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内 ヶ 原 城 跡

図版153-1 遺跡遠景 (調査前 )

図版153-2 遺跡遠景 (調査後 )

図版154-l I区第 1ト レンチの上層

図版154-2 1区第 2ト レンチの上層

図版155-l I区第 8ト レンチの上層

図版155-2 1区第 9ト レンチの上層

図版156-l I区淡赤褐色土上面の遺構

図版156-2 1区淡赤褐色土上面の石組遺構

図版157-l I区淡赤禍色土除去後の状況

図版157-2 1区淡赤禍色上下面の濤状遺構

図版158-l I区 ピット群検出状況 (北から)

図版158-2 1区 ピット群検出状況 (南東から)

東 1～ 3郭 (調査前・南から)

東 1～ 3郭検出状況 (西から)

東 1～ 3郭完掘状況 (西から)

東 1～ 3郭完掘状況 (南から)

SB01完掘状況 (北西から)

東 2郭土層断面 (盛上部分・ 東から)

東 2郭土層断面 (盛上部分・北から)

帯郭土層断面 (上段・ 南から)

帯郭土層断面 (下段・ 南東から)

SD01上層断面 (南東から)

SD01(新 )完掘状況 (北西から)

SD01遺物出土状況 (北から)

SD01作業風景 (西から)

SD01(古 )完掘状況 (南西から)

SK03・ 04完掘状況 (北東から)

横穴遺構完掘状況 (東から)

主郭 。西斜面遠景 (調査後・西から)

主郭・ 西斜面近景 (調査後 。西から)

東 1～ 3郭 (調査後・南から)

森迫城跡出土土器類 (外面)

同    (内 面)

SK02出 上金属製品 (外面)

同    (内 面 )

I区加工段及び掘立柱建物跡 (東から)

I区加工段及び掘立柱建物跡 (南から)

I区弥生土器出土状況

I区南壁の上層

Ⅲ区調査風景

発掘後の主郭全景 (西から)

主郭調査前の状況 (北から)

主郭調査後の状況 (北から)

主郭SK01東西方向上層 (北から)

主郭SK01東西方向上層 (北西から)

主郭P72の上層

主郭P62の上層

主郭土師質土器出土状況

主郭土錘出土状況

溜井戸状遺構発掘前の状況

溜井戸状遺構発掘後の状況

溜井戸状遺構内遺物出土状況

溜井戸状遺構内遺物出土状況

主郭西斜面のテラス (道あるいは帯郭と

推定される)

SD02(主郭西斜面 )

西 1郭東西方向上層 (南 から)

西 1郭全景 (北から)

西 2郭全景 (南東から)

西 2郭全景 (北西から)

主郭西斜面のテラス

主郭南側の竪堀状遺構

西 1郭下方 (北側)の竪堀状遺構 (1)

西 1郭下方 (南側)の竪堀状遺構 (2)

調査後全景 (西から)

調査後全景

主郭調査後全景

石器・ 砥石等

I区出土芳生土器

I区出土弥生上器

I区出上方生土器 (2の内面)

溜井戸状遺構出土陶器

I区出土弥生土器

I区出土弥生土器 (内面)



図版178-1 主郵出上上師質土器 (内面)

図版178-2 主郭出土土師質土器 (外面)

図版179-1 土錘

図版179-2 主郭出土鉄滓・鉄塊

図版180-1 石日

図版181-1 石日

図版182-1 陶磁器類 (外面)

図版182-2 陶磁器類 (内面)

図版183-1 金属製品その他

図版183-2 金属製品その他 (裏面 )

後河 内古墓群

図版196-2

図版197-1

図版197-2

図版198-1

図版198-2

図版199-1

図版199-2

図版200-1

図版200-2

図版201-1

図版201-2

図版202-1

図版202-2

図版203-1

図版203-2

図版204-1

図版204-2

図版205-1

図版205-2

図版206-1

図版206-2

図版207-1

図版207-2

図版208-1

図版208-2

図版209-1

図版209-2

図版210-1

図版210-2

図版211-1

図版211-2

図版212-1

図版212-2

図版213-1

図版213-2

図版214-1

図版214-2

図版215-1

図版215-2

6号墓集石検出状況 (北東から)

6号墓墓羨検出状況 (北西から)

6号墓土層横断面 (北東から)

6号墓完掘状況 (北東から)

7号墓集石検出状況 (東 から)

7号墓墓羨検出状況 (北 から)

7号墓土層縦断面 (東 から)

7号墓土層横断面 (北 から)

7号墓完掘状況 (東 から)

8号墓集石検出状況 (北 から)

3号墓墓壊検出状況

8号墓土層横断面 (北から)

8号墓完掘状況 (北 から)

9号墓集石検出状況 (北東から)

