 第84図･PL108 椀形鍛冶滓 △84.0 113 38.0 380 裏面に木炭痕
F22 SB11周辺 褐色土 第84図･PL108 椀形鍛冶滓 △83.0 △56.5 △33.0 170  
F23 SB11周辺 褐色土 第84図･PL108 椀形鍛冶滓 △49.0 △46.0 21.0 49.8  
F24 SK173 埋土中 第84図･PL108 椀形鍛冶滓 78.0 △68.0 36.0 170  
F25 SK173 埋土中 第84図･PL108 椀形鍛冶滓 △98.0 △111 47.0 390 表面に炭化材付着
F26 SK156 埋土中 第106図･PL108 椀形鍛冶滓 55.0 72.0 27.0 53.5 裏面に炉床土付着
F27 SB３ P２ 第163図･PL108 椀形鍛冶滓 △39.0 △24.0 10.0 16.8  
F28 SB３ P14 第163図･PL108 椀形鍛冶滓 30.0 34.5 13.0 17.6  
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遺物
No 出土位置 層位 挿図・PL 種類 法量 備考長さ（㎜） 幅（㎜） 厚さ（㎜） 重さ（g）
F29 SB３ P14 第163図･PL108 椀形鍛冶滓 △27.0 △27.5 15.5 16.4  
F30 SB３ P16 第163図･PL108 椀形鍛冶滓 34.0 △25.0 5.0 10.4  
F31 SB３ P１ 第163図･PL108 鍛冶滓 17.5 20.0 13.0 5.9  
F32 SB３ P14 第163図･PL108 鍛冶滓 22.0 27.0 15.0 11.2  
F33 SB３ P14 第163図･PL108 鍛冶滓 19.0 26.0 21.0 12.2  
F34 SB３ P14 第163図･PL108 鍛冶滓 28.0 31.5 18.0 18.8  
F35 SB３ P16 第163図･PL108 鍛冶滓 20.0 16.5 11.5 9.4  
F36 SB３ P１ 第163図･PL108 鉄塊系遺物 △47.0 40.5 26.0 77.5  
F37 SB３ P９ 第163図･PL108 ガラス質滓 14.0 27.5 10.0 4.0  
F38 SB３ P10 第163図･PL108 ガラス質滓 17.0 31.0 20.0 5.1  
F39 SB３ P16 第163図･PL108 ガラス質滓 28.5 31.0 19.0 7.5  
532 K31 褐色土 第163図･PL108 羽口 △28.0 △19.0 △17.5 8.4  
533 K31 褐色土 第163図･PL108 羽口 △17.0 △11.0 △17.0 7.7  
534 K31 褐色土 第163図･PL108 羽口 △14.0 △13.0 12.0 5.3  
535 SB３ P１ 第163図･PL108 羽口溶解物 29.5 21.5 13.0 8.1  

表29　鉄製品観察表（２）

表30　土製品観察表

表31　玉類観察表

遺物
No

出土
位置 層位 挿図・PL 種類 法量（㎝､ g） 備考最大径・長さ 高さ・幅 穴径・厚さ 重量

130 SI53 埋土中 第26図･PL109 土玉 最大径4.1 高さ4.3 穴径0.5 68.0  
131 SI53 埋土中 第26図･PL109 土玉 最大径4.4 高さ4.1 穴径0.8 63.5  
132 SI53 埋土中 第26図･PL109 土玉 最大径4.4 高さ3.9 穴径0.7 73.0  
133 SI53 埋土中 第26図･PL109 土玉 最大径4.4 高さ4.1 穴径0.6 67.5  
156 SK145 埋土中 第33図 焼成粘土塊 長さ4.4 幅4.0 厚さ2.2 28.4  
176 SK171 埋土中 第42図･PL85 分銅形土製品 長さ△5.0 幅△4.9 厚さ1.3 26.2 表面に連続する刺突文
200 SK166 埋土中 第48図･PL109 土玉 最大径4.1 高さ4.1 穴径0.8 59.0  
201 SK166 埋土中 第48図･PL109 土玉 最大径4.0 高さ4.2 穴径0.8 55.0  
202 SK166 埋土中 第48図･PL109 土玉 最大径4.2 高さ4.0 穴径0.8 55.5  
203 SK166 埋土中 第48図･PL109 土玉 最大径4.1 高さ4.0 穴径0.8 57.5  
204 SK166 埋土中 第48図･PL109 土玉 最大径2.3 高さ1.9 穴径0.5 8.2  
233 SI45 埋土中 第57図･PL109 土錘 最大径2.8 高さ3.6 穴径0.5 29.6  
234 SI45 埋土中 第57図･PL109 土錘 最大径2.8 高さ2.9 穴径0.6 22.4  
235 SI45 埋土中 第57図･PL109 土錘 最大径2.7 高さ3.4 穴径0.5 30.2  
247 SI46 埋土中 第59図･PL109 土錘 最大径3.2 高さ2.9 穴径0.7 30.0  
248 SI46 埋土中 第59図･PL109 土錘 最大径3.1 高さ3.9 穴径0.4 41.8  
249 SI46 埋土中 第59図･PL109 土錘 最大径3.4 高さ3.3 穴径0.9 32.6  
253 SI47 埋土中 第61図･PL109 土錘 最大径3.0 高さ3.1 穴径0.5 18.0  
269 SI48 埋土中 第65図･PL109 土錘 最大径3.4 高さ3.3 穴径0.8 35.4  
416 L23 褐色土 第118図･PL109 土錘 最大径3.3 高さ△4.6 穴径0.9 30.0  

