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写真図版目次

写真図版1I区の遺構（1）

全景（航空撮影）

写真図版2　I区の遺構（2）

（上）I区西半（東から）

（中）sHlOOOl（南から）

（下）sHlOOO2（南から）

写真図版3　I区の遺構（3）

（上）sH15001土器出土状況（西から）

（中）SH15001（北から）

（下）SDlOOOl　断面（南から）

写真図版4　I区の遺構（4）

SDlOOOl全景（北から）

写真図版5　I区の遺構（5）

（上）SDlOOOIA　護岸状況（南から）

（中）sDlOOOIA　護岸状況（南から）

（下）SDlOOOIA　護岸状況（南から）

写真図版6　I区の遺構（6）

（上）SDlOOOIA　護岸状況細部（南から）

（中）sDlOOOIA　護岸状況細部（南から）

（下）SDlOOOIA　護岸状況細部（北東から）

写真図版7　I区の遺構（7）

（上）SDlOOOIA　護岸板材細部（南西から）

（中）SDlOOOIA　護岸板材細部（北西から）

（下）SDlOOOIA　護岸南端杭列（北東から）

写真図版8　I区の遺構（8）

（上）SDlOOOIA　護岸状況細部（西から）

（中）SDlOOOIA　護岸状況細部（西から）

（下）SDlOOOIA　護岸状況細部（西から）

写真図版9　I区の遺構（9）

（上）SDlOOOIA　土器出土状況（北西から）

（中）SDlOOOIA　土器出土状況（北西から）

（下）SDlOOOIA　木製品出土状況（北から）

写真図版10I区の遺構（10）

（上）SDlOOOl　　馬歯骨出土状況

（中）SDlOOOl　　馬歯骨出土状況

（下）sDlOOOl　　完掘状況（北から）

写真図版11I区の遺構（11）

（上）堰跡（西から）

（中）堰跡（北から）

（下）堰跡（南から）

写真図版12I区の遺構（12）

（上）SDlOOO2・SDlOOO3（南から）

（中）SDlOOO2　断面（南から）

（下）SDlOOO3　断面（南から）

写真図版13　Ⅱ区の遺構（1）

全景（航空撮影）

写真図版14　Ⅱ区の遺構（2）

（上）全景（西から）

（下）南半遺構群全景（西から）

写真図版15　Ⅱ区の遺構（3）

（上）北半遺構群全景（西から）

（下）第4次調査区全景（西から）

写真図版16　Ⅱ区の遺構（4）

（上）主要建物群配置状況とSDlOOOl・SD30001

（下）主要建物群全景（東から）

写真図版17　Ⅱ区の遺構（5）

（上）sH20001（東から）

（中）SH20001竃（東から）

（下）SH20003（西から）

写真図版18　Ⅱ区の遺構（6）

（上）SH20003　土器出土状況（東から）

（中）sH20004（東から）

（下）SH20004　竃（東から）

写真図版19　Ⅱ区の遺構（7）

（上）sH20032（北から）

（中）SH20005（南から）

（下）SH20005　竃（南から）

写真図版20　Ⅱ区の遺構（8）

（上）SH20006（南から）

（中）SH20007・SH20008（東から）

（下）SH20007　竃（東から）



写真図版21Ⅱ区の遺構（9）

（上）SH20009（東から）

（中）SH20011（西から）

（下）SH20015（東から）

写真図版22　Ⅱ区の遺構（10）

（上）SH20015　竃（東から）

（中）SH20016（西から）

（下）SH20017（南から）

写真図版23　Ⅱ区の遺構（11）

（上）SH20018（南東から）

（中）SH20018　竃（南東から）

（下）SH20019（東から）

写真図版24　Ⅱ区の遺構（12）

（上）SH20019　竃（東から）

（中）SH20020（北東から）

（下）SH20021（北から）

写真図版25　Ⅱ区の遺構（13）

（上）SH20022（東から）

（中）SH20022　竃（東から）

（下）SH20023（東南から）

写真図版26　Ⅱ区の遺構（14）

（上）sH20024（東から）

（中）SH20024　竃（東から）

（下）sH20025（南から）

