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図版1

遺跡近景・遠景

冬の調査風景と高隈山地　東から

串良川から見た遺跡(中央の山の奥付近)　北東から



図版2

調査風景・土層・遺物出土状況

F・G-47･48区付近調査状況(溝は農道部分)　南西から 調査風景掘り下げ

調査風景遺構実測 調査風景遺構調査

E～H-51区東壁土層断面状況 F～I-30区東壁土層断面状況

30号地下式横穴墓周辺土層堆積状況 5号土坑墓上面遺物出土状況



図版3

土器集中区域・調査指導

37号墓周辺遺物出土状況 H・I-45・46区遺物出土状況

153号墓周辺遺物出土状況 132号墓周辺遺物出土状況

現地指導(鹿児島女子短期大学竹中正巳教授) 現地指導(鹿児島大学橋本達也准教授)

現地指導(文化庁美術学芸課豊島直博文化財調査官) 現地視察(上村俊雄県文化財保護審議会委員)



図版4

遺跡見学・現地説明会

遺跡見学 遺跡見学

遺跡取材 遺跡取材

現地説明会(平成22年度) 現地説明会(平成23年度)

現地説明会(平成23年度) 現地説明会(平成26年度)



図版5

1号地下式横穴墓⑴

検出状況

竪坑断面状況(A軸)



図版6

1号地下式横穴墓⑵
1・2号地下式横穴墓完掘状況

玄室天井(左側)玄室天井(右側)

玄室完掘状況完掘状況



図版7

2号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)

検出状況 玄室半掘状況

竪坑断面状況(D軸) 完掘状況



図版8

3号地下式横穴墓

検出状況

竪坑断面状況(D軸) 玄室半掘状況

完掘状況 玄室完掘状況



図版9

4号地下式横穴墓

玄室半掘状況竪坑断面状況(A軸)

検出状況

完掘状況 玄室内鉄器出土状況



図版10

1号土坑墓

検出状況 検出状況

断面状況(F軸) 断面状況(C軸)

完掘状況



図版11

5号地下式横穴墓

屍床面検出状況竪坑断面状況(A軸)

検出状況

完掘状況 玄室完掘状況



図版12

6号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)

検出状況

検出状況

玄室完掘状況完掘状況



図版13

7号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

7～10号地下式横穴墓完掘状況

玄室完掘状況玄室半掘状況



図版14

8号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)

検出状況

玄室完掘状況玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版15

9号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

炭化物検出状況

完掘状況 玄室完掘状況



図版16

10号地下式横穴墓

竪坑断面状況(F軸)検出状況

玄室半掘状況

完掘状況

工具痕検出状況(羨道左側)



図版17

10号地下式横穴墓
10～13号地下式横穴墓完掘状況

玄室完掘状況



図版18

11号地下式横穴墓
玄室半掘状況(A軸)

竪坑半掘状況(A軸)

検出状況

完掘状況



図版19

12号地下式横穴墓

竪坑完掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室内鉄器出土状況

式横穴墓
完掘状況 完掘状況



図版20

13号地下式横穴墓

完掘状況

竪坑半掘状況(D軸)検出状況

玄室完掘状況玄室完掘状況

完掘状況



図版21

14号地下式横穴墓

検出状況 竪坑断面状況(A軸)

竪坑完掘状況

完掘状況完掘状況

玄室内鉄器出土状況

玄室内鉄器出土状況



図版22

15号地下式横穴墓

検出状況 竪坑断面状況(A軸)

玄室完掘状況玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版23

16号地下式横穴墓⑴

検出状況

竪坑断面状況(A軸)

完掘状況

羨道入口ブロック検出状況

完掘状況



図版24

16号地下式横穴墓⑵

玄室内鉄器出土状況

玄室完掘状況

玄室工具痕検出状況(右側) 玄室工具痕検出状況(左側)

玄室半掘状況



図版25

17号地下式横穴墓
玄室半掘状況

竪坑完掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況



図版26

18号地下式横穴墓

竪坑内炭化物検出状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

玄室半掘状況



図版27

19号地下式横穴墓
竪坑完掘状況

竪坑断面状況(A軸)

