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写真図版1

石座神社遺跡遠景
上：断上山北端に立地する遺跡（08Ａ区）から茶臼山と雁峰山麓、本宮山方面（西方向）
下：遺跡（10区）から断上山方面（南方向、丘陵先端には断上山10号墳が立地、丘陵左手が設楽原決戦場）



写真図版2

石座神社遺跡全景（調査区合成写真）
石座神社遺跡は高位段丘「断上山」の北端、式内社石座神社の裏山に立地する集落遺跡（東西約300ｍ・南北約100ｍ）である。
新東名高速道路建設に伴い集落の約北半分を発掘調査し、大型建物を含む300棟以上の建物を検出した。



写真図版3

調査区正斜画像（1:2000）
09Ａ区（上左、丘陵南西向き斜面）、09Ｂ区（上右、丘陵北西向き斜面）、10区（中央、丘陵頂部平坦面と北向き斜面）、08Ｂ
区（丘陵北向き斜面）、08Ａ区（丘陵東向き斜面）を合成して作成した正斜画像



写真図版4

丘陵西向き斜面南半（09Ａ区）全景
上：調査区から断上山、新城市街地方面（南方向）
下：調査区から茶臼山、雁峰山麓方面（西方向）



写真図版5

丘陵西向き斜面北半（09Ｂ区）全景
上：断上山北端から雁峰山方面（北方向）
下：設楽原、鳳来寺山方面（東方向）



写真図版6

丘陵西向き斜面（09区）垂直写真
上：丘陵西向き斜面北半（09Ｂ区）全景（中央付近は丘陵を直線的に縦断する中世の大溝1900SD）
下：丘陵西向き斜面南半（09Ａ区）全景（竪穴建物が丘陵斜面の等高線に沿って放射状に分布、多数が連続して重複）



写真図版7

丘陵頂部平坦面（10区）垂直写真
上：丘陵頂部平坦面から北向き斜面（10区）全景（丘陵縁辺に中世の大溝1900SD）
下：丘陵頂部平坦面（大型竪穴建物を含む多数の竪穴建物が重複して分布）



写真図版8

丘陵頂部平坦面の竪穴建物群（完掘状況）
上：Ｄ群・Ｅ群・Ｆ群・Ｇ群・Ｈ群・Ｉ群（西方向から東方向）
下：Ｇ群・Ｆ群・Ｅ群（東方向から西方向）



写真図版9

丘陵頂部平坦面の竪穴建物群（床面検出状況）
Ｅ群周辺の竪穴建物（竪穴建物の稠密な分布）



写真図版10

後期旧石器時代の石器を含む落ち込み0124SX・縄文時代晩期の溝状の落ち込み0020SD
上：0124SX土層断面（丘陵北東斜面において検出、上層の黒色シルト層上面にナイフ形石器を含む石器、剥片が散在）
中：0020SD完掘状況（丘陵北東斜面を南西から北東に縦断、採取した炭化物の年代測定から時期を縄文時代晩期中葉と推定）
下：0020SD土層断面（上層は黒みを帯びるが、下層は色調の変化に乏しい）



写真図版11

縄文時代中期の竪穴建物3001SI
上：3001SI全景（径約3.0mの円形で中央付近に石囲炉を布設、主柱穴は未検出）
中左：3001SI縄文土器（19）深鉢出土状況	 	 中右：3001SI石囲炉炉内遺物出土状況
下左：3001SI石囲炉全景	 	 	 	 下右：3001SI石囲炉掘方完掘状況



写真図版12

縄文時代早期の炉穴3580SL・3590SL
上：3580SL・3590SL全景（２基が開口部側を向き合わせてほぼ直角に配される）
中左：3580SL全景（開口部側から煙道部側）	 	 中右：3590SL全景（開口部側から煙道部側）
下左：3580SL断面（底面の被熱状況）	 	 	 下右：3590SL断面（底面の被熱状況）



写真図版13

縄文時代早期の炉穴5050SL・5060SL
上：5050SL・5060SL全景（２基が開口部側を向き合わせてほぼ直角に配される）
中左：5050SL全景（開口部側から煙道部側）	 	 中右：5060SL全景（開口部側から煙道部側）
下左：5050SL断面（底面下部の被熱状況）	 	 下右：5060SL断面（底面下部の被熱状況）



写真図版14

縄文時代の土坑（陥穴）0032SK・0033SK・1039SK・1216SK・1296SK・1346SK
上左：0032SK完掘状況	 	 	 	 上右：0033SK完掘状況
中左：1039SK底面の小土坑検出状況	 	 	 中右：1216SK完掘状況
下左：1296SK完掘状況	 	 	 	 下右：1346SK底面の小土坑検出状況



