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1. 4<紙に収録した探持柴崎例は、都道府県と政令指定都市の教育委只会へアンケ トを

依頼して回答を得たものを基礎にしている。

2.アンケート何回答件数は704件であるが、当埋蔵文化財センターで増補している。収録

したのは1948年度から1999年度 8月ま での例で、総件数は818である。

3.都道府県内における遺跡の配列は、市町村コー ドの順にしたがっている。

4.遺跡の時代については、 11-1石器、縄文、弥生のように 「時代J を省略して表記した。

縄文~古代というよ うに表したものは連続した時代にまたがる遺跡で、縄文 古代的場

合は二つの時代に存在が認められているものである.

「古代」には飛鳥、奈良、平安の各時代を含む.また、 「中世」には鎌倉、室町町時

代を含み、近世はいわゆる安土桃山と江戸時代を含んでいる。

5.泣跡種類のうち、古墳や説では横穴基とかl円境や前方後円墳なと¥窯跡では須IE器と

か瓦のように、可能なかぎり種別を表記するように努めた。

6.探'1Eの方法は、 fE気、磁気、レ ダ、tI1磁誘導、弾性披のように、それぞれに 「探

査法J を付すことを省略している。

7.遺跡名称における読み方は回答にしたがい振り仮名を付Lた。なお、神社、減、屋敷、

岡分寺、国府等には付していないが、寺やj号、湖ほの場合には固有名問との迎続性を考

えf寸している。

8 関連文献の表記の うち、 「重点 1J とか 「重点 2Jのように省略したものがあるが、

これは平成 4年度から 8年度までの問おこなわれた文部省科学研究費による r重点領域

研究 「泊跡探査JJ における年度毎の報告書のことで、 「重点領域研究 『遺跡探査』第

l回研究成呆検討会議論文集J あるいは「虫 1，'，(領域研究 r泣跡探査』第 2図研究成果検

討会議論文集」のことで、第 5回が最終の平成8年度にあたる。これの発行機関は単に

「総括班」と省略した.
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県別探査実施件数(1948年度-1999年度(8月まで)) 

件強 件省食 件敏

/ 北海道 10 石川県 22 岡山県 12 

膏脅帰 6 帽井県 " 広島県 9 

場平岡県 山製県 30 山口県 11 ， 
奮根県 7 長野. 6 徳島県 5 

検園.. 6 舷阜県 30 香川県

山~.拠 3 楠岡県 8 費鎗岡県 9 

梱島県 18 量知県 21 高知県 6 

賓楓県 11 三重県 13 梱岡県 " 

樹木県 4 温賀県 33 佐賀県 9 

瞬島県 蝿 車郵府 2唱 長崎県 11 

埼玉串 20 大匝府 28 開本県 " 

予定県 13 兵庫県 87 大分県 4 

東軍郵 51 事良県 28 宮崎県 .]7 

縛覇権川県 11 1制磁山県 3 1鹿児島県 5 

r 

.瞬渇県 7 1・怠県 151沖縄県 1 

宮山県 161 ・a岡県 " 

e 

， • 

〈戸。

， 

QJ 

• 
. 

• 

探査実施件数(件数)・20-98(13) ・18-20 (1) ・16-18 (1) ・15-16 (1) ・14-15 (4) ・13-14 (2) ・12-13 (1) ・10-12 (5) ・9-10 (3) 
• 8-9 (1) 
• 7-8 (2) 
ロ6-7 (4) 
巴 5-6 (1) 
ロ4-5 (2) 
ロ1-4 (5) 

傑王立を実施した件数を都道府県別にみると、 liF，PJIII と兵JiIl ll~が圧倒

的に$(、東京都と 宮崎l¥!カ苦手れに次ぐ。1111BJiltでは干持村を中心に

した地中レーダー保査の応用が多いのに対して、兵庫!uて'は各種探資

の方法それぞれをmいて、 ll~1勾の広い純闘で実施しているという遣い

カfある。
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北海遭 ー'町議県 ・岩手県

;1'・名 |遺跡の時代 | 温踊の所在地 |舗 の闘 | 探査の方議

北 海道

u北..海ぃa道"集治監十，.勝砂も分監異常肺 近代 |術広市緑ケ丘 熊跡 |電気

英ゐ』訳・au15遺跡
圃文 苫小牧市美沢 集落 レーダー

国l1l定員1跡 キウス周堤基幹 縄文 千歳市中央 議{土繍益事) レーダー

(キウス環状土鐘3号}

苦M盆E息 の環状列石 蝿文 |深川市脅江町向陽 車庫 |鉄線

jLI、室貝塚 縄文 !伊途市北小金町 |貝原集瑞 lレーダー

-川，扱ιゐA遺跡 縄文 1，茅部ll1l南茅部町三安川滋 集落 |レーダー

八-木a，A遺跡 縄文 l茅部省S南茅部町制芭札部 集落 |電気 ・レ」ダー

八.木，C遺跡 縄文 1，茅部ll1l南茅部町字毘札都 散布地 |電気 ・レーダー

筒鉱itt遺跡 近代 楠山郡江豊町字Eド歌町沖合 沈船 |瞳気

(水中遺跡}

住高.砂.ご過肺 縄文近世虻田郡虻田町字高砂町 貝爆 |電 気 随 気・νーダー

時森県

小』牧a・野・0遺跡 縄文 !宵森市大字野沢字小牧野 散布地 |レーダー

五f所"川...原偽須恵按書館跡群 古代 l五所川原市大字削岡野目，持子沢 | 黙跡 |唖罰

+ε三.. 除機"'遺跡 中世 |北海艇郡市浦村大平十三 |集落港湾 |電気

ー盆ト三.. ・渡4担&遺跡
中世 |帥醐市浦村大字+三 |集落港湾 |レーダー

十&三.. ゐ‘襖.. 担遺肺 中世 l北浄絞郡市禰村大平十三 |集落 ・港湾 |レーダ}

新"、制信匝.(l)遺跡 縄文 |上北郡六ヶ所村鷹占拠週の下 散布地 |坦気

岩手県

..，ご，.. 
明後沢遺跡 古代 |胆沢邸前沢町古級宇明後択 照跡 |俗気
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北海道背森県岩手県

実施 l
年度 |

網迫文献名 文献発行棒関
|発行草月

19ゆ7

19円"

1994 

不明

1984 

19田 1r川汲遺跡川汲D遺跡ー南茅部町浬磁文化財調査団第 |南茅部町寝蔵文化財調査団
I側報告一』

1990.3 

1993 1 r八木A遺跡11・ハマナス野遺肺南茅部町思議文化財 |南茅部町埋蔵文化財調査団
調査団第5輯報告 』

1995.3 

1995 

19剖 1r開陣丸海底追跡の発掘閣笠報告リ 江差町教育委員会・開陽丸引傷程進岡成会 11982.3

19941 r虻田町文化財調究報告第 5架 高砂貝塚北海道虻田 |虻田町教育委員会
町高砂遺跡にお付る詳細分布調査報告密j

1998.3 

1995 1 r背森市埋蔵文化財調査報告也第30袋 小牧野遺跡発掘 |青森市教育委員会 I 1997.3 
調査報告書』

1998 

1993 『国立際史民俗僧物館研究報告車64!集』 国立歴史民俗僧物館 11995.11 

1997 m森県埋蔵文化財調査報告l!I第248t足 十三淡遺跡III 青森県教育委日会 1998.3 
第74次 ・第75次発掘調査概報ー』

1醐 1r背森県埋蔵文化財調査報開第2雌 十三渡遺跡，， 1時県教育委員会 11999.3 
青森県第4次発掘調査概線一』

間 51r背森県埋蔵文化財調査報告師2膿 むつ小川原開発 |青森県教育委員会 I 1976.3 
予定地峡内経蔵文化財試掘調査概報』

19771 r昭和5拝度明後択遺跡第 4次発掘調査級制 |前沢町教育委員会 3
 

8
 

7
 

9
 

1
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百城県秋鴎県 ・山形県

;J跡名 |追跡の附 | 遺障の所在地 |温舗の醐 | 探査の方法

宮城県

-仙"台fι 城跡(本丸) 1 1 1 1世 ー 近世 | 仙台市W~18:川内 城間 |νーダー ・健気 ・

ポアホールレーダー

日書城跡{本丸} 中世 ー近世 仙台市情家巨川内 嫌館 レーダー ・屯気
ポアホールレーダー

t制"ノ.，口'.遺跡
|制 ~近世 |仙台市 |城 館 集 結 |電気 レ ヂ

水IH・削地

宜d晶也h引ご句@山'宵噴
古繍 古ttf 1レーダー ーボーリン

グステッキ

円uのa出.・山a器官跡幹 i1ift |加美郡色麻町四制限 総帥
(須恵総・瓦)

円U の"出で・山・然跡静 古代 |加師団町内釜字師 :!!跡 1暗気
{須車協・瓦)

が晶城跡 古代 械棚 喧気

秋 HflH

主革運動公園予定地内追跡群蝿文 古代機手市揖土館ほか Il<跡 |眠気

品品量出遺跡 縄文 北秋田郡腿巣町脇神字伊勢童話 祭記 |νーダー

11、筒輔跡 古代 仙北郡仙北町仏山，千畑町本全域回 城棚 ・河辺 市町

l弘，，，旧止の概3・‘跡
古代 仙北郡仙北町払111.千畑町本堂城田 級相 '電気

Eid砧跡 古代 仙北都仙北町払問，千畑町本堂域回 械棚 世間

正筒幅跡 古代 仙北郡j~ljt町払Ill . 千畑町本堂城間 減慨 電気

IIJ jf; l¥! 

-山..形企城跡
中世近世 山形市躍城町 城飾T レーダー

間q・ヶ""同.級跡 近世 鶴岡市鳩場町 城郭 1也会(.レ}ダー

山'̂制海持管跡r.字 古代 飽梅必市平間町大字山谷新関字山商 rn跡 雌気
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実纏 l
年度 l 関連文献名

1997 I rVRP法による仙台城石垣内部構造の地中レーダ計測J

r1998年屯子情報通信学会エレクトロニクスソサエティ

大会.sc寸 8.1998J

百媛県 ・秋同県 山形県

文献発行償問 |発行草月

I 1998 

1999 I佐藤狐之ほか「地中レ}ダを利閉したflIJ台城石坦構造制 |円本文化財探査学会 I 1999.9 
権Jr日本文化財探査学会第2同大会研究発表要旨1MJ

1993 I r量点 2J 総括班 I 1994.2 

1990 I r宮城県村田町文化財開資報告伶第11墨 千原山古償問 村田町教育委員会・千塚山古m測量調査団 I1992.3 
品調査報告担H

1988 

1989 

1978 『多目減関連追跡発御醐資報告由第 4冊 附 l糊 川 |宮城県教開地宮城県多賀城酬貧 I1979.3 
昭和53年度尭掘調査報告一』 事務所

1988 1 r償手市文化財調査報告脅15 赤坂泌 ilJ~困範囲厳正悲調|償手市教育委日会
査報告主u

1992.3 

1997 

1992 1 r秋岡県X化財調査を報告的革250集 払田傍跡調査'll務 秋山県教行委此会 ・ 秋旧~~~教yf庁払田棚 1 19ゆ4.3
所作報199:1 払凶繍跡第94~97次調査概袈 I 跡制査事務所

1994 1 r秋山県文化財調査報告刊第258m 払悶棚跡調査事務 秋出県教育須品会 ・秋田県教rfl'r払旧棚 I1995.3 

所年報1994 払問符跡第98--101次調査概要』 帥剖資事務所

1995 1 r秋旧県文化財調資報告符箪266W 払凹初跡調査事務 秋川lLl教育受員会秋川県教育J'f払間側 119ゆ6，3

所'1報1995 払m棚跡第103.......106次剖佼概要』 跡~l宜事務所

1996 1 r秋 IH~!;!文化財調査報frit?第269m 払1HlJI跡調査事務 秋山P11教育受口会 秋田県教mr払111棚 I1997.3 

所年報1996 払田側跡耳~I07"""'109次調査規軍一J 跡澗査事務所

1991 1 r出械公凶鯵備実施計画部』 山形i1i 11996 3 

1998 1 r山形県鶴岡市煙磁文化財調資報告符第 9W iIi内迫跡 組問市教行委員会 I 1999.3 

分布調資事も占科』

1990 I rJJJ~ I 1991.3 

燃跡肝発掘調査報告1日』
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福島県 ・茨城県

過除名 |舗の時代 [ 遺障の所在地 |価の醐 | 揮査の方法

徳島県

量:梓「d古m 古I/t 会浄若松市-~町立ヶ作山 古横 電気随気

実声古総跡群 ・主筒阜地区 古代 ・中世会津若絞市大戸町上聞昼 際跡{須恵密電気酷気
.ct世陶器)

主声古鼎跡静瀞33号醐1 古代 |会的市大戸町南原 |酬明醐)I電気磁気レーダー

電圃酷導

実声古黛跡群主筒卓6号窯 古代 会治若松市大戸町上南臨 烈跡(須盟都) 電気・暗気・レーダー・
跡

屯磁誘導

実声古総跡群 ・潟tt39号繁跡 古代 会主幹若~ilï大戸町南原 I!!跡(須恵器} 電気 ・囲気

実声古熊跡群 ・主結晶 7.64 古代 ・中世会陣若松市大戸町上南匝 窯跡 電気 ・酷虫
号黙跡

実声古熊跡酔 7有1249号黛跡 l 中世 |会樟若総市大戸町大半上三響下中 | f信跡 |地気磁気

丸

実妾晶吉駅大安喝 1号積} 古墳 郡山市閉村町大普寺字大安場 古繍 電気レダ

L白4水d・，阿弥陀宜
古代 いわき市内蝉向水町広IH，大門 寺院 ・園地 電気

話3持E黛跡酔 古代 いわき市小111町下小川字悔ノ作 然跡 暗気

断面鶏跡 古代 いわきiIi平上平盟平原田作 将官蹄 醒~

様ぬれ岸遺跡 古代 いわき市平下大鑑字般陣 官街 電気・酷気・レ ダー

品島遺跡 古代 いわき市平 F大越平彼岸 官術 l¥l気

長非古訓 古級 距町市上渋佐字阪畑 古噴 屯罰 ・レ ダ ・

赤外輔空中写真鋸膨

fF符嫌跡 近世 相崎市岡山字酋山 機館 電気 ーレ ダ

大..，関u-E禦鮮跡 占(~ 商白河郡波師村小松字大岡 ~掛 磁気

.関，和b 久tE黙跡 j!i(t 西白河郡呆崎村闇和久字関和神社 活者跡 暗気

大..坦"'‘1号演 古JA 石川郡:ti11l町大字新屋敷字焼峨ほ 古績 電気
念、

茨械 l12

，>1."...， 
上高i!HtJ:家 縄文 土浦市大字 t筒11!.宍塚 貝爆 レーダ

令、，" 
j:l1前減跡 近1止 土川崎市・和夫 域館 レーダー
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細島県茨城県

草:1 関連文猷名 文敏発行後問
|発行草月

1990 1 r会 t~若怯Jfî文化財調喧報告魯第17号堂ヶ作山市筑 l 会l~若f公市教育委員会 ・ 掌ヶ作山古h質調 1 199 1. 3
洲~!開資報告 1990年発婦調査概線j 査団

1987 1 r会津若松市文化財調査報告書第12号 会津大戸省需跡 会滞若松市教育委員会

君事分布調子E報告書 須車保 .'11世陶継の禦跡幹一』

目曲|帥若松市 文化財調査報開車問会t偉大戸古糊 |会制松市教育委員会

群発掘調ヨ空機報リ

19曲 1r会開 制文化財調資報告問"号 会 開大戸古糊 |会持若松市教育委員会 I 1989.3 

静発掘調査機報リ

1989 

刈帥出市文化財調査報告出第18号会津大戸古糊 !会津若松市教育開会 11991.3 
併発俗調子E概報[[[J

附帥出市文化財制査報告暫第四 r会浄大FimJI会開松市教育委員会 11996.3 

間l.i;(49号車跡』

1996 I大場安古頃群第 1次発掘調資報告 』 郡山市教育安員会

1972 『昭和47年度史跡白水阿弥陀盟境峻復元穀備第一次調査 いわき市 ・史跡白水阿弥陀掌境域担元調 I1973 
報告自』 護団

1988 

1993 

四 31r1[{.<.，. 2 1 輯括班 1994.2 

l叶附31 輯括班 1995.2 

1998 

1998 

19B;} 

1附 1r福島県文化財調究報告白第叫聞和久上町遺跡，， 1福島県教育制会

一史跡指定調査概綴 J 

川間町士化財調査報告官第lO集大縫古問調査報告l石川町糊委日会

f時県指定史跡 』

1990 1 r国指定史跡上向精貝嫁地中レ ダ綜査報告怨jほか |土浦市教育委員会 1990 

1991 1 r県指定史跡土浦域社 地中レーダ寵賓報告(')1 土別市教育委員会 1991.¥1 

9 



茨媛県樹木船俳J.~県

;t..名 |酬の時代 | 遺障の所在地 |輔の醐 | 探査の方議

.常珍，企b陸同分尼ミ存宇跡 古代 石岡市若松 寺院 |レーダー

.結，城，廃寺 古代 結媛市大字矢拙 寺院 |レーダー

当長崎遺跡 縄文・古墳・ 結域前大字詰減 集落 |レーダー，lff.¥: 
史跡 小防川庁城跡 中世 つくば市大字小田 域間 ・糠 |レーダー

胞民耳久元町内No.24.......26遺跡 (比 古代 鹿嶋m大字本地字比国久 製鉄 |磁気

遺跡)