検出状況

玄室完掘状況

土層堆積状況(竪坑左側)



図版28

20号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

玄室完掘状況 完掘状況



図版29

21号地下式横穴墓

玄室半掘状況

竪坑断面状況(A軸)

検出状況

20～22号地下式横穴墓完掘状況

完掘状況



図版30

22号地下式横穴墓

周辺土層堆積状況

周辺土層堆積状況

竪坑断面状況(A軸)

完掘状況 玄室完掘状況

竪坑完掘状況



図版31

23号地下式横穴墓

検出状況 竪坑断面状況(A軸)

完掘状況 完掘状況

玄室内鉄器出土状況



図版32

24号地下式横穴墓⑴

竪坑断面状況(F軸)検出状況

完掘状況

完掘状況



図版33

24号地下式横穴墓⑵

北玄室天井崩落状況

玄室内鉄器出土状況

南玄室完掘状況

24号地下式横穴墓及び2号土坑墓完掘状況

北玄室完掘状況



図版34

25号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)

検出状況

完掘状況



図版35

26号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)

検出状況

完掘状況完掘状況



図版36

2号土坑墓

鉄器出土及び赤色顔料検出状況

赤色顔料検出状況検出状況

完掘状況



図版37

27号地下式横穴墓⑴

竪坑断面状況(E軸)

検出状況

完掘状況

竪坑断面状況(A軸)

竪坑半掘状況



図版38

27号地下式横穴墓⑵

溝状遺構断面状況(F軸)

27～29号地下式横穴墓完掘状況

完掘状況 溝状遺構完掘状況



図版39

28号地下式横穴墓⑴

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室半掘状況

竪坑完掘状況

玄室内工具痕検出状況



図版40

28号地下式横穴墓⑵

溝状遺構断面状況(B軸)溝状遺構断面状況(A軸)

27～29号地下式横穴墓完掘状況溝状遺構完掘状況

溝状遺構断面状況(C・D・E軸)



図版41

29号地下式横穴墓
玄室3/4掘状況

玄室半掘状況

断面状況(A軸)検出状況

完掘状況



図版42

30号地下式横穴墓

竪坑半掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版43

31号地下式横穴墓

竪坑断面状況(E軸)検出状況

完掘状況

玄室内人骨検出及び坩出土状況 玄室半掘状況



図版44

32号地下式横穴墓

玄室半掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

玄室床面検出状況



図版45

33号地下式横穴墓⑴

断面状況(A軸)

検出状況 北玄室及び竪坑断面状況(A軸)

北玄室完掘状況 北玄室内鉄器出土状況



図版46

33号地下式横穴墓⑵
完掘状況 南玄室内鉄器出土状況

完掘状況

完掘状況完掘状況



図版47

34号地下式横穴墓

玄室天井崩落状況竪坑完掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室完掘状況玄室完掘状況

完掘状況完掘状況



図版48

35号地下式横穴墓

竪坑内赤色顔料検出状況竪坑断面状況(A軸)

羨道から玄室内完掘状況

完掘状況



図版49

36号地下式横穴墓

竪坑完掘状況竪坑断面状況(A軸)

玄室内鉄器出土状況玄室完掘状況

完掘状況



図版50

37号地下式横穴墓

竪坑3/4掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

被覆土検出状況(土器集中部下)

土器集中出土状況(竪坑右側)玄室完掘状況

完掘状況



図版51

38号地下式横穴墓
玄室半掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版52

39号地下式横穴墓

竪坑断面状況(D軸)竪坑断面状況(A軸)

検出状況

完掘状況



図版53

40号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)

竪坑半掘左から

検出状況

玄室完掘状況

竪坑完掘状況



図版54

41号地下式横穴墓

検出状況

竪坑断面状況(A軸) 玄室断面状況(A軸)

40･41号地下式横穴墓完掘状況

完掘状況完掘状況

土器集中出土状況(東側)



図版55

42号地下式横穴墓
竪坑完掘状況

竪坑断面状況(A軸)