写真図版15

縄文時代の土坑（陥穴）3800SK・5791SK・5612SK・5968SK
上左：3800SK土層断面	 	 	 	 上右：3800SK完掘状況
中左：5791SK安山岩製打製石斧（3340）出土状況		 中右：5791SK完掘状況
下左：5612SK土層断面	 	 	 	 下右：5968SK完掘状況



写真図版16

Aa群竪穴建物2022SI・2034SI・2093SI・2005SI・2021SI・2006SI・2023SI
上：2022SI・2034SI・2093SI土層断面（手前側の2022SI、奥側の2034SIと2093SIの重複関係）
中左：2093SI完掘状況（上位に2034SIが重複）	 	 中右：2021SI上層小型鉢・甕（127〜132）出土状況
下：2005SI・2021SI・2006SI・2023SI完掘状況



写真図版17

Aa群竪穴建物1957SI・1958SI・1959SI
上：1957SI床面検出状況（東半部の床面直上に炭化物が散布）
中左：1957SI地床炉検出状況（灰白色粘土を伴う）	 中右：1958SI土層断面（上層に黒色土が厚く堆積）
下左：1957SI床面直上甕（133）出土状況	 	 下右：1957SI・1958SI・1959SI完掘状況（斜面での構築状況）



写真図版18

Ab群竪穴建物1991SI・1992SI・1993SI・1994SI・1995SI
上：1991SI・1992SI・1993SI・1994SI・1995SI完掘状況(丘陵西向き斜面の端部まで竪穴建物を構築）
中：1991SI床面直上遺物（168〜170・3432・3524）出土状況
下左：1991SI地床炉検出状況（花こう岩の棒状礫を使用）	 下右：1992SI床面直上炭化物検出状況



写真図版19

Ab群竪穴建物1967SI・2077SI・2033SI
上：1967SI・2077SI完掘状況（2077SIから1967SIへの拡張）
中：2033SI床面検出状況（2000SX黒色土上面で検出）	
下左：1967SI床面・地床炉検出状況	 	 	 下右：2077SI内2141SK甕・小型鉢（180〜182）出土状況



写真図版20

Ab群竪穴建物1952SI・1953SI・1954SI・Ac群竪穴建物1456SI・1490SI
上：1952SI・1953SI・1954SI完掘状況(丘陵西向きの緩斜面に構築）
中左：1954SI土層断面	 	 	 	 中右：1954SI地床炉検出状況（中央付近が著しく硬化）
下左：1456SI下層土器群（297〜311）出土状況	 	 下右：1490SI床面検出状況（2000SX黒色土上面で検出）



写真図版21

Ac群竪穴建物1454SI・1455SI
上：1454SI床面直上遺物（222〜252）出土状況（出土遺物には叩き甕が含まれる）
中左：1454SI地床炉検出状況（凝灰岩の礫を使用）	 中右：1444SI内1804SK土器群（273〜276）出土状況
下左：1455SI床面検出状況（2000SX黒色土上面で検出、やや大型の竪穴建物）



写真図版22

Ad群竪穴建物1464SI・1411SI・1329SI
上：1464SI完掘状況(西向き斜面で最大の竪穴建物）
中左：1464SI地床炉検出状況（花こう岩の棒状礫を使用）	 中右：1411SI下層高杯（396・397）出土状況
下左：1329SI床面検出状況（SX2000黒色土上面で検出）	 下右：1329SI地床炉検出状況（花こう岩と安山岩の礫を使用）



写真図版23

Ad群竪穴建物1175SI・1329SI・1330SI・1277SI・1402SI・1403SI
上右：1175SI・1329SI土層断面（SX2000黒色土中に重複）	上右：1330SI地床炉検出状況（花こう岩と片麻岩の礫を使用）
中：1277SI床面検出状況（広範囲に硬化した床面を検出）
下左：1402SI・1403SI床面検出状況（主柱穴は未検出）	 下右：1403SI内1417SK内彎曲口縁壷・甕（469・470）出土状況



写真図版24

Ae群竪穴建物1250SI・1270SI・1220SI・1357SI・1240SI・1275SI・1225SI・1224SI・1200SI
上：1250SI・1270SI・1220SI・1357SI・1240SI・1275SI・1225SI・1224SI・1200SI完掘状況
中左：1250SI・1270SI床面検出状況（小型、主柱穴未検出）	中右：1200SI下面床面検出状況（礫を使用した地床炉が伴う）
下左：1200SI上面高杯（544）出土状況		 	 下右：1200SI下面加飾広口壷（542）出土状況