i花"官d館，ゴマンクポ製鉄遺跡 古代 東耳東城郡美野里町花舶コマンクポ 製鉄 酪宝l

眼"'W，半!\~.白塚
蝿文古代 稲敷m美浦村大字鳥見山字対兜 口爆県議 レーダー

史跡主挺城跡 中世 真壁llIl耳壁町大字古紙 城郭 |レーダー

阻.崎'"前A・山a迫帥 古代 結綾部八千代町尾崎前山 製鉄 |電気 ・世気

栃木県

&東，谷.遺跡昨 古筑 宇都宮市東谷町 mw;・古筑 レーダー

LF妥結制所跡 近代 真岡市 下電谷 工機敷地 レーダー

水草地

2μ.， .. 帥，."償穴昨
古償 芳賀抑市貝町嗣谷長崎 被ノI甚 電気・神性被・赤外掛

告品 .軒崩旨繍昨 古t氏 那須郡小川町大字小川。大字古川 有明 レーダー

lt字。問lH

JU ，胃M 東部間嶋遺跡 副文~中世 開j揖市鳥取町ほか 集部 画宜

一は之の d宮..，宮‘・下~""商b週跡
中世 前編市二之宮町 城館 ・濠 レーダー

前通級車跡 近世 前編市大手町 械抑 .，底 レーダー

ES三手i1ilJt 古績 前橋市西大室町内纏 有明 |レーダー

e中gドム'E子ri町別
古噴 前橋市両大室町五料 '"明 |レーダー

結晶民地肺 古代~近惟 高崎市行力町す戸線名社 剖 ・総務 |レーダー

10 



実箱 l
年度 l

1997 

関連文献名 文献発符償問

1985 1 r結城市文化財醐資報告省軍4袋詰械鹿寺第 1次発 l結城市教育祭M会
出掛ヲ史観綴』

1988 1 r結域市文化財調査報告併第 71農家崎遺帥』 山武考古学研究所

1998 

1981 1 r鹿島町の文化財部23t息際局町内遺跡発掘澗究報告lllJ1鹿品町教育委員企

19田 1 r衷械~L~花館ゴマンクポ製鉄遺跡発掘調資報告J r東京 |東京[l¥¥大学

工強大学人文諭貨獲NO.91983J 

1987 

1998 

19剖 1r八千代町埋蔵文化財調資報告!'l2 尼崎前山 茨域県 |八千代町教育祭貝会

結械廊八千代町尾崎前111-J 

19ゆ7

19921 n野紡刷所跡醐査報告符』 真岡市教育餐員会

1981 1 r長帥棚穴昨ー栃木県方m都市民町長峰縦穴併調資報告 1m員町教yl書員会

l'l-J 

1開71 r吉田 ・新聞古訓併発射髄伝機要報告』 小川町教育費H会

1979 

1987 

19刷 1r.繍城跡11 e;瓜以庁舎建設に伴う製蔵文化開発銀調 |福崎県教育委副会

後報告~J

1991 1 r後二千古漬 ・小ニ子古訓 大室公開史跡範備事業に伴 |川繍市敏行委“会
う範聞艇認調笠続報 1J 

1993 

1989 1 r悶崎市文化財調布報告型~i05t終行カ遺跡群 僚名目 |両崎市教ff盛口会

辿跡』

11 

表域~r! ・ 樹木県 ・ 静馬県

i発行壁月

1989.3 

1996.3 

1982.3 

1984.1 

1981.3 

1994.3 

19田 3

1999.3 

1999.3 

1992.2 

1990.3 



鮮馬県

遺跡名 |酬の時代 | 遺跡の所在地 |輔の醐 | 探査の方法

品箆遺跡 弥生~近世 高崎市日高町字高畑前 !水田集落 |レーダー

主描未廃寺 古代 伊勢崎市本間町，上植木本町 寺院 !レーダー

首長節 I遺跡 古代 太田市長手町 |黛跡(須悲劇|酷気 ・レ ダー

-製鉄

史跡 H金"山城跡 (目vノe叫池) 中世 太田市金山町 山城 |レーダー

実長吾遺跡 古代 太田市長手町 |黙跡(須恵怨)I磁気レダ

4山..去"須恵穂署挺跡 古代 太田市畏手町 紫跡(須恵器) 酷気 ・レーダー

塚'.廻...り古痩群 古績 太田市龍舞町 古筑 レーダー

史跡 天てん神じん・山a古境
古蹟 太田市内ヶ島町 古筑 |レーダー

.田a田城跡 中世 ・近世 沼周市西倉内町 核館 レーダー

白沼盆回城跡 中世 ・近世 沼周市西倉内町 域館 レ←ダー

猿.. 島田PEII遺跡
古蹟 藤岡市白石 窯跡(纏鎗) 電気・酷気・レーダー

告中か簡'"遺跡
古積 渋川市行奪回字中節 集落 電気 ・レ ダ

t中なか薗'"遺跡
古蹟 渋川市行幸田字中前 集落 レーダー

t中Bか筋可"遺跡
古境 渋川市行幸田字中簡 集落 |レーダー

削有馬，堂r肘令4φ山，古境a群字
古噴 渋川市有馬字宜山，療内 境基 |レーダー

選前前遺跡 縄文 努多郡北橋村大字上箱国字遺訓前. 集落 |レーダー
遺訓爆

道前前遺跡 縄文 |勢多郡北繍村大字上岡字週棚・| 集落 |レーダー
遺訓塚

u湯gもa谷h 戸と遺跡
旧石認H'世 勢多郡北繍村大字八崎字国谷戸 集落 ・域館 |レーダー

t滝t・d沢，.石器時代遺跡
縄文~古代 勢多郡赤城村大字滝沢 集落 ・配石 |レーダー

滝企"沢f"石器時代遺跡 縄文~古代 勢多言g赤減村大字滝沢 集落 ・配石 |レーダー

'tt竜"間，.石穏時代遺跡 蝿文~古代 勢多郡赤峻村大字滝沢 集落 ・配石 |レーダー

辛蓮遺跡 古代 勢多郡粕川村大字中之沢 寺院 |電臨時導

(山岳寺院)

部器官詩遺跡 縄文~近世 群馬郡様名町高浜 集落 |レーダー

守宮岳3古境 古繍 群馬郡箕郷町下芝字谷ツ 合境 |眠気 ・レーダー

L 下'‘』芝"ぱg 谷.ツ古筑
古噴 ・古代 群馬郡茸揮町下芝字谷γ 古演 ・集落 |レーダー

12 



群馬県

2実手絡度 I 関連文献名 文献発特捜聞 |発文行年献月

1998 

1990 『上倒木廃寺一平成 2• 3年度発掘調査間報 』 11992.3 

1992 

1992 

1993 

1993 

1997 

1997 

1992 

1997 

1996 

1987 

四 81r渋川市発掘調査報告書第四集 渋川市内遺跡111醐|削11市教育開会 11989.3 

年補肋事業に伴う調査報告及び中筋遺跡地下レーダ

探査報告』

1989 

1995 『有馬堂山古繍群』 11999.3 

1995 

1997 

1996 

1996 

1996 

1996 『亜点 51

1986 

1994 『群馬県鹿蔵文化財調査事業団発掘調査報告省第252集 (財)群馬県埋蔵文イt財調査事業団

高浜広神遺跡』

1987 

1988 

-13 



群馬県

遺跡名 |酬の時代 | 遺跡の所在地 |醐の醐 | 探査の方法

a手p白し木"'$沢"・む向.'滝"遺跡 古境 群馬郡箕師団I倒木沢字向滝 集落 |レーダー

e金e敷~ .'"平崎古績書学 古境 群馬郡鍵田町 古筑 |レーダー

平芝孟賞品迫跡 出境 群馬郡買郷町下芝字五反田 ;';繍 磁気 ーレーダー

半笠孟長品遺跡 古墳~中世 群馬郡箕郷町下芝字五匠回 古墳 ・m落 レーダー

s行r.，人u塚づ@古翁
古続 群馬郡箕郷町矢匝字嫁必 古演(方噴)Iレーダー

io品目l!j筑群 中世 務馬郡箕郷町 寺院 レーダー

か上>c芝ぽ古墳醇 古焼 併用己都箕郷町上乙 古墳 レーダー

JShtの輪D 城跡
中世 群馬都箕郷町東明霞 域館 |レーダー

下しもL芝U 内令尾山.岨ぱた遺跡
古代 ・中世 群馬郡n脚町 !l1i1i |レーダー

定Ff符詰古須野 1片宅資 群馬郡群馬町大字足門字村西 古績 |レ}ダー

田"尻U。遺跡 縄文~古明 北群馬郡子持村大宇中開 集落 ・益 レーダー

問，尻U。遺跡
縄文~古境 北野県郡子持村大字中開 県高 ・甚 レーダー

川"尻"遺跡軍3地点 縄文~吉明 北Z芋馬郡子持村大字中郷 集部 ー甚 電気・磁気・レーダー

田"尻U。遺跡車4地点 縄文~古Jj'[ 北群馬郡子持村大字中蝿 集落 ・革 レーダー

田た尻"遺跡 縄文~古筑北野鳥郡子持村大字中開 集落 ・耳 | 電 気 磁 気 レーダー・

超育波 ・光学・化学

自民遺跡 ・第 5地点 縄文~古筑 北群馬郡子持村大字中揖

則た尻c。遺跡
縄文~古噴 北鮮馬郡子持村大字中郷 集落 ・基|レーダー

田，尻U， i些跡第 7地点 縄文~吉明 北群馬郡子持村大字中郷 集落 ー基 | レ ダー

d洩"凶H遺跡 古繍 北鮮鳩郡子持村大字中期 水凹 ・牧|レーダー

話品遺跡 古境 北群馬郎子持村大平q・蝉 水回 ・牧 |レーダー

a浅"間M 遺跡 古漬 北群馬郡子持村犬字中師 古噴 ー牧 |レーダー

，浅"田"遺跡 古筑 北幹鳥郡子持村大宇中開 牧 |レーダー

“西L組，.遺跡 縄文-，片筑 北鮮馬郡子持村大字中関 集落 |レーダー

に白L組...遺跡
縄文~古蹟 北群馬郡芋持村大卒中蝿 集iIi |レーダー

民西，組...遺跡
縄文~古積 北群馬郡子持村大字中間 i長五存 ・甚 |レーダー

4中~'"組...遺跡
縄文~古代 北昨J.!~郡子持村大字巾醐 1相会 |レーダー

叫地旧どれ沢巾東札遺跡
関士~古墳 北鮮馬郡子持村大字中脚 制 ・迫 |レーダー

14 



鮮馬県

実年度施 I 間連文献名 文献発特捜間 |発行草月

1990 

1991 

1992 

1992 『坑郷町の迫跡111 町内遺跡詳細分布調査報告[[[J |開町教育副会

1992 

1992 

1凹， 1r茸師町叫跡川 箕郷町教育委員会 1994 3 

1993川抗開町0):喧跡NJ 箕揖町教育委員会 1994.3 

1994 1994.3 

1987 『群馬町蛾!磁文化財発掘調査報告第42M.! s.門村西古筑 群馬町教育委員会 I 1996.3 
群j

1988 

1992 

1993 

1994 

1994 rm内 4J 

1995 

1995 

1997 

1994 

1996 

1997 

1998 

1987 

刈I醐遺跡発問慨型報告符昭削年~平成 元 年 調 |子間開員会 I 1990.1 

査一j

l捌 Ir西組遺跡発醐資概要報開開削年~平成元年間 |子持村教育副会 I 1990.1 
ヨを I 

1988 

1鮒 71剛山跡発 掘 調 究 報 告 書』

日一



群馬県

遺跡名 |遺跡の時代 | 遺跡の所在地 |遺跡の醐 | 揮査の方3去

前.~ I!関加向遺i 跡
古筑 |北群馬説子持村大字中間.吹陸。 牧 |レ←ダー

白井

』《鳥，井‘d峯"，遺跡 弥生 ・古繍 北群馬都子持村大字北牧，中期 集落 |レーダー

鳥"井白A家除拘遺跡
弥生 ・古演 北 野馬郡子持村大字北牧 集落 |レーダー ・ハンドオ

ーガーポーリング

黒〈今井、d峯砂防遺跡
弥生 ・古筑 北群馬都子持村大字北牧 集落

1〈1A1b井‘h峯n遺跡 弥生 ・古噴 北群馬郁子狩村大字北牧.中期 袋詰 |レーダー

以弁当毎週跡 弥生 ・古績 北群馬郡子持村大字北牧 集落 |レーダ}

黒〈ろ弁，，'当医a遺跡
弥生 ・古蹟 北群馬郡子持村大字北牧 集落 |レーダー

《奥，井'"峯砂.遺跡
古級 北群馬郡子持村大宇中期 畑 |レーダー

村内遺跡 不明 北群馬郡子持村大卒け』醐.吹毘 不明 |レーダー

村内遺跡 不明 北群馬郡子持村大字中醐 不明 |レーダー

村内遺跡 不明 北務局郡子持村大字繍堀 不明 |レーダー

村内遺跡 古須 北群潟郡子持村大字北牧，吹犀. 牧 |レーダー

白井

北H:牧"羽，黒"遺跡 近世 北群馬郡子持村大字北牧 水凶 |レダ

;t極右Fii遺跡 近世 北群馬郡子持村大字北牧 水回 |レーダー

伽相ノの旧遺跡 古噴 ・古代 北群馬郡子持村大字北牧 水田 ・集落 |レーダー

か柑ノの田た遺跡
古境古代 北野鳥郡子持村大字北牧 水田集落 |レーダー

;t砧神社遺跡 縄文~古代 北静馬郡子持村大字，t，蝿 w落 ー畑 |レーダー

結午遺跡 古筑 北群馬郡子持村大字北牧 牧水間 |レーダー

丸"子ー。山，遺跡
縄文~古明北野馬郁子持村大字北牧 古均質・集落 |レーダー

畑

ム吹a昆.ι犬a子こづ塚，遺跡
古演 |北群馬郡子持村大字吹臣 牧畑 |レーダー

ム吹昼屋句作‘犬.子』爆ザ.遺跡
古級 北群馬郡子持村大字吹臣 牧 |レーダ

ゐ吹s臣.，犬・子様7・遺跡
吉明 北群馬郁子持村大字吹臣 牧 |レーダー

ム吹s臣e寺てι之.，後"遺跡
古境 北群馬郡子持村大￥吹犀 牧 |レーダー

一吹ゐ'属句作ゐ中j砂値原f、遺跡
古境 北鮮馬郡子持村大:j:吹屋 牧 |レーダー

ゐ吹s民.，十.，二E ノの上"遺跡 i1i摂 北群馬郡子持村大字吹臨 牧 |レーダー

16 



群馬県

実年施度 1 関連文献名 支献舟行担問 |発行摘年月

1992 

1982 

明 31同村文化財閥側部叫間遺跡確認調登板|下持村教師州会
報JIまか

酬 4I r子持村文化財陥附』第叫糊制跡錨 認 調 蛸 |子持村教'ff委員会

報JIまか

1986 I r仰市周辺の軒石堆机地に必げるill跡保存方法の検!iHJ 文化n I 1989.1 J 

1側71w. 子持村教Ir章容U会 I 1991.3 

1991 

199B 

198-1 I r子持村の追跡村内辿跡詳細分布調1<報告智一』 子持村教汗委n全 1990.3 

198r) I r子持村田迫肺村内迫跡誹細分布調査報作符』 子符村敏子f餐員会 1990.3 

吋I子持村の迫伊村内遺制珊分布調査報告i!1-J 11990.3 

1994 

1996 

199M 

1990 

199-1 

1991 

1992 

1992 

1992 rel'.I.~wm蔵文化財噺草間報公，' 1革207W 白井北中道11 (財lr.干潟県型脱文化財調査:m擢聞 1996‘3 
辿跡 ー吹届"子1京jj'l静 ・耽臣中W:iil跡前 1I!!Ji'd-t.中

近llt悶』

1996 

1996 

1997 

19リリ

199!) 

17 



群馬県 ・埼玉県

温跡名 |輔の時代 | 遺跡の所在地 !遺跡の種類 | 探査の方法

げ説ん空ζ今寺U山今占追跡
i'i噴 北群馬郡子持村大字吹毘 牧 |レーダー

指長品韮遺跡 古蹟 北群馬.~子持村大字吹昆 牧 !レーダー

指韮4誕遺跡 白筑 北E学用品加子持村大字吹邸 牧 レーダー

藤みじ井、鉄筋迫跡 古lJl 北静的郡子持村大平吹出 牧 レーダー

西にL伊町時ζa過跡
古墳 北群馬郡子持村大.7上白井 集予客 |レーダー

白井遺跡群 古代~中世 北群馬郁子持村大手門井 牧 ・集落 |レーダー

城朗

L 白JちH~かlJh街じ・〈迫帥

古蹟
北群馬郁子持村大字'1'柵，吹昆， 牧 |レーダー

白井

麻，‘場ぱ城ill 中l些 甘楽t部付楽町大平白倉字械 城館 ・泌|レーダー

、今U井o東aが#、平f!¥ド、3迫世跡
縄文~古代 :!it rul~ 嬬恋村大字今井字帥 1組三番 |レーダー

"間合迫跡 古代 岳耳n11六合村大字入山平松岩 県滋 レーダー ・/、ンドオ
ーガーポー リング

長フ断遺跡 古代 佐波郡境町大手東新井 用水路 レーダー

ぶ主主謀i量遺跡 i'i噴 佐波1，11玉村町大字飯倉 古漬 臨主 ・写真判読

ーf詰第二日嫁 縄文 邑楽郡仮倉町大字海老瀬長'it 貝塚 レーダー ・筒睦揖導

大"".，塚.山H 古杭 古杭 邑楽部板倉町大字大同略字高品 古筑 |レーダー

古品川申前l号古境 古t貨 邑楽部大見込町大 's古海字原前 古筑 |レーダー

(帆立対式)

I奇 玉 県

空挺遺跡 中世 ・近世 川口市大字安行吉岡字天刑 城館 ・抗原 |レーダー

had:f市古検 古償 行間ili大平崎玉 古j貨 I a;荒 ・レーダー
~I!酷制導

話fkti古羽 古墳 古償
抱臨詰導

北J/:秋叫津一宮 航穴J.!M
古明 所沢市北秋i'/! 横穴基

員百ljjE害遺跡 縄文 飯能市大字矢嵐平前ヶ貨， 字t屯尾 w帯 |屯主[・酷気ーレーダー
燦

告が4jt誕遺跡 古噴 本正ili北繍目的山.[lJ叙 総跡(植輸)I ，宜気

iK1IitITEmlI学 1!I噴 本日市大字小島 古噴 |レーダー

)8 



昨嶋田 ー埼玉リ，!

