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例　言

1. 本書は高知空港再拡張整備事業に伴う高知県南国市田村に所在する田村遺跡群の発掘調査報告
書である。本報告書は「田村遺跡群 II」の第 8分冊（二部構成）であり、調査区Ａ区からＱ区に
ついての写真図版－遺構編－である。

2. 発掘調査及び整理作業は高知県教育委員会が国土交通省四国地方整備局と委託契約を結び、㈶
高知県文化財団埋蔵文化財センターが発掘調査・整理作業を実施したものである。発掘調査は平
成 8年 7月から平成 13 年 12 月迄行ない、引き続き平成 16 年 3 月まで整理作業を行なった。

3. 本書の編集は、各調査区担当者である小野由香、久家隆芳、筒井三菜、坂本憲昭、坂本裕一、
宮地啓介、吉成承三が行なった。

4. 調査体制等については第 1分冊に記した。また多く方々、諸機関から協力、ご教授を賜った。
ここでは逐一、芳名をあげないが感謝したい。

5. 本書の巻頭カラーページに掲載した赤外線航空写真については、平成 10 年度（1998）にアジア
航測株式会社に委託し、赤外線カラー航空写真撮影及び地中探査を実施した時の写真である。また、
田村遺跡周辺航空写真については前回の高知空港拡張前の昭和 50 年（1975）に撮影したものを掲
載した。

6. 各調査区の遺構写真についてはアルファベット小調査区ごとに写真図版番号を付し、内容を掲
載した。

7. 出土遺物等の資料は㈶高知県文化財団埋蔵文化財センターが保管している。また遺物の注記名
は西暦の下二桁を頭に冠し、遺跡名略記号NTをつけている。調査は 1996 年から 2001 年迄実施
しているところから、注記名は「96-9NT」、及び「97-1NT」から「01-1NT」となっている。

8. 本書に添付したDVDには、本書の PDFを収録している。

9.  8 分冊には付図として、前回調査を含む田村遺跡群遺構全体図を添付した。
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B1SD105 セクション

