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写真図版目次

図版 (1) 橿石島全景航空写真(南から〕 凶版 17 (1) 弥生土器(中期〕出土状態

(2) 大浦浜遺跡調査区全景航空写真 (2) 弥生土器(中期〕出土状態

〔昭和55年度)朝日新聞社提供 図版 18 (1) 古式土師器第 1群出土状況

凶版 2 (1) 大浦浜遠景写真 (2) 占式土師器第 I群出土状況

(2) 大浦浜遺跡遠景(昭和51年当時 図版 19 (1) 古式七師器第 2群鉢出土状況

岡版 3 (1) 大浦浜埋立後風景(北東から〕 (2) 古式土師器第 3'"'-'6群出士状況

(2) 調査区全景(南から〕 図版 20 (1) 古式士師器第3群出土状況(西から〕

図版 4 (1) 大浦浜遺跡予備調査風景(昭和51年度〕 (2) 古式士師器第4群出土状況

(2) 大浦浜遺跡予備調査風景〔昭和51年度〕 図版 21 (1) 古式土師器第5群出土状況(北から)

図版 5 (1) 発掘前風景 (2) 占式上師器第 6群出土状況

(2) 調査前草刈り風景 図版 22 (1) 古式上師器第 8群出土状況(東から〕

図版 6 (1) 発掘風景 (2) 古式士師器第 8群出土状況

(2) 発掘風景 凶版 23 (1) 古式土師器第9群ミニチュア土器出I状態

凶版 7 (1) たては北麓地区〔縄文時代前期包含層〕調査風景 (2) 古式士師器第 9群山土状況

(2) たては北麓地区第5トレンチ土層写真 図版 24 (1) 古式土師器第11群出土状況

図版 8 (1) 縄文時代集石遺構(ヤケヤ7 東麓地問 (2) 古式土師器第11群出土状況近景(南東から)

(2) 縄文時代集石遺構(ヤケヤマ東麓地区〉 図版 25 (1) 古式士師器第12群出上状況

図版 9 (1) 縄文土器出土状態(ヤケヤマ東麓地区〕 (2) 古式土師器第14群出上状況

(2) 縄文土器出士状態 図版 26 (1) 古式土師器第15群出土状況(北から〉

図版 10 (1) 縄文土器出土状態(ヤケヤマ東麓地区〕 (2) 古式上師器第15群出土状況(南から)

(2) 縄文土器出土状態〔ヤケヤマ東麓地区) 図版 27 (1) G-11区土器溜(西から〕

図版 11 (1) 貝殻土坑SK02J検出状況(ヤケヤ7東麓地区) (2) G-11区上器溜(北西力引

(2) 貝殻土坑SK02J完掘状況(ヤケヤマ東麓地問 図版 28 (1) F-19区士器溜〔昭和51年度予備調査〕

図版 12 (1) 縄文時代包含層発掘風景 (2) F-19区士器溜(昭和51年度予備調査〕

(2) H -37区東壁土層断面 図版 29 (1) G-15区・ SK01(西から)

図版 13 (1) 縄文時代石匙出士状態 (2) G-15区・ SK01遺物出土状態

(2) 縄文時代石簸出土状態 図版 30 (1) J -15区・第4層上面遺物出土状況(北から〕

(3) 縄文土器出土状態 (2) G-8区第 6層上面鉢出土状況

(4) 縄文土器出士状態 図版 31 (1) G-18区・ SK01出土状態(東から〕

図版 14 (1) 発掘風景 (2) G'"'-' J . 15'"'-'20区遺構写真

(2) N~S-42医完掘状態 図版 32 (1) F-29区第 2層製塩土器出土状態

図版 15 (1) 弥生上器(前期)出土状態 (2) H-18医SP03遺物出土状況(南から)

(2) 弥生土器〔前期)出土状態 図版 33 (1) 製塩士器包含層剥ぎ取り風景

(3) 弥生土器(前期〉出土状態 (2) 製塩土器包含層剥ぎ取り風景

図版 16 (1) 弥生土器(前期〕出土状態 図版 34 (1) F-5・6区製塩炉(西か広)

(2) 弥生土器(前期)出士状態 (2) F-5・6区製塩炉(南から)



図版 35 (1) E' F-5区製塩炉断面(北から) (2) B-8区銃具出土状態

(2) G-l1区第3層製塩土器出土状態。じから〕 (3) 南端地区責金具出土状態

図版 36 (1) E "-' H -31 "-'43区第 3層製塩土 ほ) D-4区第3層下層上面不明青銅製品

器包含層の広がり〔北端部〕 図版 53 (1) B-4区SD01

(2) D"'K-27"'40区第3層製塩土器包含層の広がり (2) B-8区SK01

図版 37 (1) G-4 "-' 7区製塩士器集中状況 図版 54 (1) C-6区SK01(南より)

