
PLATE



比恵50次　PL．1

▲（－）A区遺構出土状況全景（東から） ▼（2）B区遺構出土状況全景（西から）



PL．2　比恵50次

▲（り　C区遺構出土状況全景（南上空から）　　▼（2）D区遺構出土状況全景（西上空から）



比恵50次　PL．3

▲（l）A区SCO16出土状況（北から）　▼（2）A区SCO17出土状況（北から）



PL・4　比恵50次

▲（l）A区SCO31出土状況（東から）　▼（2）C区SCO4l・SB140出土状況（西から）



比恵50次　PL．5

▲（f）C区SCO64出土状況（北から）　▼（2）C区SCO67出土状況（東から）



PL．6　比恵50次

▲（り　C区SCO70出土状況（南から） ▼（2）C区SCO70完掘状況（南から）



比恵50次　PL17

（－）C区SCO76出土状況（北から）

（2）C区SCO89・098出土状況（東から）

（3）C区SClOl出土状況（南から）

（4）C区SC153出土状況（北から）

（5）C区SC154出土状況（東から）

（6）C区SC157出土状況（東から）



PL．8　比恵50次

▲（l）C区SC106出土状況（上空から） ▼（2）C区SC106出土状況（北から）



比恵50次　PL．9

▲（l）C区東半部遺構出土状況（西上空から） ▼（2）C区SC109・117出土状況（東から）



PL．10　比恵50次

▲（t）C区109・l17出土状況（上空から）　▼（2）C区SCl14出土状況（南から）



比恵50次　PL．11

▲（I）C区中央部遺構出土状況（上空から）　▼（2）C区SC114．127出土状況（北から）



PL．12　比恵50次

▲（I）C区SCll7出土状況（東から）　▼（2）C区中央部遺構出土状況（上空から）



比恵50次　PL・13

▲（r）C区SCl19出土状況（北から）　▼（2）C区SCl19中央土坑（南から）



PL．14　比恵50次

▲（l）C区SCl29出土状況（南から）　▼（2）C区SC129炉址（SR141）（東から）



比恵50次　PL．15

（l）C区SC132出土状況（南から）

（2）C区SC155出土状況（北から）

（3）C区SC160出土状況（東から）

（4）C区SC161出土状況（東から）

（5）C区SC163出土状況（東から）

（6）C区SC164出土状況（南から）



PL．16　比恵50次

（1）C区SC1641V区遺物出土状況（北から）

（2）C区SC165出土状況（東から）

（3）C区SC165遺物出土状況（南から）

（4）C区SC166出土状況（東から）

（5）C区SC179出土状況（東から）

（6）C区SC188出土状況（北から）



比恵50次　PL．17

▲（l）C区西側遺構出土状況（上空から）　▼（2）SC178出土状況（南から）



PL・18　比恵50次

▲（り　C区SC180出土状況（東から） ▼（2）C区SC180炉址遺物出土状況（東から）



比恵50次　PL．19

▲（l）C区SC183出土状況（東から）　　▼（2）SC197出土状況（北東から）



PL．20　比恵50次

（l）C区SC198出土状況（西から）

（2）C区SC213・240出土状況（北から）

（3）C区213IIL区遺物出土状況（北から）

（4）C区SC213石剣出土状況（北から）

（5）C区SC220出土状況（西から）

（6）C区SC236出土状況（東から）



比恵50次　PL．21

（l）C区SC240出土状況（北から）

（2、）C区SC259出土状況（西から）

（3）D区北側遺構出土状況（上空から）

（4）D区SC286出土状況（西から）

（5）D区SC287出土状況（北から）

（6）D区SC290出土状況（北から）



PL．22　比恵50次

（O D区SC290出土状況（南上空から）

（2）D区東側遺構出土状況（南上空から）

（3）D区SC303出土状況（東から）

（4）D区SC304出土状況（南から）

（5）D区SC311出土状況（南から）

（6）D区SC315出土状況（東から）



比恵50次　PL．23

▲（l）C区東半部遺構全景（東から）　▼（2）C区SB163出土状況（東から）



PL．24　比恵50次

▲（l）C区SB202～204出土状況（上空から）　▼（2）C区SB202～204出土状況（北から）



比恵50次　PL．25

▲（l）C区SB203出土状況（上空から）　▼（2）C区SB203出土状況（東から）



PL．26　比恵50次

▲（t）C区SB202出土状況（北から）　▼（2）C区SB204出土状況（北から）



比恵50次　PL．27

（l）C区SB203・SP2005柱痕出土状況（西から）

（2）C区SB203・SP2009柱痕出土状況（西から）