豊富 |
聞連文献名 文献発行機関 |発文行年献月

1992 

1992 

1993 

1993 

1992 

1991 

'992 

1990 

1994 

1982 『開古遺跡山極み袋詰の探究 』 |六合村教師員会

1986 

山附 町 棚 文 他聞昨報告書第10集 IHlt1¥ 玉村町教育委員会 1993.3 

1985 『仮合町史考古資料編別巻 9J 板倉町史編纂委日会 1989.3 

1988 『板古町民考古資料編別巻 9J 紋倉町史編纂安以会 1989.3 

1987 

19晦9

1982 

1998 

19制 1r所副iIi文化財調査報告円第16m 抑制lIit.t域泣跡鮮(川)]1所沢市教育安民会 1985.3 

1982 

1978 I r1J'勝寺北高辿跡j 手f勝寺北現遺跡調査会 1980.9 

1995 

19 



埼玉県 ・千蝶叫

i虫歯車名 |舗の時代 | 遺跡の所在地 |舗の醐 | 探査の方法

耳w偏d寺UM潔 問主 |岩田市城南 |貝塚・集落・lレーダー

泥炭府

.拷、.. 槻一"城跡 中世 ・近世 岩槻市太困 械館 |レーダー

初修4塚"，・古lJI 古均町 朝由市岡三τ闘 古lJI |レーダ

(前方後門喰}

難t.....波"図n氏舶帥
<f'世 富士且市大字下商畑字蓮図ほか 械館 ・議 |電気

天<<神ピA山.，櫛穴議E零 古漬 比企郡神1J11町大平嗣"' 横穴... |電気 ・レーダー

島m凶平叫吋町陀《守U 個幼跡r.学 古代 ・中世 比企郡嵐山町大卒平制平赤井 守院 |レーダー

J岨，.ノ.，匝2 熊跡
古代 比企郡玉川村大字ミKJIIIllノ原 f起跡 |酷気

出術定遺跡京針古代瓦総跡 I付t( 比企榔岨山町大字赤出 烈跡 I ，里町 レーダー

以指定史肺岩品国分寺瓦黛 ザ7代 比企郡崎山町大字渇削 :鴛跡 |電虫 ーレーダー
帥

，j、言直肺 古代 比企郡崎山町大字大嶋 ~蹄 !tI虫 ・レ ダ

寺τι内令、遺跡
古代 大型m江南町大字阪弁 寺院 レーダー

平ifE跡 古代 大型郡江南町大字仮井 寺院 電気 ・レーダ

語道信油絵黙跡群 古明 大里郡江南町大平千代 黙跡[地鎗) 臨気

千 葉 県

加aか炉 ¥'1仰γワ.t岬和利J ~且:p;塚家 縄文 千葉市若葉区桜木一町 封様 電気レーダ

加-世e利，ゐ南'.ゐ口塚
縄文 千業l!i苦楽区桜木町 貝様 電気・レーダー

加.曽.利"時.. 与Id・H虫採 縄文 千葉市;f'=~忠臣桜木町 日塚 電気 ーレーダー

月3士対爆 醐文 千家市中央区仁戸名町 日球 レーダー

9'笹u山.. ・貝原 縄文 市川市柏井字長者 口縁 電気

太1;1，，.子，山..制穴
縄文~古筑 館山市大字田平大~I出来 調穴 世気 ーレーダー

荒...海d‘ b川...波"~~遺跡
不明 成田市荒海 電気 ・レダー

浅.. 間"，神社tli.lJf 古頃 者il¥市上新聞 1片明 レーダー

噛，信官..柿惨.除山句.岨跡
古代 印西市戸神字大野 也蔵地 電気

4:お川跡 古続 印西ilit公崎字漣 袋詰 電気・臨気・レーダ

浅句.，込問".....山1古E繍
古別 印脂郡栄町 古横 レーダー

竜1'1品古t.ttm 古刷 印絡郡栄町i'ii.ftJ司? 古積 レーダー

20 



実範 l
年度 l

1994 

1994 

1998 

1988 

1989 

1998 

19ゆ6

関連文献名 文献発行機関

1991 I r崎山町制磁文化財調究銀行第14集 久保 1号瓦間跡Jl'白山町敏行餐員会

19凹 Ir崎山町組蔵文化財調査桜告前17W 竹之械 ・E田 皿 |崎山町敏行安且会

制下遺跡』

1993 

1989 

19月97

1998 

19町 Ir加抑制日原問開由紀型25J 千梨市立加I'lf'J凪材陣物館

1986 I r史跡加切手げ陶日嫁予備制ま霊視線 昭和61年度史跡鐙備 千葉市教育餐μ会

事撲に伴う柑J'll探査をおよび試栂調査報告j

19叶附加刊日原環境問前調査報告白』

1993 

19山邸時 「築制 Jrn*考古学講座 1J 河出総開

四 31附山献第1次売価登板綴』 千葉大学文字部考古学研究家

1998 

1998 

1992 

川 『遺跡保存方法の附出催問査方法一j 文化庁

l捌|刊，1史研究車内』 千灘山

1995 

21 

崎玉県・千葉県

|発行草月

19円~3.3

19ゆ5.3

I 1998 

I 1981.3 

11988.3 

I 1994.3 

1996.7 

1996.3 



千葉県東京都

;t..名 |酬の時代 | i盆様の所在地 |酬の糊 | 鐸査の方議

ZFj毒古級静 叩 |印刷栄町竜角寺 古峻 |レーダー

東京都

i主S主う葉，.~山><古fIt 7行筑 大間区間出調布 古1貨 |レーダー

泌で主的寺五1fj:t~ 近世 大田区池上 t* 超音波音速CT

巡主主的主五重塔 近世 大田区池上 埋葬刺(熔) レーダー

新e情6 多1ヒ遺跡 ・s砧aぇ巾学校 7号'J! 制文~古代 世間谷区成滅 1集落 ー古績|電気

下L・"山a遺跡 ・k玉，"川b病院下肢穴幹 古漬 世田谷区瀬田 縦穴甚 |電気

野の毛""大，ヲ原，古蹟 T町噴 世間谷区野毛 古11¥

野の毛げa大，塚つ@:EIIR i!iJfi 世間谷区野毛 古噴

下"'野a毛"'辿跡 古I氏 世川谷区野毛 古1Jl.機、甚

不d&6どU4踊'"，縦穴基群 古漬 世田谷区成城 犠穴甚

に凶tし，谷可ψ酢戸摘プ記基r静浮 古明 世田谷区岡本 様)¥耳

M赤羽t.."台ι遺跡
旧石器~中世 北区赤羽台 i震予算・古蹟・

倹て基

迫ど"か減炉，、@山遣跡
副文~近世 "川区白U斜里 集落

沖..~ゃ11a1 
弥生向11¥ 板橋区四葉 t長芸高

JNU 3z 恥山a 
弥生 ・合続 板柿区四業 m落

，沖."。山， 
称~t 古蹟 桜橋区四jj'; 集落

帥亦塚."城跡迫跡
縄文~中世 絞橋区赤嫁 被館

赤帥塚♂うか城跡辿跡
副文~中世 板繍区赤燦 城館

江A古-田Hの百4I士ピ嫁ずか
近世近代 練馬巨小竹町 高(塚)

山鬼塚て均・鬼約iご塚均遺跡
古頃~近世 日師区奥F 益(嫁)集落

柴"，tJ又..陪八?儒'̂神社古明
有償 お飾区柴又 古'J¥

22 



実権 1

'f-'" 1 

l州|

間違文献名 文献実行後間

1"-J誌県 東京都

|発行聖月

]中96川 *京拘l指定史跡蓮来山古!J1 大旧区立多用111台公園拡 |東京都指定史跡運業山古別調資金 I 1998.3 
側部公出控備に伴う純捌降臨調査報告円』

1!l9H I足立布日成ほか n.s造物の保住Jr文化財傑査の手法とそ |真聞社 11999.2 
の実際1

l開 91r本I"f-.'j五盟熔密政文化財地中レーダー剖資委託報告， I大山区教行餐品会 11999.5 
>，l}j 

191m I r部制多迫跡 lir'iq'::t校 73J償I 世田谷区教子了後員会 ー何回谷区迫跡調資金 I1982 

19削 Irl'山迫跡 1J 世田谷区辿跡調査会 1982.12 

1987 I r野毛大塚古綿一東京都世川谷区野毛 1-1回所在の古t:o:I t!t川谷区教行委品会 ・野e大爆古土質調:ft11999.3 
保存整備 ー発縦割'fi記齢 J 会

19凹 Ir野毛大嫁古償 *京都jlf:川谷区野毛 1TI:I所在の古1ftI世川谷区教育委品会 ・野毛大嫁'"別調資 I1999.3 
保存字経倣 ーヲE制調脊記晶 J 会

1989 

1992 

}悦16

19KI 

1954 I r荒川1'.1'1科11¥辺誠山迫跡 開成学岨内弥生期住居枇調 |策京都荒川医役所

資桜:'d
l'弘55.3

1987 I r 1lI¥.l'[亦嫁公脳内にお付る廊満点um為範同確認調査概要報 |伺目立赤塚公凶(凹紫二丁凶周辺)遺跡髄問 11987.10
~'i 1 J 確認調賀会

198締 II ffl<;L赤塚公同内に必げる関滅w務範問他J2調究慨~報 | 舟私立赤塚公凶{回来二1 白川辺)遺跡絶問 I 1989.3 
作 lIJ 確認調査会

1989 I r都立赤塚公園内にお付る環濠tlHK範却施認調資慨嬰桜 |占有立菰 燦公闘(門葉ニ丁目問辺)遺跡範剛 |円91.3
告川J 椛認調査会

印刷 川似柿恒文化財シリ ズ第69W 赤原被跡迫跡』 叡橋区教育委r.i会

円州 II依柄l注文化財γ リ}ズ第69集 赤塚城跡辿跡j 恒輔区教育'ti日会

1998 

19帥 Ir国師医師土と天文の博物館考古学調布報告第 2W 鬼 |民間区郷土と天文の怖物館

原鬼塚遺跡 1J 

l併川 IIi，占飾医師 tと大文の博物問J巳J古学調資報告部 1m 柴 |砧飾区郷軍 tと天文の博物館

X八脈神社古tm

23 

1992.3 

1992.3 

1992.3 
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Jlu;i船

錬董の方途|輔の醐 |

総跡(耳)

;1，.の所在槍

八王子市博!大町

|闘の時代|

，Ii{¥: 
遺跡名

品市ニユ タウンNo.279
遺跡

曲5弐

I世話 ・髄珂~äぼ1恕1111
!MIi 

八王子市東中野縄文__ql世品企ニュータウンl¥0.446
適時

レーダー緩衝!八王子市高JJ町1]1栓"・a蝿山城跡Il!陣

レーダー城飽八王子市河川町中i止
，，' <>， 
t竜山域跡民:蝉

νー ダ }械間八王子市必同町111世'̂・a何百山城跡史跡

レーダー7守lff.八王子市大1¥町古別
. ~""や
北大谷内積

iSd..品遺跡 レーダー総務三鷹市新川IH行III続技・
近世

話量言明円遺跡 ν ダ!Jl搭三鷹市大酎!日間器縄文・
i1ift .近世

主覧室構内遺跡 レーダ!Jl市三鷹市大配IHfi盟・縄文ー
古代 近 世

日晶嗣遺跡 レ ダ

レダー

包蔵地・鵬首年

冊\~d佐官
防空海

三鷹市新川

三廃刊7大配

旧日l開・問主
古IA-;!ij生

旧石器・縄文・

i!;1t(-近代

市川横山台守、gg
 

“俄
u
羽帥

冊迫州市s
 

u制
限

群

時
州
制

W
M

品目繍J三基幹 レーダー憤穴1/;三鹿市大沢占唆 ・古代

レーダ←横穴¥¥三鷹市大~/不明(週跡外)実話推定地峻

レ グ官術

散布地 ・泌

府中市宮町

調同"打祭崎

古代

縄文・古代

中世

最越国府間連遺跡

骨，.阻ん

ヒ野原遺跡 レ ダ ・屯唖誘将-

i1!画マッピング

鵬首町田市小山聞文~現代品市ニュータウンr¥0.243.244
遺跡

νーダー

レ ダ験穴砧町田市玉川学I姐古明書iIH横穴滋群

1世安t・レーダー機穴必臼JH行例I!JJJ古別No.6神助主遺跡

íU~ ・ レダ横山甚円野市伸明占別No.6神助主遺跡

電気 ーレ ダ棟以耳日野市糾iゆl古漬";0.6神明主追跡

屯気 ・レーダー横穴術日野市神明古慣No.6補弘主直蹄

'U気 ーレ ダ機八耳日野"ili百本古漬
"宅Fもι"ι

l¥0.42万蔵院台遺跡

レーダ

レダー

機穴ぷ

三年院

岡野ifi.O:IH

国分寺市両元町

24 

占別

古代 ・中世

...，.."， 
No.18吹上遺跡

企註国分寺跡



豊富| 関連"献名 文献発行被関

1975 

19出 1r東京

告13J ンター

1988 

1991 

1992 

19931 r多陣地区所川 多階地区所有古明催認調子c団

1989 l三間"rliJ!11蔵文化財調"綴告安116W 日久保迫跡』 三際m教背後日会 ・三腕市遺跡調T宅金

I!JH9 f三照市ffll磁文化財淵有林ifl第15集 三間iIi域の辿跡j 三間ili教Ti畳員会

19~)6 

東京都

l 文献
発行字月

I 1995.3 

1992. :l 

1990.3 

¥¥)州 11三間111封l哨文化財調査報告ffi20m 貼民放遺跡 1j 三隣市教育会u会 三附市遺跡剖究会 I 1997.3 

19問 11三lriHi岨哨文化財調子守報告出18lli 羽配れ辿跡JJj 三依市教育号委員会 ・三出市.Ql跡調査会 I 1996.3 

]!)94 I r三際iliJ:'I¥必X化財調査報告革19W !t-D江郷町よ史跡 |三絃市教育委白金 ・三間r!i遺跡調査会 1 1開 7.3
U\山横穴 ，~~t:拝 8 号拡 JJ j

HI97 

1989 

]刊誌

19l'l9 

1開 21 1呼'JtlI繊プ〈弘昨発掘制作報告もり1 玉川大学教n博物館 1999，，1 

1981:1 

1991 

1994 

1994 

Iygg 

1994 

19，1\~ 

25ー



;/'0;(掴¥.神奈川県 '新出限

iI惨名 |酬の時代 | 遺跡の所在地 !輔の闘 | 探査の方法

長詰国分，-'j跡 古代 ー中世 国分寺市岡元町 寺院 |νーダー

品品約;遺跡 縄文~古代 国立市俗保 ;駐車・繍穴必 地主¥.レーダー

M崩事古積 1E別 約江市姉1J ，'i慣 レーダー

誼滋古筑僻 ・5号古漬 1白羽 多摩市和田 7を;Jj! |レーダー

長串ニュータウン~o.5 1 3 古代 稲城市大丸 ~跡 I ，在京臨気レーダ
追跡

瀬.戸邑P岡Aか山噴~f 古IIf あきる野市稲戸同 itj"明 |レーダー

大'.."様ugvItf別 古IJ'! あきる野市問問 1;筑 レーダー

神奈川県

さ厳書坦跡 蝿文 償浜市徹子区間村町 m落 '111家 'R珂

fdoJF日遺跡 蝿文~古代 川崎市多閉匹桝形 m活 屯気

汗Ml塚を'1"心とした遺跡 縄文~中世 償須賀市古iJt"j'ド古井 民嫁 ・u¥務 ・ レーダー

械舶

史酔 '若b・.. 宮，大m'路c 
中世 鎌倉m山比ヶ訴 鳥居 |レーダー

，I必伝城跡 q~世 ・ 近世 小田原市域内 械卯 |弾佐渡

凶指定史跡雄brh」 'i'世 逗子市小坪 貫通 |レーダー

補品脂市No.189迫蹄OAcf，品 1!「杭 相脱出市凹o!'. 古111 |レーダー
川遺跡群}

S「iA長め部Il~o.269週跡(通体 | 中世近世 | 柑蹴叩 仁矢部 s!i: lレーダー
のオ艶J)

相模原市K¥J.177遺跡{宮阜地 | 周文 !相出版市当麻 !ll滞 1レ ダー
形遺跡)

i長i主古制併 古机 1';-刷 |レーダー

給品旧街道 間道(石n>Iレグー近世 足柄下部箱叡町須鈴川

新 I向山

持λ監遺跡 原人耳字町人
山

AH
 

公
行千文縄総2

管制 !t!f，品 |レーダ .m臨率 ー

l残留酷化
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!t.D;Ujjl・神奈川県新潟県

豊富| 関連文献名 文献完行後間 l発行壁月

1995 I r国分寺市文化財調査報告自第44県 武蔵国分寺尼肺WJI国分寺市教育委凸会 1997.3 

1992 

1992 1 r多陣地区所在古境確詑調資報告書j 多用地区所在古蹟確認調夜間 1995.3 

1987 1 r多曜市寝蔵文化財醐査報告16 塚原古墳併 5号白筑 |多摩市教育委員会 1 1988.3 
の調査(昭和62年度)-J 

19出 1r東京都埋蔵文化財センター調査報告盟 8!品 多隊ニュ I(財)東京都埋蔵文化財センター 11987.3 
タウン遺跡』

1992 I r多閉地酌す袖古1ft確認間流報告m

1992 1 r多摩地区所在古筑確認調査報告白』

多摩地区所迩古IfI舷認調査問

多陣地区所在古明確認調査団

1995.3 

1995.3 

1961 

19841伽叫跡勝大学校腕伽報酬 』 専修大学

1992 1 r神奈川県指定史跡仁占井口嫁を中心とした遺跡史跡務僻 般須賀市教育委員会 1 1995.3 

級官担u

l蜘 1r国闘史跡若宮大剛腕鋸調査報告V廿地 方迫 !史跡若宮大路遺跡発醐盗団 11991.3 
彼浜鎌古綿史跡若宮大路修景刑画に伴う遺跡発抱調査一』

1982 1 r小岡山市文化財調査報告曲第15m 史跡小間原城跡 |小問 11984.3 
城米山1輸 史跡小間t;(城跡事経備に伴会う予備発掘調査概

要報告~!~ -J 

l吋附指定史跡名越国通棚制調間的』 |逗子市教育制』会

1989 

1995 

1995 

1986 

1醐 Ir箱根町文化財研究紀型第胴酬旧制l1J |制町教育祭民会 11990.3 

跡迫M
 

人耳
L
i

口報詑』十
UF

J
 

学大
』
リ

ι郎京市
米3

 
凹

羽
山
町宜罰

則出発跡追原人忠良 3
 

7
 

凹
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|酬の醐 ||酬の時代 |

斬潟県 .AI[I保

探査の方法

レーダー ・彩瞳率 -

m留置化

考古

遣隊の所在鎗

小千谷市真人町字真人原旧石器・縄文

遺跡名

• ~ ~ 01;， 
真人以遺跡

瞳気駿跡(須恵密}上鍾市大字滝寺字下違古代
". .，.;， 
滝寺古鼎跡"

νーダ」寺院上魁市本長者原字大江端手千代主主Z話器民寺

磁気

瞳!Il

禦 跡北繍原郡安田町

佐渡llIl羽斑町大手小泊

不明

古代

1¥0.4. 5， 6. 7， 8地点

5寝中ggp問占iu ド

磁気

Il<跡(須葱器}

!I<跡(須恵秘)佐渡邸羽諸国I大字ノj、泊古代。ハAq
だ
阿

)

ぷ
也
前

-
f
木

口駒
山

叫

で

vh
易、

跡
白
の

H

禍ゐ
ャパl

江
小
も
地

ー、l
 
l
 

山信

レーダ道路高岡市世川近世'"吻'"近世北陸迫辿跡

電気レダ域 館氷見市議寺中世
も可守会

訴事守城跡

レーダー古噴小矢部市地金上野吉積
".... .. 
若宮遺跡

レーダ寺院小矢部市高徳寺前中世 ・近世
一~ t ( ~ 

高龍寺跡

暗気弱震跡中新川榔立山町よ末古代
告白 ず， ..会6
上末書館釜谷支昨

圃気 ν ダー黛跡中新川郡立山町上末字山一下中世・近世
~ ""'.t.. ~，， 
上来山下総

告訴寺量量遺跡 明眠気・画気・電鑓閣導宿泊縮置中新川郡立山町芦舶寺古代~近世

レーダ集落婦負郡蹄中町'P名古代 ・近世
，，，，..，，，.，1 

中名 V遺跡

νーダー散布地蝿負都掛中町仮倉古代 ・近世
、，，<" 
4坂倉11週跡

レーダー集落婦負棉婦中町熊野道弥生~近世
，".. ~ 
南部 1遺跡

'" { l -1，.. 
勅使t家古蹟 レーダ古境

(前方後方筑)