(2) G-5区製塩土器取り上げ作業 (2) B-6・7区SX20

図版 38 (1) G-4 "-' 7区製塩土器堆積状況 図版 55 (1) C-6区SK01

(2) G-4・5区東壁製塩土器堆積状況 (2) C-6区SX26検出状況

図版 39 (1) F-20区船形土製品出土状態 凶版 56 (1) B-5・6区SK01

(2) E-43区船形土製品出土状態 (2) B-6区SK01

(3) J -21区船形土製品出土状態 図版 57 (1) C-4区SKl1(北から〕

(4) F-30区第 l層船形土製品出土状態 (2) C-4区SKl1(南から〕

図版 40 (1) 有孔円板出士状態 図版 58 (1) 奈良時代製塩土器出土状態

(2) 勾玉出土状態 (2) C-4区SKl1製塩 i二器出士状況

(3) ミニチュア甑出土状態 図版 59 (1) C-5区SX21

(4) G-30区SX01砥石出土状況 (2) C-6区SX21

図版 41 (1) 古式土師器出土状態 図版 60 (1) SX21 

(2) G-40-区SK01 (2) SM04・SX21

図版 42 (1) 粘土遺構SX4 西側土器集中状況 図版 61 (1) B-8・9区鯨骨(下顎骨〉出土状況

(2) 粘土遺構SX4 西側土器集中状況 (2) B-8・9区鯨骨(第 l頚椎〕出土状況

図版 43 (1) B~ D-3 ~ 8区第4層上面(北から〕 (3) C-3区トレンチ中飯蛸壷集中

図版 44 (1) C . D-4"-'8区遺構状況 図版 62 (1) B-8・9区鯨骨出土状況

(2) C"-'F-5 "-' 8区遺構状況 (2) B-8・9区鯨骨出土状況

図版 45 (1) D-5区 SX25半裁状況 図版 63 (1) H"-' J -5 "-' 8区柱穴群はじから)

(2) C . D-7区遺構状況 (2) H"-' J -5 "-' 8区柱穴群(聞も〕

図版 46 (1) C-8区SM01遺物出士状況 図版 64 (1) 1 . J -9区南壁土層

(2) C-8区SM01遺物出土状況 (2) 1 . J -13区北壁土層

図版 47 (1) C-6区紫色粘質土 図版 65 (1) ヤケヤマ東麓地区遺構検出状況

(2) D-7区SX19・SM02 (2) ヤケヤマ東麓地区遺構検出状況

図版 48 (1) C-7区SX18上面 図版 66 (1) 奈良一二彩出土状態

(2) C-7区SX18完掘状況 (2) ヤケヤマ東麓地区和同閥均:出土状況

図版 49 (1) B-6区SK01遺物出土状況 (3) ヤケヤマ東麓座金出土状態

(2) B-6区SK01神功開宝出士状況 図版 67 (1) 粘土遺構SX1検出状況

図版 50 (1) B-3区粘土土坑半裁状況 (2) 粘土遺構SX1 

(2) B-3区粘土士坑全掘状況 図版 68 (1) 粘土遺構SX2 "-' 7 (束力引

図版 51 (1) 大浦浜遺跡南部調査風景 (2) 粘土遺構SX2・5 (~じから)

図版 52 (1) B-5区第 3層隆平永宝出土状態 図版 69 (1) 粘土遺構SX3 (東から〉
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(2) 粘土遺構SX3拡大写真 図版 88 (1) 粘土遺構SX23埋士状況

凶版 70 (1) 粘土遺構SX4・6(;jじから〕 (2) 粘土遺構SX24埋土状況はヒから〕

(2) 粘土遺構SX4・6(南束力、ら〕 図版 89 (1) 粘土遺構SX24完掘状態(北東から)

図版 71 (1) 粘土遺構SX7 (2) 粘土遺構SX24(西から)

(2) 粘土遺構SX8 (東から〕 図版 90 (1) 粘土遺構SX25検出状況(丙古川

図版 72 (1) 粘土遺構SX9 (東から) (2) 粘土遺構SX25南側拡大

(2) 粘土遺構保存作業風景 (3) 粘土遺構SX25完掘状態

図版 73 (1) 粘土遺構SX10半裁状況 図版 91 (1) 粘土遺構SX26

(2) 粘土遺構SX10土師質椀出土状況 (2) 粘土遺構SX27(西から〕

図版 74 (1) 粘土遺構SXll検出状況(西から) 図版 92 (1) 粘土遺構SX28検出状況(西から)

