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朝来市

カロ都　遺∴跡　Ⅱ
〔写真図版編〕

一般国道483号北近畿豊岡自動車道春日和田山道路Ⅱ事業

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－

2007年3月

兵庫県教育委員会

表紙：宮ケ田Ⅲ地区の住居群



写真図版目次

写真図版1　宮ケ田Ⅲ地区（1）

1　調査区北部全景

写真図版2　宮ケ田Ⅲ地区（2）

1調査区北部全景（東から）

2　調査区北部全景（北から）

写真図版3　宮ケ田Ⅲ地区（3）

1調査区北部全景（南西から）

2　調査区北部住居群（北東から）

写真図版4　宮ケ田Ⅲ地区（4）

1調査区南部全景（東から）

2　調査区南部全景（南から）

写真図版5　宮ケ田Ⅲ地区（5）

1　水田部全景

写真図版6　宮ケ田Ⅲ地区（6）

1水田部全景（北から）

2　水田部北部（南西から）

写真図版7　宮ケ田Ⅲ地区（7）

1SHYOOl（西から）

2　SBKOO2（北から）

写真図版8　宮ケ田Ⅲ地区（8）

1　SBKOO3（西から）

2　SBKOO4（北から）

写真図版9　宮ケ田Ⅲ地区（9）

1SHKO29南部（東から）

2　SHKO29南部炭化材出土状況（南から）

3　SHKO29北部炭化材出土状況（北示ら）

4　SHKO29竃検出状況（東から）

5　SHKO29竃（東から）

写真図版10　宮ケ田Ⅲ地区（10）

1SHKO30（南東から）

2　SHKO31A（南東から）

写真図版11宮ケ田Ⅲ地区（11）

1SHKO31B東部（南西から）

2　SHKO31A内SKO2（南から）

3　SHKO31B内SKOl（西から）

4　SHKO31B竃（南から）

5　SHKO32西部（南から）

写真図版12　宮ケ田Ⅲ地区（12）

1SHKO33（南西から）

2　SHKO33竃（南西から）

3　SHKO34（北から）

4　SHKO35（南から）

写真図版13　宮ケ田Ⅲ地区（13）

1SHKO36（北から）

2　SHKO37・038（西から）

3　SHKO38竃（東から）

写真図版14　官ケ田Ⅲ地区（14）

1SHKO39（南西から）

2　SHKO40・041（東から）

3　SHKO42・043（東から）

写真図版15　宮ケ田Ⅲ地区（15）

1SHKO44（東から）

2　SHKO44鳥形土製品出土状況（南から）

3　SHKO44焼土（北から）

4　SHKO45（南東から）

写真図版16　宮ケ田Ⅲ地区（16）

1SHKO46・047（東から）

2　SHKO48（北から）

写真図版17　宮ケ田Ⅲ地区（17）

1SHKO49（東から）

2　SHKO50A・050B北部（東から）

3　SHKO50B竃（東から）

写真図版18　宮ケ田Ⅲ地区（18）

1SHKO51（北から）

2　SHKO52A（東から）

3　SHKO52A竃（東から）

（i）



写真図版19　宮ケ田Ⅲ地区（19）

1　SHKO52B（南から）

2　SHKO52B竃（南から）

3　SHKO53（東から）

写真図版20　宮ケ田Ⅲ地区（20）

1SHKO54・055（東から）

2　SHKO54・055南部（南から）

3　SHKO54竃（東から）

写真図版21宮ケ田Ⅲ地区（21）

1SHKO56（東から）

2　SHKO58（東から）

写真図版22　宮ケ田Ⅲ地区（22）

1　SHKO57（東から）

2　SHKO58竃（東から）

3　SHKO59竃（南西から）

4　SHKO59（南西から）

写真図版23　宮ケ田Ⅲ地区（23）

1SHKO60（西から）

2　SHKO60土器出土状況（南から）

3　SHKO60土器出土状況（西から）

4　SHKO61（南から）

写真図版24　宮ケ田Ⅲ地区（24）

1SHKO62（南東から）

2　SHKO62竃上須恵器出土状況（南東から）

3　SHKO62竃（南東から）

4　SHKO64（南西から）

写真図版25　官ケ田Ⅲ地区（25）

1SHKO66（東から）

2　SHKO66竃（東から）

3　SHKO62竃（南東から）

4　SHKO67（東から）

写真図版26　宮ケ田Ⅲ地区（26）

1SHKO68（北東から）

2　SHKO68土器出土状況（東から）

3　SHKO69（北東から）

写真図版27　宮ケ田Ⅲ地区（27）

1SHKO70（北東から）

2　SHKO71（南東から）

3　SHKO71西部（南西から）

写真図版28　宮ケ田Ⅲ地区（28）

1SHKO72（北から）

2　SHKO72土器出土状況（南から）

3　SHKO72土器出土状況（東から）

写真図版29　宮ケ田Ⅲ地区（29）

1SHKO73（北から）