B1 区写真 1



42 43

B1 区写真 2

B1 集石出土状況

B1P1001 出土状況

B1SK173 出土状況

B1SK163 出土状況

B1集石出土状況

B1SK147 出土状況

B1SK167 出土状況

B1SK119 出土状況



44 45

B1SR101（流路1）セクション

B1SR101（流路1）完掘

B1 区写真 3



44 45

B1 区写真 4

B1SR101（流路1）出土状況

B1SR101（流路1）セクション

B1SR101（流路1）出土状況

B1SR101（流路1）出土状況

B1SR101（流路1）出土状況

B1西壁セクション

B1SR101（流路1）出土状況

B1SR101（流路1）出土状況



46 47

B2 完掘

B2SK215 出土状況

B2SK241 セクション

B2SK218 出土状況

B2SE201 完掘

B2 区写真 1



46 47

B3ST303・304・305 完掘（北より）

B3完掘（北より）

B3 区写真 1



48 49

B3ST306・309 完掘

B3ST307 中央ピットセクション

B3ST307 完掘

B3ST306 内 SK350 セクション

B3ST305 完掘

B3 区写真 2



48 49

B3 区写真 3

B3ST309 内 SK351 銅釧出土状況

B3ST309 内 SK351 出土状況

B3SK317 出土状況（No.2・3）

B3SK310・311 完掘 P3018 出土状況

B3ST309 内 SK351 銅釧出土状況

B3ST309 内 SK351 セクション

B3SK317 出土状況

B3SK301 セクション



50 51

B3 区写真 4

B3P3029 出土状況

B3SK316 セクション

B3SK334 出土状況

B3SD301 角部集石状況

B3SK317 出土状況

B3SK317 セクション

B3SK334 集石検出状況

B3SD301 完掘



50 51

B4 西部全景（北より）

B4東部全景（北より）

B4 区写真 1



52 53

B4ST410 出土状況（東より）

B4ST409-P1 出土状況（ガラス勾玉）

B4ST408・409 完掘（北より）

B4STSX409 出土状況

B4ST402 出土状況

B4 区写真 2



52 53

B4SR401（流路1）Ⅲ層西肩部出土状況

B4SD420（流路1）Ⅱ出土状況（南より）

B4SK546 出土状況

B4SD421（流路1）Ⅳ層出土状況

B4SR401（流路1）Ⅲ層出土状況

B4 区写真 3



54 55

B4SD411（前期溝4）出土状況（北西より）

B4SD426 セクション

B4SD411（前期溝4）出土状況

B4SK559 出土状況

B4SD411（前期溝4）出土状況

B4 区写真 4



54 55

B4SK424・425・426 出土状況（南より）

B4SD405 セクション・SK448 出土状況

B4SK448 出土状況

B4SD415 出土状況

B4SK425 出土状況

B4 区写真 5



56

B4 区写真 6

B4SK430 出土状況

B4SK452・454・455 完掘（北より）

B4SX402 出土状況

B4SK566・565 出土状況

B4SK495・507・508、SX407（南より）

B4SD406・407 出土状況

B4SK565 出土状況

B4SK535 出土状況



57

C1SD105（前期溝2）検出状況

C1調査区検出状況

C1 区写真 1



58 59

C1SD105（前期溝2）出土状況

C1SD105（前期溝2）東端部検出状況

C1 区写真 2



58 59

C1SD105（前期溝2）セクション

C1SD105（前期溝2）セクション

C1 区写真 3



60 61

C1SD105（前期溝2）完掘

C1SK1114　SD105（前期溝2）セクション

C1 区写真 4



60 61

C1完掘

C1SD105（前期溝2）完掘

C1 区写真 5



62 63

C1ST102・3完掘

C1ST101 完掘

C1 区写真 6



62 63

C1 区写真 7

C1SK1008 上層取り上げ後

C1SK1008 出土状況

C1SK1022 出土状況

C1SK1008 完掘

C1SK1005、SD101

C1SK1002 出土状況

C1SK1007 出土状況

C1SK1005 出土状況



64 65

C1 区写真 8

C1SK1041 下層出土状況

C1SK1041 上層出土状況

C1SK1047・1058 セクション

C1SK1047・1058 出土状況

C1SK1036 甕出土状況

C1SK1036 出土状況

C1SK1040 出土状況

C1SK1037 出土状況



64 65

C1 区写真 9

C1SK1114 出土状況

C1SK1114 セクション

C1SK1115 出土状況

C1SK1115、SD105（前期溝2）セクション

C1SK1061 転用石斧出土状況

C1SK1061 出土状況

C1SK1107 出土状況

C1SK1105 出土状況



66 67

C1 区写真 10

C1SD105 出土石製紡錘車

C1SD105（前期溝2）石製紡錘車出土状況

C1SK1062 磨製石鏃

C1SK1015 出土状況

C1SK1144 セクション

C1SK1115 カメ

C1SK1158 出土状況

C1SK1144 出土状況



66 67

C1 区写真 11

C1ST103　SK1176

C1P1456 出土状況

C1SK1061 下層出土状況

CSD101 出土状況

C1SK1044・45・46完掘

C1SK1067　SD101

C1SD105 完掘

C1SK1168 出土状況



68 69

C2完掘（西より）

C2ST201 検出状況（南より）

C2 区写真 1



68 69

C2 区写真 2

C2ST201 床面遺構検出状況
（東より）

C2ST201 中央ピット
炭化物検出状況（南より）

C2ST201
中央ピットセクション

（南より）



70 71

C2ST202 完掘（北より）

C2SK209 セクション（北より）

C2SK206 出土状況（北より）

C2SK213 セクション（南より）

C2SK206 セクション（西より）

C2 区写真 3



70 71

C2 区写真 4

C2SK228 セクション（西より）

C2SK220 出土状況（西より）

C2P2008 台石出土状況（南より）

C2SD204 出土状況（南より）

C2SK223 完掘（北より）

C2SK216 出土状況（北より）

C2P2004 根石 ?検出状況（西より）

C2SD204 セクション（西より）



72 73

C3 区写真 1

00 年度完掘

99年度完掘

01年度完掘



72 73

C3 区写真 2

流路 1北端セクション

流路 1北端セクション

流路 1西側セクション



74 75

C3 区写真 3

97 年度中世面完掘

97年度調査区北側中世面検出状況

97年度中世面完掘



74 75

C3 区写真 4

97年度調査区南側遺構検出状況

97年度ST301・302検出状況

99年度 ST3002 完掘



76 77

C3 区写真 5

97 年度 SK344 出土状況

97年度 SK339 出土状況

97年度 SK355 出土状況



76 77

C3 区写真 6

C3-01CSK303・304 完掘

C3-01CSK301 完掘

C3-CSK303 完掘

C3-01CSK303 完掘

97年度 SK344 完掘

97年度 SK353 出土状況

C3-01BSK306・7完掘

97年度 SK536・7・8完掘



78 79

C3 区写真 7

97 年度 SR1出土状況

97年度流路 1上面検出状況

99年度集石アップ（SX301）

99年度C3集石（SX301）

C3-01CSK313 完掘

C3-01CSK302 完掘

C3-01CSK311 完掘

C3-01CSK312 完掘



78 79

C3 区写真 8

土器出土状況

土器出土状況

土器、環状石斧出土状況

土器出土状況

土器集中出土状況

C3北中世溝跡完掘

土器集中出土状況

土器集中出土状況



80 81

C3 区写真 9

石型蛤刃石フ出土状況

環状石斧出土状況

土器出土状況

小型石斧出土状況

土器出土状況

環状石斧出土状況

土器出土状況

土器出土状況



80 81

C3 区写真 10

土器出土状況

土器出土状況

縄文土器出土状況

土器出土状況

土器出土状況

磨製石鏃出土状況

土器出土状況

石製紡錘車出土状況



82 83

C3-01SD302 全景（北より）

C3-01SD302 出土かんざし

C3-01SD302 出土備前焼

C3流路 1出土かんざし

C3-01SD302 集石検出状況

C3 区写真 11



82 83

2001 年度 C3流路 1完掘（北より）

C3-01DSK313 出土状況

C3-01ASK302 出土状況

C3-01DSK328 出土状況

C3-01ASK302 出土状況

C3 区写真 12



84 85

C3 区写真 13

C3-01DSK319 出土状況

C3-01DSK329 完掘

C3流路 1出土状況（大型石包丁）

C3流路 1Ⅱ層出土状況（甕）

C3-01DSK302・303 完掘

C3-01DSK326 床面木杭出土状況

C3流路 1出土状況（石鏃）

C3流路 1出土状況（壺）



84 85

C4完掘（北より）

C4SK4008 出土状況

C4ST402 床面

C4SK4008 石鏃出土

C4ST401 床面

C4 区写真 1



86 87

C4 区写真 2

C4SK4018 磨製石鏃出土状況

C4SK4018 台石出土状況

C4SK4026 磨製石鏃出土状況

C4SK4018 内ピット検出

C4SK4018 出土状況

C4SK4026 出土状況



86 87

C4SK4025 下層出土状況（壺）

C4SK4024 鉢出土状況

C4SK4025 骨出土状況

C4SK4025 磨製石鏃出土状況

C4SK4024・4025 切り合い状況

C4 区写真 3



88 89

C4 区写真 4

C4SK4024・4025 出土状況
（中層）

C4SK4024・4025 出土状況
（上層）

C4SK4024・4025 出土状況
（下層）



88 89

C4 区写真 5

C4SK4034 内ピット

C4SK4029 出土状況

C4SK4040 紡錘車

C4SK440 出土状況

C4SK4029 出土状況

C4SK4026 骨出土状況

C4SK4040 壺（複線山形文）

C4SK434 完掘



90 91

C4 区写真 6

C4SK4047 出土状況

C4SK4043 石鏃出土状況

C4SK4051 下層出土状況

C4SK4050 磨製柳葉形出土状況

C4SK443 柳葉形石鏃出土状況

C4SK4043 出土状況

C4SK4051 出土状況

C4SK4050 出土状況



90 91

C4SK4048 出土状況

C4SK4048 壺出土状況

C4SK4048 流れ込み状況

C4SK4048 骨出土状況

C4SK4048 出土状況

C4 区写真 7



92 93

C4 区写真 8

C4SK4048 出土状況（中層）

C4SK4048 出土状況（上層）

C4SK4048 出土状況（最下層）



92 93

C4 区写真 9

C4SK4054 出土状況

C4SK4054 出土状況

C4SK4061 石鏃出土状況

C4SK4061 出土状況

C4SK4054 土錘出土状況

C4SK4054 出土状況

C4SK4061 出土状況（下層）

C4SK4061 出土状況



94 95

C4 区写真 10

C4SK4085 出土状況

C4SK4082 ガラス滓出土状況

C4SK4089 炭化物出土状況

C4SK4087 出土状況

C4SK4084 出土状況

C4SK4064 出土状況

C4SK4088 出土状況

C4SK4087・4088・4089 出土状況



94 95

C4 区写真 11

C4SK4100 出土状況

C4SK4089 最下層出土状況

C4SK4107 焼礫

C4SK4102 出土状況

C4SK4097 出土状況

C4SK4089 石棒出土状況

C4SK4106 出土状況

C4SK4102 出土状況



96 97

C4 区写真 12

C4SK4132 骨出土状況

C4SK4113 完掘

C4SE401 底面井筒出土状況

C4SD101 出土状況

C4SK4132 台石出土状況

C4SK4112 穿孔具出土状況

C4SE401 完掘

C4SD101 ガラス滓出土状況



96 97

C4北 SK4149 出土状況

C4北 SK4149 高杯出土状況

C4北 SK4149 石鏃出土状況

C4北 SK4149 出土状況

C4北 SK4149 骨出土状況

C4 北区写真 1



98 99

C4 北区写真 2

C4北 SK4161 木葉文小型壺出土状況

C4北 SK4147 石鎌出土状況

C4北 SK4199 出土状況

C4北 SK4148 紡錘車出土状況

C4北 SK4161 出土状況

C4北 SK4147 出土状況

C4北 SK4179 出土状況

C4北 SK4020 台石出土状況



98 99

C5完掘（北より）

C5遺構検出状況（南より）

C5 区写真 1



100 101

C5 区写真 2

C5SD504（前期溝3）セクション
（西より）

C5SD501（前期溝2）セクション
（東より）

C5SK511セクション（東より）



100 101

C5SK511 出土状況（東より）

C5SK530 出土状況（北より）

C5SK523 出土状況（南より）

C5SD504（前期溝3）出土状況（西より）

C5SK523 セクション（東より）

C5 区写真 3



102 103

D1 区写真 1

D1SB102 完掘（南より）

D1SB101 完掘（南より）

D1SB105・112 完掘（南より）



102 103

D1 区写真 2

D1SB102P3 柱痕検出（東より）

D1SB101P7 柱痕検出（東より）

D1SR103 完掘（東より）

D1SB113P1 完掘（南より）

D1SB103P5 半截（南より）

D1SB101P13 完掘（東より）

D1古代溝完掘（南より）

D1SB111P1 完掘（東より）



104 105

D1 区写真 3

D1ST101 出土状況（東より）

D1ST101・102 完掘（南より）

D1ST103 完掘（南より）



104 105

D1ST105・106・107 完掘（南より）

D1ST105P1 出土状況（北より）

D1ST105 出土状況

D1ST106 中央 P出土状況（南より）

D1ST105 出土状況（東より）

D1 区写真 4



106 107

D1 区写真 5

D1ST108 完掘（西より）

D1ST104 完掘（北西より）

D1ST108 出土状況（西より）



106 107

D1 区写真 6

D1ST109・110・112 完掘
（南より）

D1ST110 完掘（西より）

D1ST111 完掘（南より）



108 109

D1 区写真 7

D1ST113 完掘（南より）

D1ST112 完掘（北より）

D1ST119 完掘（北より）



108 109

D1ST114・115・116 完掘（南より）

D1ST115P8 出土状況（西より）

D1ST115P1 出土状況（東より）

D1ST116P1 出土状況（北より）

D1ST115P3 出土状況（南より）

D1 区写真 8



110 111

D1 区写真 9

D1ST123 完掘（西より）

D1ST122 完掘（西より）

D1SK1010 南壁セクション
（南より）



110 111

D1 区写真 10

D1SK1030 完掘（南より）

D1SK1021 出土状況（東より）

D1SK1021 完掘（東より）



112 113

D1 区写真 11

D1SK1027 出土状況（北より）

D1SK1025 出土状況（北より）

D1SK1027 完掘（北より）



112 113

D1 区写真 12

D1SK1047 完掘（北より）

D1SK1127 出土状況（南より）

D1SK1130 完掘（北より）



114 115

D1 区写真 13

D1SX1001 出土状況（北より）

D1SK1118 完掘（西より）