(2) 粘土遺構SXll(東から) (2) 粘土遺構SX28

凶版 75 (1) 粘土遺構SXll断割状態(東から〉 図版 93 (1) 粘土遺構SX29

(2) 粘土遺構SXl1. 12・13遠景〔南から) (2) 粘士遺構SX29

図版 76 (1) 粘土遺構SX12・13検出状態(南から) 図版 94 (1) 南端地区SZOl""'03 (北から〕

(2) 粘士遺構SX12・13(西から〕 (2) 南端地区SZOl""'03 (東から〕

図版 77 (1) 粘土遺構SX12(南から〕 図版 95 (1) 南端地区SZOl全景写真

(2) 粘土遺構SX12断割状態(北から〉 (2) 南端地区SZ02・03

図版 78 (1) 粘土遺構SX14半裁状況(北から〕 岡版 96 (1) SZOl検出状況

(2) 粘土遺構SX14全景〔西から〕 (2) SZOl上面確認状況(東から〉

図版 79 (1) 粘土遺構SX15""'26(西から) (3) SZOl内部精査状況(東から〉

(2) 粘土遺構SX17""'26 (;jヒから) (4) SZOl完掘状況(東から〕

図版 80 (1) 粘土遺構SX15検出状態。じから) 図版 97 (]) 南端地区SZOl拡大写真

(2) 粘土遺構SX15(東から) (2) 南端地区SZOl清掃風景

図版 81 (1) 粘土遺構SX16・21検出状態(南から〕 図版 98 (1) 南端地区SZ04全景(東から)

(2) 粘土遺構SX16(北から〕 (2) 南端地区SZ04北西部分

図版 82 (1) 粘土遺構SX15""'19・21(南から) 図版 99 (1) 南端地区第 2遺構群

(2) 粘土遺構SX17完掘状態〔師、ら〕 (2) 南端地区SZ04東西断面

図版 83 (1) 粘土遺構SX18 図版 100 (1) 南端地区製塩土器出土状態

(2) 粘土遺構SX18 (2) 南端地区製塩土器出士状態

(3) 粘土遺構SX18 (3) 南端地区P-2有溝土錘出土状態

図版 84 (1) 粘土遺構SX19完掘状態(南から〕 図版 101 (1) 南端地区円板状土製品出土状態

(2) 粘土遺構SX19横断切断状態 (2) 粘土遺構出士礁右ム器

図版 85 (1) 粘土遺構SX20(東から) 図版 102 (1) K -51区P-1遺物出土状態

(2) 粘土遺構SX20(南北から) (2) K -28区曲物遺構

図版 86 (1) 粘土遺構SX22(南東から〉 図版 103 (1) 1 ""' N -49""'54区遺構検出状況

(2) 粘土遺構SX22(南から〕 (2) N -54区土器出土状況

図版 87 (1) 粘土遺構SX23・24(西から) 図版 104 (1) ヤケヤマ東麓地区.F-2 [正SK02

(2) 粘土遺構SX23(西から〉 (2) N -54医土器出士状況
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図版 105 (1) ヤケヤマ東麓地区A"'D-l'2区遺構全景 図版 124 (1) 縄文土器(外面〕

(2) ヤケヤマ東麓地区1'" L-2・3区遺構検出状況 (2) 縄文士器(内面〕

図版 106 (1) ヤケヤマ東麓地区A-l区南西隅遺物出土状況 図版 125 (1) 縄文土器(外面〕

(2) ヤケヤマ東麓地区A-l区南西隅遺物出土状況 (2) 縄文土器(外面〕

図版 107 (1) ヤケヤマ東麓地区A-l区南西隅遺物出土状況 図版 126 (1) 縄文土器(外面〕

(2) ヤケヤマ東麓地区A-l区南西隅遺物出土状況 (2) 縄文土器(内面〕

図版 108 (1) D-13区集石遺構 図版 127 (1) 縄文土器(外面〕

(2) 粘土遺構調査風景 (2) 縄文土器(内面〕

図版 109 (1) C-1"-'2区南壁土層 図版 128 (1) 縄文土器〔外面〕

(2) C-1"-'2区南壁土層 (2) 縄文土器(内面)

図版 110 (1) B-0区東壁土層 図版 129 (1) 縄文土器(外面)

