
香椎B遺跡

（1）土墳墓SK126（東から）

（3）土壌墓SK126副葬品出土状況（東から）

（2）土墳墓SK126価から）

（4）土墳墓SK126副葬品出土状況胸、ら）

蜃

PL151



PL・52

暫

（1）土壌SK335（南から）

（2）土壌SK336（南から）

（3）土壌SK489働、ら）

香椎B遺跡



香椎B遺跡

（1）土壌SK459．303（東から）

（3）土壌SK306（東から）

（5）土壌SK419価から）

（7）土壌SK421（南から）

（2）土壌SK304価から）

（4）土壌SK418（南から）

（6）土壌SK420価から）

（8）土壌SK449価から）
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PL．54

！

生…言

水
．

寺
熊

（1）土壌SK712（東から）

（2）土壌SK713（東から）

（3）土壌SK714（西から）

香椎B遺跡



香椎B遺跡

（1）苑地SG122（東から）

（3）苑地SG122価から）

（5）溜SX129集石状況（北から）

（7）溜SX135～137（南から）

（2）苑地SG122（南から）

（4）苑池SG122磯出土状況（南から）

（6）溜SX134（南から）

生
水

・

寺
熊



香椎B遺跡

書

（1）溜SX392（北から） （2）苑地SG122価から）

（3）苑池SG488（北から）

（4）苑地SG488（東から） （5）苑池SG488石鍋出土状況（東から）



香椎B遺跡

（1）瓦塚表土除去後（南から）

（3）瓦塚・瓦溜検出状況（南から）

（5）石列出土状況（南から）

（7）瓦溜（東から）

（2）瓦塚表土除去後（東から）

（4）石列出土状況（東から）

（6）石列出土状況価から）

（8）瓦溜・石列出土状況（北から）
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PL．58

可

稲戸前調査区全景（西から）

香椎B遺跡



香椎B遺跡

（1）掘立柱建物SB610（西から）

（3）掘立柱建物SB610柱穴（南から）

（5）掘立柱建物SB611価から）

（7）掘立柱建物SB611柱穴（北から）

（2）掘立柱建物SB610柱穴（北から）

（4）掘立柱建物SB610柱穴（北から）

（6）掘立柱建物SB611柱穴（南から）

（8）掘立柱建物SB611柱穴胸－ら）

匡

PL，59



香椎B遺跡

（1）井戸SE600（北から）

（3）土壌SK603（東から）

（5）土壌SK612（北から）

（7）集石遺構SX608仔前）

（2）土壌SK602価から）

（4）土壌SK609（西から）

（6）土壌SK617価から）



香椎B遺跡

官

（1）稲戸前調査区西半部（北から）

（2）sw619（東から）

（4）sw618価から）

（3）sw614－616価から）

（5）sw620（東から）



PL．62 香椎B遺跡

（1）小作調査区全景（北から）

（2）小作調査区全景（西から）

（4）溝SD516（西から）

（3）掘立柱建物SB520（西から）

（5）溝SD518・519（北から）



香椎B遺跡

（1）小件調査区東半部（北から）

（2）溝SD509～515価から）

（4）水田SS503胸－ら）

（3）水田SS502（北から）

（5）水田SS502水口（西から）



香椎B遺跡

ヨ

（1）大日調査区全景（西から）

（2）溝SDOl・22・26（西から）

（4）土壌SKO7・08（南から）

（3）溝SD11（西から）

（5）柱根SPO2（東から）



香椎B遺跡
PL．65

（1）土壌SK16（北から）

（3）土壌SK18（北から）

（5）土壌SK20（西から）

（2）土壌SK17（北から）

（4）土壌SK24保から）

（6）土壌SK31（北から）



PL．66

（1）集石SXO2胸、ら）

（3）溜SX13（南から）

（5）溜SX15（西から）

香椎B遺跡

（2）溜SX12（西から）

（4）溜SX14（西から）

（6）溜SX29（南から）



香椎B遺跡

（1）大日西調査区全景（北から）

（2）大日西調査区中央部（東から）

（4）大日西調査区北半部（南から）

（3）大日西調査区南部（東から）

（5）大日西調査区全景（北から）

大

日

西



PL168 香椎B遺跡

（1）堀SD257調査前（東から）

宮

（2）堀SD257完掘状況（東から）

（3）堀SD257完掘状況（西から）



香椎B遺跡
PL．69

官

（1）御倉谷調査区全景（東から）

（3）御倉谷調査区中央部価から）

（5）御倉谷調査区東半部（西から）

（7）御倉谷調査区西北部（東から）

（2）御倉谷調査区全景（北から）

（4）御倉谷調査区中央部（西から）

（6）御倉谷調査区東半部（北から）

（8）御倉谷調査区伝庵跡（西から）



PL・70 香椎B遺跡

（1）井戸SE957（南から）

（3）井戸SE959（南から）

（5）土壌SK961（東から）

宮

（2）井戸SE958（南から）

（4）土壌SK960（西から）

（6）窯SX962（東から）



香椎B遺跡

（1）埋甕SK956（南から）

（3）哩甕SK956胸－ら）

（5）埋甕SK956堆積状況（北から）

（7）哩甕SK956（南から）

御

意

谷

（2）埋甕SK956掘形価から）

（4）甕へラ記号

（6）埋甕SK956（北から）

PL・71