（3）C区SB203・SP2010柱痕出土状況（西から）

（4）C区SB203・SP2012柱痕出土状況（西から）

（5）C区SB207出土状況（北から）

（6）C区SB223出土状況（南から）



PL．28　比恵50次

（l）C区SB224出土状況（南から）

（2）C区SB226出土状況（東から）

（3）C区SB245出土状況（西から）

（4）C区SB251出土状況（東から）

（5）C区SB251・262出土状況（西から）

（6）C区SB255出土状況（北から）



比恵50次　PL．29

▲（l）C区SB249・250出土状況（上空から）　　▼（2）C区SB249・250出土状況（南から）



PL．30　比恵50次

（り　C区SB256出土状況（東から）

（2）C区SB257出土状況（東から）

（3）C区SB258出土状況（東から）

（4）C区SB262出土状況（西から）

（5）C区SB263出土状況（西から）

（6）C区SB264出土状況（西から）



比恵50次　PL．31

（－）C区SB265出土状況（南から）

（2）C区SB266出土状況（西から）

（3）C区SB267出土状況（西から）

（4）C区SB268出土状況（北から）

（5）D区SB337出土状況（南から）

（6）D区SB339出土状況（北から）



PL・32　比恵50次

（1）D区SB340出土状況（南から）

（2）D区SB341出土状況（南から）

（3）D区SB342出土状況（南から）

（4）D区SB343出土状況（南から）

（5）D区SB344出土状況（東から）

（6）D区SB346出土状況（北から）



比恵50次　PL．33

▲（－）A区SEOO5出土状況（西から） ▼（2）C区SEO43遺物出土状況（南から）



PL．34　比恵50次

（口　C区SEO45出土状況（南東から）

（2）C区SEO45遺物出土状況（南東から）

（3）C区SEO45遺物出土状況（南東から）

（4）C区SEO51出土状況（北西から）

（5）C区SEO52出土状況（南から）

（6）C区SEO52遺物出土状況（南から）



比恵50次　PL．35

（l）C区SEO68出土状況（南から）

（2）C区SEO74出土状況（東から）

（3）C区SEO75上層遺物出土状況（東から）

（4）C区SE105中層遺物出土状況（北東から）

（5）C区SE113出土状況（北から）

（6）C区SE105遺物出土状況（北東から）



PL．36　比恵50次

（l）C区SE123出土状況（南から）

（2）C区SE124出土状況（東から）

（3）C区SE125遺物出土状況（東から）

（4）C区SE130出土状況（西から）

（5）C区SE134出土状況（北から）

（6）C区SE134遺物出土状況（北から）



比恵50次　PL．37

（l）C区SE135出土状況（東から）

（2）C区SE136上層遺物出土状況（東から）

（3）C区SE136出土状況（東から）

（4）C区SE137遺物出土状況（北から）

（5）C区SE158出土状況（北から）

（6）C区SE158遺物出土状況（北から）



PL．38　比恵50次

（l）C区SE159遺物出土状況（東から）

（2）C区SE172遺物出土状況（西から）

（3）C区SE172出土状況（東から）

（4）C区SE182出土状況（南から）

（5）C区SE182遺物出土状況（南から）

（6）C区SE188出土状況（北から）



比恵50次　PL・39

（り　C区SE219下層遺物出土状況（東から）

（3）C区SE215遺物出土状況（東から）

（4）C区SE271遺物出土状況（北から）

（5）C区SE273遺物出土状況（東から）

（6）C区SE274出土状況（東から）



PL．40　比恵50次

（り　C区SE274遺物出土状況（東から）

（2）C区SE278遺物出土状況（北から）

（3）C区SE280出土状況（南から）

（4）C区SE280遺物出土状況（南から）

（5）C区SE319出土状況（北から）

（6）C区SE319遺物出土状況（北から）



比恵50次　PL．41

（り　C区SE320出土状況（北から）

（2）C区SE321出土状況（北から）

（3）C区SE321遺物出土状況（北から）

（4）A区SDOOZ土層堆積状況（北から）

（5）C区SDOOl出土状況（北から）

（6）C区SDOOl土層堆積状況（北から）



PL．42　比恵50次

（1）C区SDO55出土状況（上空から）

（2）C区SDO55出土状況（北から）

（3）C区SDO55土層堆積状況（南から）

（4）C区SDO82出土状況（北西から）

（5）D区SD292出土状況（北から）

（6）D区SD292Ⅰ区遺物出土状況（北から）



比恵50次　PL－43

（り　D区SD292II区遺物出土状況（東から）