D1SD130 出土状況（北より）



114 115

D1 区写真 14

D1SD1010（前期溝1・2）完掘（北より）

D1SD106・107 南壁セクション（南より）

D1SR111（大溝4）完掘、SD1001（大溝3）出土状況（北より）

D1SD1007（大溝1）出土状況（南より）

D1SD112 東壁セクション（東より）

D1SD106 南壁セクション（南より）

D1SR111（大溝4）出土状況（南より）

D1SD1009（大溝1）出土状況（北より）



116 117

D2-1 全景（西より）

D2SR204 完掘

D2SD215（前期溝2）完掘

D2SR207 完掘

D2SK202・203 完掘

D2 区写真 1



116 117

D2 区写真 2

D2SK252・259　SD251 完掘

D2ST251・252 完掘

D2-2 包含層石鏃出土状況

D2-2 包含層石鏃出土状況

D2SK252 出土状況

D2-2 全景（西より）

D2-2 包含層石鏃出土状況

D2-2 包含層石斧出土状況



118 119

E1 全景（西より）

E1ST102 銅鏡出土状況

E1ST102 完掘

E1ST101、SK106 出土状況

E1ST102 床面検出状況

E1 区写真 1



118 119

E1 区写真 2

E1SR101（大溝4）出土状況

E1SR101（大溝3・4）完掘（北東より）

E1SD102 セクション

E1SR101（大溝4）セクション（北壁）

E1SR101（大溝3・4）セクション（南壁）

E1ST101　SK106 完掘

E1SD101（大溝3）セクション

E1SR101（大溝4）出土状況



120 121

同上セクション

E2前期溝 2

E2 区写真 1



120 121

同上セクション

E2前期溝 3

E2 区写真 2



122 123

E2 区写真 3

同左セクション

E2SK262 出土状況

E2前期溝 3小壺

E2SK292 出土状況

E2SK275 出土状況

E2SK248 出土状況

E2Sk248 石製紡錘車（E2-10 図 17）

E2SK275 出土石斧（E2-19 図 41）



122 123

E3SR301（大溝1）セクション（中央バンク北壁）

E3SD310・SR301 切り合い部セクション

E3SD310（前期溝2）セクション

E3SD310（前期溝2）出土状況

E3SR301・SD310 切り合い部（北より）

E3 区写真 1



124 125

E3 区写真 2

E3SD310 出土状況（石製紡錘車）

E3SD310 出土状況（蓋）

E3SR301、SD309、SD310切り合い状況（南より）

E3SD308 出土状況

E3SD310 出土状況（小型土器）

E3SD310 出土状況（甕）

E3SR301（大溝1）完掘（E3南部）

E3SD308 出土状況



124 125

E3 区写真 3

E3SR301 出土状況（紡錘車）

E3SR301 出土状況（E3南部）

E3SR302 出土状況（甕）

E3SR302 出土状況

E3SR301 出土状況（高杯）

E3SR301 出土状況（壺）

E3SR302 出土状況（壺）

E3SR302 上層出土状況（入れ子）



126 127

E3SR302（大溝2）セクション（E3調査区南壁）

E3SR303（大溝4）セクション（北より）

E3SR302（大溝2）出土状況（石包丁）

E3SR303（大溝4）出土状況

E3SR302（大溝2）出土状況

E3 区写真 4



126 127

E4ST405、E4SD402・403 完掘（北より）

E4遺構検出状況（南より）

E4 区写真 1



128 129

E4 完掘（東上空より）

E4ST416・422 完掘（東より）

E4 区写真 2



128 129

E4 区写真 3

E4ST402・403 完掘（北より）

E4ST401 完掘（北より）

E4ST406 完掘（北より）

E4ST405 床面遺構検出状況（北より）

E4ST403 中央ピット砥石出土状況（北より）

E4ST401 石斧出土状況（西より）

E4ST406 床面炭化物検出状況（東より）

E4ST404 完掘（北より）



130 131

E4 区写真 4

E4ST410 床面石斧出土状況（東より）

E4ST409 完掘（西より）

E4ST412 中央ピットセクション（西より）

E4ST410 床面遺構検出状況（東より）

E4ST410 炭化材検出状況（南より）

E4ST407・408 完掘（南より）

E4ST411 炭化物検出状況（東より）

E4ST410 出土状況（南より）



130 131

E4 区写真 5

E4ST416・422 床面遺構検出状況（東より）

E4ST413 土器出土状況（東より）

E4ST417 大型直縁刃石器出土状況（西より）

E4ST416 中央ピット出土状況（北より）

E4ST413 完掘（西より）

E4ST412・415 完掘（西より）

E4ST417 炭化物検出状況（北より）

E4ST416 中央ピットセクション（南より）



132 133

E4 区写真 6

E4ST418 中央ピット内出土状況（西より）

E4ST418 出土状況（北より）

E4ST422 中央ピット炭化物検出状況（北より）

E4ST419 完掘（北より）

E4ST418 床面炭化物検出状況（西より）

E4ST417 完掘（南より）

E4ST420 床面遺構検出状況（北より）

E4ST418 完掘（東より）



132 133

E4 中央部西側完掘（東より）

E4SK429 出土状況（北より）

E4SK429 セクション（北より）

E4SK434 出土状況（北より）

E4SK427 セクション（南より）

E4 区写真 7



134 135

E4 区写真 8

E4SK445 出土状況（北より）

E4SK440 セクション（北より）

E4SD402 出土状況（南より）

E4SK457 出土状況（南より）

E4SK440 出土状況（西より）

E4SK434 炭化物検出状況（南より）

E4SD402 出土状況（西より）

E4SK446 出土状況（西より）



134 135

E4 区写真 9

E4SD410 出土状況（北より）

E4SD407 セクション（西より）

E4P4235 杯出土状況（北より）

E4SD410・415 完掘（南より）

E4SD410 セクション（西より）

E4SD404 セクション（東より）

E4P4056 集石検出状況（東より）

E4SD415 セクション（北より）



136 137

E5 完掘（南より）

E5遺構検出状況（北西より）

E5 区写真 1



136 137

E5SB501 完掘（東より）

E5SB501-P1（P5177）柱痕検出状況（東より）

E5SB501-P3（P5176）セクション（南より）

E5SB502-P1（SK541）柱痕検出状況（南より）

E5ST501 完掘（西より）

E5 区写真 2



138 139

E5SD101（前期溝1）出土状況（南より）

E5SK562 大型壺出土状況（東より）

E5 区写真 3



138 139

E5 区写真 4

E5SK517 石製紡錘車出土状況（南より）

E5SK517 セクション（西より）

E5SK556 セクション（南より）

E5SK536 出土状況（西より）

E5SK517 出土状況（北より）

E5SK507 完掘（西より）

E5SK545 不明品出土状況（西より）

E5SK529 出土状況（東より）



140 141

E5 区写真 5

E5SK571 セクション（北より）

E5SK560 出土状況（西より）

E5SD101（前期溝1）セクション（西より）

E5SK583 セクション（南より）

E5SK562 セクション（東より）

E5SK560 セクション（南より）

E5SK583 中央部ピットセクション（南より）

E5SK571 出土状況（西より）



140 141

E5 区写真 6

E5SD308 出土状況（北より）

E5SD105（前期溝2）出土状況（南より）

E5P5215 叩石・台石出土状況（東より）

E5P5088 鉄鏃出土状況（南より）

E5SD308 セクション（南より）

E5SD101（前期溝1）出土状況（東より）

E5P5104 砥石出土状況（西より）

E5SD502 セクション（南より）



142 143

E6 完掘（北より）

E6遺構検出状況（北より）

E6 区写真 1



142 143

E6SK625 出土状況（西より）

E6SK626 完掘（西より）

E6SK626 セクション（南より）

E6SK630 セクション（南より）

E6SK625 炭化物検出状況（東より）

E6 区写真 2



144 145

E6 区写真 3

E6SK636 甕出土状況（東より）

E6SK636、SD611 切合セクション（東より）

E6大溝 1上層出土状況（東より）

E6SK645 セクション（南より）

E6SK636 壺出土状況（東より）

E6SK633 セクション（西より）

E6大溝 1上層セクション（南より）

E6SK644 セクション（南より）



144 145

E6SD612（前期溝3）セクション（南より）

E6SR602（大溝2）セクション（南より）

E6SR601（大溝1）Ⅲ層出土状況（東より）

E6SR602（大溝2）環状石斧出土状況（西より）

E6SR601（大溝1）セクション（南より）

E6 区写真 4



146 147

E6 区写真 5

E6SX601 出土状況

E6SX601 壺出土状況（南より）

E6SE601 完掘（東より）

E6SX601 基底面、E6SD612 検出状況（南より）

E6SX601 出土状況（西より）

E6SX601 壺出土状況（西より）

E6SX601・602　E6SD612 完掘（西より）

E6SX601 作業風景



146 147

E7 完掘（南より）

E7遺構検出状況（南より）

E7 区写真 1



148 149

ST701・702・740・741 完掘（北より）

E7ST701 中央ピット炭化物検出状況（北より）

E7ST701 中央ピットセクション（西より）

E7ST702 中央ピット炭化物検出状況（北より）

E7ST701・702・740・741貼床上面遺構検出状況（北より）

E7 区写真 2



148 149

E7 区写真 3

E7ST706・734 完掘（北より）

E7ST705 完掘（北より）

E7ST710・719・720床面遺構検出状況（北より）

E7ST708 中央ピットセクション（西より）

E7ST706 中央ピットセクション（東より）

E7ST703 完掘（北より）

E7ST708 完掘（北より）

E7ST708 床面遺構検出状況（北より）



150 151

E7 区写真 4

E7ST711・718、E7SK757 完掘（東より）

E7ST710・719・720 完掘（西より）

E7ST715床面遺構検出状況、SK743出土状況（西より）

E7ST712 ピット内出土状況（東より）

E7ST711 出土状況（北より）

E7ST710 中央ピット炭化物検出状況（北より）

E7ST712 完掘（東より）

E7ST712 中央ピットセクション（南より）



150 151

E7 区写真 5

E7ST722 炭化物検出状況（東より）

E7ST715 中央ピットセクション（東より）

E7ST723 中央ピットセクション（西より）

E7ST722 完掘（北より）

E7ST715中央ピット炭化物砥石検出状況（北より）

E7ST715 床面遺構検出状況（西より）

E7ST723 床面遺構検出状況（北より）

E7ST722 中央ピット砥石出土状況（西より）



152 153

E7 区写真 6

E7ST727 床面遺構検出状況（南より）

E7ST724 完掘（北より）

E7ST735 完掘（北より）

E7ST727・730 完掘（北より）

E7ST726-P13 柱痕セクション（西より）

E7ST723 完掘（東より）

E7ST735 中央ピット炭化物検出状況（西より）

E7ST727 中央ピットセクション（西より）



152 153

E7SB723 完掘（北より）

E7SK725 出土状況（西より）

E7SK704 出土状況（南より）

E7SK743 出土状況（南より）

E7SK702 炭化物検出状況（南より）

E7 区写真 7



154 155

E7SK777 出土状況（西より）

E7SK757 出土状況（北より）

E7SK754 出土状況（北より）

E7SK774 完掘（東より）

E7SK744 セクション（東より）

E7 区写真 8



154 155

E7 区写真 9

E7SD717 セクション（南より）

E7SK777 出土状況（南より）

E7SR703 高杯出土状況（西より）

E7SR702（大溝 3）・703切合セクション（南より）

E7SD710 セクション（東より）

E7SK777 セクション（南より）

E7SR703 集石検出状況（南より）

E7SD722 セクション（西より）



156 157

E7 下層 SR702（大溝3）～706完掘

E7SX701 出土状況（南より）

E7SX701 出土状況（北より）

E7SX703 出土状況（北より）

E7SR704（大溝4）セクション（南より）

E7 区写真 10



156 157

E8ST801 完掘

E8SK801・802 完掘

E8SK801～804 完掘

E8SK803 出土状況

E8ST802 完掘

E8 区写真 1



158 159

E8 区写真 2

E8-2 調査区南側（南より）

E8-2 調査区北側（南より）

E8SK851 完掘



158 159

E8 区写真 3

E8SK851 出土状況

E8-3 調査区東側（西より）

E8-3 調査区西側（西より）



160

E9 全景（西より）

E9SR901 完掘

道路状遺構 完掘（西より）

E9SR903 完掘

道路状遺構 完掘（東より）

E9 区写真 1



161

F1 全景（北より）

F1全景（南より）

F1 区写真 1 



162 163

F1ST103 完掘（東より）

F1ST103 出土状況（石斧未製品）

F1ST103 出土状況（石包丁）

F1ST103 バンクセクション（北壁）

F1ST103 床面炭化物検出状況

F1 区写真 2



162 163

F1ST104 完掘（南より）

F1ST104 出土状況

F1ST104 出土状況

F1ST104 出土状況

F1ST104 バンクセクション（北東より）

F1 区写真 3



164 165

F1ST105・106 出土状況

F1ST106 完掘

F1ST105 完掘

F1ST105 セクション

F1ST105 出土状況

F1 区写真 4



164 165

F1 区写真 5

F1SK103 出土状況

F1ST102・103 完掘

F1SK107 セクション

F1SK107・108 全景

F1SK103 出土状況

F1ST101 完掘

F1SK107 出土状況

F1SK103 出土状況



166 167

F1SK130 完掘

F1SK130 セクション

F1SK130 セクション

F1SK130 セクション

F1SK130 出土状況

F1 区写真 6



166 167

F1 区写真 7

F1SD111 完掘

F1 P47 出土状況

F1SR101 完掘

F1SD111 出土状況

F1SX102 出土状況

F1SK132 出土状況

F1SR101（東より）

F1SD111 出土状況



168 169

F2 完掘（北より）

F2調査区南部

F2上面遺構

F2調査区北部

F2検出状況

F2 区写真 1



168 169

F2ST202 出土状況

F2ST202 床面、台石（砥石）出土状況

F2ST202 石器未製品出土状況

F2ST202 出土状況

F2ST202 炭化物出土状況

F2 区写真 2



170 171

F2 区写真 3

F2ST203 中央ピット

F2ST202 出土状況

F2SK215 出土状況

F2ST204 完掘

F2ST203 完掘

F2ST202 出土状況

F2ST205 完掘

F2ST204 台石出土状況



170 171

F2 区写真 4

F2SD206 出土状況

F2SD204 セクション

F2SR201 完掘

F2SD207 出土状況

F2SD204 出土状況

F2SD204 出土状況

F2SD207 セクション