9号墓墓羨検出状況 (北東から)

9号墓完掘状況 (北東から)

10～ 18号集石検出状況 (北から)

12～ 18号墓墓羨検出状況 (北東から)

10～18号墓完掘状況 (北東から)

10号墓集石検出状況 (北から)

10号墓墓壊検出状況 (東 から)

10号墓土層縦断面 (西 から)

10号墓完掘状況 (東から)

11号墓集石検出状況 (北から)

12号墓集石検出状況 (北から)

12号墓墓羨検出状況 (北から)

12号墓土層横断面 (東 から)

12号墓完掘状況 (北から)

13。 14号墓集石検出状況 (東から)

13号墓墓羨検出状況 (東 から)

13号墓土層横断面 (東 から)

13号墓完掘状況 (東 から)

14号墓墓壊検出状況 (東から)

14号墓土層横断面 (東 から)

14号墓土層縦断面 (南 から)

14号墓完掘状況 (東 から)

15号墓墓羨検出状況 (東から)

15号墓土層横断面 (東 から)

15号墓完掘状況 (東 から)

図版184-1

図版184-2

図版185-1

図版185-2

図版186-1

図版186-2

図版187-1

図版187-2

図版188-1

図版188-2

図版189-1

図版189-2

図版190-1

図版190-2

図版191-1

図版191-2

図版192-1

図版192-2

図版193-1

図版193-2

図版194-1

図版194-2

図版195-1

図版195-2

図版196-1

I区遺構検出状況 (北から)

I区遺構完掘状況 (北から)

1～ 5号墓集石検出状況 (東 から)

1～ 5号墓墓療検出状況 (東から)

2～ 8号墓完掘状況 (東 から)

1～ 9号墓完掘状況 (北 から)

1号墓集石検出状況 (東 から)

1号墓墓羨検出状況 (東 から)

1号墓土層縦断面 (東から)

1号墓完掘状況 (東から)

2号墓集石検出状況 (東 から)

2号墓墓壊検出状況 (東 から)

2号墓上層横断面 (南 から)

2号墓土層綻断面 (東 から)

2号墓完掘状況 (東から)

3号墓集石検出状況 (東 から)

4号墓集石検出状況 (東 から)

4号墓墓羨検出状況 (東 から)

4号墓土層横断面 (東から)

4号墓完掘状況 (東から)

5号墓集石検出状況 (南東から)

5号墓墓羨検出状況 (東から)

5号墓土層横断面 (北東から)

5号墓土層縦断面 (南東から)

5号墓完掘状況 (北東から)



図版216-1

図版216-2

図版217-1

図版217-2

図版218-1

図版218-2

図版219-1

図版219-2

図版220-1

図版220-2

図版221-1

図版221-2

図版222-1

図版222-2

図版223-1

図版223-2

図版224-1

図版224-2

図版225-1

図版225-2

図版226-1

図版226-2

図版227-1

図版227-2

図版228-1

図版228-2

図版229-1

図版229-2

図版230-1

図版230-2

図版231-1

図版231-2

図版232-1

図版232-2

図版233-1

図版233-2

図版234-1

図版234-2

図版235-1

図版235-2

図版236-1

図版236-2

図版236-3

図版237-1

図版237-2

図版238-1

図版238-2

図版239-1

図版239-2

図版240-1

図版240-2

図版241-1

図版241-2

図版241-3

図版242-1

図版242-2

図版243-1

図版243-2

図版244-1

図版244-2

図版245-1

図版245-2

図版246-1

図版246-2

図版247-1

図版247-2

16号墓集石検出状況 (東 から)

17号墓墓羨検出状況 (東 から)

17号墓土層縦断面 (東から)

17号墓完掘状況 (東から)

18号墓墓羨検出状況 (東から)

18号墓完掘状況 (東 から)

I区遺構検出状況 (西 から)

Ⅱ区遺構完掘状況 (西から)

20・ 21号墓集石検出状況 (西から)

19～21号墓完掘状況近景 (西 から)

19号墓完掘状況 (東から)

20号墓集石検出状況 (西 から)

20号墓方形基壇検出状況 (北 から)

20号墓方形墓壇検出状況 (北から)

20号墓土層横断面 (北から)

20号墓完掘状況 (北から)

21号墓墓羨検出状況 (西 から)

21号墓土層縦断面 (西から)

21号墓土層横断面 (北 から)

21号墓遺物出土状況 (西から)

21号墓遺物出土状況 (南 から)

21号墓完掘状況 (西 から)

Ⅲ区近景 (南 から)

古墳検出状況 (東から)

竪穴式石室検出状況 (東 から)

古墳検出状況 (東 から)

竪穴式石室土層縦断面 (東から)