（2）D区SD292II区鉄器出土状況（東から）

（3）D区SD292II区遺物出土状況（東から）

（4）D区SD292Ⅳ区遺物出土状況（南から）

（5）D区SD292II区土層堆積状況（北から）

（6）D区SD292Ⅳ区土層堆積状況（北から）



PL．44　比恵50次

（り　D区SD292・294出土状況（北から）

（2）D区SD294IIL区遺物出土状況（東から）

（3）D区SD314遺物出土状況（西から）

（4）A区SKOO8出土状況（西から）

（5）C区SKO47出土状況（東から）

（6）C区SKO49出土状況（南から）



比恵50次　PL．45

（－）C区SKO58遺物出土状況（西から）

（2）C区SKO62遺物出土状況（北東から）

（3）C区SKO68出土状況（南から）

（4）C区SK103出土状況（北から）

（5）C区SKllO遺物出土状況（南西から）

（6）C区SK115遺物出土状況（東から）



PL．46　比恵50次

（l）C区SK120出土状況（東から）

（2）C区SK128出土状況（南西から）

（3）C区SK142遺物出土状況（東から）

（4）C区SK169出土状況（北から）

（5）C区SK196遺物出土状況（西から）

（6）C区SK200出土状況（北から）



比恵50次　PL．47

（り　C区SK201出土状況（北から）

（2）C区SK205遺物出土状況（西から）

（3）C区SK221出土状況（南から）

（4）C区SKZZZ出土状況（東から）

（5）D区SK299出土状況（東から）

（6）D区SK300出土状況（南から）



PL．48　比恵50次

（I）D区SK308出土状況（東から）

（2）D区SK308土層断面・遺物出土状況（南から）

（3）D区SK309出土状況（東から）

（4）D区SK323遺物出土状況（南から）

（5）D区SK325出土状況（西から）

（6）C区SKO57（K－1）出土状況（北から）



比恵53次　PL・49

▲（り　調査区東半部全景（西から）　　▼（2）調査区西半部全景（東から）



PL．50　比恵53次

▲（l）調査区西半部全景（東から）　▼（2）SDO3・SC24・SD38・SB44出土状況（西から）



比恵53次　PL・51

▲（l）SC47出土状況（南西から）　　▼（2）SC51出土状況（西から）



PL・52　比恵53次

▲（l）SC52出土状況（東から）　　▼（2）SC59出土状況（南から）



比恵53次　PL．53

▲（り　SB44出土状況（南から） ▼（2）SB45出土状況（南から）



PL．54　比恵53次

▲（一）SB62出土状況（西から）　　▼（2）SB64出土状況（北東から）



比恵53次　PL．55

▲（り　SEO6出土状況（北から） ▼（2）SEO6遺物出土状況（北から）



PL．56　比恵53次

▲（I）SE27上層遺物出土状況（東から）　▼（2）SE27下層遺物出土状況（北から）



比恵53次　PL・57

▲（1）SE30出土状況（東から）　　▼（2）SE30遺物出土状況（東から）



PL．58　比恵53次



比恵53次　PL・59

▲（一）SE21出土状況（北から）　　▼（2）SK22出土状況（北から）



PL．60　比恵53次

▲（1）SK13出土状況（南から） ▼（2）SK18出土状況（西から）



比恵53次　PL．61

▲（l）SK16出土状況（北から）　　▼（2）SK25出土状況（東から）



PL．62　比恵53次

▲（1）SDOl出土状況（南西から） ▼（2）SDOZ出土状況（南西から）



比恵53次　PL．63

▲（－）SDO3．38出土状況（南から） ▼（2）SDO8出土状況（東から）



PL・64　比恵53次

▲（l）SD10出土状況（南から）　▼（2）SDlO土層堆積状況（南から）



比恵53次　PL．65

▲（り　SDlOIII区遺物出土状況（南から） ▼（2）SDlOIII区遺物出土状況（西から）



PL．66　比恵53次

▲（l）SDlOI区遺物出土状況（西から）　▼（2）SD10Ⅰ区遺物出土状況（北から）



比恵53次　PL－67

▲（l）SD11出土状況（北から） ▼（2）SD12出土状況（北から）



PL．68　比恵53次

▲（l）SD15出土状況（南から）　　▼（2）SD15土層堆積状況（南から）



比恵53次　PL．69

出土遺物（0



PL・70　比恵53次

出土遺物（2）



比恵53次　PL．71

出土遺物（3）



PL．72　比恵53次
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出土遺物（4）
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