(2) B-02区東壁土層 (2) 縄文土器(内面〕

図版 111 (1) H-8区北壁土層 図版 130 (1) 縄文土器(外面〕

(2) 1-8区北壁土層 (2) 縄文土器(内面〕

図版 112 (1) E-14区北壁土層 (3) 縄文土器(外面〕

(2) F-14区北壁土層 (4) 縄文土器(外面)

図版 113 (1) G-3区東壁土層 図版 131 (1) 縄文土器

(2) G-8区東壁土層 (2) 縄文士器

図版 114 (1) F-30区北壁土層 図版 132 (1) 縄文土器(外面〕

(2) G-30区北壁土層 (2) 縄文土器(外面〕

図版 115 (1) G-34区北壁士層 図版 133 (1) 縄文土器(外面)

(2) L-34区北壁土層 (2) 縄文士器(内面)

図版 116 (1) H -38区北壁土層 図版 134 (1) 縄文土器(外面〕

(2) M-38区北壁土層 (2) 縄文土器(内面〕

図版 117 (1) 1"-' J -13区北壁土層 図版 135 (1) 縄文土器(外面〕

(2) G-20区北壁土層 (2) 縄文土器(内面〕

図版 118 (1) J -51区北壁土層 図版 136 (1) 縄文土器(外面〕

(2) R-51区北壁土層 (2) 縄文士器(外面)

図版 119 (1) K -54区北壁土層 図版 137 (1) 縄文士器(外面)

(2) M-54区北壁土層 (2) 縄文土器(外面)

図版 120 (1) ヤケヤマ東麓地区A-2区南壁土層 図版 138 (1) 縄文土器(外面)

(2) ヤケヤマ東麓地区K-3区東壁土層 (2) 縄文土器(外面〕

図番 121 (1) 縄文士器(外面〉 図版 139 (1) 縄文土器(外面〕

(2) 縄文土器(内面〕 (2) 縄文士器(外面〕

図版 122 (1) 縄文土器(外面〕 図版 140 (1) 縄文土器(外面〕

(2) 縄文土器(内面) (2) 縄文土器(外面〕

図版 123 (1) 縄文土器(外面) 図版 141 (1) 縄文土器(外面〕

(2) 縄文土器(内面) (2) 縄文土器(外面〕
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図版 142 (1) 縄文土器(外商〕 (3) 縄文土器(外面)

(2) 縄文十ー器(外面〉 図版 160 (1) 縄文土器(外面〕

図版 143 (1) 縄文土器(外面〕 (2) 縄文土器(外面)

(2) 縄文土器(外面) (3) 縄文土器(外面〕

図版 144 (1) 縄丈士器(外面〕 図版 161 (1) 縄文上器(外面〕

(2) 縄文上器(外面〕 (2) 縄文土器〔外面)

図版 145 (1) 縄文土器(外面〕 図版 162 (1) 縄文土器(外面)

(2) 縄文土器(内面〕 (2) 縄文土器〔外面〉

(3) 縄文土器(外面〕 岡版 163 (1) 縄文土器(外面)

図版 146 (1) 縄文土器(外面) (2) 縄文土器(内面〕

(2) 縄文土器〔外面〕 (3) 土錘その他

図版 147 (1) 縄文土器(内面) (4) 縄文十器

(2) 縄文士器(外面) (5) 縄文士器

凶版 148 (1) 縄文土器(外面〕 (6) 縄文土器

(2) 縄文土器(外面) 図版 164 (1)石錬(1)

図版 149 (1) 縄文土器(外而〕 (2) 石簸(2)

(2) 縄文土器(外面〕 図版 165 (1)石簸(3)

図版 150 (1) 縄文土器(外面〕 (2) 石鉱(4)

(2) 縄文土器(外面〕 凶版 166 (1)石銀(日

図版 151 (1) 縄文土器(外面〕 (2) 石簸(6)・(7)

(2) 縄文土器〔外面) 図版 167 (1)石匙(1)

図版 152 (1) 縄文土器(外面〕 (2) 石匙(2)

(2) 縄文土器(外面) 図版 168 (1) 石匙(3)

図版 153 (1) 縄文土器〔外面) (2) 石匙(4)

(2) 縄文土器(外面〕 図版 169 (1)石匙(5)

図版 154 (1) 縄文土器(外面〕 (2) 石匙(6)

(2) 縄文土器(外面) 図版 170 (1) スクレイパー(1)

図版 155 (1) 縄文士器(外面〉 (2) スクレイノfー(2)

(2) 縄文土器(内面) 図版 171 (1) スクレイパー(3)