写真図版27　Ⅱ区の遺構（15）

（上）SH20026（北から）

（中）SH20026（東から）

（下）SH20026　土器出土状況（北から）

写真図版28　Ⅱ区の遺構（16）

（上）SH20027（東から）

（中）SH20028（東から）

（下）SH20028　竃（東から）

写真図版29　Ⅱ区の遺構（17）

（上）sH20028　土器出土状況（東から）

（中）SH20029（南東から）

（下）SH20030（南東から）

写真図版30　Ⅱ区の遺構（18）

（上）SH20031（東から）

（中）SH20033（東から）

（下）SH20033　中央土壌（東から）

写真図版31Ⅱ区の遺構（19）

（上）sH20034（南西から）

（中）SH20035（北東から）

（下）SH20035　土器出土状況（北東から）

写真図版32　Ⅱ区の遺構（20）

（上）SH20036（東から）

（中）SH20036　竃（東から）

（下）SH20037（東から）

写真図版33　Ⅱ区の遺構（21）

（上）SH20037　竃（東から）

（中）SH20038（南から）

（下）SH20039（南から）

写真図版34　Ⅱ区の遺構（22）

（上）sH20041（東から）

（中）SH20042（南から）

（下）SH20043（南東から）

写真図版35　Ⅱ区の遺構（23）

（上）sH20046（東から）

（中）SH20046　竃（東から）

（下）SH20047・SH20048（南東から）

写真図版36　Ⅱ区の遺構（24）

（上）SH20051（東から）

（中）SH20053（南東から）

（下）SH20054（南から）

写真図版37　Ⅱ区の遺構（25）

（上）SH20055（南東から）

（中）SH20055　竃（南東から）

（下）SH20055　竃（南東から）

写真図版38　Ⅱ区の遺構（26）

（上）SH20057（南東から）

（中）SH20057　竃（南東から）

（下）sH20058（南東から）

写真図版39　Ⅱ区の遺構（27）

（上）SH20058　竃（南東から）

（中）SH20059（東から）

（下左）SH20059　竃（北東から）

（下右）SH20059　土器出土状況（東から）



写真図版40　Ⅱ区の遺構（28）

（上）SH20060（東から）

（中）SH20061（南から）

（下）SH20062（南から）

写真図版41Ⅱ区の遺構（29）

（上）SH25063（北から）

（中）sH20040・SH24064北半（北西から）

（下）sH20040・SH24064北半（北西から）

写真図版42　Ⅱ区の遺構（30）

（上）sH24064南半（南東から）

（中）SH20040・SH24064北半（北から）

（下）SH20065（東から）

写真図版43　Ⅱ区の遺構（31）

SB20005（西から）

写真図版44　Ⅱ区の遺構（32）

（上）SB20005　P20294　断面（東から）

（下）SB20005　P20294　完掘状況（南から）

写真図版45　Ⅱ区の遺構（33）

（上）SB20005　P20295　断面（東から）

（下）SB20005　P20295　完掘状況（南から）

写真図版46　Ⅱ区の遺構（34）

（上）SB20005　P20085　断面（南から）

（中）SB20005　P20085　完掘状況（南から）

（下）SB20005　P20084　断面（南から）

写真図版47　Ⅱ区の遺構（35）

（上）SB20005　P20084　柱痕検出状況（南から）

（中）sB20005　P20084　完掘状況（南から）

（下）SB20005　P20071断面（南西から）

写真図版48　Ⅱ区の遺構（36）

（上）SB20005　P20071断面細部（南から）

（中）SB20005　P20071柱痕検出状況（南から）

（下）SB20005　P20071柱痕と柱アタリ検出状況

（南から）

写真図版49　Ⅱ区の遺構（37）

（上）sB20005　P20071完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20128　断面（南西から）