写真図版25

Ae群竪穴建物1181SI・1178SI・1167SI
上：1181SI・1178SI・1167SI完掘状況
中左：1181SI地床炉検出状況（花こう岩の棒状礫を使用）	 中右：1181SI床面直上紐孔付蓋（586）出土状況
下左：1178SI床面検出状況	 	 	 	 下右：1167SI床面検出状況



写真図版26

Ｂ群竪穴建物全景・Ba群竪穴建物1896SI・1930SI・1908SI・1931SI
上：Ｂ群竪穴建物全景（北西斜面に分布する竪穴建物群）
中左：1896SI・1930SI完掘状況（1896SIへの拡張）	 中右：1896SI・1930SI土層断面
下左：1908SI・1931SI床面検出状況	 	 	 下右：1908SI・1931SI完掘状況（1908SIの溝状掘方）



写真図版27

Bb群竪穴建物1906SI・1895SI
上：1906SI広口壷（640）・中型壷（641〜643）・甕（650）出土状況
中左：1906SI床面検出状況（小型、主柱穴は未検出）	 中右：1906SI内1928SK甕・凝灰岩製台石（652・3527）出土状況
下左：1895SI床面直上炭化物検出状況	 	 	 下左：1895SI地床炉検出状況（焼土が散在）



写真図版28

Bb群竪穴建物1917SI・1907SI・1922SI
上：1917SI床面検出状況（炭化材・炭化物が広範囲に散在）
中左：1917SI完掘状況（主柱穴は未検出、溝状の掘方）	 中右：1907SI床面検出状況（1922SIが大きく重複）
下左：1922SI下層甕（653）出土状況	 	 	 下右：1922SI下層遺物出土状況（南東隅に集積）



写真図版29

Bc群竪穴建物1861SI・1862SI・1860SI
上：1861SI床面直上炭化物検出状況（1862SIの構築によって一部を欠失）
中左：1861SI床面直上甕（712）出土状況	 	 中右：1862SI床面検出状況（主柱穴は未検出）
下左：1860SI床面検出状況（壁付近まで被熱）	 	 下左：1860SI床面直上ヤリガンナ（3563）出土状況



写真図版30

Ca群竪穴建物1929SI・1938SI
上：1929SI・1938SI完掘状況(丘陵西向きの斜面を開削して竪穴建物を構築）
中：1929SI床面直上遺物出土状況（炭化材が良好に遺存）	
下左：1929SI・1938SI土層断面（構築と埋没の過程）	 下右：1938SI内2086SK椀形高杯・中型壷（799・800）出土状況



写真図版31

Ca群竪穴建物1276SI・1474SI・1338SI
上：1276SI・1474SI・1338SI完掘状況（西向き斜面上段に構築された竪穴建物群）
中左：1276SI床面直上鉄剣（3564）出土状況	 	 中右：1276SI床面付近炭化種実出土状況
下左：1474SI床面直上土器群（871〜876）出土状況	 下右：1338SI床面直上広口壷（878）出土状況



写真図版32

Cb群竪穴建物1349SI・1378SI・1253SI・1348SI・1176SI・1271SI・1226SI・1223SI
上：1349SI・1378SI・1253SI・1348SI完掘状況（西向き斜面上段に構築された竪穴建物群）
中：1253SI・1378SI土層断面（1253SIと1378SIの新旧関係）	
下：1176SI・1271SI・1226SI・1223SI土層断面（西向き斜面における竪穴建物の重複）



写真図版33

Cb群竪穴建物1231SI・1226SI・1223SI・1271SI・1176SI・1254SI・1138SI・1180SI・1349SI
上：1231SI・1226SI・1223SI・1271SI・1176SI・1254SI完掘状況（西向き斜面上段に構築された竪穴建物群）
中：1138SI・1180SI床面検出状況（1180SIに片麻岩の礫を使用した地床炉が伴う）
下左：1349SI地床炉状況検出状況（花こう岩の礫を使用）	 下右：1223SI内土坑1294SK椀形高杯（957）出土状況



写真図版34

1002SD・Cc群竪穴建物1918SI・1894SI・1897SI・1197SI
上：1002SD土器群（1080〜1163）出土状況(竪穴建物埋没後の斜面に大量の礫と土器が集積）
中：1918SI・1894SI・1897SI・1197SI床面検出状況	
下左：1918SI床面直上炭化材検出状況	 	 	 下右：1197SI上層底部穿孔壷（1055）出土状況