2　SHKO73内SKOl立石復元状況（北から）

3　SHKO74竃（東から）

4　SHKO74（東から）

写真図版30　宮ケ田Ⅲ地区（30）

1SHKO75（南から）

2　SHKO75土器出土状況（北西から）

3　SHKO76（南西から）

写真図版31宮ケ田Ⅲ地区（31）

1SHKO79（南から）

2　SHKO83（南東から）

3　SHKO83羽口出土状況（南から）

写真図版32　宮ケ田Ⅲ地区（32）

1SHKO84（東から）

2　SHKO84竃及びその周辺（東から）

3　SHKO84土器・礫出土状況（南から）

写真図版33　宮ケ田Ⅲ地区（33）

1SHKO85（南東から）

2　SHKO85竃（南東から）

3　SHKO85土器状況（南東から）

写真図版34　宮ケ田Ⅲ地区（34）

1SSKOOl（南から）

2　SSKOOl北部（北から）

3　SSKOOl南端部矢板（南西から）

写真図版35　宮ケ田Ⅲ地区（35）

1SSKOO2（北から）

2　SSKOO3（東から）

3　SSKOO4（西から）

（ii）



写真図版36　宮ケ田Ⅲ地区（36）

1SSROOl（北から）

2　SSROOl中央部（北西から）

3　SSCOOl（北東から）

写真図版37　宮ケ田Ⅲ地区（37）

1SFROOl南部（北東から）

写真図版38　宮ケ田Ⅲ地区（38）

1　SFROOl南部（北東から）

2　SSROOl南部（南西から）

写真図版39　官ケ田Ⅲ地区（39）

1SFROOl北部（南西から）

写真図版40　宮ケ田Ⅲ地区（40）

1SFROOl南部路面石敷（北東から）

2　SFROOl南部東側側溝内礫（南西から）

3　SFROOl南部東側側溝内礫（北東から）

写真図版41宮ケ田Ⅲ地区（41）

1　SBCO55（南から）

2　SBCO56（南から）

3　SBCO56P394土器出土状況（北から）

4　SBCO58（南から）

写真図版42　宮ケ田Ⅲ地区（42）

1　SKCO17（北から）

2　SKCO17土器出土状況（西から）

3　SKCO18（西から）

写真図版43　官ケ田Ⅲ地区（43）

1　SKCO18土器出土状況（西から）

2　SKCO20礫出土状況（南から）

3　SKCO20（南から）

写真図版44　新水北地区（1）

1　第1両全景（航空写真）

写真図版45　新水北地区（2）

1　第1両中央部水田の状況（航空写真）

写真図版46　新水北地区（3）

1　第2面全景（航空写真）

写真図版47　新水北地区（4）

1　第2面水田部分（航空写真）

写真図版48　新水北地区（5）

1　第4面全景（航空写真）

写真図版49　新水北地区（6）

1　第1両遠景（南から）

2　第1面遠景（東から）

写真図版50　新水北地区（7）

1　第1面全景（南から）

2　第1面全景（北から）

写真図版51新水北地区（8）

1　第2面遠景（南西から）

2　第2面全景（南から）

写真図版52　新水北地区（9）

1第2両全景（東から）

2　第2面全景（北から）

写真図版53　新水北地区（10）

1　第4面全景（南から）

2　第4両全景（西から）

写真図版54　新水北地区（11）

1　第1両全景（南から）

2　第1面北半部（西から）

3　第1面中央部（南西から）

写真図版55　新水北地区（12）

1　第1画商半部（西から）

2　第1両水田部分全景（北東から）

3　D区第1面全景（西から）

写真図版56　新水北地区（13）

1SSKlOOl全景（北東から）

2　SSKlOOl・1008周辺（北東から）

3　SSKlOOl・SWKlOO9（北東から）

写真図版57　新水北地区（14）

1SSKlOOl・SWKlOll（北西から）

2　SSKlOOl・SWKlOll（北から）

3　SSKlOOl・SWKlO12（西から）

写真図版58　新水北地区（15）

1SSKlOOl・SWKlO12（南から）

2　SSKlOOl・SWKlO12東半

3　SSKlOOl・1002分枝部分

（iii）



写真図版59　新水北地区（16）

1SSKlOO2全景（北西から）

2　SSKlOO2・SWKlOOl周辺（北から）

3　SSKlOO2・SWKlOOl（北から）

写真図版60　新水北地区（17）

1SSKlOO2（南西から）

2　SSKlOO2・1016周辺（北西から）

3　SSKlOO2（西から）

写真図版61新水北地区（18）

1SSKlO16・SWKlOO2（西から）

2　SSKlOO2・SWKlOO6（南から）

3　SSKlOO2・SWKlOO6（北から）

写真図版62　新水北地区（19）

1　SSKlOO2北半部

2　SSKlO14

3　SSKlOlO

4　SSKlO22

写真図版63　新水北地区（20）