450 墳丘墓 南東隅 ･
暗褐色土 第146図･PL109 土玉 最大径3.9 高さ3.4 穴径0.7 44.4  

遺物
No

出土
位置 層位 挿図・PL 器種 大きさ（㎝） 重量（g） 備考

J１ SI53 埋土中 第26図･PL109 玉素材 長さ2.6 幅1.8 厚さ1.3 6.7 水晶製

J２ SI50 埋土中 第68図･PL109 管玉素材 長さ△2.1 幅0.6 厚さ0.7 1 緑色凝灰岩製の角柱状素材｡ 擦り切
りによる分割

J３ SI51 埋土中 第70図･PL109 土製小玉 径0.8 高さ0.6 孔径0.1 0.5  
J４ L27 褐色土 第119図･PL109 ガラス小玉 径0.3 高さ0.3 孔径0.1 0.1以下  
J５ L27 褐色土 第119図･PL109 ガラス小玉 径0.3 高さ0.3 孔径0.1 0.2  
J６ E38 褐色土 第119図･PL109 管玉素材 長さ2.3 幅3.0 厚さ2.5 21 緑色凝灰岩製の直方体素材
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表32　主柱穴一覧表
遺構名 番号 長軸（㎝）短軸（㎝）深さ（㎝） 遺構名 番号 長軸（㎝）短軸（㎝）深さ（㎝） 遺構名 番号 長軸（㎝）短軸（㎝）深さ（㎝）

SI16

Ｐ１ 40.0 39.0 63.5 
SI44

Ｐ２ 35.0 28.0 29.9 
SB５

Ｐ８ 51.0 50.0 53.0 
Ｐ３ 54.0 45.0 86.9 Ｐ３ 49.0 33.0 26.1 Ｐ９ 45.0 44.0 39.7 
Ｐ５ 59.0 58.0 79.1 Ｐ４ 42.0 35.0 19.8 

SB６

Ｐ１ 100.0 86.0 50.3 
Ｐ６ 44.0 39.0 56.2 

SI45

Ｐ１ 59.0 42.0 89.1 Ｐ２ 62.0 51.0 61.5 

SI20

Ｐ１ 35.0 29.0 27.1 Ｐ２ 59.0 55.0 61.2 Ｐ３ 55.0 43.0 62.7 
Ｐ２ 44.0 36.0 27.9 Ｐ３ 94.0 56.0 64.2 Ｐ４ 不明 ※60.0 60.3 
Ｐ４ 27.0 25.0 30.8 Ｐ４ 94.0 67.0 70.8 

SB７

Ｐ１ 48.0 44.0 75.8 
Ｐ８ 48.0 30.0 49.0 

SI46
（Ｐ１） 63.0 59.0 18.5 Ｐ２ 57.0 53.0 74.1 

SI30

（Ｐ１） 55.0 54.0 36.2 （Ｐ２） 45.0 35.0 13.8 Ｐ３ 70.0 ※60.0 61.0 
（Ｐ２） 48.0 42.0 9.6 

SI47

Ｐ１ 40.0 39.0 56.2 Ｐ４ 61.0 ※48.0 83.2 
（Ｐ３） 27.0 18.0 8.8 Ｐ２ 38.0 34.0 49.8 Ｐ５ 56.0 50.0 75.8 
（Ｐ４） 47.0 32.0 17.4 Ｐ３ 38.0 34.0 52.3 Ｐ６ 70.0 57.0 67.5 
（Ｐ５） 72.0 52.0 6.4 Ｐ４ 57.0 46.0 53.4 Ｐ７ 47.0 42.0 64.0 
（Ｐ６） 31.0 25.0 9.8 Ｐ５ 50.0 47.0 62.2 Ｐ８ 46.0 ※41.0 72.1 
（Ｐ７） 51.0 26.0 9.1 Ｐ６ 58.0 55.0 79.8 Ｐ９ 60.0 52.0 76.4 
（Ｐ８） 33.0 28.0 3.4 

SI48

Ｐ１ 46.0 43.0 49.5 

SB８

Ｐ１ 49.0 45.0 86.7 
（Ｐ９） 36.0 33.0 17.0 Ｐ２ 60.0 38.0 58.3 Ｐ２ 46.0 46.0 79.7 
（Ｐ10） 49.0 48.0 20.1 Ｐ３ 48.0 31.0 40.7 Ｐ３ 44.0 43.0 87.7 
（Ｐ11） 38.0 36.0 2.5 Ｐ４ 45.0 34.0 49.6 Ｐ４ 54.0 49.0 95.4 
（Ｐ12） 42.0 29.0 4.5 