（下）SB20005　P20128　断面細部（南から）

写真図版50　Ⅱ区の遺構（38）

（上）SB20005　P20128　柱痕跡（南から）

（中）SB20005　P20128　柱アタリ（南から）

（下）SB20005　P20215　断面（南から）

写真図版51Ⅱ区の遺構（39）

（上）SB20005　P20215　完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20210　断面（南から）

（下）SB20005　P20210　柱痕検出状況（南から）

写真図版52　Ⅱ区の遺構（40）

（上）SB20005　P20210　完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20205　断面（南から）

（下）SB20005　P20205　柱痕検出状況細部

（南から）

写真図版53　Ⅱ区の遺構（41）

（上）sB20005　P20205　柱痕検出状況（南から）

（中）SB20005　P20200　断面（南から）

（下）SB20005　P20200　完掘状況（南から）

写真図版54　Ⅱ区の遺構（42）

（上）sB20005　P20200　柱アタリ（南から）

（中）sB20005　P20089　断面（南から）

（下）SB20005　P20089　完掘状況（南から）

写真図版55　Ⅱ区の遺構（43）

（上）SB20005　P20091断面（南から）

（中）sB20005　P20091柱痕検出状況（南から）

（下）SB20005　P20091完掘状況（南から）

写真図版56　Ⅱ区の遺構（44）

（上）sB20005　P20093　断面（南から）

（中）sB20005　P20093　柱痕検出状況（南から）

（下）sB20005　P20093　完掘状況（南から）

写真図版57　Ⅱ区の遺構（45）

（上）SB20005　P20095　断面（南から）

（中）SB20005　P20095　柱痕検出状況（南から）

（下）SB20005　P20095　完掘状況（南から）

写真図版58　Ⅱ区の遺構（46）

（上）SB20005　P20070　断面（南西から）

（中）sB20005　P20070　断面細部（南から）

（下）sB20005　P20070　柱痕検出状況（南から）



写真図版59　Ⅱ区の遺構（47）

（上）SB20005　P20070　完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20069　断面（南から）

（下）sB20005　P20069　完掘状況（南から）

写真図版60　Ⅱ区の遺構（48）

（上）SB20005　P20066　断面（南から）

（中）SB20005　P20066　柱痕検出状況（南から）

（下）SB20005　P20066　完掘状況（南から）

写真図版61Ⅱ区の遺構（49）

（上）SB20005　P20293　断面（南から）

（中）SB20005　P20293　完掘状況（南から）

（下）SB20005　P20250　断面（南から）

写真図版62　Ⅱ区の遺構（50）

（上）SB20005　P20250　完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20244　集石（南から）

（下）SB20005　P20244　断面（南から）

写真図版63　Ⅱ区の遺構（51）

（上）SB20005　P20244　完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20246　断面（南から）

（下）SB20005　P20246　完掘状況（南から）

写真図版64　Ⅱ区の遺構（52）

（上）SB20005　P20190　断面（南から）

（中）sB20005　P20190　完掘状況（南から）

（下）SB20005　P20184　断面（南から）

写真図版65　Ⅱ区の遺構（53）

（上）SB20005　P20184　柱痕検出状況（南から）

（中）SB20005　P20184　完掘状況（南から）

（下）SB20005　P20196　断面（東から）

写真図版66　Ⅱ区の遺構（54）

（上）SB20005　P20196　完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20292　断面（東から）

（下）SB20005　P20292　完掘状況（東から）

写真図版67　Ⅱ区の遺構（55）

（上）SB20005　P20291断面（東から）

（中）SB20005　P20291完掘状況（南から）

（下）SB20005　P20212　断面（東から）

写真図版68　Ⅱ区の遺構（56）

（上）SB20005　P20212　完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20214　断面（東から）

（下）SB20005　P20214　完掘状況（南から）

写真図版69　Ⅱ区の遺構（57）

（上）SB20005　P20290　断面（東から）

（中）sB20005　P20290　完掘状況（南から）

（下）SB20005　P20289　断面（東から）

写真図版70　Ⅱ区の遺構（58）

（上）SB20005　P20289　完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20288　断面（南から）