検出状況 被覆土断面状況

完掘状況



図版56

43号地下式横穴墓

断面状況(D軸)検出状況

完掘状況

玄室断面状況(A軸)



図版57

44号地下式横穴墓

玄室断面状況(A軸)

断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

完掘状況



図版58

45号地下式横穴墓

竪坑断面状況(D軸)検出状況

46～48号地下式横穴墓完掘状況

43～45号完掘状況完掘状況



図版59

46号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

被覆土断面状況(A軸)玄室完掘状況

完掘状況



図版60

47号地下式横穴墓

玄室断面状況(D軸)

玄室断面状況(A軸)検出状況

完掘状況 完掘状況



図版61

48号地下式横穴墓
玄室断面状況(A軸)

竪坑完掘状況

竪坑3/4掘状況

検出状況

完掘状況



図版62

49号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)

竪坑1/4掘断面状況(追葬痕)検出状況(玄室部陥没)

玄室内人骨検出状況完掘状況

羨道部分断面状況



図版63

50号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

49･50･52･66･67号地下式横穴墓完掘状況

玄室内工具痕検出状況完掘状況



図版64

51号地下式横穴墓

羨道及び玄室断面状況(A軸)

断面状況(A軸)検出状況

51～53号地下式横穴墓完掘状況

完掘状況



図版65

52号地下式横穴墓

断面状況(A軸)

検出状況

完掘状況完掘状況

玄室断面状況(C軸)



図版66

53号地下式横穴墓

竪坑3/4掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況羨道部断面状況



図版67

54号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況 完掘状況

玄室3/4掘状況



検出状況

図版68

55号地下式横穴墓

竪坑3/4掘状況

竪坑断面状況(A軸)

完掘状況

玄室断面状況(A軸)

検出状況



図版69

56号地下式横穴墓

玄室断面状況(A軸)

竪坑断面状況(A軸)検出状況

55～58号地下式横穴墓完掘状況

完掘状況　



図版70

57号地下式横穴墓

完掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室完掘状況



図版71

58号地下式横穴墓

玄室天井崩落状況竪坑3/4掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

36･58号地下式横穴墓完掘状況



図版72

59号地下式横穴墓

玄室断面状況

検出状況

玄室内鉄器出土状況

完掘状況

竪坑断面状況(A軸)



図版73

60号地下式横穴墓

竪坑完掘状況

竪坑3/4掘状況

竪坑断面状況(A軸)

検出状況

完掘状況



図版74

61号地下式横穴墓

検出状況 玄室断面状況(A軸)

玄室完掘状況完掘状況

完掘状況



図版75

3号土坑墓

断面状況(E軸)検出状況

断面状況(D軸)

完掘状況



図版76

62号地下式横穴墓

断面状況(A軸)

玄室残存状況検出状況

検出状況

玄室内鉄器出土状況 完掘状況



図版77

63号地下式横穴墓

断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

完掘状況天井崩落ブロック検出状況



図版78

64号地下式横穴墓

断面状況(ブロック残存)検出状況

完掘状況完掘状況

断面状況(A軸)



図版79

65号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)

竪坑1/4掘状況検出状況

完掘状況玄室3/4掘状況



図版80

66号地下式横穴墓

玄室断面状況(E軸)

竪坑断面状況(E軸)検出状況

羨道部工具痕(イ)検出状況

完掘状況玄室内人骨検出状況



図版81

67号地下式横穴墓

断面状況(A軸)

検出状況

玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版82

68号地下式横穴墓

玄室断面状況(A軸)

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版83

69号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

玄室断面状況



図版84

70号地下式横穴墓

竪坑完掘状況

竪坑断面状況(A軸)

検出状況

完掘状況玄室断面状況(C軸)



図版85

71号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室完掘状況玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版86

72号地下式横穴墓

玄室断面状況(A軸)

竪坑完掘状況検出状況

68～73号地下式横穴墓完掘状況

完掘状況



図版87

73号地下式横穴墓
玄室半掘状況

竪坑3/4掘状況

竪坑断面状況(A軸)

検出状況

完掘状況



図版88

74号地下式横穴墓

竪坑断面状況(D軸)