捕負都醐中町羽隅字削捌古繍

L‘r 
推土遺跡 瞳気当常肺(炭)射*1lIl小杉町維土古代

レーダ域 館 調度東6調波郡幡野町やかた中世 ・近世品長軒畠最臨時

レーダー城館 ・源商綱波郡掴同町木舟中世 ・近世
， ，ι. 
木舟城跡

111>1・レ ダー

レーダ

減 館 護

集落

西繍波郡楠岡町木舟

金沢市藤江北

一28ー

中世 ・近世

弥生 ・古代

， ，色白

木舟峻跡

ゐ"
藤江C遺跡



新潟県 ・官1I1県

年実度施 I 間違文献名 文献発行償問 |発行M年月

19951 r東京都立大学考古学報告 1 真人原泡跡lIJ 真人臣遺跡発掘調査団 1 1997‘3 

1994 1 r新潟県埋蔵文化財調査事業団年報平成6年度J (財)新潟県経蔵文化財調査事業団 1 1995ι 

1998 (財)新潟県思議文化財調査事業団

1995 『新潟県狸蔵文化財調資事業団年報 平成 7年度』 羽茂町教育委員会 1 1996.4 

1993 『羽茂町内遺跡確認調査報告書 小t白黛跡群ほか 』 羽茂町教育吾員会 11994.3 

1994 1 r羽車町内遺跡碓認調査報告轡日 小泊黙跡野 』 11997.3 

開

閉

19⑪5 

1995 

1987 1 r稿山大学考古学研究報告第3冊越中上来事誕』 南山大学人文学部仔古学研究室 1989.10 

1995 

19凹 1r立山町文化財調査綴告将第18冊 芦僻寺霊堂遺跡立 |立山町教育3委員会 寓山大学人士学部考 11994.3
山信聞の考古学的研究 J 古学研究室

1996 1 r重点 5J 総括班 1997.2 

1997 

1997 

1998 

1987 1 rM山大学考古学研究報告第3何盤中上末機』 M山大学人文学都考古学研究室 1989.10 

1986 

19⑪6 

1997 

1991 1 r金沢西部地区土地区画艶湿事業にかかる桜蔵文化財発|石川県立煙磁文化財センター 1 1997.3 
出醐査報告暫 3 金沢市藤江C遺跡lIJ

29 



石川県

遺跡名 |遺跡の時代 | 遺跡の所在地 |輔の醐 | 探査の方法

石 川県

観.，ぽ法'寺u古噴群 古漬 金沢市臨法寺 市噴 |レーダー

λ砧遺跡 ・λ繕6号境 古担金 小松市八幡 古積 電気 ・レーダ

か在，日M野".大釦畠'"烈?跡 中世 珠洲市3f.II.町科円野小字大白 熊跡(球洲l燐) 磁気 ・レ ダ

4春.'υM野aη a大げ叫白削熊排
中世 珠洲市宝Il.町科円野小乎大畠 勇軍跡(珠洲膚) 磁気 ・レーダ}

品長話茄除跡群 中世 珠洲市三崎町寺家 自慢跡(珠洲闘) 電気・磁罰・レーダー

誌 .躍起型溢遺跡群 古代 羽咋市滝町，柴垣町 製塩 6!!気電磁誘導

富岳古官跡A主幹 古代 fJg長部長口町湯陸 紫跡 酷気

前.穫札tir跡 ~l' j世 石川郡野々市町住吉町 城館 レーダー

白と樫叫館跡 巾i立 石川郡野々市町住吉町 城館 lレーダー

正"友"ヤチヤマ l号然 古代 羽咋郡押水町字正友 然跡(須恕器)I酷気

益普A29号明 古墳 胞砧郡田鶴浜町垣吉 古噴 |レーダー

省苦B22号境 古明 鹿島郁田鶴浜町坦古 古償 電気レーダ

伽川ω田pぜ古Jfl群
古噴 鹿品/"'1H.~屋町字川田 古積 レーダー

日た1IゾL迫跡 制文 鹿島都中島町字川岸 Wf& レーダー

外..クロザカ遺跡 古墳 ・jfi代 鹿島郡中砧町字外 袋詰 iレーダー

Fjお古筑野 古続 i従1'1邸中島町平河町 古墳 |レーダー

上れ川品Mオ1ットワ遺跡 縄文 鹿島割中島町字上白 散布地 |レダー

に西し谷ゃ内島城跡
中世 廃品郡中島田J字西谷内 城館 |レーダー

Eかよ炉，ん、町a マンダラ古繍昨
古筑 鹿島郡'11品町字上町 古筑 レーダー

;mジゾハナ遺跡 縄文 胞島郡能畳島町i凶 集予審 レーダー

宜-i曽，蝦jEZ4時"穴"古墳
古111 鹿品郡能登島町須曽 古償 |レーダー

雨..ののみ宮や古江賢官学
古蹟 鹿島郡鹿西町酉馬場 古筑 |電気・世気・レーダー
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石川県

221 畑違文献名 文猷発行制陸間
|発行聖月

1998 

199五

l削 ID:Olr;.¥: |福山大学人文学部考古学研究支 石川考 I1凹
古学研究会

1991 I r日山大学考古学研究綴告第6冊珠洲大畠烈I |古山大学人文学部考古学研究室 ー石川:iJ11993.5
古学研究会

1992 I r量点IJほか |総括班

I問。 Ir市山大学考古学研究報告第 5flIf I.官丑滝 ・袋町E製抱迫|富山大学人文学部考古学研究室 11991.7 

肺肝l

l制 限1-1問時跡右初削JI川11叩川lドI~仰1
蹴調千官鍬T1ヂlJ

1995 

[9% 

山山川
に係る発縦割在綴告判{その 2)ーJ

1990 I PH了;"A 29 ・ 30 号明 ・ 垣古マツサキ中 lltR~ J 石川県立埋蔵文化財センター 1992.3 

l開 1I附追 跡昨』 石川県立犠蔵文化財"ンター 1997.3 

1995 

l山 外 ク 山遺跡凹 明j 中島町教育委白金 1996.3 

l叩 中P刈T教τy~以会 1996.3 

1993 

1994 IJ品オット Iノ遺跡』

1995 

1州 lu町マンダラ 2¥}慨附報酬j '11品目f教rr雪定員会 1998.3 

1591llilE食品町通ジゾパナ辿跡一広峻g血団地毘辺監備桜並 石川県立埋磁文化財センタ 1997.3 

I(指殺品出2地区)に係る限磁x化財発出問調査報告ヂ)-J

l叩T史跡制馴穴古償レーダー附:&rfm-tfi$!H~・ ~!iJ |措置品町教育委員 I 1991. 9 

1992 

:)1ー



栴:JH'r! ・ ![!~思県

遺跡名 !遺跡の時代 |

徳井県

ごまf幼1H氏追跡 ljl官f

-ヮ'('.
総回客ffl跡惟定地 ?吋代

，寸， " 
王子保禦跡tl 古代

J品L仇.
h脈附五舟f'中iド1城跡B地工点与

通跡の所在地 |酬の醐 | 探査の方法

副作市宏被目町 寺院 ・出館 |レーダー

数百市開町，禍川 ダ
波

一
性

レ
仰

気
事

噛
加
率

気
砥
酷

悩
屯
川
叩

侃
初官

武主mイ千円野町 rn跡 |磁気

'.~ '; 咽可作 a

茶臼Jl)古墳群 台1ft

古代~近世 |武生I打撃町

古筑

，"丸信ι
下品谷綬塚 古代

国指定史跡主ぷ:漏出古tn 古if'i

c. 一命"管"
山i世笠山古杭 古郡

註前首lff製鉄辿跡 司、l!1j

，; ，1φg 

小3日I1J2.3.4号11¥ 古明

ふ品目'1号明 古蹟

，I、品目30 '~1~ A

コ体

..10 
風苦 3号明 ì!í~貨

叫と'，，/

行峠古償 古績

武家日数 1¥U気 ・レーダー

武生市岡本町‘沢町 ~1l気 ・ レーダー ・
世曲以誘導

大野市下 ~.t.\谷 桂爆 |臨気

有n:u抑止岡町:/，¥比柳ほか 11，-筑 |レダー

(前方後円頃)

桜井郡三国町新市 古l!f臨気

坂井t郡金津町笹田1向山 盟鉄 |レ ダ

丹生郡消水町小羽 占杭(門別)1田町屯曲活導

外生郡消水町小羽 古l!f磁虹
(前方後円i即

丹生即前水町小羽 t.n厄(~氏Ií:掛 1-'回i ・ 酷気

丹1: jlll~汚水回I風n: 古I~ 屯気・臨気・ レーダ
(帆1i:奥式}

大飯郡高浜町中山 古明 |屯気臨気

(前方後円1m

山梨県

t~if城跡 Q'11十・近世 '1'府市丸町内 減邦 |レーダー

-Il9t府_.城聞係辿跡 近1世 可1府市丸の内 城郭 |レーダー

flitT域開係迫跡 近1ft rp府市丸の内 城郭 |レーダー

J武tf 1d 11氏館跡 中1世 '1'府市古府中町 以館 |レーダ

が武rmf it館跡 IIJ世 1ft府市古府lj'町 械館 |レーダー

川"辺p 氏毘敷 中l止ili:11t組山i!J下於旬 居館 |レーダー

32 



実施 1
年度 !

1989 

関連文献名

刈111村俊彦ほか「松原答館遺肺
評価Jr日本文化財科学会第14回大会研究発表要旨築J
ほO'

19叩

1996 

1997 

1990 

文献発符峨聞

山 背木監昭ほか「地中レーダ踏による石棺調査につい|福井考古学会

てJr福井考古学会会酷革9号』

1990 

l回1I r金浦町埋蔵文化財調査概要 平成元年~五年度』 金棒町教育委且会

1990 ] r清水町埋蔵文化財発掘調査報告曹111・清水町中央広場 金棒町教育委員会

造成に伴う事前調査報告e1 小羽山』

1990 

1991 『小羽山』 清水町教i台安員会

1997 ] r風巻 3号境(明寺山古墳}にお付る物製探査Jr滋賀考 認証賀考古学研究会

古18号』

1990 

1990 ] r山梨県寝蔵文化財センター調査報告暫第74U! 山車県 |山梨県教育委員会

指定史跡甲府綴跡l1J

1992 

1996 

1995] r甲府市文化財調査報告書7 史跡武田氏館跡111 平成 |甲府市教脊安員会

7年度 ・8年度目掘調査視要報告省一』

1998 

1994 

33 

福井県 ・山梨県

| 文献
発行年月

I 1997 

1995.3 

1997.3 

1997.3 

]1997.8 

1992.3 

1998.3 



山梨県

遺跡名 |遺跡の時代 | 遺跡の所在地 |醐の種類 | 探査の方法

詰晶滅跡 中世 韮崎市中田町字域山 城郭 lレ}ダ}

国品遺跡 古代 東山梨郡春臼居町田府字池の尻 官街 1レーダー

寺1て"ゐ5本も廃寺
古代 東山県郡容日居町寺本 寺院 |レーダー

品主誕金山遺跡(中出金山) 中世近世 西八代郡下部町揚之奥 金山 |レーダー

鉱援九号繍 古繍 中巨摩郡竜王町大字竜王字鑑定家 古墳(円境)Iレーダー

耕針誼';; 古績 中巨摩都竜王町大字竜王字山の神 古境(円境)Iレーダー

」ニ』たツつ骨線噛跡 中世 ・近世 中巨摩都竜王町大字竜王字ニツ縁 散布地 |レーダー

首謀高古筑 古繍 中臣瞳榔竜王町大字竜王字中抹 古境(円筑)Iレーダー

J丸aる可山..首繍
古積 中巨廓郡竜王町大字竜王字中綜 古検(円境)Iレーダー

回，ツ一，も石L塚古繍
古Jj¥ 中巨摩続竜王町大字竜王字四ツ石 古蹟(円績)Iレーダー

王'̂拘"択"瓦窯跡 古代 中巨躯概敷島町天拘沢字北川 m跡(耳) Iレーダー

須'沢S仰域社 中位・近世 中巨修事白根町大風 城館 |レーダー

ヲ傍"'滅跡 縄文~古筑・ 中巨摩郡栂形町上野 県高濠 ・|レーダー

中世 土昼

主出資鴻誼遺跡 (N区) 中巨H哲郎甲西町大師字東舟保，滑 古噴水回 |電気 ・眠気
水字川原出

小、議..遺跡 縄士 北巨摩郡明野村小宣原 散布地 |レーダー

e神'̂取，句遺跡
縄文~古代 北巨摩郡明野村下神取 集落 |レーダー

帽，.の木a遺跡
縄文~古代 北巨摩都明野村浅尾 集落 |レーダー

A浅e尾.，原'"工区内遺跡 不明 北巨摩郡明野村浅尾原 不明 |レーダー

諏，訪旬A原""日直跡
縄文~古代 北巨摩郡明野村上神取 集落 レーダー

フラワーセンター用地内遺跡 不明 北巨ffIi郡明野村浅尾原 不明 レーダー

須"会玉モ町円の遺跡 縄文~中世 北巨麟都須玉町 不明 レーダー

主う蹟遺跡 縄文~古代 北巨瞳郡須玉町江草 集落 レーダー

坂革主佳品館跡 中世 北巨摩都白州町応原字上小周 居館 レーダー

上"剛原ξ遺跡 中世 北巨摩郡武川村宮脇字上原 地下式抗|レーダー
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山製県

年'"度s‘I 閣直文献名 支献先行担問 |発摘行年月

19田 1r史跡新府城跡』 韮崎市教育委員会 11999.3 

1986 『国府遺跡 I←国府遺跡第1次発鋸調査慨報 j 容日居町教育委員会 I 1989.3 

1986 『寺本属寺 第1・2・3次提綴剖査報告轡ー』ほか 容H居町教育委員会 I 1988.3 

1990 1 r山製県西八代邸下部町泌之奥金山遺跡学術調査報告省 下部町教育委員会 ・滋之奥金山遺帥学術 I1992.3 
湯之奥金山遺跡の研究』 間査会 ・渇之奥金山遺陣学術調旋回

19朗 1r山梨県内遺跡尭掘調査報告2 竜王町の遭騨ー竜王町竜王町教育委員会 119田 3
遺跡詳細分布調査報告の 』

19881 r山割県内遺跡尭掘調査報告 2 竜王町の遺跡ー竜王町 |竜王町教師員会

遺跡群細分布調査報告型ト 』

19881 r山梨県内遺跡発磁調査報告2 竜王町の遺跡竜王町 |竜王町教育受員会 I 1988.3 
遺跡群細分布調査報告轡ー』

l捌 1r竜王町埋蔵文化財閥附報告棉 l築制ソフト |竜王町教鞭員会 11997.3 
パーク内遺跡砕 ー四ツ石遺肺ゆ抹嫁古境(県史跡)J

醐 1r電王山文化財棚田制告開 I車赤坂ソフト |竜王町教育委員会 I 1997.3 
パーク内遺跡欝 ・四ツ石遺跡 ・'11抹嫁古境{県史肺)J

19凹州9
パーク内直跡静 ・四ツ石遺肺 ・中妹嫁古境(県史跡)J

19回 1r王拘択瓦窯跡発掘調企綴告脅』 敷烏町教育祭員会 1990咽3

19881 r将棋頭遺跡 ・須沢繊社』 白線町教脊委員会 1989.3 

1988 1 r栴形町文化財調査報告轡No.6 格城跡よ野地区地櫛/fj町教育委員会 1991. 3 

中レーダー調査及び詳細分布割安E報告ー』

l馴 1r山車県埋蔵文化財U タ一割査報告第1叫大師束 lu酬教育副会 I 1995‘3 

丹保遺跡 2J 

1988 

1992 

1993 

1993 

1993 

1994 

1987 

1987 

19咽 1r山梨県北巨摩郡白州町教来石民部館跡発掘調査報告轡J1白州町教育委員会 1989.3 

1997 
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長野県岐阜県

遺跡名 |酬の時代 | 遺跡の所在地 |輔の醐 | 探査の方法

長野県

K武"居いd間jぞ遣肺
蝿文~近世 諏訪市大字中什神宮寺 集落 山城 電気 ・レダー

主演j屋敷遺跡 近世近代 開町市大字中州今橋 居館 レーダー

、EML4附・総社鮮
古代 佐久市大字粧岸字荻原 照跡 |電気 ー磁気

(須恵器・本山

百日肢遺跡 古代 集落 l電気・磁気・レーダー
慢1瞳酷導弾性波

欽射温度 ・赤外腕 ・
手管臨率

上告，ノ."山s鳥跡群 古代 南安録郡豊科町大字田沢上ノ山 際跡

L菖"蒲.::1!'平e然跡鮮 古代 南貴金郡豊科町大字岡沢上ノ山 禦跡 |磁気

岐阜県

事指古禽跡群 古代 喧品市芥見 自信跡(須恵器) 世気

長誼22i事古漬 古繍 大宅亘市矢迫町 古場建 電気 ・レーダー

箭蓮古墳 古噴 大垣市矢道町 古繍 電気レダ

謹駐英珪古漬 市境 大垣市昼飯町大縁 古積 電気レダ

茸世笑革古噴 古境 大垣市昼飯町大爆 古繍 電気・硲気レーダ

E昼"飯".大脳.う塚か古漬
古噴 大垣市昼甑町大塚 古蹟 臨気 ・レーダー

草晶笑謹古噴 古横 大垣市昼臨町大家 古境 電気 ・躍気地温

望融実革古績 古境 大垣市昼飯町大原 古積 レーダー・ポーリング

E融実草古漬 古頃 大垣市昼飯町大原 古蹟 レーダーーポーリング

品話善説i蛍跡 古代 闇市池民字弥勅寺 官街 |レーダー

北旦.ζ高，田n遺跡
縄文~中世 美漢市大字矢田字北高田 結跡 曲気

軍指温跡 縄文 各務原市各務車嗣 集落 電気 ・レーダー

総出jt古窯跡群 古筑~近世 各務原市須衡町 窯跡 磁気

草草古繍 古吹 可児市中恵土 古境 酷気 ・レーダー ・

電唖誘導
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諸 | 関連文献名 lt畝宛符a・間

1986 1 rp板前市埋蔵文化財醐盗綴告曾第15集 武居阻11一長野 11殿町市教育祭員会
県探訪市武屈畑遺跡第 4次発鋸調査綴告省一』

1986 

1988 

1989 1 r昭和63年度~平成元年度科研(A)報告 考古学調査に |道家遣牌
必ける物理型探査技術の改良と評価』

1987 

1987 

1978 1 r老柿古熊跡併発錨調査報告書』 岨阜市教育祭員会

1990 1 r大垣市腹蔵文化財調炎緑告曾車3集畏爆吉積一範囲 大垣市教育祭員会
硝認調査報告轡ー』

問。 1r大師醐文化財掴醐告師団間古墳範囲 !大垣市教師陪
確認調査報告?f-J 

l開'1剛大同川 第4次醐宏一』

1996 

総括厩

19ゆ71稼正人ほか「昼飯大家古績にお付る電気持査と地温潤定 日本文化財科学会

実験Jr日本文化財科学会第15回大会研究発表要旨集』

1997 『昼飯大原古!IIN 節 5次調査 』 大湿布教育安員会

1998 亀井宏行ほか「地中レ グ探査とポーリングを組み合 日本文化財科学会
わせた古地形恒元Jr日本文化財科学会第16回大会研究

発袋亜日集』

1996 

1992 

1994 

1蜘 1n~lIl)t史跡附続発掘調細線開』
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長野県岐阜県

|摘
発行年月

1988.3 

1990.3 

1 1981.3 

I 1993.3 

11993.3 

I 1997.7 

I 1997.2 

11998.7 

1998.8 

19凹ι



岐阜県静岡県

遺館名 |舗の時代 | 遺跡の所在地 |酬の醐 | 探査の方法

長革古喫 古繍 |可児市中恵土 古現 |眠気レーダ ・
電磁器導

野.，中~.. 古横
古繍 可児市中恵土 古償

民西し寺でt込'山.古坑
古境 可児市中恵土 古煩 レーダー

a大，，;薮・s決壊跡
近世 海神i忠平田町勝賀，安八郡輪之内 堤防 電気 ，レーダー

町大字大革字新河原

五品首 1号繍 古漬 古場町 l電気・世気・レーダー
電磁器場 ・放射温度

量品日 1号筑 古墳 |費老郡聾老町岡山 古筑

放射温度

野の古蹟欝 古噴 Ilt聾郡大野町大字野 古境 電気レーダ

野.古境群 古噴 揖斐郡大野町大字野 古境 電気 ・レーダー

野.古積群 古積 Ilt聖郡大野町大字野 古漬 電気レダ

首品l通跡 古代 Ilt聾郡池田町片山字高畑 寺院 電気レダ

民主平指古紫跡，E品名指古墳 古蹟 ・古代 吉城郡国府町瓜巣 者起跡 ・古現 111気睡気レダ

江.馬a氏城館跡下館跡 中世 吉波郡神岡町大字酎字中通り.馬 機開 電気・酷気・レーダー・
場西 政射温度

江A 馬.氏城館岬下館跡 中世 |吉附岡町大字殿字中通り 思 域館 電気・磁気・レ ダー

場西 放射温度

江宅氏城曲跡下館跡 中世 城館 電気健気・レ ダー・
場西 放射温度

江.馬.氏城館跡下館跡 中世 |吉酬神岡町大掛字中通り 馬 城館 世気・酷気・レーダー
場西 放射由度

江.馬a氏機曲跡 ド館跡 中世 |吉城郡神岡町大字障字中通り 馬 嫌館 電気・磁気・レーダー
場西 放射温度

静岡県

世守ん府」恨城跡(本丸 二ノ丸) 近世 静岡市監府公園 械郭 |レーダー

前..ば原ら咽遺跡 弥生 浜松市新都田 埋納(嗣揮) 金属探知総

ロシア軍艦フレガー ドーディ 近世 富士市三田軒屋沖合 沈船 音響撃訓j深機 ー魚群探
アナ号 {水中遺跡) 知機海底面揮査機

水みず守も。遺跡
古漬~近世 藤絞市水守 集落 レーダー
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実施 1
，.度 l