F2SD206 セクション



172 173

F3 全景（南より）

F3全景（北より、左は F4上面）

F3 区写真 1



172 173

F3 区写真 2

F3ST302 床面検出状況

F3ST107 出土状況

F3ST303・305 出土状況

F3ST302 東西バンク

F3ST107 出土状況

F3ST107 床面検出状況

F3ST303 出土状況

F3ST302 出土状況



174 175

F3 区写真 3

F3ST303 中央ピット出土状況

F3ST303 石斧出土状況

F3ST304 ベッド状遺構断面

F3ST304 床面完掘

F3ST303 出土状況

F3ST303 出土状況

F3ST304 出土状況

F3ST304 床面検出状況



174 175

F3 区写真 4

F3ST308 バンクセクション

F3ST304 中央ピット

F3SK108 上面出土状況

F3SK107・108 上面出土状況

F3ST306 床面検出状況

F3ST304 中央ピット

F3SK107 上面出土状況

F3SK315 出土状況（中世）



176 177

F3 区写真 5

F3SK324 出土状況

F3SK316 出土状況

F3SK336 出土状況

F3SK325 セクション

F3SK324 出土状況

F3SK316 炭化材検出状況

F3SK335 完掘

F3SK325 出土状況



176 177

F3 区写真 6

F3SK347 東西セクション

F3SK347 セクション

F3SK364 出土状況

F3SK364 出土状況

F3SK347 出土状況

F3SK335 出土状況

F3SK364 出土状況

F3SK347 完掘



178 179

F3 区写真 7

F3SK369・370 東出土状況

F3SK365 出土状況

F3SK378 出土状況

F3SK376 出土状況

F3SK369 出土状況

F3SK365 出土状況

F3SK378 出土状況

F3SK376 出土状況



178 179

F3 区写真 8

F3 Ⅳ層上面石剣出土状況

F3P3148 須恵器出土状況

F3SD304・306・307・308 完掘

F3SD315 西壁セクション

F3SB301 完掘（中世）

F3P3005 出土状況

F3SD314 南北バンク

F3SD315 出土状況



180 181

F3SD309（大溝 4）

F3SD309（大溝4）出土状況

F3SD309（大溝4）出土状況

F3SD309（大溝4）出土状況

F3SD309（大溝4）出土状況

F3 区写真 9



180 181

F3SR301 出土状況

F3SX301 完掘

F3 区写真 10

F3SR301 完掘

F3SR301 セクション

F3SR301 出土状況



182 183

F4 南部完掘（東より）

F4全景（北より）

F4 区写真 1



182 183

F4ST413 出土状況

F4ST413 完掘（北より）

F4ST413 出土状況

F4ST418 完掘（東より）

F4ST413 セクション

F4 区写真 2



184 185

F4ST408 出土状況（北より）

F4ST408 出土状況

F4ST408 南北セクション（西より）

F4ST408 出土状況

F4ST408 東西セクション（北より）

F4 区写真 3



184 185

F4 区写真 4

F4ST402 東西セクション（北より）

F4ST408 完掘（南より）

F4ST416 出土状況

F4ST411 完掘（北より）

F4ST401 完掘（西より）

F4ST408-P3 セクション

F4ST416 出土状況

F4ST402 完掘（北より）



186 187

F4ST405 完掘

F4ST405 中央ピット

F4ST405 床面検出状況

F4ST405 中央ピットセクション

F4ST405・406 完掘

F4 区写真 5



186 187

F4ST419 完掘

F4ST201 セクション

F4ST419　SK509 切り合い

F4ST201 完掘

F4ST419 バンクセクション

F4 区写真 6



188 189

F4 区写真 7

F4ST410 完掘

F4ST204 完掘

F4ST428 完掘

F4ST425 中央ピット

F4ST410 床面検出状況

F4ST204 床面検出

F4ST428 床面検出状況

F4ST425 完掘



188 189

F4ST427 完掘

F4ST427 出土状況（石錘）

F4ST427 完掘（一次住居）

F4ST427 出土状況（石包丁）

F4ST427 出土状況

F4 区写真 8



190 191

F4 区写真 9

F4ST427-P8 出土状況

F4ST427-P9 セクション

F4ST429 出土状況（高杯）

F4ST427 中央ピットセクション

F4ST427-P8 セクション

F4ST427 出土状況（石鏃）

F4ST429 検出状況

F4ST427-P15 出土状況



190 191

F4SK525 出土状況

F4SK525 出土状況

F4SK525 出土状況

F4SK444 セクション

F4SK525 セクション

F4 区写真 10



192 193

F4 区写真 11

F4SK539 出土状況

F4SK461 出土状況

F4SD435 セクション

F4SK584 出土状況

F4SK539 出土状況

F4SK445 出土状況

F4SD413 出土状況

F4SK568 出土状況



192 193

F4 区写真 12

F4SK478 出土状況（床面）

F4SK454 出土状況（床面）

F4SK549 出土状況・セクション

F4SK456 出土状況

F4SK478 出土状況

F4SK454 出土状況

F4SK457 出土状況

F4SK453 出土状況



194 195

F4 区写真 13

F4SK497 出土状況（床面）

F4SK450 セクション

F4SK496 出土状況

F4SK497 完掘

F4SK497 出土状況（上面）

F4SK492 セクション

F4SK496 出土状況

F4SK497 セクション



194 195

F4 南部 SB429・SD413-2 完掘

SB429-P3 セクション

F4SK587 出土状況

P4821 検出状況

F4SK585 セクション

F4 区写真 14



196 197

F4SR401（大溝2-1）セクション

F4SR401（大溝 2-1）・402（大溝2-2）完掘（連結部）

F4 区写真 15



196 197

F4 区写真 16

F4SR401（大溝2-1）出土状況

F4SR401（大溝2-1）出土状況

F4SR401（大溝2-1）出土状況（高杯）

F4SR401（大溝2-1）出土状況（高杯）

F4SR401（大溝2-1）出土状況



198 199

F4 区写真 17

F4SR401（大溝2-1）出土状況

F4SR401（大溝2-1）出土状況

F4SR401（大溝2-1）出土状況

F4SR401（大溝2-1）出土状況

F4SR401（大溝2-1）出土状況

F4SR401（大溝2-1）出土状況

F4SR401（大溝2-1）出土状況

F4SR401（大溝2-1）出土状況



198 199

F4 区写真 18

F4SD409 バンクセクション（南壁）

F4SX403 出土状況

F4SD431・SK505（西壁）

F4SD431 バンクセクション（南壁）

F4SD409 バンクセクション

F4SX403 出土状況（全景）

F4SD431 セクション

F4SD437 バンク



200 201

F4SB409 完掘

F4SB401・402・403 完掘

F4 区写真 19



200 201

F4SB414 完掘

F4SB409 完掘

F4 区写真 20



202 203

F4SB410～412

F4SB410-P7

F4SB410-P6

F4SB410-P7

F4SB410-P6

F4 区写真 21



202 203

F4SB414-P6 セクション

F4SB420 完掘

F4 区写真 22



204 205

F4 区写真 23

F4SB401-P5 出土状況

F4SB401-P2 出土状況

F4SK440 出土状況

F4SB406-P3 セクション

F4SB401-P5 柱痕出土状況

F4SB401-P1 セクション

F4-P4350 出土状況

F4SB402-P2 セクション



204 205

F4 P4101 出土状況、中世（柱痕出土の椀）

F4 P4394 出土状況

F4 P4368 出土状況

F4SD404 セクション

F4 P4206 出土状況

F4 区写真 24



206 207

F5 区写真 1

F5SR501・502 完掘

F5調査区全景（北より）

F5SR503　SD504 完掘



206 207

F5 区写真 2

F5SR503 最下層溝検出状況（前期溝 4）

F5SR503　SD504 セクション

F5SR503B 石鏃出土状況

F5SR503 出土状況

F5SR503 セクション

F5SR501・502 セクション

F5SR503 出土状況

F5SR503 最下層溝検出状況（前期溝 4）



208 209

G1・2完掘

G1ST102・3完掘

G1ST102・3セクション

G1ST101 完掘

G1完掘

G1 区写真 1



208 209

G1 区写真 2

G1ST103 中央ピット

G1ST104 完掘

G1ST103 炭化物出土状況

G1ST103 出土状況

G1SD101 完掘

G1ST104 検出状況

G1ST103 出土状況（石包丁）

G1SD101 完掘



210 211

G2完掘

G2SD202 出土状況

G2SD202 完掘

G1SD101 完掘

G2SK204 完掘

G2 区写真 1



210 211

G4完掘

G1SD101

G4SD401

G4SD401 セクション

G4SB401

G4 区写真 1



212 213

H1完掘（全景）

H1SD201 検出状況

H1SA又は SB完掘

H1SD202 完掘

H1セクション（北壁）

H1 区写真 1



212 213

H1 区写真 2

H1包含層出土状況

H1包含層出土状況

H1包含層出土状況



214 215

H1 区写真 3

H1SK146 出土状況

H1SK114 検出状況

H1出土状況（打斧）

H1出土状況

H1SK129 出土状況

H1SK106 検出状況

H1出土状況

H1SK150 出土土器



214 215

98-H2 下面完掘

97-H2 中世面完掘

H2 区写真 1



216 217

H2 区写真 2

H2SK2006

H2SK2006

H2SK2009 完掘

H2SK2007 完掘

H2SK2002

H2 縄文遺構検出状況

H2SK2009 出土状況

H2SK2006 出土遺物



216 217

H2 区写真 3

H2SK2022 完掘

H2SK2020 完掘

同左

H2SR201B 調査区（東側）

H2SK2021 完掘

H2SK2014 完掘

H2SR201B 下層 SR201

H2SR201　SD224 調査区（東側）



218 219

H2 区写真 4

H2縄文土器出土状況

H2包含層、縄文土器出土状況

H2石錘出土状況

H2打製石フ出土状況

H2縄文土器出土状況

H2包含層、縄文土器出土状況

H2石鏃出土状況

H2縄文土器出土状況



218 219

H2 区写真 5

97-H2 中世面検出状況

97-H2 中世面検出状況

SX202 集石



220 221

H2 区写真 6

H2SX203 集石

H2SD202 集石（SX201）

H2SD201 セクション

H2SD201 端部 SK201

H2SD204B 端部、SX202 集石

H2SD202 集石（SX201）

H2SK221

H2SX203 断面



220 221

H2 区写真 7

H2SD204 セクション

H2SK216 完掘

H2SD202・204 完掘

H2SD211

H2SD204 集石遺構 1

H2SD202 バンク

H2SD208 セクション

H2SK212 セクション



222 223

H3完掘

H3SK301 完掘

H3調査区南部完掘

H3SX301 完掘

H3調査区北部遺構完掘

H3 区写真 1



222 223

H3 区写真 2

H3縄文土器出土状況

H3縄文土器出土状況

H3打製石斧出土状況



224 225

H4 区写真 1

H4打斧

H4弧状集石

H4スクレイパー

H4石鏃

H4定角式磨製石斧

H4SK401・402 出土状況

H4石鏃

H4石錘



224 225

I1 調査区全景（北より）

I1 調査区全景（南より）

I1 区写真 1



226 227

I1 区写真 2

I1ST101 炭化物出土

I1ST101 完掘

I1ST101 炉跡周辺出土遺物



226 227

I1 区写真 3

I1ST102 完掘

I1ST103 完掘

I1ST104 完掘



228 229

I1SB101・SD101 完掘

I1SD101 出土状況

I1SD101 出土状況

I1SD101 出土状況

I1SD101 出土状況

I1 区写真 4



228 229

I1 区写真 5

I1SB102 完掘

I1SK113 出土状況

I1SB103 完掘



230 231

I1 区写真 6

I1SK109 出土状況

I1SK101 完掘

I1SK121 出土状況

I1 P1035（SB106）出土状況

I1SB105、SK109 完掘

I1SB104　SK101 完掘

I1SB107 完掘

I1SB106 完掘



230 231

I1 区写真 7

I1SK104 出土状況

I1SK116 出土状況

I1SD102（大溝7b）・103（大溝7a）完掘

I1SK114 出土状況

I1SK102 完掘

I1SB108 完掘

I1SK117 出土状況

I1SK107 出土状況



232 233

I2 遺構完掘（上面）

I2 遺構完掘（下面）

I2 区写真 1



232 233

I2ST203 炭化物出土状況

I2ST203 完掘

I2 区写真 2



234 235

I2 区写真 3

I2ST204 完掘

I2ST202 完掘

I2ST205 完掘



234 235

I2 区写真 4

I2ST206 完掘

I2ST208 完掘

I2ST209、211 完掘



236 237

I2 区写真 5

I2ST213 完掘

I2ST210 出土状況

I2ST216・217 完掘



236 237

I2ST214・212 完掘

I2ST214 炭化物出土状況

I2 区写真 6



238 239

I2 区写真 7

I2SB205

I2SB201

I2SB207



238 239

I2 区写真 8

I2SB210

I2SB212

I2SX201 上面集石



240 241

I2 区写真 9

I2SK249

I2SK245

I2SK285



240 241

I3 区写真 1

I3-1 西側上面 SD完掘

I3-1 西側遺構完掘

I3-1 東側遺構完掘



242 243

I3 区写真 2

I3-2SD306 集石出土状況

I3-2 上面 SD306 検出状況

I3-2SD306 完掘



242 243

I3 区写真 3

I3-3 完掘

I3-3（I1ST103）完掘

I3-3ST302 完掘



244 245

I4 調査区南西部（南西より）

I4 調査区南西部（北東より）

I4 区写真 1



244 245

I4ST406 完掘

I4ST402 完掘

I4 区写真 2



246 247

I4ST420

I4 調査区中央東部（南より）

I4 区写真 3



246 247

I4SB412・SK450

I4SB404・SK409

I4 区写真 4



248 249

I4TR3

I4SB409・410 完掘（北より）

I4 区写真 5



248 249

I4 区写真 6

I4ST407・408 出土状況

I4ST414 完掘

I4SK428 出土状況

I4SK417 出土状況

I4ST210（I2）出土状況

I4ST407・408 完掘

I4SK433 出土状況

I4SK411 出土状況



250 251

I4 区写真 7

I4SD103 セクション

I4SB409 完掘

I4 包含層出土須恵器皿