竪穴式石室土層横断面 (北から)

竪穴式石室長側壁 (東から)

竪穴式石室長側壁 (西から)

竪穴式石室短側壁 (南から)

竪穴式石室短側壁 (北から)

石室と墓羨 (北から)

竪穴式石室基底部 (東 から)

竪穴式石室基底部 (北から)

石室石材抜 き取 り状況 (東から)

石室石材抜き取 り状況 (北から)

古墳完掘状況 (東 から)

石室墓壊完掘状況 (東 から)

石室墓羨完掘状況 (北から)

3号墓出土瓦質容器

3号墓出土瓦質容器

5号墓出土遺物

7・ 8・ 10号墓出土磁器

同上 (内面)

11・ 14号墓出土陶磁器

同上 (内面)

8号墓出土鉄釘

13号墓出土鉄釘

15号墓出土鉄釘

17号墓出土鉄釘

20号墓出上人骨

20号墓出土人骨

20号墓出土鉄釘 (1)

20号墓出土鉄釘 (2)

20号墓出土鉄釘 (3)

21号墓出土遺物

21号墓出土鉄滓

21号墓出土鉄釘 (1)

21号墓出土鉄釘 (2)

I区出土遺物 (1)

同上 (内面)

I区出上遺物 (2)

同上 (内面)

I区出土遺物 (3)

同上 (内面)





図版 1(郷路橋遺跡)

1.郷路橋遺跡違景 (北から)

2.同 近景 (東 から)



図版 2(郷路橋遺跡 )

1.G区 試掘G5グ リッド西壁

同 司ヒ壁



図版 3(郷路橋遺跡)
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1.G区 北 トレンチ土層堆積状況 (南 から)
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2.同 南 トレンチ土層堆積状況 (南 から)



図版 4(郷路橋遺跡)

1.F区 西壁土層堆積状況

2.D区褐色砂礫層上面 (西から)



図版 5(郷路橋遺跡 )

1.E区 褐色砂礫層上面 (北西から)

2.F区 褐色砂礫層上面 (北 から)



図版 6(郷路橋遺跡)

颯抑
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1.G区 第 5黒色上下面全景 (北から)

2,G区 第 4黒色上下面住居跡状 ピット群 (北 から)



図版 7(郷路橋遺跡)

1.G区 第 3黒色土下面全景 (北から)

2.同 第 1土墳土層断面 (西 から)



図版 8(郷路橋遺跡)

1.G区 第3黒色土出土遺物

2.DoE区 第3黒色土出土石器



図版 9(郷路橋遺跡)

既

1.D～ F区 第3黒色土出土土器

2.同 (内面)



図版10(郷路橋遺跡)

1.F区 茶褐色土出土土器

2.同



図版11(郷路橋遺跡)

1.F区 茶褐色土出土土器

2.同 (内面)



図版12(郷路橋遺跡)

1.F区 茶褐色土出土石器

2.同



図版13(郷路橋遺跡)

1.F区 茶褐色土出土石器

2.F区 火山灰上面遺構プラン検出状況 (北から)



図版14(郷路橋遺跡)

1.F区 火山灰上面全景 (北 から)

2.G区 火山灰上面全景 (北 から)



1.G区 灰褐色土出土遺物

図版15(郷路橋遺跡)

■
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2.F区 火山灰上面出土土器



図版16(郷路橋遺跡 )
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1.G区 第 2黒色上下面全景 (北 から)

2.F区 第 2黒色土下面遺構全景 (東 から)



図版17(郷路橋遺跡)

1.F区 第 2黒色上下面上娠内土層堆積状況 (北西から)

2.G・ E区 第 2黒色上下面遺構プラン検出状況 (北西から)



図版18(郷路橋遺跡)

D・ E区 第 2黒色土下面遺構全景 (北東から)

2.D区 第 2黒色土下面 (西から)



図版19(郷路橋遺跡)

E区 第 2黒色上下面貯蔵穴検出状況 (南から)

2,同 埋土除去後 (南東から)



1.E区貯蔵穴 トチの実出土状況 (南から)

Tい 0● ●●●

2.同 トチの実



図版21(郷路橋遺跡)

1.D・ E区 第 2黒色土出土土器



図版22(郷路橋遺跡)

1.D・ E区 第2黒色土出土土器

4



図版23(郷路橋遺跡)

9-18

DoE区 第2黒色土出土土器



図版24(郷路橋遺跡 )
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DoE区第2黒色土出土土器



図版25(郷路橋遺跡)

30-15

1.DoE区 第2黒色土出土土器

Ai引

出土石器



図版26(郷路橋遺跡)

D・E区第2黒色土出土石器



図版27(郷路橋遺跡)

1.F区 暗tra色土上面遺構全景 (】と東から)