写真図版35

Cd群竪穴建物1157SI・1199SI・1251SI・1252SI・1331SI・1196SI・1732SI
上：1157SI・1199SI・1251SI・1252SI完掘状況（西向き斜面上段に構築された竪穴建物群）
中左：1251SI地床炉付近土器群（1165・1166）出土状況	 中右：1331SI南東隅床面直上甕（1185）・粘土塊出土状況
下左：1196SI（1152SIの下位）床面検出状況	 	 下右：1732SI（1331SIの下位）床面直上小型鉢（1234）出土状況



写真図版36

Cd群竪穴建物1331SI・1732SI・Ce群竪穴建物3026SI・3006SI・3007SI・3082SI
上右：1331SI（1732SIの上位）床面検出状況	 	 上左：1732SI（1331SIの下位）床面検出状況
中：3026SI・3006SI・3007SI・3082SI完掘状況（南西向き斜面上段に構築された竪穴建物群）
下左：3006SI床面直上遺物（1288・1291〜1293）出土状況	下右：3026SI上面地床炉検出状況（周縁部分が著しく硬化）



写真図版37

Da群竪穴建物4401SI・1872SI・1140SI・1139SI・3034SI・3042SI・3003SI・4343SI
上：4401SI・1872SI・1140SI床面検出状況（丘陵頂部平坦面西緩斜面に構築された竪穴建物群）
中：1139SI・3034SI・3042SI・3003SI完掘状況（丘陵頂部平坦面西緩斜面の竪穴建物群、掘立柱建物5200SBが混在）
下左：1139SI地床炉検出状況（緑色片岩の棒状礫を使用）	 下右：4343SI地床炉断面（1140SI覆土上面が広範囲に被熱赤変）



写真図版38

D・Ｅ・Ｆ群竪穴建物全景・Da群竪穴建物3002SI
上：Da群竪穴建物から丘陵頂部平坦面の竪穴建物群（写真中央の最も手前の竪穴建物が破鏡出土の3002SI）	
下：3002SI床面直上炭化材検出状況（覆土中から破鏡が出土）



写真図版39

Da群竪穴建物3002SI・3028SI・3027SI・3127SI
上：3002SI床面検出状況・3028SI検出状況（3002SIと3028SIとの新旧関係）
中：3027SI・3127SI床面検出状況・3002SI完掘状況（最も手前の焼土が3127SIの地床炉、平面形は不明）
下左：3002SI床面直上炭化材検出状況（写真中央に粘土塊）	下右：3027SI地床炉検出状況（片麻岩の板状礫を使用）



写真図版40

Db群竪穴建物4414SI・4459SI・4502SI・4459SI
上：4414SI・4459SI・4502SI・4459SI検出状況（Db北群の竪穴建物）	
下：4459SI床面直上炭化材検出状況・下層遺物出土状況（中央付近に炭化材、北東隅に土器群が良好に遺存）



写真図版41

Db群竪穴建物4459SI・4790SI・3556SI
上：4459SI下層高杯（1398）・内彎浅鉢（1399・1401）・広口壷（1400）・有孔鉢（1402）・甕（1403）出土状況
中左：4459SI床面検出状況（小型、主柱穴未検出）	 中右：4790SI床面検出状況（小型、主柱穴未検出）
下左：3556SI床面検出状況（小型、主柱穴未検出）	 下右：3556SI地床炉付近床面直上土器群（1437）出土状況



写真図版42

Db群竪穴建物4413SI・4360SI・4412SI・4357SI・4362SI・3055SI・4359SI・3556SI
上：4413SI・4360SI・4412SI・4357SI床面検出状況（Db中央群の竪穴建物、いずれも主柱穴未検出）	
下：4362SI・3055SI・4359SI・3556SI床面検出状況（Db中央群の竪穴建物、いずれも主柱穴未検出）



写真図版43

Db群竪穴建物4413SI・3055SI・3025SI・3004SI
上左：4413SI地床炉検出状況（著しい赤変）	 	 上右：3055SI地床炉検出状況（中央付近が著しく硬化）
中：3025SI・3004SI床面検出状況（3004SI埋没後、3025SI床面・地床炉を構築）	 	
下左：3004SI・3025SI土層断面（焼土は3025SI地床炉）	 下右：3025SI北東隅被熱状況（床面と壁面の基盤層上面が被熱）



写真図版44

Dc群竪穴建物3005SI・3032SI・3035SI・3056SI・3036SI・3037SI・3079SI・3076SI・3075SI
上：3005SI・3032SI・3035SI・3056SI床面検出状況（Dc北群の竪穴建物）	
下：3036SI・3037SI・3056SI・3079SI・3076SI・3075SI床面検出状況（Dc南群の竪穴建物）