I4SX401 検出状況

I4 北東部上面（南より）

I4SD431 出土須恵器蓋



250 251

J1 区写真 1

J1 調査区全景（南より）

J1ST101 完掘

J1ST102 出土状況



252 253

J1 区写真 2

J1ST103 完掘

J1ST102　SB101 完掘

J1ST104 出土状況



252 253

J1 区写真 3

J1ST105 完掘

J1ST105 鉄製品出土状況

J1ST105 支脚状土器出土状況



254 255

J1 区写真 4

J1ST106 完掘

J1ST106 出土状況

J1ST107 完掘



254 255

J1 区写真 5

J1ST107 鉄製品出土状況

J1ST108 出土状況

J1ST108 完掘



256 257

J1 区写真 6

J1SK101 出土状況

J1ST109・110 完掘

J1SK103 出土状況



256 257

J1 区写真 7

J1SK106 出土状況

J1SD101 出土状況

J1P1001 出土状況



258 259

J3 住居跡群完掘

J3調査区全景（南より）

J3 区写真 1



258 259

J3 縄文時代遺構完掘

J3SK303 完掘

J3SK303 出土状況

J3SK304 完掘

J3SK301 出土状況

J3 区写真 2



260 261

J3 区写真 3

J3ST304 完掘

J3ST302 完掘

J3ST307 炉跡出土状況

J3ST306 完掘

J3ST303 完掘

J3ST301 完掘

J3ST307 完掘

J3ST305 完掘



260 261

J3 区写真 4

J3ST309 土状況

J3ST309 完掘

J3ST313 完掘

J3ST311 完掘

J3ST309 出土状況

J3ST308 完掘

J3ST312 完掘

J3ST310 完掘



262 263

J3 区写真 5

J3SB304 完掘

J3SB302 完掘

J3SB308 完掘

J3SB306 完掘

J3SB303 完掘

J3ST313 炭化物出土状況

J3SB307 完掘

J3SB305 完掘



262 263

J3 区写真 6

J3SB312 完掘

J3SB310 完掘

J3SB316 完掘

J3SB314 完掘

J3SB311 完掘

J3SB309 完掘

J3SB315 完掘

J3SB313 完掘



264 265

J3 区写真 7

J3SK317 集石出土状況

J3SK311 出土状況

J3SK327 出土状況

J3SK321 出土状況

J3SK317 完掘

J3SB317 完掘

J3SK324 出土状況

J3SK321 完掘



264 265

J4 調査区完掘（西より）

J4ST401 出土状況

J4ST401 出土状況

J4ST401 完掘

J4ST401 出土状況

J4 区写真 1



266 267

J4 区写真 2

J4ST403 中央ピット出土状況

J4ST402 完掘

J4ST409 完掘

J4ST406 出土状況

J4ST403 完掘

J4ST402 出土状況

J4ST407 完掘

J4ST405 絵画土器出土の層位



266 267

J4 区写真 3

J4ST413 出土状況

J4ST411 完掘

J4ST418 床面出土状況

J4ST413 完掘

J4ST412 完掘

J4ST410 完掘

J4ST414 完掘

J4ST413 石包丁出土状況



268 269

J4 区写真 4

J4ST419 石剣出土状況

J4ST418 鉄片出土状況

J4SK421 出土状況

J4SK405 出土状況

J4ST419 出土状況

J4ST417・418 完掘

J4SK414 完掘

J4ST419



268 269

J4 区写真 5

J4SK430 出土状況

J4SK423 出土状況

J4SR401（大溝6）完掘

J4SK424 出土状況

J4SK422 出土状況

J4SR401（大溝6）セクション



270

J4-2 区写真 1

J4-2 P4130（SB406）出土状況

J4-2 検出状況

J4-2 調査区全景（北より）



271

J5 調査区北側（北より）

J5調査区全景（北より）

J5 区写真 1



272 273

J5 区写真 2

J5ST503 床面検出状況

J5ST501 出土状況

J5SK502 完掘

J5SK501 出土状況

J5ST502 完掘

J5ST501 バンク

J5SK501 バンク下出土状況

J5ST503 完掘



272 273

J5 区写真 3

J5 調査区北側

J5SB502　SK504 完掘

J5調査区南側植物痕

J5SR501 完掘

J5SK506 完掘

J5SK503 出土状況

J5調査区南側植物痕

J5SD506 完掘



274 275

J6 区写真 1

J6 全景（東より）

J6全景（西より）

J6ST601・603 完掘



274 275

J7-2SR701 完掘（北東より）

J7-2 全景（北より）

J7 区写真 1



276 277

K1 調査区全景

K1調査区全景

K1 区写真 1



276 277

K1 区写真 2

K1ST122・123 出土状況

K1ST127 出土状況

K1ST128 完掘



278 279

K1 区写真 3

K1SK151 出土状況

K1SK148 出土状況

K1SD108 出土状況



278 279

K1 区写真 4

K1SD112 出土状況

K1SD117 出土状況

K1SD119 出土状況



280 281

K1 区写真 5

K1ST127セクション

K1ST119 出土状況

K1SD108セクション



280 281

K1 区写真 6

K1SD114 セクション

K1SD102（大溝4）セクション

K1SD102（大溝4）セクション



282 283

K1 区写真 7

KST118 炉跡 1セクション

K1ST116中央ピットセクション

KST118 炉跡 2セクション



282 283

K1 区写真 8

K1ST119 中央ピットセクション

K1ST125 中央ピットセクション

K1ST125 中央ピット出土状況



284 285

K1 区写真 9

K1ST103 完掘

K1ST102 完掘

K1ST105・106・107 完掘



284 285

K1 区写真 10

K1ST111 完掘

K1ST112 完掘

K1ST113 完掘



286 287

K1 区写真 11

K1ST116 完掘

K1ST114・115 完掘

K1ST118・119・120 完掘



286 287

K1 区写真 12

K1ST120 完掘

K1ST122 完掘

K1ST123・124 完掘



288 289

K1 区写真 13

K1ST127 完掘

K1ST126 完掘

K1SD115・116 完掘



288 289

K1 区写真 14

K1ST120 出土状況

K1SK124 出土状況

K1SD114 出土状況



290 291

K1 区写真 15

K1ST124 内中世土器出土状況

K1 P1126 出土状況

K1 P1127 出土状況



290 291

K1 区写真 16

K1 P1133 出土状況

K1 P1142 出土状況

K1 P1155 出土状況



292 293

K2 区写真 1

K2ST202 完掘

K2ST201 完掘

K2ST203 完掘



292 293

K2ST204 完掘

K2ST204 出土状況（高杯）

K2ST204 石材出土状況

K2ST204 出土状況（小壺）

K2ST204 床面炭化物出土状況

K2 区写真 2



294 295

K2 区写真 3

K2ST208 完掘

K2ST205 完掘

K2ST210 完掘



294 295

K2ST206 完掘

K2ST206 出土状況（粘土塊）

K2ST206 炭化物出土状況

K2ST206 出土状況（脚付壺）

K2ST206 セクション

K2 区写真 4



296 297

K2ST207 完掘

K2ST207 出土状況（壺）

K2ST207 出土状況（小甕）

K2ST207 出土状況（石包丁）

K2ST207 出土状況

K2 区写真 5



296 297

K2 区写真 6

K2ST209 出土状況

K2ST209 床面炭化物

K2ST209 完掘



298 299

K2 区写真 7

K2ST212 完掘

K2ST211 完掘

K2ST213・214 完掘



298 299

K2 区写真 8

K2ST215 完掘

K2ST216 完掘

K2ST217 完掘



300 301

K2 区写真 9

K2ST219

K2ST218 完掘

K2ST223 完掘



300 301

K2 区写真 10

K2ST221 出土状況

K2ST216 出土状況（石剣）

K2ST223 床面出土状況

K2ST221 出土状況

K2ST221 出土状況

K2ST210 出土状況（大型蛤刃石斧）

K2ST222 貼床上面出土状況

K2ST221 出土状況



302 303

K2ST220 完掘

K2ST220 貼床上面完掘

K2 区写真 11



302 303

K2 区写真 12

K2ST220 出土状況（壺）

K2ST220 セクション

K2ST220 出土状況（鉄斧）

K2ST220 出土状況（鉢）

K2ST220 出土状況（高杯脚）

K2ST220 貼床上面出土状況

K2ST220 出土状況（敷物圧痕）

K2ST220 中央ピットセクション



304 305

K2ST222 完掘

K2ST222 貼床上面完掘

K2 区写真 13



304 305

K2 区写真 14

K2ST224・225 完掘

K2ST226 完掘

K2ST227 完掘



306 307

K2 区写真 15

K2SK225 出土状況

K2SK212 出土状況

K2SK288 出土状況

K2S269 完掘

K2SK217 出土状況

K2SK201 出土状況

K2SK290 出土状況

K2SK239 出土状況



306 307

K2 区写真 16

K2SK218 出土状況

K2SK295 出土状況

K2SD203 出土状況

K2SK275 出土状況

K2SK216 出土状況

K2SK281 有溝石錘出土状況

K2SK240 出土状況

K2SK227 出土状況



308 309

K2 区写真 17

K2SD206 出土状況

K2SK272 出土状況

K2SD208B 出土状況



308 309

K2 区写真 18

K2SB201

K2SE201

K2SE201



310 311

K2SD205 出土状況

K2SD205 西端出土状況

K2SD205 炭化材

K2SD205 完掘

K2SD205 焼土

K2 区写真 19



310 311

K3 区写真 1

K3 調査区完掘

K3調査区完掘

K3調査区検出状況全景



312 313

K3 区写真 2

K3ST302 完掘

K3ST301 セクション

K3ST303 完掘



312 313

K3 区写真 3

K3ST304 完掘

K3ST304-P2 出土状況

K3ST305・306 完掘



314 315

K3 区写真 4

K3ST308 完掘

K3ST307 完掘

K3ST309 完掘



314 315

K3 区写真 5

K3ST310 完掘

K3ST311～313 完掘

K3ST312 中央炉跡出土状況



316 317

K3 区写真 6

K3SB304 完掘

K3SB302 完掘

K3SB308 完掘

K3SB306 完掘

K3SB303 完掘

K3SB301 完掘

K3SB307 完掘

K3SB305 完掘



316 317

K3 区写真 7

K3SB312 完掘

K3SB310 完掘

K3SB316 完掘

K3SB314 完掘

K3SB311 完掘

K3SB309 完掘

K3SB315 完掘

K3SB313 完掘



318 319

K3 区写真 8

K3SB321 完掘

K3SB318・319 完掘

K3SB325 完掘

K3SB323 完掘

K3SB320 完掘

K3SB317 完掘

K3SB324 完掘

K3SB322 完掘



318 319

K3 区写真 9

K3SB329、SD308 完掘

K3SB327 完掘

K3SD102（大溝4）出土状況

K3SB331 完掘

K3SB328 完掘

K3SB326 完掘

K3SD102（大溝4）完掘

K3SB330 完掘



320 321

K3 区写真 10

K3SX302 出土状況

K3SK301 出土状況

K3 P3002 白磁出土状況

K3SD302・303 検出状況

K3SX301 出土状況

K3SD301（大溝5）完掘

K3SD302・303 完掘

K3 P3030 出土状況



320 321

L1 完掘（北より）

L1調査区北半部遺構検出状況（北より）

L1 区写真 1



322 323

L1 区写真 2

L1ST104 完掘（東より）

L1ST101 出土状況（西より）

L1SB101-P5 出土状況（東より）

L1SB101～103 完掘（東より）

L1ST102-P12 セクション（南より）

L1ST101 床面遺構検出状況（北より）

L1SB108 完掘（東より）

L1ST107 完掘（西より）



322 323

L1 区写真 3

L1SK109 完掘（西より）

L1SK107・108 完掘（北より）

L1SK123 完掘（南より）

L1SK111 出土状況（北より）

L1SK109 セクション（南より）

L1SK101 炭化材検出状況（東より）

L1SK123 セクション（西より）

L1SK110 炭化種子検出状況（北より）



324 325

L1 区写真 4

L1SD105 セクション（北より）

L1SK127 出土状況（西より）

L1SR107（大溝2）上層セクション（東より）

L1SD105 出土状況（東より）

L1SK133 基底面礫検出状況

L1SK127 セクション（南より）

L1SD105 出土状況（西より）

L1SD105 出土状況（南より）



324 325

L1SD105、L1SR107（大溝2）完掘（東より）

L1SR107（大溝2）出土状況（東より）

L1SR107（大溝2）セクション（西より）

L1SX101 基底面小礫検出状況（南より）

L1SR107（大溝2）上層完掘（東より）

L1 区写真 5



326 327

L2・3、Q2

L2 区写真 1



326 327

L2ST209 完掘

L2ST203 完掘

L2 区写真 2



328 329

L2ST210・211 完掘

L2 区写真 3

L2ST205 完掘



328 329

L2ST213 完掘

L2ST212 完掘

L2 区写真 4



330 331

L2ST219 完掘

L2ST214 完掘

L2 区写真 5



330 331

L2ST226 完掘

L2ST226 遺物・炭化物出土状況

L2 区写真 6



332 333

L2ST227 完掘

L2ST227 出土状況

L2 区写真 7



332 333

L2ST228 完掘

L2ST228 出土状況

L2 区写真 8



334 335

L2ST230 完掘

L2 区写真 9

L2ST228・229 完掘



334 335

L2SB203・204 完掘

L2SB201 完掘

L2 区写真 10



336 337

L2 区写真 11

L2SK222 炭化物出土状況

L2SK221 出土状況

L2SK270 出土状況

L2SK259 出土状況

L2SK222 出土状況

L2SK216 出土状況

L2SK253 出土状況

L2SK228 出土状況



336 337

L2 区写真 12

L2ST214 出土状況

L2SK278 出土状況 2

L2ST224 炉跡（炭化物）出土状況

L2SD206 セクション

L2SK277 出土状況

L2SK278 出土状況 1

L2SD207 出土状況

L2SD206 出土状況



338 339

L2 区写真 13

Q2ST202（L4側）完掘

L4完掘

L2SB207（L4側）完掘



338 339

L2、L3 完掘（南より）

L2・3、Q2完掘（北より）

L3 区写真 1



340 341

L3 区写真 2