(3) 縄文土器(外面〕 (2) スクレイパー(4)

図版 156 (1) 縄文土器(外面〕 図版 172 (1) スクレイパー(5)

(2) 縄文土器(内面) (2) スクレイパー(6)

図版 157 (1) 縄文士器〔内面) 図版 173 (1) スクレイノミー(7)

(2) 縄文士器(外面〕 (2) スクレイパー(8)

図版 158 (1) 縄文土器(外面) 図版 174 (1) スクレイパー(9)

(2) 縄文土器(外面) (2) スクレイノミ-(10)

図版 159 (1) 縄文土器(外面〕 図版 175 (1) スクレイパーω
(2) 縄文上器(外面) (2) スクレイノfー(12)
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図版 176 (1) スクレイパ-(13) (2) 弥生土器(前期)

(2) スクレイノミ-(14) 図版 194 (1) 弥生土器(前期)

図版 177 (1) スクレイパ一同 (2) 弥生土器(前期)

(2) スクレイパ-(16) 図版 195 (1) 弥生土器(前期)

図版 178 (1) 棟石器(1) (2) 弥生土器〔前期)

(2) 疎石器(2) 図版 196 (1) 弥牛土器(前期)

図版 179 (1) 礁石器(3) (2) 弥生土器〔前期〕

(2) 礁石器但) 図版 197 (1) 弥生土器(前期〉

図版 180 (1) 磨製石斧(1) (2) 弥生土器(前期)

(2) 磨製石斧(2) 図版 198 (1) 弥生土器(前期〕

図版 181 (1) 凹石・磨石(1) (2) 弥生士器(前期)

(2) 凹石・磨石(2) 凶版 199 (1) 弥生土器(前期)

図版 182 (1) 凹石・磨石(3) (2) 弥生土器(前期〉

(2) 凹石・磨石但) 図版 200 (1) 弥生土器(前期〕

図版 183 (1) 凹石・磨石(5) (2) 弥生土器(前期〕

(2) 凹石・磨石(6) 図版 201 (1) 弥生士器(前期)

(3) 石錘(1) (2) 弥生士器(前期)

図版 184 (1)石錘(2) 図版 202 (1) 弥生土器(前期)

(2) 石錘(3) (2) 弥牛土器(前期〕

図版 185 (1)石錘(4) 図版 203 (1) 弥生土器(前期)

(2) 石錘(5) (2) 弥生土器(前期)

(3) 石錘(6) 図版 204 (1) 弥生土器(前期〕

図版 186 (1) 石錘(7) (2) 弥生土器(前期〕

(2) 石錘(8) (3) 弥生土器(前期〕

図版 187 (1)石錘(9) 図版 205 (1) 弥生土器(前期〕

(2) 石錘(10) (2) 弥生土器(前期〕

図版 188 (1) 石槍・尖頭器 図版 206 (1) 弥生土器(前期〕

(2) 敵石(1) (2) 弥生土器(前期)

(3) 敵石(2) (3) 弥生土器(前期)

図版 189 (1)敵石(3) 図版 207 (1) 弥生土器(前期)

(2) 敵石(4) (2) 弥生土器(前期)

図版 190 (1) 弥生土器(前期〕 (3) 弥生土器(前期)

(2) 弥生土器(前期) 図版 208 (1) 弥生土器(前期)

図版 191 (1) 弥生土器(前期〕 (2) 弥生土器(中期)

(2) 弥生土器(前期) 図版 209 (1) 弥生土器(中期)

図版 192 (1) 弥生土器〔前期〕 (2) 弥生土器(中期)

(2) 弥生土器〔前期) 図版 210 (1) 紡錘車

図版 193 (1) 弥生土器(前期) (2) 土錘
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図版 211 (1)石簸(1) 図版 242 古式土師器小型丸底壷(1)

(2) 石簸(2) 図版 243 古式士師器小型丸底壷(2)・壷

図版 212 (1) 打製石斧 図版 244 古式土師器聾(1)

(2) 磨製石斧 図版 245 古式土師器整(2)

図版 213 (1)石錐 図版 246 古式土師器聾(3)

(2) スクレイパー(1) 図版 247 古式土師器聾(4)

図版 214 (1) スクレイパー(2) 図版 248 古式土師器聾(5)

(2) スクレイパー(3) 図版 249 古式土師器聾(6)

図版 215 (1) スクレイパー(4) 図版 250 古式土師器霊(7)

(2) スクレイパー(5) 図版 251 古式士師器歪(8)

図版 216 (1) スクレイパー(6) 凶版 252 古式上師器霊(9)