1997 

1997 

1997 

間迫文献名

19971・陸部文雄I物理揮資源50巻第6号』

1996 1 flt老町埋蔵文化財醐交線告硲第 l冊 象鼻山 l号古境

一軍 1次尭掘調慌の成栄一』

1997 1 f養老町櫨蔵文化財制査報告白描2冊象鼻山 l号古境
一括2次提御調査の成*ー』

岐阜県 ー静関県

文献A符健闘 |発行草月

物理聖探査学会 1997 

護老町教育委且会 ・晴山大学人文学部考 11997.3

古学研究軍

ヲ護老町教育委員会 ・宮山大学人文学部考 I1998.3 
古学研究室

1991 1西村成「地下温情探査訟Jf文化財を探る科学の眠4 占|国土社 I 1999.6 
!t!'A縁 ・鉄総を係る』

1992 

1997 

1995 

1998 

四.1剛氏細川 !神岡町教育委員会 荷山大学人文学部考 11蜘 3
古学研究室

19951 f江J鳥氏緩館跡11 下問跡門前町地区と躍閣の調査 J I神岡町教育祭員会 務山大学人文学部考 119田 3

19961 f江J島氏級制肺1IIJ

1997 fa:馬氏級館跡WJ

l田8

19回

19871 f鶴園地区発砲測議報告書降 下巻本文面l

19田 1fディアナ号抗船探炎線告衡』

1994 

-39 

古学研究室

神岡町教育餐凸会 ・宮山大学人文学部考 11997.3
古学研究室

l神岡町教育餐員会

浜伝市 ・浜松市教育委員会 (財)浜松市 11990.1
文化儲会

ディアナ号探査会 1988.10 



僻岡県愛知県

;alO名 |輔の時代 | 遺跡の所在地 |酬の種類 | 揮査の方法

、石しノのe形'"古JJ'I
古境 袋井市国本字石ノ形 古漬 電気・磁気・レ ダ

石，，'ノ..形"古筑 古級 袋井市国本字石ノ形 合繍 レーダー

大..知.波"峠うl鹿，寺
古代~中世 欄西市大知波 寺院 電気・酷気・レーダー

尚~."喜笹.才" 四"郎"谷・P遺跡 弥生 引佐郡掴江町中}l1字不動平 峻納(銅鐸) 電気 ーレーダー ー

電酷語導

愛知県

名"古ご屋・城三の丸遺跡 近世 名古屋市中区三の丸 城郭 弾性波

転輩古禦跡 中t笠 関崎市竜泉寺町松本 書誌跡 酷気 ーレーダー

筒お城跡 近世 岡崎市康生町 城郭 レーダー

a岡はか崎"域跡 近世 岡崎市康生町 城郭 レーダー

外盆.山.古繍群
古境 岡崎市戸崎町字原山 古横 レーダー

問"所f、"遺跡 弥生 一宮市田所町 集落 電気レーダ

大..毛"‘池川"田，遺跡
古蹟~中世 一富市大字大毛 集落 νーダー

1危凧Eζ4.l山p幻遺跡
中世 瀬戸市凧山町 窯跡 酷気

続子遺跡 近世 瀬戸市凧山町 穂跡 酷気

桑< ..~"下H策」鰐跡
中世 瀬戸市上品野町 黙跡 醒気

桑，.，下"城遺跡 中世 ・近世 瀬戸市上品野町 滅館 νーダー

瀬.戸a市東部に分布する古黙跡群 中世 瀬戸市広久手町，海上町 鰐跡 磁気

4味・C.笑"M子ご"山古漬
古噴 春日井市二子町 古墳 レーダー

た高.御a堂"古境
古境 春日井市堀ノ内字表 古漬 |レーダー

1白"き山A御社古境 古噴 春日井市二子町 古h貫 |レーダー

'春e日が@山S古JJ'I
古漬 春日井市中新町 古噴 |レーダー

品説話古筑 合均質 春日井市二子町 古蹟 |レーダー

民西L尾，城跡(二の丸) 近世 西尾市錦城町 域開 電気レダ

白"色"脅~'"海柄、遺跡
弥生 稲沢市片原一色町，中島郡平和町 集落 電気 ・レーダー

須ヶ谷

h 印A場d城跡
中世 尾張旭市庄中町渋川 城匝 |レーダー

耳器械社 中世 南設楽郡鳳来町長篠 域館 |電気 ・レ}ダー
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実施 1
lf.1I I 

19921 r石ノ形古境』

1993 

1992 

関連文献名

1989 1 r滝進才凹即谷遺跡発縦割愛綴告曾』ほか

19881 r名古脚本酬l酬掘調査鋭聾報告書』

1992 

俗岡県 ー愛知県

文猷発行健闘
|発行壁月

誼井市教育望書品会 1999.3 

細E町教育委員会 ー滝議才四郎谷遺跡調 119913
査委員会

1山側泊、「酬の調査におげる物理師の適用」附l同化附押会 11996.12 

学と自然科学1Il33号』ほか

1995 

l回7

1開3

1994 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1996 

1拍6

1996 

19弼

1996 

1994 

1994 

1996 『印財城跡j 足袋旭布教育委白会 I 1997.3 

1995 
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三lIi県滋賀県

i盆2・名 |刷の時代 | 遺跡の所在地 |遁舗の四 | 探査の方法

重県

K同Lヶ似た谷区古黙跡群
古明 四日市市東板部町乎酉今谷 野t帥 瞳気

両信遺跡 弥生 松匝市阿形町 幾落 電気

晶輩出迎跡 古代 上野市佐那具字中板 lII<跡 瞳気

え[遺跡 旧石器~中世 上野市比土字取賀柳 寝制(銅剣)・!レーダー

m磁

史跡 伊い勢ぜ国分寺跡 古代 鈴鹿市国分町 寺院 レーダー

本消遺跡務 弥生 鳥羽市浦村町白浜，本浦 集結 電気 ・レダ

多企気，"北M畠釧氏遣陣(~t&l氏館跡} 中世 一志稲美杉村上多気字馬場 城館 レーダー

史跡 斎ーい宮‘令跡 古代 ・中世 多気郡明和町斎宮字苅干来匝 宮殿官衡 臨気

史跡斎宮跡 古代 ・中世 多気郡明和町竹川宇中極内，斎宮 宮融官術 レーダー

字内山

史跡斎首跡 古代 ・中世 多気ll1l明和町斎百字刷版 宮殿官術 磁気

み古.盟・，遺跡 D地区 古代 ・中世 多気郡明和町竹川 官衡 磁気

経瓦紫跡務 古代 多気廊多気町大字牧，鍬形 男総帥 暗気

所員総跡群 古現 多司郡多気町制可字明気 紫跡(朝恵椋) 瞳日

滋 賀県

続白遺跡 古刷古代 畏浜市東上板 集落 電気

丸<<・M岡・づ燦か古111
古境 長浜市細部町 古噴 電気

荒自白古筑 古漬 長浜市*上級町 古頃 v-ダー

備方後門機)

詰五遺跡 古代 ー中世 近誼八幡市西庄町 集落 電気

萄品目古境 古繍 八日市市上羽田町 古繍 電気

-爾"'‘2694・古境砕 古績 草海市南笠町 古現 電気

i!;宮古境鮮 ・2号墳 古噴 草津市南笠岡字風呂前週 古t~ 電気

五品出遺跡 古代 草海市野路町J 製鉄 電気
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実‘ l
年度 1 間選".院名 文舷発行使関

1989 1 r四H市市遺紛調査会主11;1材調査報告自8 西ヶ谷古黙跡際'11刊日niiH遺跡調査会

1991 1 r三重県埋蔵文化財掴武線符99-2 ヒキタ鹿寺 ・打図週 |三重県埋蔵文化財センター

跡 ・阿形遺跡ほか』

1974 

三盤県滋賀県

i実行聖月

1992.3 

1992.3 

1994 1 r上野市文化財調査報告轡61 比土遺跡発掘調査報告 |上野市教育委員会 ・上野市遺跡調査会 1 1997.9 
三重県上野市比土所'/f-J 

1993 

19861 r三軍県鳥羽市白浜遺跡尭御調査報告』 本商遺跡群調査委員会

19971 r美杉村文化財調査報告 多気北白氏遺帥発掘調査報告l美杉村教育祭日会
北白氏館跡2-J 

1973 1 r三軍県鹿蔵文化財調査報告書21 斎王宮跡発掘調査緩告JJI三重県教育委員会

1991 

l田61 r1fl点 5J 蛇鱗!iI

19731 r三重県埋蔵文化財調査報告22 多気滞明和町布且遭肺 |三重県教育祭員会

発領選調査報告-0地区 』

会員委育教訓
限量-一一居

瓦
久
牧

週

一

事

2
動
冊

自
分

俊

I
近
第

ヨ
ιロ

肝
報

告
盗

線
開

査
縄
旬

開
発
日

開
閣
制

文
則
沖

膜
疎
開

埋
埋

1

閣
制
群

買
勢
跡

巴

~胸部

F3 
8
 

9
 

1990.5 

1四8.3

1974.3 

1997.2 

1974.3 

1989.3 

19目 1r一般国道42号総阪 多気パイパス密政文化財発砲間資|三盟県教育委員会 ・三盟県邸磁文化財セ 11明3.3
概報IIIJ ンター

1987 

1990 

1995 1 r畏浜市史第 l巻j

1987 

1989 

198B 

1988 

1989 
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滋質保

i盆路名 |遺跡の時代 | 適齢の所在地 |輔の闘 l鐸査の方撞

凶欲L賀.に酉L遺跡
古!jt-古代 守山市欲賀町 集落 電気

古"身d恥に西L遺跡
蝿文~古代 守山市守山町 集孫基 電気

伊白i勢.i量跡 弥生 守山市伊勢町 !ll滋 電気

タタラ谷遺跡 古代 謹賀郡志賀町大字小野字タタラ谷 製鉄 電気 ・瞳気

絡遺跡 弥生~古代 栗太m栗東町 集F審議 電気

4、正在遺跡 弥生 野洲朝日巾主町小比E 集務泌 1I日気

孟主:世跡(昆主神社庭園内) 弥生~近世野洲都中主町大字五条 |集 落 園 地 iレーダー

神社

長}4:宜跡{註主神社曜圏内) |弥生~近世 |野洲邸中町 一五 |師岡崎 lレーダー

神社

lats跡 |古代~雌|野畑中主町時押庭ノ前ほか | 袋詰 |レーダー

実革出古境 古境 野洲郡野洲町小徳郎 古頃 世毘

“HP"山a吉繍 1;繍 野洲ll1l野洲町小篠仮 吉右陀 電気

美空白古演 古積 野樹君日野洲町小篠原 古尉 電気

史跡 '大U船岩，-山..古境瀞 ・天τd、.王".山. 
古羽町 野洲ll1l野酬町大字小篠原字天王山 古JIl 電気 ・レーダー

古喫

史跡 大"'刷岩。"山..古世群・.円4・山・a古噴 古筑 野洲郡野洲町大字小篠原字天王山 古績 電気 ・レーダー

特別史跡妾宝城跡 近世 務生郡安土町大舞浦 城郭 電気

特別史跡 安.て土芳、被跡 近世 蒲生郡安土町大量消 城郭 電気 ・レーダー

持容額帥A地区 古代 稀生郡日野町大字中山字金折.作谷 書官騨{骨軸} 画気

ー作'‘・谷，.黛跡B地区 古代 蒲生廊日野町大字中山字金折.作谷 窯跡{緑輸) 瞳気

'弁U 天，.，潔.古繍
古級 霊知郡醐lI!町勝控 省h償 世気

H47五悦遺跡 古喫古代 犬上郡盛期町四一トブL院 集落 電気

話宇品1章跡 古代 犬上郡叩且町尼子 集落 官E気

品主古色遺跡 古代 伊香郡高月町片山字寺ヶ濡 散布地 暗気
(鉄鉱石}

苦議百?岨跡 古墳 伊香君巨木之本町古絹 製鉄 臨気

由経買?喧跡 古蹟 高島郡今治町商波 集落 電気

範曲器Di古漬 古漬 高島郡高島町鴨 古lI! 屯気

-44ー



滋貿県

年実度絡 I 関連文献名 文猷尭行観閲 |発行草月

1988 

1988 

1998 

19同 Ir志賀町輔 文化財調醐告醐2集比良ゴルフ倶楽 |志賀町教育委員会
部造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書j

1988 

1990 

1992 

1998 

1997 辻広志ほか「解滋析賀t県評中価主I町堤遺跡にお付るGPR探査と三 日本文化財探査学会 1998.9 

次元方向の 『第 l回日本文化財揮査学会発

表要旨lI!J

1988 

1988 

1988 

1996 

1996 

1991 

19961伽 5J 総括班 1997.2 

1986 I r日野町思議文化財発揖調査報告省第6集 作谷第跡』 作谷町教育委員会 1989.3 

l叩日野町埋磁文化財発掘調査報告開6集作谷欄』 作谷町教育委員会 1989.3 

1989 

1987 

1987 

1984 

不明

1990 

1990 
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J?-ms府

遺跡名

京都府

話発基(益話基)盟国
，、，，'・ .. ~ .今

平安京跡

“'句
史跡栗栖野瓦紫跡

4・，句
史跡架栖野Ji!l(跡

4診に."炉

蟹ヶ緩E然跡

"かの 1モ"
中の谷m跡

史跡~主主菌寺境内

主託尋庭闘
" <'句，
小梨栖瓦鰐跡

てんぷつこ池雲足跡

にLたに

西谷古;n鮮

竺お;古漬

革主8瓦窯跡

車盛答黛跡

尋声主連古府

品卓長官f産z守積

長筒前帥・答品瓦総辞

jFF丙柏詩草古漬

，，<てん ~，t

弁天芝古境

日品前古境

話非主車市古境

品産箸遺跡

|酬の時代 | 遺跡の所在地

古代

中世 ー近世 |京都市北区金閣寺町

京都市よ京区京術師苑

古代

古代

古代

古代

古代

古代

古代

古{セ

古境

古境

古代

古代

古蹟

古墳

古代

古筑

古演

古筑

古検

古代

京都市左京区岩倉幡伎町

京都市左京区岩倉幡伎町

京郷市左京区西賀茂雛ヶ袋町

京2羽市左京区岩倉木野町，静布市

原町

京都市南区九条町

京都市右京区嵯融大沢町

京都市伏見区小築相丸山

京都市西京区大原野l岨町

栢知山市字中小字中ノ谷他

宇治的宇治山本

宇治市昆31l東隼上り

宇治市克道滋賀谷，只川

向日市寺戸字芝山

向日市物t長女町南条

長岡京市奥海印寺北開

|醐の種類 |

池

域

跡

闘

都

盟

嶋

窯跡

需 跡

当官跡

探査の方法

電気

レーダー

磁気

瞳気

酷気

電気 ・臨気

函池

寺院 田埋納 |レーダー ・壇画輯導

電気

響詩跡

紫跡

古蹟

古摂(円演)I磁気

総跡

際跡(須恵穏)I匝気

髄気

瞳気

レ}ダ

臨気

i"漬 |電気 ・音波

古漬 |レーダー ・知性波
(前方後円積)

都城 . ~跡 i 瞳気

長岡京市井ノ内小西 | 古繍 |屯気・臨気・レーダー

長岡京市環生弁天芝 | 古繍 |電気

乙馴都大山崎町円明寺鳥居前 | 古繍 |電気

(前方後円噴)

相楽郡山綾町大字椛井小三子三階 | 古績 |電気 レーダ}

(前方後円項)

相楽郡木裕町大字市板字瀬後谷 | 黛跡 |曲気
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実纏 l
年度 l

1993 

199B 

間違文献名

『鹿苑寺{金閣寺)庭園』

文献発待機関

鹿苑寺

1979 1 r平安京跡発掘調査概報文化行国庫補助事業による発 |京都市文化眼光局

錨調査の概要』

19岨 1r袈緬野:!im跡発掘調盗概手伝 聞清16C年度l 京都市文化観光局

京llJl府

|府聖月

19悶7.2

1980.3 

1986.3 

19剖 1r艇ク坂瓦禦跡Jr京郷市埋蔵文化財調在概要 昭和58年度JI(財)京都市埋蔵文化財研究所 I 1985.3 

19恒 1r京都市寝蔵文化財調査概要 昭和61年度i

199唱 1r (仮称)東寺謂没須弥喧埋蔵遺構確認調査l

19引 1r史跡大覚寺聞所跡発掘調査報告 1994J 

1982 1 r小栗柄瓦黛跡発裾捕まま報告 悶M拘159年度』

1979 1 r遺跡躍起法の調査研究 昭和54年度笑施報告』

1996 

(財)京都市勘縦士化財研究所

(財)京都市埋蔵文化財研究所

大覚寺

京都市文化観光局 ・(財)古代学協会

(財)京部市煙蔵文化財研究所

1967 1 r宇治市文也財調査報告轡第 2冊宇治二子山古境尭出 |子治市教育安員会

調査報告』

削|附市欄文化 財 閥 調 査 機 棚3車隼上り瓦欄 |字 削I教育委員会

発掘調査概綴』

1989.3 

19ゆ9.3

19ゆ7.3

1985.3 

1981.2 

1991.3 

1983.3 

1985 1 r付紋 滋白谷黙跡の囲気探査結果集Jr字治市埋蔵文化 |宇治市教育安且会 1 1987.3 
財発鑑調貨統報車10集』

1967 I r京都向日丘陸の前期古煩鮮の調査Jr史神 第54巷6I京都大学文学部考古学研究室 ー京都向日 11引1.11
号J 丘睦古境群調査を団

1983 1 r向目前埋蔵文化財発銅調査報告台第23集物集女車線|向日市教育委員会 I 1988 
古筑』

1982 1 r長阿..市J!j!蔵文化財センタ一年報昭和58年度』 (財)長岡京市鹿蔵文化財センター 1984.8 

1995 I f!ll:占4J 輯括斑 19目6.2

1989 

1988 1 r大阪大学文学部考古学研究報告第 l冊烏置前古境 |大阪大学文学部考古学研究室 11凹0.3
輯指幅 』

19ゆ8

19881r4柑地区所在遺跡Jr京都府遺跡調欄報第珊JI (財)脚附蔵文化財調査研究センター I1989.11 
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大阪府

。茶ー.白...山a吉明
古域 ・近世 大臣市天王寺区茶臼山町 古地内 陣跡 電気

灘組問波d宮..跡
古代 大臣市中央区法円厳 富酎 電気

a大..阪..城跡
近世 大臣市中央巨大手前 域事E 事単位波

員長出古横 古横 岸和田市池尻町 古現 電気・瞳気・レーダー・

菅波

実厳持 不明 散布地

(水中遺跡)

‘池川"用.械跡
中世 池田市建石町.滅山町 城館 |レーダー

ヰ誠事古漬 古墳 高概市郡家新町 古噴 |電気磁気レーダー
(前方後円繍)1 V L F 

阿，ゐb武，ぽ.山'古t境R 
古蹟 高縄市奈佐原 古境 レーダー

品長}tAF古場 古却費 高槻市岡本町 古羽 電気・磁気・レーダー

(前方後内積)