（下）SB20005　P20288　完掘状況（南から）

写真図版71Ⅱ区の遺構（59）

（上）SB20005　P20287　断面（南から）

（中）SB20005　P20287　柱痕検出状況（南から）

（下）SB20005　P20287　柱痕検出状況（南から）

写真図版72　Ⅱ区の遺構（60）

（上）sB20005　P20287　完掘状況（南から）

（中）SB20005　P20286　断面（南から）

（下）sB20005　P20286　完掘状況（南から）

写真図版73　Ⅱ区の遺構（61）

（上）SB20005　P20285　断面（南から）

（中）SB20005　P20285　完掘状況（南から）

（下）sB20005　P20285　柱アタリ（南から）

写真図版74　Ⅱ区の遺構（62）

（上）SB20008（東から）

（下）SB20012（東から）

写真図版75　Ⅱ区の遺構（63）

SB20016（南から）

写真図版76　Ⅱ区の遺構（64）

（上）SB20016　P21905　断面（南から）

（中）SB20016　P21905　柱痕検出状況（南から）

（下）sB20016　P21906　断面（南から）

写真図版77　Ⅱ区の遺構（65）

（上）SB20016　P21907　断面（南から）

（中）SB20016　P21907　柱アタリ（南から）

（下）SB20016　P21903　断面（南から）

写真図版78　Ⅱ区の遺構（66）

（上）SB20016　P21903　柱痕検出状況（南から）

（中）SB20016　P21903　柱アタリ（南から）

（下）SB20016　P21903　完掘状況（南から）



写真図版79　Ⅱ区の遺構（67）

（上）SB20016　P21904　断面（南から）

（中）SB20016　P22072　断面（南から）

（下）SB20016　P22072　完掘状況（南から）

写真図版80　Ⅱ区の遺構（68）

（上）SB20016　P22073　断面（南から）

（中）SB20016　P22073　柱痕検出状況（南から）

（下）SB20016　P22073　完掘状況（南から）

写真図版81Ⅱ区の遺構（69）

（上）SB20016　P21981完掘状況（南から）

（中）SB20016　P21908　断面（南から）

（下）SB20016　P21908　完掘状況（南から）

写真図版82　Ⅱ区の遺構（70）

（上）SB20016　P21908　底面の状況（南から）

（中）SB20016　P21909　断面（南から）

（下）SB20016　P21909　完掘状況（南から）

写真図版83　Ⅱ区の遺構（71）

（上）sB20016　P21909　柱アタリ（南から）

（中）SB20016　P21910　断面（南から）

（下）SB20016　P22071断面（南から）

写真図版84　Ⅱ区の遺構（72）

（上）SB20016　P22071柱アタリ（南から）

（中）SB20016　P21273　完掘状況（東から）

（下）SB20016　P21273　底面の状況（南から）

写真図版85　Ⅱ区の遺構（73）

（上）SB20016　P20401柱痕検出状況（西から）

（中）SB20016　P20401完掘状況（南から）

（下）SB20016　P20372　完掘状況（南から）

写真図版86　Ⅱ区の遺構（74）

（上）SB20016　P22074　完掘状況（南から）

（中）SB20016　P22074　柱アタリ（西から）

（下）SB20016　P21902　断面（南から）

写真図版87　Ⅱ区の遺構（75）

（上）SB20016　P21901断面（南東から）

（中）SB20016　P21901完掘状況（南から）

（下）SB20016　P21840　断面（南から）

写真図版88　Ⅱ区の遺構（76）

（上）SB20016　P21840　柱痕検出状況（西から）

（中）SB20016　P21840　完掘状況（東から）

（下）SB20016　P21840　柱アタリ（東から）

写真図版89　Ⅱ区の遺構（77）

（上）SB20019（東から）