（8）埋甕SK956掘形全景（南から）



PL・72 香椎B遺跡

可
（1）中世墓群全景（東から）

（2）中世墓A群全景（西から）



香椎B遺跡

（1）中世墓A群1．3号墓（東から）

（3）中世墓A群3・4号墓（東から）

（5）中世墓A群6号墓（東から）

（7）中世墓A群11・12号暮保から）

（2）中世墓A群2号墓（東から）

（4）中世墓A群5号墓（東から）

（6）中世墓A群9・10号墓（東から）

PL．73



PL174

可
（1）中世墓B・C群全景（北から）

香椎B遺跡

（2）中世墓B．C群検出時全景（西から）



香椎B遺跡

（1）中世墓B群検出時全景（北から）

（3）中世墓B群中央部（東から）

（5）中世墓B群3号墓（東から）

（7）中世墓B群10号墓（東から）

禰

雇

6

（2）中世墓B群中央部（北から）

（4）中世墓B群1号墓（東から）

（6）中世墓B群9号墓懐から）

PL175



PL．76

（1）中世墓B群12号暮（東から）

（3）中世墓B群14号暮（東から）

（5）中世墓B群18号墓（東から）

（7）中世暮B群20・21号暮（東から）

蒜，

墨

香椎B遺跡

（2）中世墓B群13号墓（東から）

（4）中世暮B群15号暮（東から）

（6）中世墓B群18号墓（北から）

（8）中世墓B群22－24号墓（東から）



香椎B遺跡

（1）中世墓B群23号墓（東から）

（3）中世墓B群25A・B号暮（東から）

（5）中世墓B群全景（北から）

（7）中世墓C群全景（東から）

（2）中世墓B群23号墓（北から）

（4）中世暮B群25A・B号墓（北から）

（6）中世墓B群北半部（東から）

PL177



PL．78 香椎B遺跡

（1）里城調査区と御飯ノ山城（南から）

（2）里城調査区西半部（南から）



香椎B遺跡

（1）里城調査区中央部西（南から）

（3）里城調査区東部（北から）

（5）里城調査区南部（西から）

（2）里城調査区中央部（北から）

（4）里城調査区中央部（北から）

（6）子持勾玉出土状況

∈

PL179



PL・80

（1）窯SX918調査前価から）

（3）窯SX918（南から）

（5）焼土壌SK919（東から）

（7）焼土壌SK920（東から）

香椎B遺跡

（2）窯SX918調査前（東から）

（4）窯SX918（東から）

（6）焼土壌SK919（東から）

（8）焼土壌SK921（南から）



香椎B遺跡

（1）中世墓SX902（西から）

（3）中世墓SX901（北から）

（5）中世墓SX903（東から）

（2）中世墓SX902価から）

（4）中世墓SX904（東から）

（6）中世墓SX906（東から）

∈

PL181



PL・82

（1）大日古墳群1号墳調査前（南から）

（3）1号墳石室全景（南から）

（5）1号墳石室石積み状況（南から）

（7）1号墳墓壙（南から）

甘

香椎B遺跡

（2）1号墳羨道閉塞状況（南から）

（4）1号墳周溝西側土層（南から）

（6）1号墳石室石積み状況（西から）



香椎B遺跡 PL183

憧

（1）1号墳全景（南から）

（2）1号墳石室奥壁（南から）

（4）1号墳石室西側壁保から）

（3）1号墳石室玄門胸－ら）

（5）1号墳石室東側壁価から）



PL．84

（1）大日古墳群2号墳調査前（南から）

（3）2号墳石室（南から）

（5）2号墳石室西側壁（東から）

盲

香椎B遺跡

（2）2号墳全景（南から）

（4）2号墳石室床面（北から）

（6）2号墳石室東側壁（西から）



香椎B遺跡

（1）2号墳全景価から）

（2）2号墳石室石積み状況価から）

（4）2号墳石室石積み状況価から）

（3）2号墳石室石積み状況（北から）

（5）2号墳墓壙（南から）

PL185

遍



PL186

（1）大日古墳群3号墳調査前（南から）

（3）3号墳全景（南から）

（5）3号墳石室床面（北から）

（7）3号墳石室西側壁（東から）

盲

香椎B遺跡

（2）3号墳石室検出状況（南から）

（4）3号墳石室（南から）

（6）3号墳石室奥壁（南から）

（8）3号墳石室東側壁（西から）



香椎B遺跡

大
日

古
墳
群

（1）3号墳石室全景（南から）

（2）3号墳石室石積み状況（南から）

（4）3号墳石室石積み状況価から）

（3）3号墳石室石積み状況（北から）

（5）3号墳墓壙価から）



PL・88

（1）大日古墳群4号墳調査前（南から）

（3）4号墳全景（南から）

（5）4号墳石室（南から）

（7）4号墳石室西側壁（東から）

盲

香椎B遺跡

（2）4号墳周溝北側土層（東から）

（4）4号墳石室床面（南から）

（6）4号墳石室奥壁（南から）

（8）4号墳石室東側壁（西から）



香椎B遺跡 PL189

式

日
竜

壙
朝

（1）4号墳全景（南から）

（2）4号墳石室石積み状況（北から）

（4）4号墳地山整形（南から）

（3）4号墳石室石積み状況懐から）

（5）4号墳墓壙（南から）



PL．90

（1）1号窯調査前（南から）

（3）1号窯調査前（南から）

宙

（5）1号窯焼成室堆積状況（南から）

（7）1号窯焼成室（南から）

香椎B遺跡

（2）1号窯調査前（北東から）

（4）1号窯表土除去後（南から）

（6）1号窯焼成室推積状況（南から）

（8）1号窯煙道部（東から）



香椎B遺跡

（1）1号窯焼成室（南から）

（2）1号窯煙道部（北から）

寺

熊

窯

跡

PL191