安，糊.. 山古峻鮮 古h償 高俊市安満聞所の町 纏納 電気 ー電磁器導

紫L金・"山A吉境 古横 草木市室山 古JJ( レーダー

巡昆.詰芳畠遭肺 弥生~近管 八尾市綱方寺町北 水田 11!瞳語導

心，.合A寺'"山a古繍
古繍 八尾市大竹 古境 電気

大尉.阪.. 湾". 
In石器~近世 泉佐野市沖，田尻町沖，長u拘市沖 散布地 唖気 ーサイドスキャ

{水中遺跡) ンソナー・魚群探知償・

ミニストレーター ・

潜水

大“"匝...淘" 
不明 散布地

(水中遺跡)

阿民 川地時跡群 |古代~近世 |河内長野市上原町 |酬悦) I由気
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豊富| 閣遺文献名 支献発行鶴間

1985 I r京都府(仮紘)精華ニュータウン予定地内遺肺発鋸調査 I(財)古代学協会
報告白一線谷川熊跡 ー畑ノ前遺跡 』

1985 I r輔準町史史料臨リ 1>1'樫町

1981 I r丹波周山窯祉』 京都大学考古学研究室

1993 

1986 

1953 I r研究疎察報告第弐大臣械の研究』 大阪市立大学大阪城祉研究曾

1988 

1996 I r重点 5J 輯括班

1998 

1991 I r池田市文化財調査綴告曲第151集 池悶城跡ー遺跡発掘 |池田市教育委員会

事前総合調査概要報告 』

1994 I r亜点 3J 総指班

1987 I r飛日資料館図師第四冊古績を科学するj 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館

1993 I r筒槻市文化財調査観綾田 嶋上遺跡務18J /;，;融市教育妥員会

1997 

1992 

1994 

1998 

1986 

1997 

1975 I r河内長野市文化財調査慨要 樹原燃跡発掘調資概要一 |河内長野市教育委且会

河内長野市上原町所在一j
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京都府大阪府

|発行草月

1987.3 

1989.3 

1982.3 

1956.5 

1997.2 

1992.3 

1995.2 

1988.4 

1994.3 

1976.3 



大阪日終兵庫拠

iI.・名 |温憶の時代 | 遺障の所寄地 |輔の四 | 探査の方法

-池叫'"上a曽e世.遺跡
体生 和泉市池上町泉大海市僧綾町 2農務 |レーダー

‘池川.上..旬・板.遺跡
弥生~古代 和泉市池上町・泉大梅市笛級町 S長沼 |レーダー

j企玉陪.手1電， . 山3号勾須町
古横 柏原市組ヶ丘 古lJI |レーダー

{前方後内積)

j荷.. 井h 田g倹穴E字 吉積 伯原市高井田 繍穴群 |レーダー

k高'井い田ぽ横穴鮮 古境 相原市高井困 繍穴容孝 |レーダー

野.、中.。寺ロ
古代~近世 羽曳野市野々上 寺院 |レーダー

d峯・ぬタ斜皇.，家.古蹟
古境 羽曳野市軽里 古境 |レーダ}

品量域自古繍 古均質 藤井寺市海堂 古JjI 電気 ・レ ダ

詰喜善跡 古代中世 泉南市悟遠大苗代 寺院 レーダー

L自.峠."山，.首-hR 
古h貿 家南郡岬問滋. 古概(円頃) 磁気

.金砂.翫.山古績
古横 南河内郡河南町大字芹生谷 古均賃 電気 ーν ダ

自由註:昌勝 古代 ・中世 南河内郡美原町北余郡，場市臼田 集落 レーダー

荘西町

兵 庫県

詰量去車古繍 古繍 ・古代 神戸市灘区都通 古噴 ・集落|レーダー

結争撰遺跡 古筑 神戸市垂水巨舞子 古噴 i レーダー

主J、晶品遺跡 古代 ・中世 神戸市北区八多町上小名田字蝿塩 製高級制 |電気

内

腕22野晶iH1支群 |古代中世 |神戸市西区神出町田井東 | 集落 . ~跡 | 臨気

持品古機社群芳晶巡察跡 古代中世 神戸市西区神出町田弁.1反 集落 ・5誌跡 電気 ・磁気

詰品古鴇祉訴 古代 ・中世 神戸市西区神出町 集落 ・黛跡 電気 ・磁気

，玉"棒，・田aと Z中2・遺跡
弥生 神戸市西区玉樽町 集務 電気

基(周溝:11;)

茜補胡地点 古代 神戸市西区 烈肺 |磁気

に西」脇".台樹君学 古均賃 姫路市太市 古噴 屯気

話量 2寺繍 古繍 姫路市師東町霊安国 古均質 レーダー
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実施 |
年度 l

1990 

1991 

1988 

1989 

関連文献名 文献発行機関

『柏岬市文化財間報1989-II 王手山 3号墳』 僧原市教育委員会

『柏原市文化財級綴1991-IJ 商井田繍ノ;，"，1:竿NJ 相原市教育委員会

1990 I r柏原市文化財続報1991-11 高井問償穴群NJ 相原市教青委員会

1986 I r羽良野市狸蔵文化財調査報告禽15 地中レーダー探査 羽曳野市教育委員会
報告書史跡野中寺ーj

1州 f拙野市忽蔵文化財調査報告笹田 史跡峯ケ塚古境平 |羽曳野市教育委員会

成2年度発掘調査機報』ほか

1991 

1986 

1967 『考古学シリ ズ4 大匝府岬町白峠山古績調査概要JI帝塚山大学考古学研究室

1991 

大阪府 ・兵庫県

1発E草月

11989.7 

1 1992.11 

1992.11 

1987.9 

1 1991.3 

1 1968.4 

19881 r日間荘追跡(その 5) 調査の概要 』ほか |大阪府教育委員会 (財)大臣文化財セン119凹 3
タ

1993 

1993 

1993 

1981 

1988 

19ゆ4

1987 

198E 

1986 

1993 I r兵庫県文化財調資綴告152冊飾束2号墳一山陽自動車 |兵陣県教育委且会
道関係埋蔵文化財調笈報告xx-J 
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兵隊県

illO名

町・，
a塚古境

~ 1.1i""" l! 

下太田鹿寺

ま嘩詮通跡

土持古黛11跡

岩筒城跡 ・晶符鎚前遺跡

者筒城跡 ・品持議前遺跡

議'JZ古鱒跡

し" ~，，
白沢l!I跡

" .....，・
H岡山古桝群

首長官古積
白区..肘.

西大塚古繍

11..11> 

大択黛跡

主主E黙跡

?千若草古噴

W，占f車古噴

実齢世撚跡

』‘.，‘
小犬丸遺跡

ー町."
小犬丸池跡

，j、主主泡跡

品温域二の丸

品符僧居跡

.刷、
河合廃寺

結晶織跡群

.いの

相野鶏跡

.ぃ. . ・~ .. ~ " 
相野古黙枇群 ・水ヶ下6号l!I

ι、白叫.，

平方週肺

位~..， ~ ~のヲ伽

西山遺跡昨芳ノ爆遺跡

|岬の時代 | 輔の柏崎

回

田

町

太

太

本

下

下

笹

E

E

之

飯

原

廊

勝

勝

武

市

市

市

臨

陪

崎

姫

短

尼

柵

例

代

金

古

古

弥

古代

中世 ・近世 |伊丹市中央

洲本市木戸

古代

古繍

古墳

古績

加古川市白沢

加古川市加古川町大野

加古川市大野

加古川市大野

古代~近世 |加古川市大担

古代~近世 |加古川市大沢

古横

古漬

古代

古代

古代

首相質

近世

中世

古代

古代

中世

古代

弥生

加古川市山手

加古川市山手

関野市

飽野市総西町東村

飽野市保西町東村

植野市総西町

赤雄市加里昆

西脇市野村

小野市河合町

三田市網野

三田市相野

三田市大川瀬字水ヶ下

古代~中世 |三国市芳ノ埠

三国市平方

52-

|幽の闘 | 臨時途

袋詰 |電気

異質緋(須恵務)I瞳気

域判 ・集落|レーダ

域開 ・lI!落 |レーダ←

跡

跡

潰

抑

制

黙

黙

古

古

古漬

ヨ健蹄

書官帥

吉積

古境

側跡

官術

官筒

寺院

減郭

居館

寺院

書館跡

li!跡

融鼠

磁気

電気 ・レーダ

電気

電気

囲気

健気

電気・磁気・レダ ・
壇画誘導

電気・眠気・レーダー・
電唖酷導

磁気

電気

電気レダ

電気・匝気・レ ダ

電気

地気 予極性滋

電気・レーダー

瞳気

曲気

集落

l!I跡(須恵器)I酷気

電気 ・電磁居場

集落 ・古繍 l電気



兵雌県

持 |
関連文猷名 文艦発仔蟻閣

|発行草月

1997 

1998 

ω1尼崎市文化財 附 告 第27集尼崎市内遺跡復旧復|尼崎市教師員会 I 1凹9.3
興に{辛う発掘調査』

1995 

1988 

1989 

1978 

1987 

1988 『加古川市史第 1巻』

1988 

1988 

1993 

1993 

1989 

1995 『加古川市文化財閥査報告省15 行者縁古境発掘調査加古川市教育祭員会 11997.3 
続報」

1980 

1989 

1992 『間野市文化財調査報告11 布勢駅家11J I 1994.3 

1997 

1991 

19円訓O 『兵[OI!県文化財調査報告轡第111冊野村構居跡』 I 1991 

1997 

1984 『兵庫県文化財闘査報告書第115冊相野古窯跡群』

1996 

1996 

1987 

阿国文化財? 附平 成7年度合間号j 11996.2 
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兵廊県

i・2・名 |輔の時代 | 遺跡の所在地 |酬の醐 | 揮査の方法

戸u井町a相坪g1号黛 古代 加西市倉谷町 罪認跡 電気

，J、日古続 古績 加商市北条町古緩 古境 電気 ・レーダー

土，ぃ井・ノ令内‘遺跡 弥生 加西市上宮木町 集落 電気 ーレーダー

荒"神C4I谷f“8. 10号;A 古漬 加西市中?宮町 古繍 !レ}ダー

話詰育成 古積 加西市北条町古板 古却費 電気 ・レダ

償抗庁"ん、熔ε4令，.山古』境E 
古積 加西市玉丘町 古別 電気レダ

百忌山3，4号績 弥生 加西市網引町 高 電気・酷気回レ ダ

保u木，.山， 3，4号羽 古漬 加西市北条町西両軍 古lJl 電気

傑，木，.山a首嶋君孝 古演 加西市北条町 古績 |電気

宝宣古繍酔 ・タワ ンス様古噴 古繍 加西市北条町玉丘 古繍 電気

クワンス塚古墳 古名賀 加西市玉丘町 古繍 電気

J玉"丘..古績
古漬 加西市玉丘町 台演 l電気レーダー

主主掠JI黙 中世 篠山市今田町下立杭字武士ケタ l!!跡 畦気

最長ヶタ 4号照 中世 篠山市今田町立抗 総跡 磁気

j立"紙...野辺跡 中世 篠山市今田町立統 黛跡 |電気・瞳気レーダー

王..地u瓦熊跡 古代 篠山市丹南町小枕 寝前跡(耳) I臨気

大』肱陪a脂凶.山城帥
中世 篠山市丹南町大山 城館 |電気 レーダー

者fJ古羽 古漬 篠山市篠山町泉

(前方後円境) 電暗誘導

鉄て"砲9・山.古lJI 酔 中世 基 |電気・世気・レーダー

111誼輯導

‘石、湿...山週跡 近世 多可郡中町牧野字入角山 製鋼

福浦福留箇園舎遺跡 近代 加古郡稲美町印南 ワイ ン工場 電気

大..中..遺跡
弥生 加古郡婦磨町大中 』従事 電気田気電臨誘導

面量遺跡 旧石器~中盤 神崎郡神崎町福本 集結 ・間肺 酷気

話芸遺跡 旧石器_.ド世 神崎郡神崎町街本 集務 ・照跡 |酷気

ゐ高・内ヨ亀遺跡 弥生 IU保郡新宮町宮内 m務 |レーダー

ゐ宮@内告も遺跡
弥生 録保郡新宮町宮内 集it; |電気 ・レーダー
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実a事縄=1 開通文献名 文献発符償問

1989 

ω『加西市棚文化財融緩告15 王丘古閑11ーマ川 加西市教胃袋員会
ユウ古繍・小山古境・鼎綱吉筑野発砲調査概要桜告密 』

1凹2

1992 

19叩 |伽師醐文叩醐告15 玉丘古畑11 マンジ |加西市教育委員会
ュウ古漬・小山古1/1-/11禍古績群発掘調査観要報告l!I-J 

1998 

1998 

1990 『加凶ifi埋蔵文化財調査報告20 保木山古境務』 加西市教育祭員会

1992 『加西市埋厳文化財調査報告20 保木山古漬群』 1m闇市教'ff委員会

1995 

1996 

1998 

1977 

1996 

1997 『今回町文化財閥査報告第6集丹波焼』

1986 

1989 

1991 

1991 

1991 I r兵醐県文化財調査報告省第129冊 石厘山古績群 ・石 |兵雌県教育委員会
垣山遺跡』

1998 

1987 

1978 

1982 

1993 

1998 I rn井出行ほか「兵胤県新宮町 ・富内遺跡の物理探査Jr臼|円本文化財傑査学会
本文化財保宜学会描2回大会研究発袋要旨lllJ
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兵庫県

|発言草月

11993.3 

I 1993.3 

11993.3 

I 1999.2 

1993.3 

1999.9 



兵庫県奈良県

i盆筒名 |輔の時代 | 追跡の所在地 |遺跡の醐 | 探査の方法

半主婦遺跡 弥生 佐用郡三日月町 理納(嗣錫) 電気・世気・電磁輯噂

伊町和"告中か山.，古墳群 古境 宍粟郡一宮町伊和 古境 管E気

滝"ノ.，内令軽爆 中世 宍粟郡一宮町伊和 経線 磁気 ・電磁誘導

織‘"・山・生産過酷 近世 宍粟郡滋賀町械山 製鉄 電気・瞳気・レ ダー

品描害緊跡 古繍 場輯お竹野町鬼怖谷字宮ノ下 総跡 磁気

，免但~~馬固分寺 古代 城崎都日高町 古刷 電気 ・レ ダ

馬，，-原"古筑 吉明 城崎郡日間町 寺院 電気 ・レーダ

-山"富‘・遺跡 縄文 城崎郡日高町山富 集落 電気・匝気・レーダー

外t野，放U 豆，遺跡
縄文 養父郡関宮町外野 集結 電気

活量寺桂穆 中世 朝来郡和田山町向井山 経線 由気 ・電田宮君事

梅，.田.古横群 古JJI 朝来郡和田山町侮田 古明 電気

地船伽宮.古筑
古別 朝来郡朝来町 古繍 電気

.大豚』‘‘路U桂.質黛詩
近世 氷上部辱日町大路 際跡 臨気

告白蓮古積 古JJI 氷上郡春日町野村 古演 電気・磁気・レダ ー
?世銀曹導

-山.. 垣.遺跡 古代 氷上郡春日町野村 官衝 電気 ・レーダー

e七~.・日，‘市.遺跡
!日石器~古代 氷上郡拳日町野村 集落 電気 ・酷気

七，.日砂町市、遺跡 1日石器~古代 氷上郡響円町野村 集落 電気 ー酷気

e七a日，.. 市-.遺跡
弥生 氷上郁響日町野村 集落 電気・暗気・レーダ

七，.日a伊町市、遺跡
弥生 氷上郡春日町野村 t長寝耳 臨気

e七・口.. 市.遺跡 IBE穆~弥生 氷上郡春日町野村 集落 電気・臨気・レ ダー

持最さ3革廃寺 ー芙描黙跡 古代 氷上郡市島町 費解跡 喧気

出ζ，板"拠古寝癖 古繍 氷上郡市島町四絞 吉明 電気

話土遺跡 弥生 津名郡北淡町i1r木 埋朗{鋼錫) 電気・磁気・レ ダー

経箱、義照跡 中世 三原郡三原町 !l!酔 電気 ・磁気

奈 良県

，、い¥:.，..， ¥， ~ .， 
帯域宮内紫明野古績 町間市良奈字、古境古 気地世宮楢

恨
4
白

56 



塁:I 
聞連文献名

1990 1 r兵庫県の歴史34J

1986 

1987 

文献発行祖民間

兵陣県

1991 1 r兵庫県生産遺蹄調査報告第5冊製鉄遺跡11(波賀町)J 1岳庫県教育委員会

1988 1 r'竹野町主化財調査報告符第7l1l 鬼神谷紫跡尭掘調査報告JI竹野町教育委員会

1988 

1988 

1997 1 r兵庫県文化酎調査報告書第17200 山宮遺跡j

1凹9

1990 

1996 

19岨 1r朝来町文化財調査報告曾第 2)長 船宮古筑』

1978 

1991 

1994 1 r量点 3J

1994 1 r重点 3J

19951 r盟点 4J 

1995 

1996 

1983 

1998 

1995 

1991 

兵庫県教育委員会

朝楽町教育餐員会

輯?舌班

総括瑳

総括斑

輯括班

1961 1 r奈良国立文化財研究所学報第16冊 平城宮発銀調査報 |奈良国立文化財研究所

|告[[[J
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兵雌県奈良県

| 文献
発行年月

1998.3 

1994.3 

1990.3 

1998.3 

1990.3 

1995.2 

1995.2 

1996.2 

1996.2 

3
 

2
 

田



奈良県

遺跡名 |遺跡の時代 | 遺跡の所在地 |幽の醐 | 探査の方法

三業説跡 古代 奈良市畳大略国f字普段跡 庭園 電気

平極道長者主蕗 古代 奈良市，大和郡山市 条坊 航空写真判読

a赤"周H慣穴鉾 古績 奈良市西大寺赤凹町 横穴幕 弾性放

属品紫跡静 古代 奈良市繍井町 窯跡(耳) 囲気

A南.，紀S寺4司ら遺跡
古境 奈良市南紀寺 lI!落 1電気

失宝寺諺日瓦然 古代 奈良市大安寺 :ll跡(瓦) I酷気

杉.，.山a古1]¥ 古須 奈良市大安寺 古級 |電気

春か，日Sがた大いL社.，雄".."鳥oε居。い
不明 家良市春日野町 鳥居 超音波CT

コンビラ山古噴 古績 大和高田市築山 古積 レーダー

に西し国丹念E1.3遺跡
弥生~古代 大和郡山市新町 集落 ・工房 電気レーダ

肺中吋山大."脳爆神古績 古演 天理市中山町 古積 レーダー

=給遣掛 弥生 絞井市三給 集務 |電気 レーダー

石
ι，.塚.

