
十二 ノ后遺跡29033036037046号住居址  図版37

29033号 住居址

36037号住居址

46号住居址



図版38 十二 ノ后遺跡43048050055060061・ 142号住居址

43・ 48タテ准主塀]力止

48043号住居址

50055060061

142号住居址



十二 ノ后遺跡56・ 57065号住居址  図版39

56号住居址

57俗0号住居址

65号住居址埋甕



図版40 十二 ノ后遺跡68～ 70・ 73～75085089住居址

68069070089号 住居址

73074085巧テ准L涯∃t止

758励号住居址



十二 ノ后遺跡75・ 7707808601320135号 住居址  図版41

75086。 1320135ザ 計生L涯]力止

77号住居址

78号住居址



図版42 十二 ノ后遺跡79～ 81号住居址

79号住居址

80号住居址

81号住居tlL炉



十二 ノ后遺跡82～ 840134号 住居址  図版43

82083号住居址

82号住居址遺物出土状況

840134号 住居址



図版44 十二 ノ后遺跡88093号住居址

88号住居 llL

88号住居址

93号住居址



十二 ノ后遺跡95。 990110号 住居址  図版45

950110号 住居址

99号住居址

99号住居址



図版46 十二 ノ后遺跡10001020111～ 113号住居llL

100号住居址 (埋甕)

102号住居 llL

1110112・

113(76072)号住居 l■



十二ノ后遺跡116～ 119号住居址  図版47

116号住居址

117・ 119(133)号住居址

118号住居址



図版48 十二ノ后遺跡竪穴 1 4,フ ン ド3

竪穴 1

竪穴 3と フン ド3

竪穴 4



十二 ノ后遺跡フンド2～ 4 図版49

フ ン ド2

フン ド3

フ ン ド4



図版50 十二 ノ后遺跡集列石

集列石



十二 ノ后遺跡土拡  図版51



図版52 十二ノ后遺跡土拡,墓拡

127・ 1280131 0135



十二 ノ后遺跡方形配列土拡群  図版53



図版54 十二 ノ后遺跡方形配列土拡群,土拡

方形配列土拡群

土拡101

土拡173(土 器後期)



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 1類)図 版55



図版56 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 104類 )

(上)I群 1類  (下)I群 1類 04類



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 2類)図 版57

(上)I群 2類 A (下 )I群 2類 B



図版58 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 2類 )

(上)I群 2類 B・ D(表) (下)I群 2類 BOD(裏 )



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 2類他)図版59



図版60 十二ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 3類 )

I群 3類 (完形品)中越



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 3類)図 版61

(下)I群 3類 C・ D



図版62 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 3類 )

I群 3類 C

I群 3類 C

I群 3類 C



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 4・ 5類)図版63

I群 405類 の形のあるものを一括する



図版64 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 405類 )

(上)I群 4類 (ネ申ノ木)05類  (下)I群 5類 B



十二ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 4・ 5類)図 版65

(上)I群 5類 (縄文) (下)I群 4・ 5類 F



図版66 十二ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 405類 )

(上)I群 405類 (表) (下 )同 (裏 )



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 405類 )図版67

(上)I群 405類 (表) (下 )同 (裏 )



図版68 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 405類 )

I群 405類 完形品



十二ノ后遺跡出土縄文土器 (第 I群 405類)図版69

I群 4・ 5類完形品



図版70 十二ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅱ 群 1類 )

Ⅱ群 1類完形品 4ケ



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅱ 群 1類)図 版71



図版72 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅱ 群 1類 )

(上)Ⅱ 群 1類 A (下 )Ⅱ 群 1類 A



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (I群 405類,Ⅱ 群 1・ 2類)図 版73

Ⅱ群 102類 , I群 4・ 5類 F(完形4ケ )



図版74 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅱ 群 2類 )

(上)Ⅱ 群 2類 (爪形) (下)Ⅱ 群 2類 (浮線文)



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅱ 群 102類 )図版75

(上)Ⅱ 群 2類 (平行沈線文) (下)Ⅱ 群 102類 (無文)



図版76 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (I・ Ⅱ群)

(上)I・ Ⅱ群底部  (下)IoⅡ 群底部



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅱ 群 4類)図版77

11樅
i t            

‐

Ⅱ群 4類 (北 白川)(上)Ⅱ 群 4類 (北 白川) (下 )



図版78 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅱ 群4類 )

(上)Ⅱ 群 9類 (北 白川Ⅲ)

(下)Ⅲ群 1類 (梨 久保)



十二 ノ后 i貴跡出十網文土器 (Ⅲ 群 3類)図 版79

Ⅲ群 3類 (完形4ケ )



図版80 十二ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅳ群)

後期完形土器



十二ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅳ群)図 版81

後期完形土器



図版82 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅳ群)

後期完形土器



十二ノ后遺跡出土縄文土器

(上)Ⅳ群 102類  (下)Ⅳ群 1～ 3類



図版84 十二ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅳ群 2～ 5類 )

(上)Ⅳ群 2・ 3類  (下)Ⅳ群 405類



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅳ 群 2類) 図版85

(上)Ⅳ群 2類 (表) (下)同 (裏 )



図版86 十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅳ群405類 )

(上)Ⅳ群 405類 (表) (下)同 (裏 )



十二 ノ后遺跡出土縄文土器 (Ⅳ群4～ 6類,V群 1類)図版87

(上)Ⅳ群 506類  (下)Ⅳ群405類 ,V群 1類



図版88 十二 ノ后遺跡出土弥生土器 (包含層)

弥生包含層出土



十二 ノ后遺跡出土弥生土器 (包含層)図版89

弥生包含層出土



図版90 十二 ノ后遺跡出土弥生土器 (土拡)



十二 ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の1)図版91

116… 10

123■ 2

|   |  1        7-■      ■

(116-10は ,住居址番号一遺物番号を示す。以下,

321■7

■6■15

図版 102ま で同 じ)

128-5



図版92 十二ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の2)

82轟 ll

142■3

142■ 1



十二 ノ后遺跡出土奈良 0平安時代土器 (そ の3) 図版93



図版94 十二 ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の4)

82-5

●31-5

141■3



十二 ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の5)図 版95

114■ 2

14121■■3

30-17

123■ 5



図版96 十二 ノ后遺跡出土奈良 0平安時代土器 (そ の6)

97-16

57-26

71:■25



F1111105

十二 ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の7)図版97

不 E細部写真



十二 ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の8)図版98

ノ9■ 3

53-/



十■ ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の9)図 版99

113■ 4



図版100 十二 ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の10)

盤
紺

器

難



十二 ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の11)図版101

フン ド3出 土



図版102 十二ノ后遺跡出土奈良 0平安時代土器 (そ の12)

「‐2131‐ 31

「 |11-21
1111■ |■ 11■

‐

|,■泉:■ 22

F3-22



十二 ノ后遺跡出土奈良・平安時代土器 (そ の13)墨 書・刻書土器 図版103



図版104 十二 ノ后遺跡出土石器 (石鏃)