完掘状況74・75号地下式横穴墓切り合い状況

竪坑断面状況(B軸)



図版89

75号地下式横穴墓

炭化物検出状況

竪坑3/4掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

土器集中出土状況(75号地下式横穴墓北)玄室完掘状況

玄室断面状況(A軸)



図版90

76号地下式横穴墓

玄室断面状況(A軸)

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室内赤色顔料検出状況 完掘状況



図版91

77号地下式横穴墓

玄室断面状況(A軸)竪坑3/4掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況



図版92

78号地下式横穴墓

羨道前炭化物検出状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室完掘状況完掘状況



図版93

79号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況完掘状況

完掘状況



図版94

80号地下式横穴墓

竪坑断面状況(D軸)

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

玄室断面状況(A軸)



図版95

81号地下式横穴墓

玄室断面状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室完掘状況

完掘状況



図版96

82号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室完掘状況完掘状況

完掘状況



図版97

83号地下式横穴墓

玄室断面状況(A軸)

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版98

84号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室完掘状況玄室完掘状況

完掘状況



図版99

85号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)

竪坑内炭化物検出状況検出状況

完掘状況

玄室半掘状況



図版100

86号地下式横穴墓

玄室内炭化物検出状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

玄室半掘状況



図版101

87号地下式横穴墓

竪坑完掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

玄室内人骨検出状況



図版102

88号地下式横穴墓

竪坑断面遺物出土状況

竪坑断面状況(D軸)検出状況

玄室完掘状況

完掘状況



図版103

89号地下式横穴墓⑴

竪坑断面状況(G軸)検出状況

玄室内人骨検出状況

玄室内人骨検出状況

竪坑完掘状況



図版104

89号地下式横穴墓⑵

玄室完掘状況完掘状況

周辺土器出土状況

被覆土断面状況(竪坑左側)

玄室内鉄器出土状況



図版105

90号地下式横穴墓⑴

竪坑断面状況(F軸)検出状況

竪坑断面状況(K軸)竪坑断面状況(I軸)

土器出土状況(竪坑左側)



図版106

90号地下式横穴墓⑵

玄室工具痕検出状況(右側)

玄室工具痕検出状況(左側)玄室工具痕検出状況(左側)

竪坑完掘状況

玄室断面状況



図版107

90号地下式横穴墓⑶

完掘状況

玄室内人骨検出及び鉄器出土状況



図版108

91号地下式横穴墓

玄室半掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室完掘状況

完掘状況



図版109

92号地下式横穴墓

竪坑断面状況(D軸)検出状況

玄室完掘状況(左側)玄室完掘状況

完掘状況



図版110

F～J－38・39区遺構完掘状況
68～76･93～103号地下式横穴墓完掘状況

85･86･88･89～92号地下式横穴墓完掘状況



図版111

93号地下式横穴墓

竪坑断面状況(A軸)検出状況

竪坑完掘状況

完掘状況

玄室断面状況(A軸)



図版112

94号地下式横穴墓

玄室半掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

玄室完掘状況

完掘状況

完掘状況



図版113

95号地下式横穴墓

玄室半掘状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

竪坑完掘状況

完掘状況



図版114

96号地下式横穴墓

竪坑断面状況(B軸)

検出状況検出状況

76～79・85～96・102・103・105～113号地下式横穴墓完掘状況(手前が96号)

完掘状況



図版115

97号地下式横穴墓

玄室断面状況(A軸)

検出状況 竪坑断面状況(A軸)

玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版116

98号地下式横穴墓

玄室断面状況(A軸)

竪坑断面状況(A軸)検出状況

玄室内鉄器出土状況

完掘状況



図版117

99号地下式横穴墓

検出状況 竪坑断面状況(A軸)

完掘状況

竪坑完掘状況



図版118

100号地下式横穴墓

半掘状況

検出状況

98～100号地下式横穴墓完掘状況

完掘状況



図版119

101号地下式横穴墓

玄室天井崩落状況

竪坑断面状況(A軸)検出状況

完掘状況

完掘状況
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