（下）SB20021（南から）

写真図版90　Ⅱ区の遺構（78）

（上）SB20021P21845　断面（南から）

（中）SB20021P21845　完掘状況（南から）

（下）SB20021P22002　断面（南から）

写真図版91Ⅱ区の遺構（79）

（上）SB20021P22002　完掘状況（南から）

（中）SB20021P22003　断面（南から）

（下）SB20021P22003　完掘状況（南から）

写真図版92　Ⅱ区の遺構（80）

（上）SB20021P21846　断面（北から）

（中）SB20021P21846　完掘状況（南から）

（下）SB20021P21847　断面（南から）

写真図版93　Ⅱ区の遺構（81）

（上）SB20021P21847　完掘状況（南から）

（中）SB20021P21844　断面（南から）

（下）SB20021P21844　柱痕検出状況（南から）

写真図版94　Ⅱ区の遺構（82）

（上）SB20021P22007　断面（南から）

（中）SB20021P22006　断面（南から）

（下）SB20021P22006　完掘状況（南から）

写真図版95　Ⅱ区の遺構（83）

（上）SB20021P22005　断面（南から）

（中）SB20021P22004　断面（南から）

（下）SB20021P22004　完掘状況（南から）

写真図版96　Ⅱ区の遺構（84）

（上）SB20001（南東から）

（中）SB20002（南から）

（下）SB20003（北から）

写真図版97　Ⅱ区の遺構（85）

（上）SB20004（東から）

（中）SB20006（東から）

（下）SB20007（東から）

写真図版98　Ⅱ区の遺構（86）

（上）SB20009（南から）



（中）SB20010（南から）

（下）sB20011（東から）

写真図版99　Ⅱ区の遺構（87）

（上）SB20013（東から）

（中）SB20014（南から）

（下）sB20015（北から）

写真図版100　Ⅱ区の遺構（88）

（上）SB20017（東から）

（中）SB20018（東から）

（下）SB20020（南東から）

写真図版101Ⅱ区の遺構（89）

（上）sK20026　土器検出状況（東から）

（中）SK20026　土器検出状況（東から）

（下）SK20035（西から）

写真図版102　Ⅲ区の遺構（1）

全景（航空撮影）

写真図版103　Ⅲ区の遺構（2）

（上）全景（東から）

（中）全景（西から）

（下）全景（西から）

写真図版104　Ⅲ区の遺構（3）

（上）SH30001（東から）

（中）SH30002（東から）

（下）SH30002　竃（東から）

写真図版105　Ⅲ区の遺構（4）

（上左）SH30003　竃（南東から）

（上右）SH30003　土器出土状況（南東から）

（中）SH30003（東から）

（下）sH30004・SH30025（東から）

写真図版106　Ⅲ区の遺構（5）

（上）SH30025　竃（東から）

（中）SH30005（南西から）

（下）SH30005　土器出土状況（南東から）

写真図版107　Ⅲ区の遺構（6）

（上）SH30005　土器出土状況（北から）

（中）SH30006（南東から）

（下）SH30006　竃（南東から）

写真図版108　Ⅲ区の遺構（7）

（上）SH30007（南から）

（中）sH30008（東から）

（下）sH30009（東から）

写真図版109　Ⅲ区の遺構（8）

（上）SH30009　竃（東から）

（中）SH30010（東から）

（下）SH30010　竃（東から）

写真図版110　Ⅲ区の遺構（9）

（上）SH30011（東から）

（中）SH30011SK30033（西から）

（下）SH30012・SH30022（北西から）

写真図版111Ⅲ区の遺構（10）

（上）SH30013（南東から）

（中）sH30013　竃（南東から）

（下）SH30014（南東から）

写真図版112　Ⅲ区の遺構（11）

（上）SH30014　竃（南東から）

（中）SH30015（南から）