L3SB318 完掘

L3SB318・319 完掘

L3SB319 完掘



340 341

L3 区写真 3

L3ST302 完掘

L3ST301 床面炭化物

L3ST304 完掘

L3ST303 検出状況

L3ST301 完掘

L3ST301・302 検出状況

L3ST303 完掘

L3ST301・302 完掘



342 343

L3 区写真 4

L3ST306・307 完掘

L3ST306・307・308 完掘

L3ST312 完掘

L3ST309・310 完掘

L3ST306 床面炭化物検出状況

L3ST305 完掘

L3ST311 完掘

L3ST308



342 343

L3 区写真 5

L3SB301 完掘

L3ST314

L3S309 完掘

L3SB303

L3ST315

L3ST312～315

L3S304

L3SB302



344 345

L3 区写真 6

L3SB318 完掘

L3SB314 完掘

L3SB318（SK303）

L3SB318（SK316）

L3SB317

L3SB312 完掘

L3SB318（SK308）セクション

L3SB318（SK314）



344 345

L3 区写真 7

L3SB318（SK371）

L3SB318（SK313）柱痕出土状況

L3SB319（SK374）

L3SB319（SK344）

L3SB318（SK384）

L3SB318（SK313）出土状況

L3SB319（SK338）セクション

L3SB319（SK372）セクション



346 347

L3 区写真 8

L3SB330（SK379）

L3SB319（SK385）完掘

L3SK358 セクション

L3SK317 セクション

L3SB330（SK378）

L3SB319（SK385）セクション

L3SK317 炭化種子出土状況

L3SB330（SK341）



346 347

L3 区写真 9

L3SK392 完掘

L3SK362 出土状況

L3-P3092 石包丁出土状況

L3-P3234 出土状況

L3SK362 出土状況

L3SK359 出土状況

L3-P3234 出土状況

L3-P3234 出土状況



348 349

L3 区写真 10

L3SD302 セクション

L3SD301・302

L3SR301 セクション

L3SR301

L3SD302 出土状況

L3-P3235 出土状況

L3SR301

L3SD301～303 完掘



348 349

M区写真 1

M1・2調査区全景

M1・2調査区全景

M1・2出土状況



350 351

M3出土状況

M3出土状況

M3出土状況

M3出土状況

M3出土状況

M区写真 2



350 351

M区写真 3

M4TR1 拡張調査区全景

M4SK401 出土状況

M4SK401 出土状況



352 353

M区写真 4

M4SK402 出土状況

M4SK402 出土状況

M4SK402 出土状況



352 353

N1・I1 調査区全景（南より）

N1・I1 調査区全景（北より）

N1 区写真 1



354 355

N1 区写真 2

N1ST101 完掘

N1ST101 バンク

N1ST104 完掘



354 355

N1 区写真 3

N1ST103 バンク

N1ST103 集石検出状況

N1ST103 完掘



356 357

N1 区写真 4

N1ST105 炭化物検出状況

N1ST105 バンク

N1ST105 完掘



356 357

N1 区写真 5

N1ST106 炭化物検出状況

N1ST106 床面検出状況

N1ST106 完掘



358 359

N1 区写真 6

N1SK113 出土状況

N1SB102　SK105 完掘

N1SK120 集石検出状況

N1SK115 集石検出状況

N1SK118 出土状況

N1SK101 出土状況

N1SK119 出土状況

N1SK114 セクション



358 359

N1SD102・103 完掘

N1SD103 セクション

N1SD103 バンク

N1SD108 完掘

N1SD102・103 バンク

N1 区写真 7



360 361

N2完掘全景

N2ST202 出土状況（壺）

N2ST202 床面出土状況

N2ST202 出土状況（釣針）

N2ST201 出土状況（甕、石包丁）

N2 区写真 1



360 361

N2 区写真 2

N2ST201 完掘

N2ST201中央ピット出土状況

N2ST202 貼床除去状況



362 363

N3完掘（西より）

N3ST301 完掘（南より）

N3 区写真 1



362 363

N3 区写真 2

N3SD309 集石検出状況（東より）

N3SD305 須恵器高杯出土状況（北より）

N3SD304 セクション（西より）

N3SD308 完掘

N3SD305 セクション（西より）

N3ST301-P5 柱痕セクション（南より）



364 365

O1SR101 完掘（東より）

O1調査区全景（北より）

O1区写真 1



364 365

O1SB103　SK104・105 完掘（北より）

O1SK104 セクション

O1SK105 出土状況

O1SK105 セクション

O1SK104 出土状況

O1区写真 2



366 367

O1区写真 3

O1SK102 出土状況

O1ST101 完掘

O1SR101 セクション

O1SK106 出土状況

O1SK101 バンク

O1ST101 床面検出状況

O1SD102・103 セクション

O1SK103 バンク



366 367

O2調査区北側（北より）

O2調査区全景（北より）

O2区写真 1



368 369

O2区写真 2

O2ST202 出土状況

O2ST201 石包丁出土状況

O2ST203 出土状況

O2ST202 出土状況

O2ST201 完掘

O2ST201 出土状況

O2ST202 完掘

O2ST202 出土状況



368 369

O2区写真 3

O2SK205 集石検出状況

O2SK201 出土状況

O2SK209 出土状況

O2SK207 出土状況

O2SB203 完掘

O2SB201・202 完掘

O2SK207 完掘

O2SK207 出土状況



370 371

O2区写真 4

O2SK210 完掘

O2SK209 出土状況

O2調査区西側落ち込み部分

O2調査区南側SD群

O2SK210 出土状況

O2SK209 堅果類出土状況

O2SD203・206・207 完掘

O2SK212 出土状況



370 371

O4下面全景（西より）

O4上面全景（西より）

O4区写真 1



372 373

P1 区写真 1

P1ST101 完掘

P1調査区南側（北より）

P1ST101 出土状況



372 373

P1 区写真 2

P1ST102 完掘

P1ST102 出土状況

P1ST103 完掘



374 375

P1 区写真 3

P1ST104 完掘

P1ST103 出土状況

P1SK101 出土状況



374 375

P2 区写真 1

P2 検出状況

P2SK203 出土状況

P2SD203 集石遺構



376 377

P3 区写真 1

P2SD203・204（大溝8a・b）
完掘

P2SD204（大溝8b）セクション

P2SD204（大溝8b）完掘



376 377

P4 区写真 1

P4 全景（西より）検出状況

P2SD204（大溝8b）検出状況

P4全景（北東より）完掘



378 379

P5 区写真 1

P5SK501 完掘

P5全景（西より）

P5SK502 出土状況



378 379

Q1完掘（南より）

Q1遺構検出状況（南より）

Q1区写真 1



380 381

Q1SK101 出土状況（西より）

Q1SK103 セクション（西より）

Q1SK102 セクション（南より）

Q1SD101 セクション（東より）

Q1SB101 完掘（西より）

Q1区写真 2



380 381

Q2全景（北より）

Q2ST202 床面検出状況

Q2ST201 完掘

Q2ST203 出土状況

Q2ST201 床面検出状況

Q2区写真 1



382 383

Q2区写真 2

Q2ST207・209 完掘

Q2ST203・204・205 完掘

Q2SB203-P3 出土状況

Q2SK210 出土状況

Q2ST206 完掘

Q2ST203・204・205 完掘（バンク有）

Q2SB207-P3 出土状況

Q2P2006 出土状況



382 383

Q2区写真 3

Q2大溝 2溝・流路完掘

Q2SR201・SD203（大溝2）
セクション（東壁）

Q2SR201（大溝2）セクション
（東壁）



384

Q3完掘（南より）

Q3石包丁出土状況

Q3SD302（大溝8b）セクション（南より）

Q3調査区北部西壁セクション

Q3SD301（大溝8a）セクション（南より）

Q3区写真 1



384
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	D1SB101P7 柱痕検出（東より）
	D1SB103P5 半截（南より）
	D1SB102P3 柱痕検出（東より）
	D1SB111P1 完掘（東より）
	D1SB113P1 完掘（南より）
	D1 古代溝完掘（南より）
	D1SR103 完掘（東より）

	D1 区写真3
	D1ST101・102 完掘（南より）
	D1ST101 出土状況（東より）
	D1ST103 完掘（南より）

	D1 区写真4
	D1ST105・106・107 完掘（南より）
	D1ST105 出土状況（東より）
	D1ST105 出土状況
	D1ST105P1 出土状況（北より）
	D1ST106 中央P 出土状況（南より）

	D1 区写真5
	D1ST104 完掘（北西より）
	D1ST108 完掘（西より）
	D1ST108 出土状況（西より）

	D1 区写真6
	D1ST109・110・112 完掘 （南より）
	D1ST110 完掘（西より）
	D1ST111 完掘（南より）

	D1 区写真7
	D1ST112 完掘（北より）
	D1ST113 完掘（南より）
	D1ST119 完掘（北より）

	D1 区写真8
	D1ST114・115・116 完掘（南より）
	D1ST115P3 出土状況（南より）
	D1ST115P1 出土状況（東より）
	D1ST115P8 出土状況（西より）
	D1ST116P1 出土状況（北より）

	D1 区写真9
	D1ST122 完掘（西より）
	D1ST123 完掘（西より）
	D1SK1010 南壁セクション （南より）

	D1 区写真10
	D1SK1030 完掘（南より）
	D1SK1021 出土状況（東より）
	D1SK1021 完掘（東より）

	D1 区写真11
	D1SK1025 出土状況（北より）
	D1SK1027 出土状況（北より）
	D1SK1027 完掘（北より）

	D1 区写真12
	D1SK1047 完掘（北より）
	D1SK1127 出土状況（南より）
	D1SK1130 完掘（北より）

	D1 区写真13
	D1SK1118 完掘（西より）
	D1SX1001 出土状況（北より）
	D1SD130 出土状況（北より）

	D1 区写真14
	D1SD106 南壁セクション（南より）
	D1SD106・107 南壁セクション（南より）
	D1SD112 東壁セクション（東より）
	D1SD1010（前期溝1・2）完掘（北より）
	D1SD1009（大溝1）出土状況（北より）
	D1SD1007（大溝1）出土状況（南より）
	D1SR111（大溝4）出土状況（南より）
	D1SR111（大溝4）完掘、SD1001（大溝3）出土状況（北より）

	D2 区写真1
	D2-1 全景（西より）
	D2SK202・203 完掘
	D2SD215（前期溝2）完掘
	D2SR204 完掘
	D2SR207 完掘

	D2 区写真2
	D2-2 全景（西より）
	D2ST251・252 完掘
	D2SK252 出土状況
	D2SK252・259　SD251 完掘
	D2-2 包含層石斧出土状況
	D2-2 包含層石鏃出土状況
	D2-2 包含層石鏃出土状況
	D2-2 包含層石鏃出土状況


	E区
	E1 区写真1
	E1 全景（西より）
	E1ST102 床面検出状況
	E1ST102 完掘
	E1ST102 銅鏡出土状況
	E1ST101、SK106 出土状況

	E1 区写真2
	E1ST101　SK106 完掘
	E1SR101（大溝3・4）完掘（北東より）
	E1SR101（大溝3・4）セクション（南壁）
	E1SR101（大溝4）出土状況
	E1SR101（大溝4）出土状況
	E1SR101（大溝4）セクション（北壁）
	E1SD101（大溝3）セクション
	E1SD102 セクション

	E2 区写真1
	E2 前期溝2
	同上セクション

	E2 区写真2
	E2 前期溝3
	同上セクション

	E2 区写真3
	E2SK248 出土状況
	E2SK262 出土状況
	E2SK275 出土状況
	同左セクション
	E2SK275 出土石斧（E2-19 図41）
	E2SK292 出土状況
	E2Sk248 石製紡錘車（E2-10 図17）
	E2 前期溝3 小壺

	E3 区写真1
	E3SR301（大溝1）セクション（中央バンク北壁）
	E3SR301・SD310 切り合い部（北より）
	E3SD310（前期溝2）セクション
	E3SD310・SR301 切り合い部セクション
	E3SD310（前期溝2）出土状況

	E3 区写真2
	E3SD310 出土状況（甕）
	E3SD310 出土状況（蓋）
	E3SD310 出土状況（小型土器）
	E3SD310 出土状況（石製紡錘車）
	E3SD308 出土状況
	E3SD308 出土状況
	E3SR301（大溝1）完掘（E3 南部）
	E3SR301、SD309、SD310切り合い状況（南より）

	E3 区写真3
	E3SR301 出土状況（壺）
	E3SR301 出土状況（E3 南部）
	E3SR301 出土状況（高杯）
	E3SR301 出土状況（紡錘車）
	E3SR302 上層出土状況（入れ子）
	E3SR302 出土状況
	E3SR302 出土状況（壺）
	E3SR302 出土状況（甕）

	E3 区写真4
	E3SR302（大溝2）セクション（E3 調査区南壁）
	E3SR302（大溝2）出土状況
	E3SR302（大溝2）出土状況（石包丁）
	E3SR303（大溝4）セクション（北より）
	E3SR303（大溝4）出土状況

	E4 区写真1
	E4 遺構検出状況（南より）
	E4ST405、E4SD402・403 完掘（北より）

	E4 区写真2
	E4ST416・422 完掘（東より）
	E4 完掘（東上空より）

	E4 区写真3
	E4ST401 石斧出土状況（西より）
	E4ST401 完掘（北より）
	E4ST403 中央ピット砥石出土状況（北より）
	E4ST402・403 完掘（北より）
	E4ST404 完掘（北より）
	E4ST405 床面遺構検出状況（北より）
	E4ST406 床面炭化物検出状況（東より）
	E4ST406 完掘（北より）

	E4 区写真4
	E4ST407・408 完掘（南より）
	E4ST409 完掘（西より）
	E4ST410 炭化材検出状況（南より）
	E4ST410 床面石斧出土状況（東より）
	E4ST410 出土状況（南より）
	E4ST410 床面遺構検出状況（東より）
	E4ST411 炭化物検出状況（東より）
	E4ST412 中央ピットセクション（西より）

	E4 区写真5
	E4ST412・415 完掘（西より）
	E4ST413 土器出土状況（東より）
	E4ST413 完掘（西より）
	E4ST416・422 床面遺構検出状況（東より）
	E4ST416 中央ピットセクション（南より）
	E4ST416 中央ピット出土状況（北より）
	E4ST417 炭化物検出状況（北より）
	E4ST417 大型直縁刃石器出土状況（西より）

	E4 区写真6
	E4ST417 完掘（南より）
	E4ST418 出土状況（北より）
	E4ST418 床面炭化物検出状況（西より）
	E4ST418 中央ピット内出土状況（西より）
	E4ST418 完掘（東より）
	E4ST419 完掘（北より）
	E4ST420 床面遺構検出状況（北より）
	E4ST422 中央ピット炭化物検出状況（北より）

	E4 区写真7
	E4 中央部西側完掘（東より）
	E4SK427 セクション（南より）
	E4SK429 セクション（北より）
	E4SK429 出土状況（北より）
	E4SK434 出土状況（北より）