1SSKlOO3　木組状況（北から）

2　SSK2003（SSKlOO3下層）木組状況（南から）

写真図版64　新水北地区（21）

1　第2面全景（南から）

2　第2両水田部分（南から）

3　第2面微高地部分（南から）

写真図版65　新水北地区（22）

1　第2面水田部分（南東から）

2　第2両水田部分（東から）

3　第2面水田部分（北西から）

写真図版66　新水北地区（23）

1　第2面水田部分（西から）

2　第2面水田部分（南西から）

3　D区第2面水田部分（北西から）

写真図版67　新水北地区（24）

1SZK2001埋没状況（南から）

2　SZK2001埋没状況（西から）

3　SZK2001（新）・（中）検出状況

写真図版68　新水北地区（25）

1SZK2001（新）転用扉材出土状況

2　SZK2001（新）・（中）細部の状況

3　SZK2001（中）全景（南西から）

写真図版69　新水北地区（26）

1SZK2001（中）細部の状況

2　SZK2001（中）及びSSK2002a（南西から）

3　SZK2001（古）全景

写真図版70　新水北地区（27）

1SZK2001（古）細部の状況

2　SZK2001内堆積土の状況

3　SZK2001埋土内の土器出土状況

4　SZK2001内土器出土状況

5　SRK2001完掘状況

写真図版71新水北地区（28）

1SHK2001炭化材・遺物の状況（西から）

2　SHK2001遺物出土状況（西から）

3　SHK2001完掘状況（西から）

写真図版72　新水北地区（29）

1　SHK2001炭化材検出状況

2　SHK2001土器出土状況

3　SHK2001土器出土状況

4　SHK2001土器出土状況

写真図版73新水北地区（30）

1　SRK2001内須恵器杯蓋出土状況

2　SRK2001内土師器嚢出土状況

3　SRK2001内土師器壷出土状況

写真図版74　新水北地区（31）

1SRK3001全景（南から）

2　SRK3001土層堆積状況（南から）

3　SRK3001土層堆積状況（南西から）

写真図版75　新水北地区（32）

1SRY4001全景（南から）

2　SRY4001土層堆積状況（南から）

3　SRY4001左肩部土層堆積状況（南から）

（iv）



写真図版76　新水北地区（33）

1　中世水田面の状況

2　足跡検出状況

3　足跡（細部）

写真図版77　新水北地区（34）

1　Ⅲ・Ⅳ区間中央部土層堆積状況（南から）

2　旧A地区（Ⅲ区）北壁中央土層堆積状況

（南から）

3　小畦畔断面検出状況

写真図版78　新水北地区（35）

1　調査区東半部下層　断ち割り

2　調査区東半部の状況

3　調査区中央部下層　断ち割り

4　調査区中央部下層の状況

5　調査区西端下層の状況

6　学識経験者　精査風景

写真図版79　縄文時代・弥生時代の土器（1）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版80　弥生時代の土器（2）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版81弥生時代の土器（3）

新水北地区

写真図版82　古墳時代の土器（1）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版83　古墳時代の土器（2）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版84　古墳時代の土器（3）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版85　古墳時代の土器（4）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版86　古墳時代の土器（5）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版87　古墳時代の土器（6）

官ケ田Ⅲ地区

写真図版88　古墳時代の土器（7）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版89　古墳時代の土器（8）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版90　古墳時代の土器（9）

官ケ田Ⅲ地区

写真図版91古墳時代の土器（10）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版92　古墳時代の土器（11）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版93　古墳時代の土器（12）