(2) スクレイパー(7) 図版 253 古式土師器高杯(1)

図版 217 (1) スクレイパー(8) 図版 254 古式土師器高杯(2)

(2) スクレイパー(9) 図版 255 古式士師器高杯(3)

図版 218 須恵器(1) 図版 256 古式土師器高杯(主)

図版 219 須恵器(2) 図版 257 古式土師器高杯(5)

図版 220 須恵器(3) 図版 258 古式上師器鉢(1)

図版 221 須恵器(4) 図版 259 古式土師器鉢(2)

図版 222 須恵器(5) 図版 260 古式土師器鉢(3)

図版 223 須恵器(6) 図版 261 占式土師器 鉢は)・ミニチュア士器(1)

図版 224 須恵器(7) 図版 262 ミニチュア士器(2)

図版 225 須恵器(8) 図版 263 船形士製品(1)

図版 226 須恵器(9) 図版 264 船形土製品(2)

図版 227 須恵器棚 図版 265 祭記遺物

図版 228 須恵器01) 図版 266 師楽的士師器

図版 229 須恵器ω 図版 267 脚台付製塩土器(1)

図版 230 須恵器問 図版 268 脚台付製塩士器(2)

図版 231 須恵器M 図版 269 脚台付製塩土器(3)

図版 232 須恵器(1@ 図版 270 脚台付製塩土器(4)

図版 233 須恵器(16) 図版 271 脚台付製塩土器(5)

図版 234 須恵器問 図版 272 脚台付製塩土器(6)

図版 235 須恵器側 図版 273 古墳時代中期製塩土器

図版 236 須恵器仰 図版 274 (1) 古墳時代中期小型製塩土器(1)

図版 237 須恵器位。 (2) 古墳時代中期小型製塩土器(2)

図版 238 須恵器ω 図版 275 (1) 古墳時代後期製塩土器(1)

図版 239 古式士師器壷(1) 図版 276 (1) 古墳時代後期製塩土器(2)

図版 240 古式士師器壷(2) (2) 古墳時代後期製塩土器(司

図版 241 古式土師器壷(3) 図版 277 (1) 古墳時代後期製塩士器(4)
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(2) 古墳時代後期製塩土器(5) (2) 奈良・平安時代(第3層)穿孔製塩土器(2)

図版 278 (1) 古墳時代後期製塩土器(6) 図版 299 (1) 奈良・平安時代 (SKll)製塩土器口縁部

(2) 古墳時代後期製塩土器(7) (2) 同・尖底部

図版 279 (1) 古墳時代後期製塩土器(8) 図版 300 (1) 奈良・平安時代 (SMOl)製塩土器口縁部

(2) 古墳時代後期製塩土器(9) (2) 同・内面

図版 280 (1) 古墳時代後期製塩土器(10) 図版 301 (1) 奈良・平安時代須恵器(1)

(2) 古墳時代後期製堀土器ω 図版 302 (1) 奈良・平安時代須恵器(2)

図版 281 (1) 古墳時代後期製塩士器(12) 図版 303 (1) 奈良・平安時代土師器・黒色 L器

(2) 古墳時代後期製塩土器(13) 図版 304 (1) 奈良・平安時代 1:師器

図版 282 (1) 古墳時代後期製塩土器(1~ 図版 305 (1) 奈良・平安時代黒色十一器

(2) 古墳時代後期製塩土器O@ 凶版 306 (1) 奈良・平安時代鍋・霊・蛸壷

図版 283 (1) 古墳時代後期製塩土器06) 図版 307 (1) 緑紬陶器(1)

(2) 古墳時代後期製塩土器(11) (2) 同・裏面

図版 284 (1) 古墳時代後期製塩土器(18) 図版 308 (1) 緑粕陶器(2)

(2) 古墳時代後期製塩土器仰 (2) 同・裏面

図版 285 (1) 古墳時代後期製塩土器側 図版 309 (1) 奈良三彩・金銅製品

(2) 古墳時代後期製塩土器ω (2) 皇朝銭

凶版 286 (1) 古墳時代後期製塩土器タタキ目(1) 図版 310 (1) 管状土錘(1)

図版 287 (1) 占墳時代後期製塩土器タタキ目(2) (2) 管状土錘(2)

図版 288 (1) 奈良・平安時代(第5層〕製塩土器(1) 図版 311 (1) 管状土錘(3)

(2) 奈良・平安時代〔第5層〕製塩土器(2) (2) 管状土錘(4)

凶番 289 (1) 奈良・平安時代(第5層〕製塩士器(3) 図版 312 (1) 棒状士錘(1)