SI49

Ｐ１ 28.0 25.0 58.7 Ｐ５ 47.0 40.0 85.0 

SI33

（Ｐ１） 32.0 30.0 6.0 Ｐ２ 33.0 31.0 23.5 Ｐ６ 49.0 43.0 99.6 
（Ｐ２） 38.0 29.0 16.3 Ｐ３ 37.0 31.0 54.4 

SB９

Ｐ１ 73.0 68.0 65.7 
（Ｐ３） ※40.0 35.0 27.3 Ｐ４ 29.0 20.0 40.6 Ｐ２ 86.0 84.0 54.7 
（Ｐ４） 61.0 41.0 16.6 Ｐ５ 36.0 24.0 29.7 Ｐ３ 55.0 46.0 38.4 
（Ｐ５） 38.0 23.0 15.9 

SI50

Ｐ１ 39.0 38.0 53.8 Ｐ４ 56.0 50.0 40.5 
（Ｐ６） 53.0 40.0 12.6 Ｐ２ 41.0 34.0 56.8 Ｐ５ 65.0 60.0 73.5 
（Ｐ７） 73.0 ※46.0 14.6 Ｐ３ 42.0 34.0 57.1 Ｐ６ 69.0 58.0 74.6 

SI40
（Ｐ１） 51.0 38.0 14.9 Ｐ４ 40.0 39.0 66.2 Ｐ７ 65.0 58.0 44.9 
（Ｐ２） 44.0 42.0 17.3 Ｐ５ 42.0 40.0 56.6 Ｐ８ 64.0 63.0 71.0 

SI41

Ｐ１ 77.0 60.0 76.7 Ｐ６ 45.0 35.0 64.4 Ｐ９ 54.0 46.0 25.4 
Ｐ２ 107.0 75.0 69.5 

SI51

Ｐ１ 91.0 66.0 49.9 

SB10

Ｐ１ 45.0 45.0 47.6 
Ｐ３ 70.0 55.0 65.8 Ｐ２ 80.0 71.0 71.9 Ｐ２ 44.0 41.0 36.7 
Ｐ４ 75.0 72.0 64.3 Ｐ３ 85.0 68.0 70.5 Ｐ３ 63.0 47.0 39.8 

SI42

（Ｐ１） ※25.0 20.0 5.5 Ｐ４ 91.0 55.0 72.9 Ｐ４ 51.0 46.0 46.9 
（Ｐ２） 27.0 ※23.0 7.2 

SI52
Ｐ１ 50.0 46.0 84.4 

SB11

Ｐ１ 80.0 59.0 60.2 
（Ｐ３） 22.0 21.0 6.9 Ｐ２ 45.0 35.0 76.7 Ｐ２ ※61.0 47.0 30.7 
（Ｐ４） 24.0 19.0 7.8 Ｐ３ ※50.0 40.0 71.6 Ｐ３ 78.0 ※61.0 40.7 
（Ｐ５） 27.0 22.0 6.5 

SI53

Ｐ３ 54.0 48.0 19.8 Ｐ４ ※60.0 ※45.0 41.3 
（Ｐ６） 31.0 24.0 4.9 Ｐ４ 40.0 39.0 16.9 Ｐ５ 44.0 ※40.0 25.2 
（Ｐ７） 29.0 24.0 7.6 Ｐ５ ※60.0 不明 34.4 Ｐ６ 85.0 82.0 40.8 
（Ｐ８） 30.0 26.0 10.3 Ｐ10 30.0 29.0 23.6 Ｐ７ ※68.0 ※63.0 44.0 
（Ｐ９） 35.0 25.0 10.8 

SB5

Ｐ１ 50.0 49.0 53.2 Ｐ８ 96.0 70.0 49.5 
（Ｐ10） 19.0 19.0 7.0 Ｐ２ 57.0 50.0 57.5 Ｐ９ 46.0 45.0 29.4 

SI43

Ｐ１ 47.0 38.0 60.5 Ｐ３ 52.0 48.0 50.6 Ｐ10 46.0 40.0 26.1 
Ｐ２ 73.0 44.0 72.1 Ｐ４ 37.0 34.0 50.5 Ｐ11 55.0 50.0 36.2 
Ｐ３ 36.0 27.0 72.7 Ｐ５ 53.0 51.0 41.1 Ｐ12 37.0 35.0 18.9 
Ｐ４ 50.0 42.0 70.6 Ｐ６ 47.0 45.0 40.7 Ｐ13 45.0 39.0 32.5 

SI44 Ｐ１ 38.0 29.0 41.5 Ｐ７ 54.0 51.0 38.2 Ｐ14 48.0 35.0 31.5 

主柱穴が確認されなかった遺構については、床面のピットを（）表示で掲載した。
数値の単位は㎝。※は推定値を示す。