古横 古筑 桜井市大字太図 古境 電気

岳晶出廃寺 古代 桜井市吉備 寺院 世気 ・レ ダ

告晶巡廃寺 古代 桜井市吉備 寺院 |レーダー

務出古境 古繍 桜井市東山町勝山 古筑 |レーダー

ホケノ山古墳 古墳 桜井市大字箸中 古績 |レーダー

ι生、、、駒.. 山俳
北プ方J遺跡 古代 生駒市俵口町 異常跡 |磁気

足品廃寺 古代 香芝市尼寺 寺院 |レーダー

z烏L当，の..
山古墳 古績 磯城郡川西町硲院 古績 |レーダー

単品実益古筑 古繍 磯妓澗川原本町黒田 古墳 |レーダー

揺古鍾遺跡 弥生 ・古筑 磯域活B田原本町唐古，鍵 集落 レーダー

益百)8号境 古漬 字陀郁大宇陀町守道後出 古墳 レーダー

キトラ古墳 古代 高市郡明日脅村 続甚 電気 ・レダー

野の0
口・

E

カシノ尾.遺跡 古代 j i羽市郡明円香村大字野口小字カシ 不明 レーダー

ノ尾

'飛..品
t齢、池【タ

遺跡 古代 第跡C1u I瞳気
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実施 l
a存度 l

間違文献名 文献発符複閣

1962 1 r重要文化財旧ー釆脱世肱・此 t及ぴ玄聞移築工事報告禽J1奈良県文化財保存事務所

19731 r平城京朱雀大開発掘調査報告j 奈良市

1983 1 r奈良市埋蔵文化財部査報告書 附佃58年度』 奈良市教育委員会

1984 1 r奈良市樫磁文化財調査報告脅目rcf和59年度j 奈良市教育委貝会

1991 

1992 1 r奈良市埋蔵文化財調査研究報告禽第 1鮒 史跡大安寺 |奈良市教育委員会
旧浸内 I 杉山古噴地区の発掘調査 ・艶備事業報告 』

側 1r奈良市埋蔵文化財調査研究報告醐 1冊史跡大間 |刺市教育開会
旧袋内 Iー杉山古筑地区の発据調査 ・整備事業報告 』

四 31足立和成「建造物の紹音波診断J附財を糊するJI伽 パ プ ロ

1991 1 r奈良県内直跡調査報告6 大和高田市築山コンピラ山 |奈良市教育委員会

古成第2次調査量発縦割査視線』

1999 

1993 

奈良県

! 文献
発行年月

1964.5 

1974.3 

1984.3 

1985.3 

1997.3 

1997.3 

1998.9 

1992.3 

l開 81rCEOPHYSICAL SURVEY AT MIWA，The Miwa I TEMPVS REPARATVM Archa，田 logicalI 19目
Project Report. BAR 5582J I and Hi坑orica!Associates Limitcd 

1989 1 r傾向石嫁古償一範囲確語調査(第4加盟報』 桜井市教育4委員会

1996 

1997 

1998 

1998 

1988 I r生駒市文化財調査報告書第9楽 生駒市雄厳文化財調 |生駒市教育祭目会

査機報』

1996 I r容芝市埋蔵文化財調査概報 5J 香芝市教育ヨ委員会

1999 

1991 

1998 

1991 I r祭良県文化財調査報告符第69集後出古境群(18号噴)JI奈良県立極原考古学研究所

1987 1 r飛鳥資料館図揖軒目冊古績を科学するI 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館

1991 I r奈良県遺跡調査概報(第2分冊)1990 明日脊村野口カ |奈良県立橿原考古学研究所

シノ尾直帥発掘調査報告』

1991 
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1989.10 

1989.3 

1996.3 

199③ 3 

1988.4 

1991.3 



家良県 ・和歌山県 ・鳥取県

遺跡名 |酬の時代 | u・..の所在地 |醐の醐 | 探査の方法

"1 '"川"
飛鳥池遺跡 古代 |高市郡明日香村飛鳥 鋳造 |臨気 ・竜瞳輯導

和歌山県

土M 生a古弱震跡群 |古繍 ・古代 |省回郡吉備町土生 黙跡 |臨気

藤ーιc並"'与地区黛跡 |古漬 古代 |有田郡吉備町 黛跡 |酷気
(須車線・瓦)

鞘，， ~r!谷，古漬群
古噴 |日高郡j明 |古川漬け弾性波

鳥取県

白障A問H 第 6遺跡 |弥生~近世 |米子市陰田町字久幸山 |集落・古筑・|レーダー
横穴 ・古基

首品国府遺跡 古代 岩美郡国府町 官街 マルチスペクトル写真

直1・<<浪'̂遺跡 縄文弥生 岩美郡福部村湯山 包含地 瞳気

a天..で寺も遺跡 古代 八頭部明家町池田字王寺 害健跡 |匝気

平監察跡群 古代 八頭郡郡家町大字下綴字大地谷ほか 総跡 |眠気

主揃慌須恵総禦跡 古筑 八頭郡河原町大字天神原字荒神谷 5駕跡 |臨司
北平

色池" ノの J谷~"第 2遺跡 弥生 東伯郡泊村小浜字池ノ谷ほか 埋納(嗣鐸)I暗荒

未品目 .寝苦忌山 近1!t 東伯続三朝町大字木地山字狼谷 製鉄 酷茸

特別史跡葺尾廃寺跡 古代 東伯郁東伯町槻下 寺院 レ←ダー

主主出第 1遺跡 古l/l 西伯郡名和町 集落 酷気

嵩曲第2遺跡 不明 西伯郁名和町大字高田 集予審 嘩気

半実白第6遺跡 弥生 西伯御名和町大字門前 集落 匝気

/¥壷第 1遺跡 弥生 西伯部中山町八盟 集落 酷気

詰誕遺跡(輩謙遺跡) 弥生 日野郡糊口町末鎌字酋貝市 集落 嘩気

語審遺跡 弥生 日野都溝口町添谷字今在家 JIl草案 瞳気
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奈良県和歌山県 ー鳥取県

実施 l
年度 l 関連文献名 文献発行復関 | 文献

発行年月

回

1990 

1990 

1983 

1995 I r鳥取県教育文化財団調査報告書47 睦回遺跡群』 (財)鳥取県教育文化財団 1996.3 

1974 I r因幡国府遺跡発掘調査報告暫[[IJ 鳥取県教育委員会 1975.3 

1981 I r遺跡保存方法の検討ー砂地遺跡 』 文化庁 1983.3 

1981 I r鳥取県内遺跡調査報告 5 天守遺跡発掘調査報告省』 説家町教育委員会 1983.3 

1987 I r郡家町文化財報告魯10 鳥取県八頭郡鋭家町下腹窯跡稼家町教育委員会 1983.3 
群j

1981 I r鳥取叫生産遺跡分布調査報告密』 鳥取県教育餐且会 1984.3 

1997 I r品取県教育文化財団調査報告智55 小畑畑遺跡 ・小谷 鳥取県教育委口会 1998.3 
小浜遺跡 ・池ノ谷第2遺跡』

1982 I r品取県生産直跡分布調主主報告m 鳥取県教育委員会 1984.3 

1989 I r東伯町内遺跡ほか発掘調査報告省』 東拍町教育委員会 1990.3 

1977 I r大山山路遺跡静調査報告禽3一国営大山山鈍開拓建設 鳥取県教育委員会 1978.3 
事業に伴う調査ー』

1977 I r大山山制 酬調査報告駒田大山山緩開拓醐l鳥取県教育委員会

事業に伴う調査一』

19円 Ir大山山醐酬調査報告四国宮大山山 鍵 開 拓 醐 |鳥取県相委員会 ¥ 1978.3 

事業に伴う調査-J

1州 『大山山艶遺跡群調査報開3一国営大山山盛開拓建設|鳥取県教育委員会

事業に伴う調査 』

19川大山山鈍遺 跡群調醐告守口国首犬山山酬脚盟 |鳥取県教育委員会

事業に伴う調査一』

肌『大山山銭遺跡開筆報告轡3 国営大山山総開街建設 |紬県教育委日会

事業に伴う調査一』
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鳥観保岡山県

遺跡名 |帥の時代 | 遺障の所在地 |幽の四 | 保査の方謹

島根県

R11F手車古墳 古繍 紙江市山代町 古境 電気

菅，，'択.胸J谷守に横穴静
古演 松江市l~白町 繍穴益 地気

区白三之丸跡 近世 松江市蹴町 城郭 電気レダ

来《・襲d恥廃寺
古代 松E市矢田町字来留美 寺院 レーダー

筒品目1古漬昨 古上質 長公江市大草町有 古境 電気

d七也@居a城跡
中世 ・近世 益岡市七尾町 減館(山城) 電気・由気レーダ

=.宅."間尉土，居‘跡
古代~近世 益岡市三宅町 域飽(居匝) レーダー

首猫!島跡 古漬 安米市門生町商佃 g跡{須恵穆) 暗気

‘場i蜘犀・4口"北'̂遺跡 古繍 安来市佐久保町 横穴菖 電気

大"刷成。古繍 古IJI 安来市荒島町 古蹟 レーダー

大""..，纏43.1遺跡
古h償 八束郡玉湯町 古境 電気

加-直"も結・H倉'.遺跡 弥生 大阪都加茂町大字告倉 担制{嗣鐸) 電気 ・唖気

話持苦遺跡 線生 簸川郡斐川町大字神鑑 筏納(青銅1111 レーダー・電苗誘導・

金属揮知器

令後凶谷，t V遺跡 古代 |簸川紛斐川町大字出西池内 官{街

岡 山 県

，造..・山・a古頃
古境 岡山市街庄下 古続 電気

0口・ Ji・天て"・車，・山a古横
古機 i:lt山市目上 古続 電気

備方後円境}

u機，廃寺関連総跡 古代 崎社市天神谷 総跡(耳) I磁気

芳首最長i鼻E黛跡 古代 赤智郡瀬戸町万宮 男総跡(耳) 曲気

芳昔話実寺瓦捻跡 古代 赤響額瀬戸町万市 黛跡{瓦} 瞳気

s泉.. 瓦照跡
l 総跡<lL) 硲気

中世 和宣郡和気町泉

華麗古際社群 古代 邑久郡牛慾町 m跡(須恵甥) 磁気

定."古墳群 出樹 土:);lll1qtl寄町上中上削干 古IJI 電気レーダ
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実施 l
年度 l 関連文献名

19開 Ir島線~'i!-埋蔵文化財調査報告魯第 別E集』

島桜県 ・岡山県

文献発待相陸間 |発行草月

烏板県教育蚕員会 I 1992.3 

1992 I r松江市教育文化握興事業団文化財調査報告省第3集 t公江市教育委員会 ・(財)松江市教育文化 I1994 
菅沢谷検穴鮮』 振興事業団

1994 

1998 

1990 『島綬県埋蔵X化財調査報告笛第xvm集j

1994 

1996 

1982 

1991 『岩屋口北遺跡』 島板県教育委員会 I 1997 

1996 I r安楽市型磁文化財調査報告書第21集 荒島古岐群発掘安米市教育委員会 I 1999.3 
調査報告省』

1998 

1996 『加班活倉遺跡発掘調査概絞 り 加茂町教育委員会 1997.3 

1985 『荒神谷且跡発掘潤査既報(2)ー銅鐸・嗣矛出j地 』ほか 品恨県教育委員会 1986.3 

1993 『韮川町文化財調査報告12 出2霊園出璽郡家正倉跡11 斐川町教育委員会 1994.3 

(後谷V遺跡第2次発銅調賓概報)J

19田

1993 1 r津山市埋蔵文化財発掘調査報告箆曲集 臼上天弘山古 |海山市教育委員会 ・目上天皇山古境発鋸 11同7.3
潰J 調査委員会

1996 

1979 I r岡山県桜蔵文化財発姻調査報告37 泉瓦紫跡 ・万宮東 l岡山県教育妥員会

大寺瓦鼎跡』

1996 

1979 I r岡山県厚成文化財発掘調査報告37 泉1($跡 ・万?古来|岡山県教育委員会

大、千五百起跡』

1977 I r岡山県期成文化財発掘調査報告21 寒風古総社群j 岡山県文化財保護協会

1993 

一日

1980.3 

980.3 

1978.3 



岡山県 ・広島県 ー山口県

;t齢名 |酬の時代 | 遺跡の所在地 |酬の醐 | 捜査の方法

a恩'^"原~ 1遺跡 旧石器 苫田郡上斎原村恩原山 散布地 臨気裕臨率

器量 l遺跡 旧石探 苫悶郡上斎原村思原山 散布地 瞳気彩画率

恩.....<1原rtI遺跡 旧石器 吉田郡上斎原村思原山 散布地 酷気・帯主砲撃・ES::A法

想.. 、k阪g，1遺跡
旧石器 苫田郡上斎原村恩原山 散布地 囲気・帯確率・阻 :A法

広島県

いろは丸(推定) 近世 |楠山市走品町三子治烏南方 4km tt船 |サイドスキャンソナー

(水中遺跡)

I大守、と当45E黙跡
古代 三次市和知町字大唱 総跡(瓦) 瞳気

大当瓦照跡 古代 三次市和知町字大嶋 窯跡(Ju 臨気

下~'"岡""田H 遺跡 古代 安芸務府中町石井滅 官筒 電気 ・赤外組

坤"東<<製鉄遺跡 中世 山県郡E豊平町阿坂 製鉄 電気 ・磁気

古"川."元"ヒu容，館跡
中世 山県郡豊平町海応寺字土居ヶ原， 居臨 電気

E中山

見み土&路製鉄遺跡 古贋 加珪郡豊栄町大字安宿 製鉄 電気・唖荒・レーダー

制大刷懸吋山製鉄遺跡 古代 加草郡盟栄町大字甑田 製鉄 磁気

J富，.ケu叫谷遺跡
古繍・ 近世 加茸郡豊栄町大字飯田 者足跡 |電気 ・酷気

(炭・須恵雪量)

山口県

経島正弱遺跡 旧石器~中世 下間前大字綬躍木字若宮ほか 集落 電気唖気

A朝a関官官境基群第口地区 弥生 ・古漬 山口市大字朝田 横穴基 弾性波

大，，'内"氏館 ・つ築"山"遺跡 中世 山口市大字大曲大路 城館 ・園 池 レ ダ ー

大白S脳内令，民館 築m山a遺跡
中世 山口市大字上堅小路 城館 ・園地 |電気

実丙氏館量出遺跡 中世 山口市大字上里小路 減館 ・圃池 電気

a大"'厳令内旬与民館 ・築o.・山，遺跡
中世 山口市大字上里小路 城館 ・闘池電気

y陶"男総跡群 古代 山口市大字陶西ノ浴 際跡(須悲盤)I磁気
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岡山叫 ・広島県 ー山口県

実隼度施 I 開通文猷名 文献発行償問 |発文行敏年月

四 31r盤点2J 揖括班 1994.2 

1994 1 [jli点3J 器指班 1995.2 

1四51r重点4J 輯括Ij[ 11996.2 

l同61 r盟点目 総括既 I 1997.2 

19881 r水中考古学研究 l 字治島沖説:船(推定いろは丸}調査|水中考古学研究所 I 1989.8 

報告』

1981 『備後寺町廃寺 般車三谷寺跡第 3次発掘調査続報ー』 三次市教rr委員会 11982.3 

1982 『備後寺町廃寺ー推定三谷寺跡第 4次尭掘調査続報 』 三次市教育餐員会 11983.3 

1蝿31r府中町下問問古代建築鮮遺跡調査報告第 21終 第 2次 府中町教育餐且会 ・府中町亜要文化財保 I1964 
発揖続報j 寝協会

19951 r持家製鉄遺跡ー広島県山県務量豊平町所在 』 望豊平町教育接見会 1997.4 

山田 1r中世域朗遺跡保存艶備事業発鋸調査報告 8 古川元容 広島県教育餐且会 1998.3 

館跡第3次発掘調査概要一1996j

1993 1 r盟点3J 臨話盟 1995.2 

19ゆ61r盟点5J 緯括班 1997.2 

1996 1 r量点5J 輯括班 1997.2 

1985 1 r史跡綾雌木蝿遭跡保存修寝Z事業報告書』 下関市教育餐員会 11992.3 

1982 1 r山口県埋蔵文化財調査報告省第印象歯車9号 ・山口 山口県教育祭員会 I 1983.3 
パイパス朝団境基群羽』

1985 

別 61川崎文化 財閥 醐告 第2鴫大内氏築山遺跡111山口市教師M会

大内氏遺跡発掘調査続綴IXJ

附『山口iIi棚文化財調査報告第2制大内氏築山遺跡山口市教育委員会 I 1988.3 
大内氏遺跡時偲調査機緑区』

1988 1 r山口市題蔵文化財醐査報告第四集 大内氏築山跡III |山口市教育委員会

大内氏遺跡発描調l'l'概綴 XJ

1995 
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山口県 ー穂島県 ・香川県 ー愛媛県

過2・名 |輔の時代 | 適齢の所在地 |遺跡の輔 | 銀査の方法

羅臼遺跡 古代 防府市大字牟礼字敷山 II路(須見!!~) 電気

A 妙a徳"寺<~.山a古境
古概 厚狭郡山閤町大字llI!字野'P 古場 電気

、神，田"、遺跡 不明 美勃ヨS美東町大字長田字神田 不明 電気

砂平..原a‘第 11遺跡 古代 美弥郡美東町大字大田字平版 集落 酷気 ・レーダー

徳向 l¥!

矢町P野の遺跡 弥生 |徳島市国府町矢野字妙音寺 集落 ・ |レーダー
埋納(背銅器)

L 渋s野・丸a・・山a古羽
古均質 徳島市渋野町三ツ岩 古筑 |νーダー

。中.'谷~"・山・吉Ijm(1) 古郡古代 仮野郵板野町川端字中谷山 古境 |レーダー

E幼S令{・目，遺跡 古代 奨馬郡美馬町字坊{刊 書提騨 |臨気

‘幼'+1・n，遺跡 古代 美馬郡美馬町字幼例 書官肺 |瞳気

香 川県

加 μ

宗吉1<5慢跡 古代 |三豊郡三野町字詰 |醐(瓦) I電気 ・瞳気

愛媛県

M大飢池""東ML1号制 古績 松山市南江戸 古筑 |レーダー

3U 挺佐・h池."宵l/f 古筑 松山市北梅本町 古繍 |レーダー

史跡在日峨肺 近世 怯山市丸之内ほか 械郭 |レーダー

松，，.ノ元'・a遺跡 古代 周集郡小松町妙口大久保 条盟 電気 ーレーダー

主主品1号刷 古嘆 周集郡小銃町妙口大久保 古棟 電気 ・レ ダ

{前方後円境}

EJte口、良厚
蝿文 鍾智窃波方町大字馬刀潟字江円 貝塚 電気随気

江." 口貝爆 古境 越智郡波方町大字馬刀潟字江口 古境 レーダー

主品「li古羽野 古l/f 温泉郡置惜町大字志梅川字西城ケ 古境 |レーダー
谷

小』森.，古lfi 古漬 |叩字削大卒山間平伊勢山 古樹 I ，電気

66-



山口県 ・徳島県嘗川県愛媛県

lI!範 l
a事111 間違文献名 文献発行磁間 |実行草月

1985 

1989 

1990 

1994 

1993 I r徳島県埋蔵文化財センター年報 Vol.5J (財)徳烏県埋蔵文化財センター 1994.7 

1994 

1991 I r徳烏県埋蔵文化財センター年報 Vol. 9J (財)徳烏娘埋蔵文化財センター 1998.6 

1984 I r美馬町史』 聾胤町 1989.3 

1993 I r徳品県忽蔵文化財センター年報 Vol.5J (財)徳島県埋蔵文化財センター 1994.7 

7
 

四

l回4I r松山市文化財閥貧緩符笹田 大帥ヶ台遺跡11-9次闘 |総山iIi教育委且会 ・側)絞山市生託金学習 1I開8.3
査一J 復興財団埋蔵文化財セ ンター