2.同 土器出土状況 (北から)



図版28(郷路橋遺跡)

1.F区 暗褐色土上面出土土器

2.同 (内面)



図版29(郷路橋遺跡)

1.F区 暗褐色土上面出土土器

n6引4
す

2.同 (内面)



図版30(郷路橋遺跡)

1.F区 暗褐色土上面出土石器

2.D区南半～E区 第 1黒色上下面遺構プラン検出状況 (東から)
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図版31(郷路橋遺跡 )
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1.D区北半 第 1黒色土遺構全景 (東 から)
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2.同 竪穴住居跡 (東 から)



図版32(郷路橋遺跡)

1.D区 第 1黒色上下面竪穴住居跡内炉跡状遺構 (南から)

2.同 石の除去後 (南から)



図版33(郷路橋遺跡)

1.D区南半～E区 第 1黒色土下面遺構全景 (北西から)

2.1司  (東 から)



図版34(郷路橋遺跡)

1.E区南半 遺構 プラン検出状況 (東から)
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2.同 完掘後 (東 から)



図版35(郷路橋遺跡)

1.F区東壁 第 1～第 2黒色土堆積状況

2.F区 第 1黒色上下面遺構プラン検出状況 (南 から)



図版36(郷路橋遺跡)

1.F区 第 1黒色上下面遺構全景備 から)

同 (西から)



図版37(郷路橋遺跡)

即

1.F区 第 1黒色上下面S101・ 02(南 から)

2. 同 S K01(南 から)



図版38(郷路橋遺跡)

1.F区 第 1黒色土下面S K01遺物出土状況 (南 から)

同 SK02(南東から)



1.D・ E区 第1黒色土出土土器

図版39(郷路橋遺跡)

48-9

2.同 (内面)

48-12



図版40(郷路橋遺跡)

48-17

1.D・ E区第1黒色土出土土器

2.同



図版41(郷路橋遺跡)

1.F区 第1黒色土出土土器

2i同 (内面)



図版42(郷路橋遺跡)

1.F区 第1黒色土出土土器

2.同

-25               51-27



図版43(郷路橋遺跡)

try・
~

Th,i_

1.F区 第1黒色土下面S K01出土土器

2.同 底部



図版44(郷路橋遺跡)

F区 第1黒色上下面S K01出土土器



図版45(郷路橋遺跡 )

1.F区 第 1黒色土S K02出土土器

2.同 (内面)



図版46(郷路橋遺跡)

1.E・ F区 第1黒色土出土石器

2.同



図版47(郷路橋遺跡)

Ef区 第1黒色土出土石器



図版48(郷路橋遺跡)

1,試掘C-1グ リッド西壁土層堆積状況

2.試掘C-4グ リッド東壁土層堆積状況



1.試掘B-3グ リッド西壁土層堆積状況

2.B・C区 全景 (北西から)



図版50(郷路橋遺跡 )

|.C区 黒褐色土下面遺構プラン検出状況 (南 から)

2.B・ C区 黒褐色上下面遺構全景 (北西から)



図版51(郷路橋遺跡)

BoC区 黒褐色上下面 ピット群 (南西から)

2.「司 (司ヒ東から)



図版52(郷路橋遺跡 )

1.C区 黒褐色土下面上境群 (南から,

2. 同 S K25(】 ヒ西から)



図版53(郷路橋遺跡)

1.C区 黒褐色上下面出土土器
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2.C区 黒褐色上下面および土境出土土器



図版54(郷路橋遺跡 )

1.C区 黒褐色上下面上墳 (SK20出 土土器

2.同 (内面)



図版55(郷路橋遺跡 )

1.C区 黒褐色上下面上墳出土土器

鞠
 62-5

2.C区 黒褐色上下面土娠およびピット出土土器

脱 i



図版56(郷路橋遺跡)

1.B・ C区 黒掲色土出土土器
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2.C区 黒褐色土出土土器



図版57(郷路橋遺跡)

il―  ヽ 田

164-23

1.C区 黒褐色土出土土器
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解
65-7

2.同



図版58(郷路橋遺跡)

1.C区 黒褐色土出土土器

65-22

盈嘲
65-20

66-4

2.同 (内面)



図版59(郷路橋遺跡)

I.C区 黒褐色土出土土器

2.同



図版60(郷路橋遺跡 )

1.C区 黒褐色土出土土器 (底吉働

66-18



67-鼠 7-8  

「

2.同
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1.C区赤 4・R色土出土土器



図版62(郷路橋遺跡)

68-せIIIIIIIII168-6

1.C区 黒褐色土出土石器

2.同



図版63(郷路橋遺跡)

1.C区 黒褐色土出土石器

2.C区 赤 褐色土出土石器