(2) 奈良・平安時代(第5層〕製塩土器(4) (2) 棒状士錘(2)

図版 290 (1) 奈良・平安時代(第5層)製塩土器(5) 図版 313 (1) 小型有溝土錘(1)

(2) 奈良・平安時代(第5層)製塩土器(6) (2) 小型有溝土錘(2)

図版 291 (1) 奈良・平安時代(第5層〕製塩土器(7) 図版 314 (1) 大型管状土錘

(2) 奈良・平安時代(第5層)製塩土器(8) (2) 片溝管状土錘

図版 292 (1) 奈良・平安時代(第5層〕製塩土器(9) 図版 315 (1) 大型有溝士鋳(1)

(2) 奈良・平安時代(第5層〕製塩土器00) (2) 大型有溝土錘(2)

凶版 293 (1) 奈良・平安時代製塩土器タタキ目 図版 316 (1) 飯蛸壷(1)

図版 294 (1) 奈良・平安時代(第4層)製塩土器口縁部 岡版 317 (1) 飯蛸壷(2)

(2) 同・内面 図版 318 (1)土師質土器椀(1)

図版 295 (1) 奈良・平安時代(第3層)製塩土器 図版 319 (1)土師質士器椀(2)

凶版 296 (1) 奈良・平安時代(第3層〕製塩上器口縁部 図版 320 (1) 土師質上器椀(3)

(2) 同・内面 図版 321 (1) 士師質上器小皿(1)

図版 297 (1) 奈良・平安時代〔第 3層)製塩土器尖底部 図版 322 (1) 土師質土器小皿(2)

(2) 奈良・平安時代(第3層〕製塩士器尖底部(2) 図版 323 (1)土師質土器小皿(3)

図版 298 (1) 奈良・平安時代(第3層)穿孔製塩土器(1) 図版 324 (1)瓦器(1)
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図版 325 (1)瓦器(2)

凶版 326 (1) 瓦器(3)内面

(2) I寸・外面

図版 327 (1) 瓦器(4)内面

(2) 同・外面

凶版 328 (1)瓦器(5)

図版 329 (1) 白磁(1)

岡版 330 (1) 白磁(2)

岡版 331 (1) 白磁(3)

図版 332 (1) 青磁(1)

凶版 333 (1)青磁(2)

凶版 334 (1)青磁(3)

図版 335 (1) 輸入陶器黄紬褐彩絵洗

(2) 同・内面

図版 336 (1)輸入陶器水注

(2) 輸入陶器凹耳壷

凡 例

本書の写真番号は以下の要領によっている。

(1) カッコなし番号は， ~実測図版編』の挿凶

遺物番号に一致する。

(2) カッコ付き番号のものは， ~実測図版編』

に遺物実測図が掲載されていない。

(3) カッコ付き番号のもののうち， 一部は「本

文編』に遺物実測岡が掲載されている。これ

については「遺物観察表jを参照されたい。
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岡版 337 (1) 越州窯系吉磁

(2) 輸入陶器膏

(3) 輸入陶器小壷

図版 338 (1) 中世製塩上滞日制出士〕

(2) 同上

図版 339 (1) 中世製塩土器尖底部

(2) 中世製塩土器穿孔部他

図版 340 (1) 円板状土・石製品(1)

(2) 円板状と・石製品(2)

図版 341 (1) 円板状J-.・石製品(3)

(2) 円板状土・石製品件)

図版 342 (1) ふいご羽口

岡版 343 (1) 銅銭(表〕

(2) 銅銭(裏〕

図版 344 (1) 東播系片口鉢・石鍋・矢柄研磨器

凶版 345 (1) 不明石製品

(2) 不明石製品



図版 1

(1) 櫨石島全景航空写真(南から)

(2) 大浦浜遺跡調査区全景航空写真(昭和55年度)朝日新聞社提供



図版 2

(1) 大浦浜遠景写真

(2) 大浦浜遺跡遠景 (昭和51年当時)



図版 3

(1) 大浦浜埋立後風景 (北東から)

(2) 調査区全景 (南から)



図版 4

(1) 大浦浜遺跡予備調査風景 (昭和51年度)

(2) 大浦浜遺跡予備調査風景 (昭和引年度)



図版 5

(1) 発掘前風景

(2) 調査前草刈り風景



図版 6

(1) 発掘風景

(2) 発掘風景



図版 7

ノ

，
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帽
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』府市ふJヰ
たては北麓地区 (縄文時代前期包含層)調査風景)