	E4 区写真8
	E4SK434 炭化物検出状況（南より）
	E4SK440 セクション（北より）
	E4SK440 出土状況（西より）
	E4SK445 出土状況（北より）
	E4SK446 出土状況（西より）
	E4SK457 出土状況（南より）
	E4SD402 出土状況（西より）
	E4SD402 出土状況（南より）

	E4 区写真9
	E4SD404 セクション（東より）
	E4SD407 セクション（西より）
	E4SD410 セクション（西より）
	E4SD410 出土状況（北より）
	E4SD415 セクション（北より）
	E4SD410・415 完掘（南より）
	E4P4056 集石検出状況（東より）
	E4P4235 杯出土状況（北より）

	E5 区写真1
	E5 遺構検出状況（北西より）
	E5 完掘（南より）

	E5 区写真2
	E5SB501 完掘（東より）
	E5ST501 完掘（西より）
	E5SB501-P3（P5176）セクション（南より）
	E5SB501-P1（P5177）柱痕検出状況（東より）
	E5SB502-P1（SK541）柱痕検出状況（南より）

	E5 区写真3
	E5SK562 大型壺出土状況（東より）
	E5SD101（前期溝1）出土状況（南より）

	E5 区写真4
	E5SK507 完掘（西より）
	E5SK517 セクション（西より）
	E5SK517 出土状況（北より）
	E5SK517 石製紡錘車出土状況（南より）
	E5SK529 出土状況（東より）
	E5SK536 出土状況（西より）
	E5SK545 不明品出土状況（西より）
	E5SK556 セクション（南より）

	E5 区写真5
	E5SK560 セクション（南より）
	E5SK560 出土状況（西より）
	E5SK562 セクション（東より）
	E5SK571 セクション（北より）
	E5SK571 出土状況（西より）
	E5SK583 セクション（南より）
	E5SK583 中央部ピットセクション（南より）
	E5SD101（前期溝1）セクション（西より）

	E5 区写真6
	E5SD101（前期溝1）出土状況（東より）
	E5SD105（前期溝2）出土状況（南より）
	E5SD308 セクション（南より）
	E5SD308 出土状況（北より）
	E5SD502 セクション（南より）
	E5P5088 鉄鏃出土状況（南より）
	E5P5104 砥石出土状況（西より）
	E5P5215 叩石・台石出土状況（東より）

	E6 区写真1
	E6 遺構検出状況（北より）
	E6 完掘（北より）

	E6 区写真2
	E6SK625 出土状況（西より）
	E6SK625 炭化物検出状況（東より）
	E6SK626 セクション（南より）
	E6SK626 完掘（西より）
	E6SK630 セクション（南より）

	E6 区写真3
	E6SK633 セクション（西より）
	E6SK636、SD611 切合セクション（東より）
	E6SK636 壺出土状況（東より）
	E6SK636 甕出土状況（東より）
	E6SK644 セクション（南より）
	E6SK645 セクション（南より）
	E6 大溝1 上層セクション（南より）
	E6 大溝1 上層出土状況（東より）

	E6 区写真4
	E6SD612（前期溝3）セクション（南より）
	E6SR601（大溝1）セクション（南より）
	E6SR601（大溝1）Ⅲ層出土状況（東より）
	E6SR602（大溝2）セクション（南より）
	E6SR602（大溝2）環状石斧出土状況（西より）

	E6 区写真5
	E6SX601 壺出土状況（西より）
	E6SX601 壺出土状況（南より）
	E6SX601 出土状況（西より）
	E6SX601 出土状況
	E6SX601 作業風景
	E6SX601 基底面、E6SD612 検出状況（南より）
	E6SX601・602　E6SD612 完掘（西より）
	E6SE601 完掘（東より）

	E7 区写真1
	E7 遺構検出状況（南より）
	E7 完掘（南より）

	E7 区写真2
	ST701・702・740・741 完掘（北より）
	E7ST701・702・740・741貼床上面遺構検出状況（北より）
	E7ST701 中央ピットセクション（西より）
	E7ST701 中央ピット炭化物検出状況（北より）
	E7ST702 中央ピット炭化物検出状況（北より）

	E7 区写真3
	E7ST703 完掘（北より）
	E7ST705 完掘（北より）
	E7ST706 中央ピットセクション（東より）
	E7ST706・734 完掘（北より）
	E7ST708 床面遺構検出状況（北より）
	E7ST708 中央ピットセクション（西より）
	E7ST708 完掘（北より）
	E7ST710・719・720床面遺構検出状況（北より）

	E7 区写真4
	E7ST710 中央ピット炭化物検出状況（北より）
	E7ST710・719・720 完掘（西より）
	E7ST711 出土状況（北より）
	E7ST711・718、E7SK757 完掘（東より）
	E7ST712 中央ピットセクション（南より）
	E7ST712 ピット内出土状況（東より）
	E7ST712 完掘（東より）
	E7ST715床面遺構検出状況、SK743出土状況（西より）

	E7 区写真5
	E7ST715 床面遺構検出状況（西より）
	E7ST715 中央ピットセクション（東より）
	E7ST715中央ピット炭化物砥石検出状況（北より）
	E7ST722 炭化物検出状況（東より）
	E7ST722 中央ピット砥石出土状況（西より）
	E7ST722 完掘（北より）
	E7ST723 床面遺構検出状況（北より）
	E7ST723 中央ピットセクション（西より）

	E7 区写真6
	E7ST723 完掘（東より）
	E7ST724 完掘（北より）
	E7ST726-P13 柱痕セクション（西より）
	E7ST727 床面遺構検出状況（南より）
	E7ST727 中央ピットセクション（西より）
	E7ST727・730 完掘（北より）
	E7ST735 中央ピット炭化物検出状況（西より）
	E7ST735 完掘（北より）

	E7 区写真7
	E7SB723 完掘（北より）
	E7SK702 炭化物検出状況（南より）
	E7SK704 出土状況（南より）
	E7SK725 出土状況（西より）
	E7SK743 出土状況（南より）

	E7 区写真8
	E7SK744 セクション（東より）
	E7SK754 出土状況（北より）
	E7SK757 出土状況（北より）
	E7SK774 完掘（東より）
	E7SK777 出土状況（西より）

	E7 区写真9
	E7SK777 セクション（南より）
	E7SK777 出土状況（南より）
	E7SD710 セクション（東より）
	E7SD717 セクション（南より）
	E7SD722 セクション（西より）
	E7SR702（大溝3）・703 切合セクション（南より）
	E7SR703 集石検出状況（南より）
	E7SR703 高杯出土状況（西より）

	E7 区写真10
	E7 下層SR702（大溝3）～706 完掘
	E7SR704（大溝4）セクション（南より）
	E7SX701 出土状況（北より）
	E7SX701 出土状況（南より）
	E7SX703 出土状況（北より）

	E8 区写真1
	E8ST801 完掘
	E8ST802 完掘
	E8SK801～804 完掘
	E8SK801・802 完掘
	E8SK803 出土状況

	E8 区写真2
	E8-2 調査区北側（南より）
	E8-2 調査区南側（南より）
	E8SK851 完掘

	E8 区写真3
	E8SK851 出土状況
	E8-3 調査区東側（西より）
	E8-3 調査区西側（西より）

	E9 区写真1
	E9 全景（西より）
	道路状遺構 完掘（東より）
	道路状遺構 完掘（西より）
	E9SR901 完掘
	E9SR903 完掘


	F区
	F1 区写真1
	F1 全景（南より）
	F1 全景（北より）

	F1 区写真2
	F1ST103 完掘（東より）
	F1ST103 床面炭化物検出状況
	F1ST103 出土状況（石包丁）
	F1ST103 出土状況（石斧未製品）
	F1ST103 バンクセクション（北壁）

	F1 区写真3
	F1ST104 完掘（南より）
	F1ST104 バンクセクション（北東より）
	F1ST104 出土状況
	F1ST104 出土状況
	F1ST104 出土状況

	F1 区写真4
	F1ST105・106 出土状況
	F1ST105 出土状況
	F1ST105 完掘
	F1ST106 完掘
	F1ST105 セクション

	F1 区写真5
	F1ST101 完掘
	F1ST102・103 完掘
	F1SK103 出土状況
	F1SK103 出土状況
	F1SK103 出土状況
	F1SK107・108 全景
	F1SK107 出土状況
	F1SK107 セクション

	F1 区写真6
	F1SK130 完掘
	F1SK130 出土状況
	F1SK130 セクション
	F1SK130 セクション
	F1SK130 セクション

	F1 区写真7
	F1SK132 出土状況
	F1 P47 出土状況
	F1SX102 出土状況
	F1SD111 完掘
	F1SD111 出土状況
	F1SD111 出土状況
	F1SR101（東より）
	F1SR101 完掘

	F2 区写真1
	F2 完掘（北より）
	F2 検出状況
	F2 上面遺構
	F2 調査区南部
	F2 調査区北部

	F2 区写真2
	F2ST202 出土状況
	F2ST202 炭化物出土状況
	F2ST202 石器未製品出土状況
	F2ST202 床面、台石（砥石）出土状況
	F2ST202 出土状況

	F2 区写真3
	F2ST202 出土状況
	F2ST202 出土状況
	F2ST203 完掘
	F2ST203 中央ピット
	F2ST204 台石出土状況
	F2ST204 完掘
	F2ST205 完掘
	F2SK215 出土状況

	F2 区写真4
	F2SD204 出土状況
	F2SD204 セクション
	F2SD204 出土状況
	F2SD206 出土状況
	F2SD206 セクション
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	F2SD207 セクション
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	F3ST107 出土状況
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	F3ST303 出土状況
	F3ST303 石斧出土状況
	F3ST303 出土状況
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	F3ST304 床面検出状況
	F3ST304 床面完掘
	F3ST304 出土状況
	F3ST304 ベッド状遺構断面
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	F3ST304 中央ピット
	F3ST304 中央ピット
	F3ST306 床面検出状況
	F3ST308 バンクセクション
	F3SK315 出土状況（中世）
	F3SK107・108 上面出土状況
	F3SK107 上面出土状況
	F3SK108 上面出土状況
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	F3SK316 出土状況
	F3SK324 出土状況
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	F3SK335 出土状況
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	F3SK364 出土状況
	F3SK364 出土状況
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	F3SK365 出土状況
	F3SK369 出土状況
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	F3SK376 出土状況
	F3SK376 出土状況
	F3SK378 出土状況
	F3SK378 出土状況
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	F3P3005 出土状況
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	F3SD315 西壁セクション
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	F3SD309（大溝4）
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	F3SD309（大溝4）出土状況
	F3SD309（大溝4）出土状況
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	F3SR301 完掘
	F3SX301 完掘
	F3SR301 出土状況
	F3SR301 出土状況
	F3SR301 セクション

	F4 区写真1
	F4 全景（北より）
	F4 南部完掘（東より）

	F4 区写真2
	F4ST413 出土状況
	F4ST413 セクション
	F4ST413 出土状況
	F4ST413 完掘（北より）
	F4ST418 完掘（東より）

	F4 区写真3
	F4ST408 出土状況（北より）
	F4ST408 東西セクション（北より）
	F4ST408 南北セクション（西より）
	F4ST408 出土状況
	F4ST408 出土状況

	F4 区写真4
	F4ST408-P3 セクション
	F4ST408 完掘（南より）
	F4ST401 完掘（西より）
	F4ST402 東西セクション（北より）
	F4ST402 完掘（北より）
	F4ST411 完掘（北より）
	F4ST416 出土状況
	F4ST416 出土状況

	F4 区写真5
	F4ST405 完掘
	F4ST405・406 完掘
	F4ST405 床面検出状況
	F4ST405 中央ピット
	F4ST405 中央ピットセクション

	F4 区写真6
	F4ST419 完掘
	F4ST419 バンクセクション
	F4ST419　SK509 切り合い
	F4ST201 セクション
	F4ST201 完掘
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	F4ST204 床面検出
	F4ST204 完掘
	F4ST410 床面検出状況
	F4ST410 完掘
	F4ST425 完掘
	F4ST425 中央ピット
	F4ST428 床面検出状況
	F4ST428 完掘
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	F4ST427 完掘
	F4ST427 出土状況
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	F4ST427 出土状況（石錘）
	F4ST427 出土状況（石包丁）

	F4 区写真9
	F4ST427 出土状況（石鏃）
	F4ST427-P9 セクション
	F4ST427-P8 セクション
	F4ST427-P8 出土状況
	F4ST427-P15 出土状況
	F4ST427 中央ピットセクション
	F4ST429 検出状況
	F4ST429 出土状況（高杯）