官ケ田Ⅲ地区

写真図版94　古墳時代の土器（13）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版95　古墳時代の土器（14）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版96　古墳時代の土器（15）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版97　古墳時代の土器（16）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版98　古墳時代の土器（17）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版99　古墳時代の土器（18）

新水北地区

写真図版100　古墳時代の土器（19）

新水北地区

写真図版101古墳時代の土器（20）

新水北地区

写真図版102　古墳時代の土器（21）

新水北地区

写真図版103　古墳時代の土器（22）

新水北地区

写真図版104　古墳時代の土器（23）

新水北地区

写真図版105　古墳時代の土器（24）

新水北地区

写真図版106　律令期の土器（1）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版107　中世の土器（1）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版108　中世の土器（2）

宮ケ田Ⅲ地区

（Ⅴ）



写真図版109　中世の土器（3）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版110　土製品（1）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版111木製品（1）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版112　木製品（2）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版113　木製品（3）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版114　木製品（4）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版115　木製品（5）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版116　木製品（6）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版117　木製品（7）

官ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版118　木製品（8）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版119　木製品（9）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版120　木製品（10）

官ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版121木製品（11）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版122　木製品（12）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版123　木製品（13）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版124　木製品（14）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版125　木製品（15）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版126　木製品（16）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版127　木製品（17）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版128　木製品（18）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版129　木製品（19）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版130　木製品（20）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版131木製品（21）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版132　木製品（22）

官ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版133　木製品（23）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版134　木製品（24）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版135　木製品（25）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版136　木製品（26）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版137　木製品（27）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版138　木製品（28）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版139　木製品（29）

官ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版140　木製品（30）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版141木製品（31）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版142　木製品（32）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版143　木製品（33）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版144　木製品（34）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版145　木製品（35）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版146　木製品（36）

官ケ田Ⅲ・新水北地区

（vi）



写真図版147　木製品（37）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版148　木製品（38）

官ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版149　木製品（39）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版150　木製品（40）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版151木製品（41）

官ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版152　石製品（1）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版153　石製品（2）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