 
1
 

(
 

たては北麓地区第 5卜レンチ土層写真(2) 



図版 8

(1) 縄文時代集石遺構 (ヤケヤマ東麓地区)

(2) 縄文時代集石遺構 (ヤケヤマ東麓地区)



図版 9

(1) 縄文土器出土状態 (ヤケヤマ東麓地区)

(2) 縄文土器出土状態



図版10

(1) 縄文土器出土状態 (ヤケヤマ東麓地区)

(2) 縄文土器出土状態 (ヤケヤマ東麓地区)



図版11

(1) 貝殻土坑SK02J検出状況 (ヤケヤマ東麓地区)

(2) 貝殻土坑SK02J完掘状況 (ヤケヤマ東麓地区)



図版12

(1) 縄文時代包含層発掘風景

(2) H -37区東壁土層断面



図版13

(1) 縄文時代石匙出土状態 (2) 縄文時代石鍬出土状態

(3) 縄文土器出土状態 (4) 縄文土器出土状態



図版14

(1) 発掘風景

(2) N~S-42区完掘状態



図版15

(1) 弥生土器 (前期)出土状態 (2) 弥生土器 (前期)出土状態

(3) 弥生土器 (前期)出土状態



図版16

(1) 弥生土器(前期)出土状態

(2) 弥生土器(前期)出土状態



図版17

(1) 弥生土器(中期)出土状態

(2) 弥生土器 (中期)出土状態



図版18

古式土師器第 1群出土状況)
 

1
 

(
 

叩

祖禍

?乙p

古式土師器第 1群出土状況(2) 



図版19

(1) 古式土師器第 2群鉢出土状況

(2) 古式土師器第 3~6 群出土状況



図版20

(1) 古式土師器第 3群出土状況 (西から)

(2) 古式土師器第 4群出土状況



図版21

(1) 古式土師器第 5群出土状況 (北から)

(2) 古式土師器第 6群出土状況



図版22

(1) 古式土師器第 8群出土状況 (東から)

話L ・w

(2) 古式土師器第 8群出土状況



図版23

(1) 古式土師器第 9群ミニチュア土器出土状態

(2) 古式土師器第9群出土状況



図版24

(1) 古式土師器第11群出土状況

(2) 古式土師器第11群出土状況近景 (南東から)



図版25

(1) 古式土師器第12群出土状況

(2) 古式土師器第14群出土状況



図版26

(1) 古式土師器第15群出土状況 (北から)

(2) 古式土師器第15群出土状況 (南から)



図版27

(1) G-ll区土器溜 (西から)

(2) G-ll区土器溜 (北西から)



図版28
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(1) F -19区土器溜 (昭和引年度予備調査)

(2) F -19区土器溜 (昭和51年度予備調査)



図版29

(1) G-15区.SKOl (西から)

(2) G-15区・ SKOl遺物出土状態



図版30

(1) J -15区第4層上面遺物出土状況(北から)

(2) G-8区第 6層上面鉢出土状況



図版31

(1) G-18区.SKOl出土状態 (東から)

(2) G~J .15~20区遺構写真



図版32

(1) F -29区第 2層製塩土器出土状態

(2) H-18区SP03遺物出土状況 (南から)



図版33

(1) 製塩土器包含層剥ぎ取り風景

(2) 製塩土器包含層剥ぎ取り風景



図版34

(1) F -5・6区製塩炉(西から)

(2) F -5・6区製塩炉(南から)



図版35

(1) E . F-5 区製塩炉断面 (~ヒから )

(2) G-11区第 3層製塩土器出土状態 (北から)



図版36
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(1) E-H-31-43区第 3層製塩土器包含層の広がり (北端部)

(2) 0 -K -27-40区第 3層製塩土器包含層の広がり
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(1) G-4~7 区製塩土器集中状況

(2) G-5区製塩土器取り上げ作業



図版38

(1) G-4~7 区製塩土器堆積状況

(2) G-4・5区東壁製塩土器堆積状況
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図版40

格‘大三車業
ミ説法C-fZ・IBSXI毎土壁土中

(1) 有孔円板出土状態 (2) 勾玉出土状態

(3) ミニチュア甑出土状態 (4) G -30区SXOl砥石出土状況
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図版42

(1) 粘土遺構SX4西側土器集中状況

(2) 粘土遺構SX4西側土器集中状況
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B~D-3~8 区第 4 層上面(北から)



図版44

(1) C' 0 -4 -8区遺構状況

(2) C-F -5 -8区遺構状況



図版45

(1) D-5区 SX25半裁状況

(2) C' D -7区遺構状況