写真図版45

Dc群竪穴建物3005SI・3079SI・3076SI
上左：3005SI上層礫群出土状況（全体）		 	 上右：3005SI下層遺物出土状況・床面直上炭化材検出状況
中左：3005SI上層礫群出土状況（部分）		 	 中右：3005SI下層遺物（1492等）出土状況
下左：3079SI床面直上遺物（1535〜1544・3551）出土状況	下右：3076SI床面直上内彎口縁壷（1559）出土状況



写真図版46

Dd群竪穴建物4337SI・4338SI・4341SI・4336SI・4342SI・4340SI
上：4337SI・4338SI・4341SI床面検出状況（Dd北群の竪穴建物）
中：4336SI・4342SI床面検出状況（Dd南群の竪穴建物）
下左：4342SI完掘状況（周溝状の掘方）		 	 下右：4340SI完掘状況（地床炉と主柱穴未検出、青銅製品出土）



写真図版47

De群竪穴建物3097SI・3832SI・3830SI・4770SI・3798SI・3797SI
上左：3097SI床面直上遺物出土状況全景		 	 上右：3097SI床面直上土器群（1612〜1615）出土状況近景
中：3832SI・3830SI・4770SI・3798SI・3797SI床面検出状況（Df中央・北群の竪穴建物）
下左：3832SI床面直上高杯（1623）出土状況	 	 下右：3832SI下層加飾広口壷（1625）出土状況



写真図版48

De群竪穴建物3830SI・3931SI・3932SI・4021SI・掘立柱建物5400SB
上左：3830SI地床炉検出状況	 	 	 	 上右：3931SI床面直上甕（1646）出土状況
中：3931SI・3932SI・4021SI床面検出状況（De南群の竪穴建物、いずれも主柱穴未検出）	
下左：4021SI内4823SK有段口縁甕（1656）出土状況	 下右：掘立柱建物5400SB検出状況



写真図版49

Df群大型掘立柱建物3300SB
上：3300SB検出状況（南東方向より、両桁行方向に布掘り柱掘方をもつ桁行４間・6.6m、梁行１間・4.8mの大型掘立柱建物）
中：東側柱列土層断面（南東方向より3205SK・5135SK・5134SK・5135SK・3726SK）
下：西側柱列土層断面（北西方向より5137SK・5138SK・5139SK・5140SK・5141SK)



写真図版50

Df群竪穴建物3215SI・3282SI・3185SI
上：3215SI・3282SI床面検出状況（手前の3215SIに大型掘立柱建物3300SBの布掘り溝5136SDが重複）
中左：3215SI地床炉と3300SB柱穴5133SKとの関係	 中右：3215SI床面直上土器群（1691・1692・1698）出土状況
下左：3185SI床面検出状況（小型、主柱穴未検出）	 下右：3185SI不明土製品（1690）出土状況



写真図版51

Df群竪穴建物3308SI・3261SI・3057SI・3217SI・3281SI・3216SI
上：3308SI・3261SI床面検出状況（長軸9.05m、短軸7.80mの長方形の大型竪穴建物3261SIは3308SIからの拡張）
中：3308SI・3261SI・3057SI土層断面（3308SIから3261SIへの拡張、その上位に3057SIの床面を構築）
下：3217SI・3281SI・3216SI床面検出状況（小型の竪穴建物３棟が大型竪穴建物3057SI・3261SIに重複）



写真図版52

Df群竪穴建物3308SI・3216SI・3205SI・3206SI
上左：3308SI地床炉	 	 	 	 上右：3216SI南東隅周堤帯（土坑3675SK・5149SKを伴う）
中左：3205SI・3206SI完掘状況
下左：3206SI床面直上土器群（1703）出土状況	 	 下右：3205SI床面直上石製品（3555）出土状況



写真図版53

Dg群竪穴建物3099SI・3121SI・3117SI
上左：3099SI下層（1726〜1732）遺物出土状況	 	 上右：3121SI床面検出状況（3099SI覆土上面に3121SIの地床炉）
中：3099SI・3121SI土層断面（10区南壁、3099SIと3121SIの新旧関係）
下左：3121SI北隅床面直上粘土検出状況		 	 下右：3117SI床面検出状況（南半の掘り込みは流失）



写真図版54

集石3850SS・Ea群竪穴建物3306SI・3897SI・3811SI・3404SI
上左：集石3850SS検出状況（遺構検出面付近で検出）	 上右：3306SI床面検出状況（下位の3897SIからの拡張）
中左：3306SI下層加飾広口壷（1777）出土状況	 	 中右：3897SI・3811SI床面検出状況（3897SIの上位に3306SI）
下左：3306SI遺物（1778・1779・1783・1784）出土状況	 下右：3404SI床面検出状況