1995 

1996 

1994 

1991 I柴1"品児「愛媛県大久保 l号演Jr季刊考古学第65骨JI雄山間 1998.10 

19叩 Ir置媛大学法文学部考古学研究報告軍 2冊 E口貝塚 1I置媛大学法文学部考古学研究家

蝿宜伸j中期嗣ーj

1993.3 

1993 

1田6

1963 

61 



高知県 ー網岡県 ・佐賀県

温..名 |舗の時代 | 遺跡の所在地 |遺跡の闘 | 鐸査の方法

高知県

e長.畝舎齢古別Z学 古境 南国市岡賃町定株寺三m畝 古IJI | レーダー

土佐国分寺跡 古代 南国市国分寺字国分寺 寺院 1レーダー

白符遺跡群 蝿文~近世 南国市田村 集結 |赤外陣

波隠介げ遺跡 弥生 須崎市下分 散布地 i包硲酷導

A街'T山遺跡酔 縄文~中世 中村市且同 策柁 ・』長務 赤外輯

-神2‘ケ・F谷oに縦跡
弥生~古代 宿毛市平田 詩情跡 ・集落 臨気

福岡県

話品目線 縄文 北九州市八幡西区大字楠偏西 貝塚 |レーダー

話直話跡 古代 福岡市中央区域内 客匝 レーダー

こ鴻う'腫.. 館<跡
古代 福岡市中央区織内 答館 レーダー

話雨続量書事古繍 古繍 大牟回市大字岬 古頃 |電気

(前方後円繍}

u省，、戸&・山a古境
古喫 古樹 |電気・磁気・レーダー・

111瞳誘導 VLF 

‘岩"戸..山a古J/t 古J/t 八女市大字吉田 古筑 電気

‘犬H陶1a6u城跡
中世 八女市大字山内字城ノ酉 山城 レーダー

丸...山古繍 古漬 八女術大字本 古均質 レーダー

ゐ吉-ノa本‘住遺跡
弥生~古代 太宰府市大字向佐野字富ノ本 総跡 ・蕩 電値誘導

特別史跡水<.城.跡 古代 太宰府市，大野械市 山波土星 電気

県民:肺沖.・出.古繍 古噴 嘉毒患部眉築町大字漆生 古現 電気
{前方後円境}

産主完対貝原 縄民~近世 糸島郡若園町大字鮫志字通彦 自様 !レーダー

大“‘原..古積 (田o・主b丸'・大..原9・古場) 古繍 浮羽邸田主丸町大字石垣 員爆 電気 ・レーダ

描車産古獅 古島町 山門郡瀬高町大字坂田 古樹 電気 ・レーダー

佐 11県

帯雨出話語岩 古代 l佐附久保明大字川久保輔ノ谷 | 山械 |電気 ・レーダー
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高知県 ・慣岡県佐賀県

実施 l
年度 l 関連文献名 "'"1を符償問

1993川高知県綾蔵文化財団埋蔵文化財センター調査綴告傷軍 I(財)高知県文化財団纏蔵文化財センター 11田6.3
251駐畏畝古繍群j

1992 

1997 

1998 

1996 

1998 

1991 

19朗

1997 

1995 1 r重点4J 能指班 1996.2 

1凹41 fl量点 3J 睦指纏 1995.2 

19951 r重点 4J 総括班 l凹6.2

19951 r八女市文化財調査報告禽描46m 犬尾城跡j 八女市教育祭白会 1996.3 

19弼

1989 

19951 r大著書府史跡ー平成 7年度発倒閣登板報ー』 九州歴史資料館 1996.3 

1997 

1997 

1992 

1991 

8
 

凹 |佐賀大学 11蜘
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佐賀県 ・良崎県

遺2・名 |遺障の時代 | 遺跡の所在地 |舗の彊額 | 探査の方法

一ヲz築ヨ夜.. φ山恥 躍原
古代 佐賀郡大和町大字尼寺 軽原l)i桂縁) 電気レーダー

吉"野.ヶe里.遺跡 旧石器~現代神崎郡神崎町大字志波昆ほか.三 集落 ・筆 レーダー

田川町大字田手 j使脊飯村大字大

幽

告品:畠遺跡 |附石器~現代|神崎酬埼町大字志醐ほか 三 |集落諮 lレーダー

田川町大字国手，東脊飯村大字大

幽

W倹a見.，谷E“遺跡 弥生 1三脚 郡北珪安町大字自盟字ーの | 埋納 |金属探知器

幡

τ寺。，繍AESN跡 古代 小械郡小城町大字畑田字寺楠 然跡(瓦) I磁気

'谷，~<'も
口市Jj¥ 古筑 東松精郡浜玉町大字谷円字立中 古級 I ，宜気 ・レーダー ・

参事性波

特別史跡 名o瞳t極・械騨並びに I近世 |蜘禰糊西町大字名融 域羽l
陣跡

a大"・黒‘e町..遺跡
古代 |藤海君事福岡町大字五町田字大船町 | 官衝 |レーダー

長崎県

岳'"崎"古噴 古蹟 北絞浦郡田平町岳崎 古筑 |レーダー

E阪a・の・q辻U遺跡
弥生 ・古蹟 長崎県壱岐節芦辺町，石田町 集落 |電気 ・レーダー

M原.の..辻u遺跡
弥生古境 長崎県壱岐郡芦辺町.石凹町 』徒主事 1電気 ーレーダー

電極輯導

陥原.の..辻U遺跡
弥生 ・古繍 長崎県智駐郡芦辺町，石岡町 集落 赤外輯

u阪.の..辻U遺帥
弥生古漬 長崎県壱岐郡芦辺町，石凶町 』終蕊g レダ ・電匝語噂

L阪a・の・"辻匂遺跡
弥生 ・古蹟 長崎県壱敏溺芦辺町，:0田町 集落 レ ダ ・電瞳曹尋

s阪s・のe辻"遺跡
弥生省喫 長崎県壱植郡芦辺町，石間町 易!15 レーダー

a原a・の・t辻"遺跡
弥生 ・古袋 長崎県壱唖郡芦辺町，石岡町 5総務・運河・|レーダー 電瞳誘導

船着場

s原s・のe辻.，遺跡
弥生 ・古績 長崎県壱舷部芦辺町.石閉町 集落 レダ ・電酷宮場

u原・のe辻"遺跡 弥生 ・古横 長崎県壱敏郡芦辺町.石凹町 集官事・船晴樹 盟カ

u肢.の旬辻.，遺跡
弥生 ・古漬 長崎県壱陛郡芦辺町.石間町I u!滋・巡河・ レーダー ー電瞳輯導

船若A勧
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豊富| 間遠文献名 文献発行償問

19冊 1r佐賀大学教養部研究紀要』 佐賀大学

1989 !学園駿ほか「地球電磁気学的揮査法の遺跡への応用ー吉|佐賀大学敏費容器
野ヶ里遺跡ーJr佐賀大学教養郎研究紀要第22巻』

199Q 

1985 r1ヒ茂安町文化財調査報告省軍2策検見谷遺跡』 |北直安町教育委員会

1984 『佳賀県文化財閥査報告智第92ru 老松山遺跡九州機 |佐賀県教育祭且会
断自動車道関係坦蔵文化財発御調査報告官!fIO-j 

四回 1r浜玉町文化財調査報告書郷2集 史跡谷口古境保存修 |浜玉町教育委員会
理事業報告l'IJ

四 4I IJ州制、「酬の調査にお何物理探査の適用Jf;IJI日本文化酬学会
古学と自然科学33J

1988 

1凹71 r長崎県文化財調査報告~1 !ll 1 5 1l良 県内主要遺跡内容 |長崎県教育委員会
確毘調査報告書口』

1995 

1995 『盟点 .J 

1996 

1996 

1997 

1997 

刈 西 村成[原の辻遭蹄にみる輔国の恒元J帥耐を探 |伽 パ プ ロ
悼するj

四 71西村康「肢の辻遺跡にみる四国の航J帥附時1伽 パ プ ロ
悼するj

1998 

1998 

71-

佐賀県袋崎県

| 文献
発行年月

1990 

199Q 

11986.3 

11989.3 

I 1999‘3 



熊本県大分県宮崎県

i量蹟名 |輔の時代 | 遺障の所在地 |幽の四 | 探査の方法

熊本県

聾"<藤，令遭酔群
弥生~近世 隅本市瞳磯町，荒尾町 集手客 レーダー

d荒..毛"遺跡 弥生 ・古J/! 人吉市下町田町小国，角ノ刑.迫田 地下苅慌柘宜 レーダー

'京..縁ヲ.吉積
古境 山鹿市彰字平原 古績(円均衡11レーダー

原o~原.吉明
古境 下益織邸機南町塚原 古繍 電気

葺毛車古贋 古蹟 鹿本郡鹿央町岩間 潰葺 電茸

若手車古椀 古境 鹿本郡鹿央町繕原 墳甚 レーダ ・電臨調導

うてな遺跡 縄文~中世 菊池郡七綾町大字台 集落 ・ レーダー

話{周溝墓)

昌広古演群 1号境 古繍 菊池都西合志町合生 古積(円繍11レーダー

黛"松00古須野 2.3号境 古境 菊池郡西合志町合生字鬼縁 古横(円墳11レーダー

話伝古寝静6号繍 古明 菊池郡西合志町会生字鬼縁 古境(円筑11レーダー

生省坪一，"塚神"山吉jJl 古繍 猫池郁西合志町合生字漆崎 古蹟(円成) レーダー

dー"塚o・・山a古lJIl• 2号唆 古lJI 菊池郡西合志町野々烏字天伸免 古lJI(円境) レーダー

U西H潟浦..荘園酔 ・ 陣~.. .内."遺跡 弥生 ・中世 阿蘇郡阿蘇町大字西湯字陣内 荘園 ・築事 電気

P担a・ノ・"械:，~ 古績
古明 八代郡竜北町大字大野字北川 古繍 レーダー

大分県

伊‘藤"問，ぎ緩，<0山R熊誕跡群 古代 中r~!市大字伊藤田 際跡(須恵器) 磁気

品量品配J話機跡 古代 中浦市大字伊藤回踊ヶ迫 黛跡(須恵1III1磁気

，j、誕百古墳 古続 4キ築市大字指宿 古h貧 9単位波

上"ノ""際d崎機穴謀昨 古繍 下毛郡三光村大字上ノ原 機"纂 電気 ・レーダー ・

算事鴨像

宮 崎県

EZi14跡 古境 |宮崎市大字糸原 | 繍穴甚 |曜骨レーダー・盟カ
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聖書| 関迫文献名 文猷発行..聞

1998 

人吉市教育委員会

1988 『山鹿市立悔物館開査線告@第9集 揖亀塚古ij¥ほか』 山鹿市教育委員会

1914 『熊本県文化財調査報告第'6串 原原一熊本県下益城m 熊本県教育委員会

城南町所在塚原古漬群の調査ー本文幅 ・付論』

1998 『平成11年度研究紀要』 臨本県立装飾古積匝

1998 『平成11年研度究紀要』 熊本県立装飾古繍館

1995 

1開2 『西合志町史資斜面j 西合志町

1992 『西合志町史 資料嗣j 西合志町

.992 1 r西合志町史資料嗣』 西合志町

.9921 r西合志町史資料編』 西合志町

.992 1 r西合志町史資料編j 西合志町

同日 l阿蘇品保失I中世阿醇社額の豪族屋敷跡について~同車幡本史学会
町西湯繍の電探調資の分析-j[栴本史学第32号j

.996 1 r竜北町文化財調査報告将軍 .1長 野祁古漬瀞川

.983 1 r中湾市文化財調査報告第5血 伊議長田被山梨跡静』 中士宮市敏育祭員会

'9田 1r一般国週中海パイパス埋蔵文化財発掘調査報告省<<11大分県教育委員会

伊藤田繁跡群」

1996 

1992 

73-

熊志保 ・大分県 ー宮崎県

1発行聖月

I 1992.3 

1 .9岨 .3

1'975.3 

I 1999.3 

1994.3 

1994.3 

1994.3 

1994.3 

1994.3 

1967 

1985.3 

1992.3 



|遺跡の種類 ||輔の時代 |

宮崎県

探査の方途遺跡の所在地遺跡名

レ ダ樹て耳宮崎市池内古繍
‘川，，""
池内横穴甚群

レーダー集落都城市早水町.郡元町縄文~近世種目認晃地区遺跡

レダ地下式績穴基都域市下水流町古墳'，'"" 築地地下式繍穴!l¥J学

レ ダ集落都械市上水流町縄文~古漬
e，今"ずに

b手風谷第 l遺跡

レ ダ地下式横穴基小林市大写真方古噴官三詰地下式繍穴益

レ ダ地下式横穴基西都市三宅古噴品、蔀由吉明群

ν ダ地下式積穴基西都市三宅古岐苗品世古噴群

レーダー地下式横穴基西都市三宅古綬苗品世古墳鮮

レーダー地下式横穴甚西都市三宅古筑
3" ~ '16 

西郡田古漬群

レーダー地下式績穴基商都市三宅古境酋晶詰古蹟群

レーダ地下式繊穴基西都市三宅古墳
~" ~ぽ盈

西都原古績群第 3古債務

レーダー地下式機λ基西都市三宅古噴
，、とぱる

西部阿古噴震学

レ ダ

レ グ

地下式績穴基

地下式横穴甚

西都市三宅

西郵市三宅

古漬

古境

首晶蹟古噴群

茜蔀蹟古演群 111号耽加5

号積

レ ダ地下式横穴101西都市三宅古境
れと..
四都原古2責務 13号頃

レーダー地下式横穴益西都市三宅吉明
~" t山

商都阪古債務 91号償

レダー地下式繍穴基商都市三宅

西部市三宅

古筑

古煩

昌巳 ， .. 
西部原古漬群 100号境

茜品世古績群話完32繍八

基幹
電気・磁気・レ ダ地下式横穴墓

穴繍川上
の
ノ

MU
冗

H
酒群噴古

山
匹
以

ゐ
帥
群

創
}
凶
耳

電気・磁気・レ ダ地F式繍穴甚首都市三宅古墳

茜車損古明群 ・詰完32繍て

甚群

レダ

レーダ

地下式横穴基

地下式横穴益

首都市三宅

西都市三宅

省境

古績一
肌

H
上

の
ノ

巳
冗

H
薗群噴古山

師
群

と
四
甚

議i遺跡 レーダ集落
宮街(自衛)

西都市三宅字寺崎古代中世

寺崎遺跡 レ ダ袋詰 ・
官街(国間)

西都市三宅字寺崎古代中世

レダ

レーダー

地下式横て基

地下式横穴基

えぴの市大字島内￥平松

えびの市大字島内字平松

74 

古績

古墳

島内地 F式繍穴甚群

~! ~ t， 
尚内地下式繍穴義務



宮崎県

22| 関連文献名 文献発行償問 |発行文隼献月

l蛸 Ir池内償穴菖群発掘調査整理報告書』 |宮崎県教育妥且会 池内償穴基鮮調査整 I，凹7.3
理受且会

'9闘

'992 

1995 

1989 

1992 

1992 

1993 

1993 

1993 

1994 

1994 

1995 

1995 

1995 

1997 

1998 

19目 Ir血 削I 緯括斑 1996.2 

1995 『量点 5J 輯括Ji! 1997.2 

1997 

I四個

1995 

1997 

1998 

1999 
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宮崎県腐児島県

遺跡名

J高，.野aりd原a 

畑''''田H 

予符黙跡

U 平4令弘田，たヒ迫a畢'

下"那a岡e遺跡

下"郷u岡.遺跡

日"守も。地下式横穴草野

日O守b今地下式償穴基鮮

1本"庄c.， 古寝静

品酋輩地区遺跡

詰首宮古筑務 ・晶菌蹟古焼群

詰箇最古墳鮮 ・品歯詰古筑鮮

詰首競合演鮮 ・長酋蹟古墳群

話首鼠古繍詳晶歯宮古漬群

U花島常，園.地下式繍穴基幹

上うえ4積F旬遺跡

上ラ，薗..遺跡

害宇詰横穴甚静

.吾‘平eιbぽ原倹穴甚群

丸...山石縮甚e鮮竿

主品符古墳

鹿児島県

".・"永山古演鮮

うる .6 ...ぽ
萌丸馬場古墳静

|幽の時代 | 遺跡の所在地 |輔の醐 | 探査の方法

|縄文~古墳 |宮崎郡田野町甲 集落 ・ |電気 ・レーダー
地下式機穴基

縄文~近世 宮崎郡田野町甲 集落 |レーダー

古代 宮崎溺佐土原町大字来上那珂 告官跡 |磁気
(調窓器 :!D

古績 宮崎郡佐土原町大字上回品 横穴基 |レーダー

弥生~中世 宮崎郡置土原町大字下那珂 倹穴甚 |レーダー

弥生~中世 宮崎郡佐土原町大字下那珂 被穴甚 |電気 ・レーダー

古境 西諸県郡高原町大字川内.高崎町 地下式績穴甚 レーダー

古蹟 西諸県郡高原町大字川内，高崎町 地下式横穴基 レーダー

古噴 東諸県郡国宮町大字本庄 地下式繍穴基|レーダー

古噴 児湯郡新宮町大字新田 地下式績に穴基|レーダー

古僕 児湯郡新宮町大字新田字東俣ほか 古蹟 |レーダー

古境 児泌郡新宮町大字新田字東俣ほか 古噴 |レーダー

合境 児話通郡新宮町大字新田字東俣ほか 古境 |レーダー

古漬 児湯郡新宮町大字新田字東俣ほか 古筑 |レーダー

古演 児湯郡新宮町大字新司 地下式繍穴甚|レーダー

古蹟~中世 児湯郡新富町大字三嗣代字上薗 集落 電気 ーレダ

古境~中世 児渇郡新宮町大字三納代字上蘭 集落 電気 ーレ ダ

古噴 西臼梓郡高千穂町大字三田井字吾 横穴基 レーダー
平原

古墳 |西臼杵郡高千穂町大字三醐字吾 | 横穴甚 |レーダ}

平原

古墳 西臼杵郡高千総町大字河内字丸山 | 石格基 |レーダー

古墳 商臼杵郡高千砲町大字上野 |地下式績穴基|レ←ダー

古漬

古筑

姶良郡吉怯町川西字須行

給良鶴吉松町酷丸字馬場

76 

地F式叡E懐石室l電気 ・レーダー

地下式懐石被石室|電気 ・レ ダ



実施 l
年度 l 間違文献名 文献発行機関

1992 1 r田野町文化財調査報告曹第16集 県営農地保全整備事 |田野町教育委員会

業元野地区に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告J

1998 

1991 1 r佐土原町文化財調査報告ilf第10l長 下村異常跡群綴告鈴 |佐土原町教育委員会

く基礎資料編>J

1996 

1997 

1998 

19971 r高原町文化財調査報告書草 4集 高原町埋蔵文化財発 |高原町教育委員会

』臨調査報告世』ほか

19明 1r高原町文化財調査報告書草.m高原町緩蔵文化財発 |高原町教育委員会

徳田査報告禽Jほか

19ゆ2

19ゆ2

19ゆ2

日間 1r新宿町文化財調査報告書第16集 国指定史騨新国際古|新宮町教育餐員会

境群確認調査に伴う調査概要報告~，J

1994 

19ゆ8

19ゆ8

1987 

1988 

19ゆ51r亜点 5J 総括Ji!

印刷 1rm点5J 総括班

19ゆ8

1998 

19ゆ9

19ゆ9

一77

富筒l県・鹿児島県

| 文献
先行年月

1993.3 

1996.3 

1999.3 

1999.3 

1994.3 

1997.2 

1997.2 



胸児島県 ・神縄県

追跡名 |遺跡の時代 | 遺跡の所在地 |遺跡の醐 | 探査の方法

単位古噴群 古筑 肝属郡東市民町新川西字大家原 古繍 |レーダー

話佐官成群 古筑 肝回続束中良町新川西字大摩原 古刷 |レーダー

話在古噴群 古綬 肝属郡"I!耶良町新川西字大塚原 古繍 |レーダー

i'I'割n1県

". ，， "' ~ 
ナガラ原東貝塚 |縄文~古代 |国国郡伊江村字川平 貝原 |電気 ・レーダー

-78-



実施 1
年度 l 間通文献名 文献発行相民間

19921 r束中良町纏蔵文化財発掘調査綴告白 唐仁古筑群(2)11東&¥良町教育愛員会

19倒 Ir鴻叫'J'[町思議文化財発磁調査報告19 康仁古績鮮(2)11東市良町教育祭員会

19951 r~使節良町愚政己文化財発信調査報告禽 庖仁古績僻(2)11京市艮町教育委員会

1蜘 Ir考古学研究室報告第雌j |熊本大学文学部考古学研究室

79 

飽児島県沖縄県4

|先行草月

1996.3 

1996.3 

19蝿 3

明
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