写真図版154　石製品（3）

宮ケ田Ⅲ地区

写真図版155　金属製品（1）

宮ケ田Ⅲ・新水北地区

（vii）



写真図版1　宮ケ田＝地区（1）

調査区北部全景



写真図版2　宮ケ田川地区（2）

調査区北部全景（東から）

調査区北部全景（北から）



写真図版3　宮ケ田＝地区（3）

調査区北部住居群（北東から）



写真図版4　宮ケ日日地区（4）

調査区南部全景（東から）

調査区南部全景（南から）



写真図版5　宮ケ田‖地区（5）

水田部全景



写真図版6　宮ケ田‖地区（6）

水田部全景（北から）

水田部北部（南西から）



写真図版7　宮ケ田‖地区（7）

SHYOOl（西から）

SBKOO2（北から）



写真図版8 宮ケ田‖地区（8）



写真図版9　宮ケ田＝地区（9）

SHKO29南部（東から）

本千一養♪・i三二一・∴ニト．・与聖・＿卓
二：

SHKO29南部炭化材出土状況（南から）　sHKO29北部炭化材出土状況（北から）

SHKO29竃（東から）



写真図版10　宮ケ田‖地区（10）

SHKO30（南東から）

SHKO31A（南東から）



写真図版11 宮ケ田‖地区（11）

SHKO31B東部（南西から）

SHKO31A内SKO2（南から） SHKO31B内SKOl（西から）

SHKO31B竃（南から） SHKO32西部（南から）



写真図版12　宮ケ田‖地区（12）

SHKO33（南西から）

SHKO33竃（南西から） SHKO34（北から）

SHKO35（南から）



写真図版13　宮ケ田＝地区（13）

′’‾．．語‾’．琴下手‾’：t．・ニ‾賢
SHKO36（北から）

SHKO37・038（西から）

SHKO38竃（東から）



写真図版14　宮ケ田‖地区（14）
－・開

．▲．▼

、’∴‘㌘

感遺調整染

SHKO40・041（東から）

SHKO42・043（東から）



SHKO44（東から）

SHKO44鳥形土製晶出土状況（南から） SHKO44焼土（北から）

SHKO45（南東から）



写真図版16　宮ケ田川地区（16）

SHKO46・047（東から）

SHKO48（北から）



SHKO49（東から）

SHKO50A・050B北部（東から）

SHKO50B竃（東から）



写真図版18　宮ケ日日地区（18）

SHKO51（北から）

緋讐劇等憲
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趨触感惣艶薫蒸鎚
SHKO52A（東から）

SHKO52A竃（東から）



写真図版19 宮ケ田＝地区（19）

SHKO52B（南から）

SHKO52B竃（南から）

SHKO53（東から）



写真図版20　宮ケ田川地区（20）

露転笠密惑璧醗

壷覇宗Illl＿塾一一：岳Iiこ＿二・て

SHKO54・055（東から）

SHKO54・055南部（南から）

SHKO54竃（東から）



写真図版21 宮ケ田川地区（21）

SHKO56（東から）

SHKO58（東から）



写真図版22　宮ケ田川地区（22）

SHKO57（東から）

SHKO58竃（東から） SHKO59竃（南西から）

SHKO59（南西から）



写真図版23　宮ケ田‖地区

SHKO60（西から）

SHKO60土器出土状況（南から） SHKO60土器出土状況（西から）

志げ鰯評堅誓こ∴善子：∵‥　芦、‘十二十‾、∴群－・、寺∴ち
、⊥、、

ミニ．こ．こく

SHKO61（南から）



写真図版24－　宮ケ田川地区（24）

SHKO62竃（南東から）

SHKO64（南西から）



写真図版25　宮ケ田＝地区（25）

SHKO66（東から）

SHKO66竃（東から）

SHKO67（東から）



写真図版26　宮ケ田‖地区（26）

SHKO68（北東から）

SHKO68土器出土状況（東から）

SHKO69（北東から）



写真図版27　宮ケ田‖地区（27）

SHKO70（北東から）
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諺
SHKO71（南東から）

SHKO71西部（南西から）



写真図版28　宮ケ田‖地区（28）

SHKO72（北から）

SHKO72土器出土状況（南から）

SHKO72土器出土状況（東から）



SHKO73（北から）

SHKO73内SKOl立石復元状況（北から） SHKO74竃（東から）

SHKO74（東から）



写真図版30　宮ケ田＝地区（30）

SHKO75（南から）

SHKO75土器出土状況（北西から）

SHKO76（南西から）



写真図版31宮ケ田‖地区（31）

SHKO79（南から）
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SHKO83（南東から）

SHKO83羽口出土状況（南から）



写真図版32 宮ケ日日地区（32）

SHKO84（東から）

SHKO84竃及びその周辺（東から）

SHKO84土器・礫出土状況（南から）



写真図版33

SHKO85（南東から）

SHKO85竃（南東から）

SHKO85土器状況（南東から）



写真図版34　宮ケ田‖地区（34）

SSKOOl（南から）

SSKOOl北部（北から）

SSKOOl南端部矢板（南西から）



写真図版35　宮ケ田‖地区（35）

SSKOO2（北から）

SSKOO3（東から）

SSKOO4（西から）



写真図版36　宮ケ田川地区（36）

SSROOl（北から）
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SSROOl中央部（北西から）

SSCOOl（北東から）



写真図版37　宮ケ田‖地区（37）

SFROOl南部（北東から）



写真図版38　宮ケ田＝地区（38）

SFROOl南部（北東から）

SSROOl南部（南西から）



写真図版39　宮ケ田‖地区（39）

SFROOl北部（南西から）



写真図版40　宮ケ田‖地区（40）

SFROOl南部路面石敷

（北東から）

SFROOl南部東側側溝内礫
（南西から）

SFROOl南部東側側溝内礫
（北東から）



写真図版41宮ケ田‖地区（41）
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写真図版42　宮ケ日日地区（42）

SKCO17（北から）

SKCO17土器出土状況（西から）

SKCO18（西から）



写真図版43 宮ケ田‖地区（43）

SKCO18土器出土状況

（西から）

SKCO20礫出土状況

（南から）

SKCO20（南から）



写真図版44　新水北地区（1）



写真図版45　新水北地区（2）

第1面中央部水田の状況（航空写真）



写真図版46　新水北地区（3）

第2面全景（航空写真）
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写真図版47　新水北地区（4）
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写真図版48　新水北地区（5）
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第4面全景（航空写真）



写真図版49　新水北地区（6）

第1面遠景（南から）

第1面遠景（東から）



写真図版50　新水北地区（7）

第1面全景（南から）

第1面全景（北から）



写真図版51 新水北地区（8）

第2面遠景（南西から）

第2面全景（南から）



写真図版52　新水北地区（9）

第2面全景（東から）

第2面全景（北から）



写真図版53　新水北地区（10）

第4面全景（南から）

第4面全景（西から）