（下）SH30016（南西から）

写真図版113　Ⅲ区の遺構（12）

（上）SH30017（西から）

（中）sH30017　SK30012（西から）

（下）SH30018（東から）

写真図版114　Ⅲ区の遺構（13）

（上）SH30019・SH30036（南東から）

（中）sH30020（南から）

（下）sH30020　竃（南から）

写真図版115　Ⅲ区の遺構（14）

（上）SH30021・SH30026（東から）

（中）sH30024（北西から）

（下）SH30027（南西から）

写真図版116　Ⅲ区の遺構（15）

（上）SH30028（西から）

（中）SH30029（北東から）

（下）sH30029　竃（北東から）

写真図版117　Ⅲ区の遺構（16）

（上）SH30031（南東から）

（中）SH30031竃（南東から）

（下左）SH30031竃（南東から）

（下右）SH30031竃復元（南東から）



写真図版118　Ⅲ区の遺構（17）

（上）SH30030（東から）

（中）SH30032（南東から）

（下）SH30032　土器・礫（南東から）

写真図版119　Ⅲ区の遺構（18）

（上）SH30033（南西から）

（中）SH30034（南から）

（下）SH30035（東から）

写真図版120　Ⅲ区の遺構（19）

（上）SB30001（北東から）

（中）SB30002（北西から）

（下）SB30003（西から）

写真図版121Ⅲ区の遺構（20）

（上）SB30004（北西から）

（中）SB30005（北東から）

（下）SB30006（西から）

写真図版122　Ⅲ区の遺構（21）

（上）SB30008（西から）

（中）SB30009（南東から）

（下）SK30002（東から）

写真図版123　Ⅲ区の遺構（22）

（上）SK30031（北から）

（中）sD30001（西から）

（下）SD30001突出部（北から）

写真図版124　Ⅲ区の遺構（23）

（上）SD30001断面（南西から）

（中左）SD30001上面石列（北から）

（中右）石製品出土状況（北から）

（下左）勾玉出土状況（東から）

（下中）鉄鉱出土状況（北から）

（下右）鉄刀出土状況（北西から）

写真図版125　Ⅳ区の遺構（1）

全景（航空撮影）

写真図版126　Ⅳ区の遺構（2）

（上）全景（東から）

（下）全景（西から）

写真図版127　Ⅳ区の遺構（3）

（上）SH40001・SH40024（南東から）

（中）SH40001竃（南東から）

（下）SH40002（南から）

写真図版128　Ⅳ区の遺構（4）

（上）SH40004（東から）

（中）SH40005（東から）

（下）SH40005　竃（東から）

写真図版129　Ⅳ区の遺構（5）

（上）SH40006（西から）

（中）SH40006－SH40008・SH40023（西から）

（下）SH40006　竃（東から）

写真図版130　Ⅳ区の遺構（6）

（上）SH40007（西から）

（中）SH40008（南東から）

（下）SH40008・SH40023（西から）

写真図版131Ⅳ区の遺構（7）

（上）sH40009－SH40011（南東から）

（中）SH40009　竃（南東から）

（下）SH40009　SK40001（西から）

写真図版132　Ⅳ区の遺構（8）

（上）SH40010　竃（東から）

（中）SH40011（東から）

（下）sH40011竃（東から）

写真図版133　Ⅳ区の遺構（9）

（上）SH40012（南東から）

（中）SH40013（東から）

（下）SH40014（東から）

写真図版134　Ⅳ区の遺構（10）

（上）SH40015－SH40017（南東から）

（中）SH40015　竃（南東から）

（下）SH40018（南東から）

写真図版135　Ⅳ区の遺構（11）

（上）SH40018　竃（南東から）

（中）SH40024（西から）

（下）SD40001・SD40002（北西から）

写真図版136

写真図版137

写真図版138