	F4 区写真10
	F4SK525 出土状況
	F4SK525 セクション
	F4SK525 出土状況
	F4SK525 出土状況
	F4SK444 セクション

	F4 区写真11
	F4SK445 出土状況
	F4SK461 出土状況
	F4SK539 出土状況
	F4SK539 出土状況
	F4SK568 出土状況
	F4SK584 出土状況
	F4SD413 出土状況
	F4SD435 セクション

	F4 区写真12
	F4SK454 出土状況
	F4SK454 出土状況（床面）
	F4SK478 出土状況
	F4SK478 出土状況（床面）
	F4SK453 出土状況
	F4SK456 出土状況
	F4SK457 出土状況
	F4SK549 出土状況・セクション

	F4 区写真13
	F4SK492 セクション
	F4SK450 セクション
	F4SK497 出土状況（上面）
	F4SK497 出土状況（床面）
	F4SK497 セクション
	F4SK497 完掘
	F4SK496 出土状況
	F4SK496 出土状況

	F4 区写真14
	F4SK585 セクション
	F4SK587 出土状況
	SB429-P3 セクション
	P4821 検出状況
	F4 南部SB429・SD413-2 完掘

	F4 区写真15
	F4SR401（大溝2-1）・402（大溝2-2）完掘（連結部）
	F4SR401（大溝2-1）セクション

	F4 区写真16
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況（高杯）
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況（高杯）

	F4 区写真17
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況
	F4SR401（大溝2-1）出土状況

	F4 区写真18
	F4SX403 出土状況（全景）
	F4SX403 出土状況
	F4SD409 バンクセクション
	F4SD409 バンクセクション（南壁）
	F4SD437 バンク
	F4SD431 バンクセクション（南壁）
	F4SD431 セクション
	F4SD431・SK505（西壁）

	F4 区写真19
	F4SB401・402・403 完掘
	F4SB409 完掘

	F4 区写真20
	F4SB409 完掘
	F4SB414 完掘

	F4 区写真21
	F4SB410～412
	F4SB410-P6
	F4SB410-P7
	F4SB410-P7

	F4 区写真22
	F4SB420 完掘
	F4SB414-P6 セクション

	F4 区写真23
	F4SB401-P1 セクション
	F4SB401-P2 出土状況
	F4SB401-P5 柱痕出土状況
	F4SB401-P5 出土状況
	F4SB402-P2 セクション
	F4SB406-P3 セクション
	F4-P4350 出土状況
	F4SK440 出土状況

	F4 区写真24
	F4 P4101 出土状況、中世（柱痕出土の椀）
	F4 P4206 出土状況
	F4 P4368 出土状況
	F4 P4394 出土状況
	F4SD404 セクション

	F5 区写真1
	F5 調査区全景（北より）
	F5SR501・502 完掘
	F5SR503　SD504 完掘

	F5 区写真2
	F5SR501・502 セクション
	F5SR503　SD504 セクション
	F5SR503 セクション
	F5SR503 最下層溝検出状況（前期溝4）
	F5SR503 最下層溝検出状況（前期溝4）
	F5SR503 出土状況
	F5SR503 出土状況
	F5SR503B 石鏃出土状況
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	G1・2 完掘
	G1 完掘
	G1ST102・3 セクション
	G1ST102・3 完掘
	G1ST101 完掘

	G1 区写真2
	G1ST104 検出状況
	G1ST104 完掘
	G1SD101 完掘
	G1ST103 中央ピット
	G1SD101 完掘
	G1ST103 出土状況
	G1ST103 出土状況（石包丁）
	G1ST103 炭化物出土状況

	G2 区写真1
	G2 完掘
	G2SK204 完掘
	G2SD202 完掘
	G2SD202 出土状況
	G1SD101 完掘

	G4 区写真1
	G4 完掘
	G4SB401
	G4SD401
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	G4SD401 セクション


	H区
	H1 区写真1
	H1 完掘（全景）
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	H1SA 又はSB 完掘
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	H1SD202 完掘
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	H1 包含層出土状況
	H1 包含層出土状況
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	H1SK106 検出状況
	H1SK114 検出状況
	H1SK129 出土状況
	H1SK146 出土状況
	H1SK150 出土土器
	H1 出土状況
	H1 出土状況
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	H2 区写真1
	97-H2 中世面完掘
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	H2 区写真2
	H2 縄文遺構検出状況
	H2SK2006
	H2SK2002
	H2SK2006
	H2SK2006 出土遺物
	H2SK2007 完掘
	H2SK2009 出土状況
	H2SK2009 完掘

	H2 区写真3
	H2SK2014 完掘
	H2SK2020 完掘
	H2SK2021 完掘
	H2SK2022 完掘
	H2SR201　SD224 調査区（東側）
	H2SR201B 調査区（東側）
	H2SR201B 下層SR201
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	H2 区写真4
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	H2 縄文土器出土状況
	H2 縄文土器出土状況
	H2 縄文土器出土状況
	H2 打製石フ出土状況
	H2 石鏃出土状況
	H2 石錘出土状況

	H2 区写真5
	97-H2 中世面検出状況
	97-H2 中世面検出状況
	SX202 集石

	H2 区写真6
	H2SD202 集石（SX201）
	H2SD202 集石（SX201）
	H2SD204B 端部、SX202 集石
	H2SX203 集石
	H2SX203 断面
	H2SD201 端部SK201
	H2SK221
	H2SD201 セクション

	H2 区写真7
	H2SD202 バンク
	H2SK216 完掘
	H2SD204 集石遺構1
	H2SD204 セクション
	H2SK212 セクション
	H2SD211
	H2SD208 セクション
	H2SD202・204 完掘

	H3 区写真1
	H3 完掘
	H3 調査区北部遺構完掘
	H3 調査区南部完掘
	H3SK301 完掘
	H3SX301 完掘

	H3 区写真2
	H3 縄文土器出土状況
	H3 縄文土器出土状況
	H3 打製石斧出土状況

	H4 区写真1
	H4SK401・402 出土状況
	H4 弧状集石
	H4 定角式磨製石斧
	H4 打斧
	H4 石錘
	H4 石鏃
	H4 石鏃
	H4 スクレイパー


	I区
	I1 区写真1
	I1 調査区全景（南より）
	I1 調査区全景（北より）

	I1 区写真2
	I1ST101 完掘
	I1ST101 炭化物出土
	I1ST101 炉跡周辺出土遺物

	I1 区写真3
	I1ST102 完掘
	I1ST103 完掘
	I1ST104 完掘

	I1 区写真4
	I1SB101・SD101 完掘
	I1SD101 出土状況
	I1SD101 出土状況
	I1SD101 出土状況
	I1SD101 出土状況

	I1 区写真5
	I1SB102 完掘
	I1SK113 出土状況
	I1SB103 完掘

	I1 区写真6
	I1SB104　SK101 完掘
	I1SK101 完掘
	I1SB105、SK109 完掘
	I1SK109 出土状況
	I1SB106 完掘
	I1 P1035（SB106）出土状況
	I1SB107 完掘
	I1SK121 出土状況

	I1 区写真7
	I1SB108 完掘
	I1SK116 出土状況
	I1SK102 完掘
	I1SK104 出土状況
	I1SK107 出土状況
	I1SK114 出土状況
	I1SK117 出土状況
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	I2 区写真1
	I2 遺構完掘（下面）
	I2 遺構完掘（上面）

	I2 区写真2
	I2ST203 完掘
	I2ST203 炭化物出土状況

	I2 区写真3
	I2ST202 完掘
	I2ST204 完掘
	I2ST205 完掘

	I2 区写真4
	I2ST206 完掘
	I2ST208 完掘
	I2ST209、211 完掘

	I2 区写真5
	I2ST210 出土状況
	I2ST213 完掘
	I2ST216・217 完掘

	I2 区写真6
	I2ST214 炭化物出土状況
	I2ST214・212 完掘

	I2 区写真7
	I2SB201
	I2SB205
	I2SB207

	I2 区写真8
	I2SB210
	I2SB212
	I2SX201 上面集石

	I2 区写真9
	I2SK245
	I2SK249
	I2SK285

	I3 区写真1
	I3-1 西側上面SD 完掘
	I3-1 西側遺構完掘
	I3-1 東側遺構完掘

	I3 区写真2
	I3-2 上面SD306 検出状況
	I3-2SD306 集石出土状況
	I3-2SD306 完掘

	I3 区写真3
	I3-3 完掘
	I3-3（I1ST103）完掘
	I3-3ST302 完掘

	I4 区写真1
	I4 調査区南西部（北東より）
	I4 調査区南西部（南西より）

	I4 区写真2
	I4ST402 完掘
	I4ST406 完掘

	I4 区写真3
	I4 調査区中央東部（南より）
	I4ST420

	I4 区写真4
	I4SB404・SK409
	I4SB412・SK450

	I4 区写真5
	I4SB409・410 完掘（北より）
	I4TR3

	I4 区写真6
	I4ST407・408 完掘
	I4ST414 完掘
	I4ST210（I2）出土状況
	I4ST407・408 出土状況
	I4SK411 出土状況
	I4SK417 出土状況
	I4SK433 出土状況
	I4SK428 出土状況

	I4 区写真7
	I4 北東部上面（南より）
	I4SB409 完掘
	I4SX401 検出状況
	I4SD103 セクション
	I4SD431 出土須恵器蓋
	I4 包含層出土須恵器皿


	J区
	J1 区写真1
	J1 調査区全景（南より）
	J1ST101 完掘
	J1ST102 出土状況

	J1 区写真2
	J1ST102　SB101 完掘
	J1ST103 完掘
	J1ST104 出土状況

	J1 区写真3
	J1ST105 完掘
	J1ST105 鉄製品出土状況
	J1ST105 支脚状土器出土状況

	J1 区写真4
	J1ST106 出土状況
	J1ST106 完掘
	J1ST107 完掘

	J1 区写真5
	J1ST107 鉄製品出土状況
	J1ST108 出土状況
	J1ST108 完掘

	J1 区写真6
	J1ST109・110 完掘
	J1SK101 出土状況
	J1SK103 出土状況

	J1 区写真7
	J1SK106 出土状況
	J1SD101 出土状況
	J1P1001 出土状況

	J3 区写真1
	J3 調査区全景（南より）
	J3 住居跡群完掘

	J3 区写真2
	J3 縄文時代遺構完掘
	J3SK301 出土状況
	J3SK303 出土状況
	J3SK303 完掘
	J3SK304 完掘

	J3 区写真3
	J3ST301 完掘
	J3ST302 完掘
	J3ST303 完掘
	J3ST304 完掘
	J3ST305 完掘
	J3ST306 完掘
	J3ST307 完掘
	J3ST307 炉跡出土状況

	J3 区写真4
	J3ST308 完掘
	J3ST309 完掘
	J3ST309 出土状況
	J3ST309 土状況
	J3ST310 完掘
	J3ST311 完掘
	J3ST312 完掘
	J3ST313 完掘

	J3 区写真5
	J3ST313 炭化物出土状況
	J3SB302 完掘
	J3SB303 完掘
	J3SB304 完掘
	J3SB305 完掘
	J3SB306 完掘
	J3SB307 完掘
	J3SB308 完掘

	J3 区写真6
	J3SB309 完掘
	J3SB310 完掘
	J3SB311 完掘
	J3SB312 完掘
	J3SB313 完掘
	J3SB314 完掘
	J3SB315 完掘
	J3SB316 完掘

	J3 区写真7
	J3SB317 完掘
	J3SK311 出土状況
	J3SK317 完掘
	J3SK317 集石出土状況
	J3SK321 完掘
	J3SK321 出土状況
	J3SK324 出土状況
	J3SK327 出土状況

	J4 区写真1
	J4 調査区完掘（西より）
	J4ST401 出土状況
	J4ST401 出土状況
	J4ST401 出土状況
	J4ST401 完掘

	J4 区写真2
	J4ST402 出土状況
	J4ST402 完掘
	J4ST403 完掘
	J4ST403 中央ピット出土状況
	J4ST405 絵画土器出土の層位
	J4ST406 出土状況
	J4ST407 完掘
	J4ST409 完掘

	J4 区写真3
	J4ST410 完掘
	J4ST411 完掘
	J4ST412 完掘
	J4ST413 出土状況
	J4ST413 石包丁出土状況
	J4ST413 完掘
	J4ST414 完掘
	J4ST418 床面出土状況

	J4 区写真4
	J4ST417・418 完掘
	J4ST418 鉄片出土状況
	J4ST419 出土状況
	J4ST419 石剣出土状況
	J4ST419
	J4SK405 出土状況
	J4SK414 完掘
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