写真図版139

写真図版140

写真図版141

I区出土土器（1）

I区出土土器（2）

I区出土土器（3）

I区出土土器（4）

I区出土土器（5）

I区出土土器（6）



写真図版142I区出土土器（7）

写真図版143I区出土土器（8）

写真図版144I区出土土器（9）

写真図版145I区出土土器（10）

写真図版146I区出土土器（11）

写真図版147I区出土土器（12）

写真図版148I区出土土器（13）

写真図版149I区出土土器（14）

写真図版150I区出土土器（15）

写真図版151Ⅱ区出土土器（1）

写真図版152　Ⅱ区出土土器（2）

写真図版153　Ⅱ区出土土器（3）

写真図版154　Ⅱ区出土土器（4）

写真図版155　Ⅱ区出土土器（5）

写真図版156　Ⅱ区出土土器（6）

写真図版157　Ⅱ区出土土器（7）

写真図版158　Ⅱ区出土土器（8）

写真図版159　Ⅱ区出土土器（9）

写真図版160　Ⅱ区出土土器（10）

写真図版161Ⅱ区出土土器（11）

写真図版162　Ⅱ区出土土器（12）

写真図版163　Ⅱ区出土土器（13）

写真図版164　Ⅱ区出土土器（14）

写真図版165　Ⅱ区出土土器（15）

写真図版166　Ⅱ区出土土器（16）

写真図版167　Ⅱ区出土土器（17）

写真図版168　Ⅱ区出土土器（18）

写真図版169　Ⅱ区出土土器（19）

写真図版170　Ⅱ区出土土器（20）

写真図版171Ⅱ区出土土器（21）

写真図版172　Ⅱ区出土土器（22）

写真図版173　Ⅱ区出土土器（23）

写真図版174　Ⅱ区出土土器（24）

写真図版175　Ⅱ区出土土器（25）

写真図版176　Ⅱ区出土土器（26）

写真図版177　Ⅱ区出土土器（27）

写真図版178　Ⅱ区出土土器（28）

写真図版179　Ⅱ区出土土器（29）

写真図版180　Ⅲ区出土土器（1）

写真図版181Ⅲ区出土土器（2）

写真図版182　Ⅲ区出土土器（3）

写真図版183　Ⅲ区出土土器（4）

写真図版184　Ⅲ区出土土器（5）

写真図版185　Ⅲ区出土土器（6）

写真図版186　Ⅲ区出土土器（7）

写真図版187　Ⅲ区出土土器（8）

写真図版188　Ⅲ区出土土器（9）

写真図版189　Ⅲ区出土土器（10）

写真図版190　Ⅲ区出土土器（11）

写真図版191Ⅲ区出土土器（12）

写真図版192　Ⅲ区出土土器（13）

写真図版193　Ⅲ区出土土器（14）

写真図版194　Ⅲ区出土土器（15）

写真図版195　Ⅲ区出土土器（16）

写真図版196　Ⅲ区出土土器（17）

写真図版197　Ⅲ区出土土器（18）

写真図版198　Ⅲ区出土土器（19）

写真図版199　Ⅲ区出土土器（20）

写真図版200　Ⅲ区出土土器（21）

写真図版201Ⅲ区出土土器（22）

写真図版202　Ⅲ区出土土器（23）

写真図版203　Ⅲ区出土土器（24）

写真図版204　Ⅲ区出土土器（25）

写真図版205　Ⅲ区出土土器（26）

写真図版206　Ⅳ区出土土器（1）

写真図版207　Ⅳ区出土土器（2）

写真図版208　Ⅳ区出土土器（3）

写真図版209　Ⅳ区出土土器（4）

写真図版210　木製品（1）

写真図版211木製品（2）

写真図版212　木製品（3）

写真図版213　木製品（4）

写真図版214　木製品（5）

写真図版215　木製品（6）

写真図版216　木製品（7）

写真図版217　石製品（1）

写真図版218　石製品（2）

写真図版219　金属製品他



写真図版1 I区の遺構（1）

全景（航空撮影）



写真図版2　I区の遺構（2）

I区西半（東から）

SHlOOOl（南から）

SHlOOO2（南から）



写真図版3　I区の遺構（3）

SH15001土器出土状況

（西から）

SH15001（北から）

SDlOOOl　断面（南から）



写真図版4 工区の遺構（4）
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写真図版5　I区の遺構（5）

SDlOOOIA　護岸状況

（南から）

SDlOOOIA　護岸状況

（南から）

SDlOOOIA　護岸状況

（南から）
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SDlOOOIA　護岸状況

細部（南から）

SDlOOOIA　護岸状況

細部（南から）



写真図版7　I区の遺構（7）

SDlOOOIA　護岸板材

細部（南西から）

SDlOOOIA　護岸板材

細部（北西から）

SDlOOOIA　護岸南端杭列

（北東から）



写真図版8I区の遺構（8）

SDlOOOIA　護岸状況細部

（西から）

SDlOOOIA　護岸状況細部

（西から）



写真図版9 I区の遺構（9）

SDlOOOIA　土器出土状況

（北西から）

SDlOOOIA　土器出土状況

（北西から）

SDlOOOIA　木製品出土状況

（北から）



写真図版10　I区の遺構（10）

SDlOOOl　馬歯骨出土状況

SDlOOOl　馬歯骨出土状況

SD10001完掘状況

（北から）



写真図版H I区の遺構（11）

堰跡（西から）

堰跡（北から）

堰跡（南から）



写真図版12　I区の遺構（12）
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写真図版13 Ⅱ区の遺構（1）



写真図版14　Ⅱ区の遺構（2）



写真図版15　Ⅱ区の遺構（3）



写真図版16　Ⅱ区の遺構（4）



写真図版17　Ⅱ区の遺構（5）

SH20001（東から）

SH20001竃（東から）

SH20003（西から）



写真図版18　Ⅱ区の遺構（6）

SH20003

土器出土状況（東から）

SH20004（東から）

SH20004竃

（東から）



写真図版19　Ⅱ区の遺構（7）

SH20032（北から）

SH20005（南から）

SH20005　竃

（南から）



写真図版20　Ⅱ区の遺構（8）

SH20006（南から）

SH20007・SH20008

（東から）

SH20007　竃

（東から）



写真図版21

SH20009（東から）

SH20011（西から）

SH20015（東から）

Ⅲ区の遺構（9）



写真図版22　Ⅱ区の遺構（10）

SH20015　竃

（東から）

SH20016（西から）

SH20017（南から）



写真図版23　Ⅱ区の遺構（11）

SH20018（南東から）

SH20018　竃

（南東から）

SH20019（東から）



写真図版24　Ⅱ区の遺構（12）

SH20019　竃

（東から）

SH20020（北東から）



写真図版25 Ⅱ区の遺構（13）

SH20022（東から）

SH20022　竃

（東から）

SH20023（東南から）



写真図版26 Ⅱ区の遺構（14）

SH20024（東から）



写真図版27 Ⅱ区の遺構（15）

SH20026（北から）

SH20026（東から）

SH20026　土器出土状況

（北から）



写真図版28　Ⅱ区の遺構（16）

SH20027（東から）

SH20028（東から）

SH20028　竃

（東から）



写真図版29　Ⅱ区の遺構（17）

SH20028　土器出土状況

（東から）

SH20029（南東から）

SH20030（南東から）



写真図版30　Ⅲ区の遺構（18）

SH20033（東から）

SH20033　中央土壌

（東から）



写真図版31 Ⅱ区の遺構（19）

SH20034（南西から）

SH20035（北東から）

SH20035　土器出土状況

（北東から）



写真図版32　Ⅲ区の遺構（20）

SH20036（東から）

SH20036　竃

（東から）

SH20037（東から）



写真図版33 Ⅱ区の遺構（21）

SH20037　竃（東から）

SH20038（南から）



写真図版34 Ⅱ区の遺構（22）

SH20041（東から）

SH20042（南から）

SH20043（南東から）



写真図版35　Ⅱ区の遺構（23）

SH20046（東から）

SH20046　竃

（東から）

SH20047・SH20048

（南東から）



写真図版36　Ⅱ区の遺構（24）

SH20051（東から）

SH20053（南東から）

SH20054（南から）



写真図版37　Ⅱ区の遺構（25）

SH20055（南東から）

SH20055　竃

（南東から）

SH20055　竃

（南東から）



写真図版38　Ⅱ区の遺構（26）

SH20057（南東から）

SH20057　竃

（南東から）

SH20058（南東から）



写真図版39　Ⅱ区の遺構（27）

SH20058　竃

（南東から）

SH20059（東から）

SH20059　竃（北東から）



写真図版40　Ⅲ区の遺構（28）

SH20060（東から）

SH20061（南から）

SH20062（南から）


