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写真図版編　目次

西微高地　遺構写真

図版438　西微高地調査区全景1

図版439　西微高地調査区全景2

図版440　西微高地調査区全景3

図版441西微高地調査区全景4

図版442　西微高地調査区全景5

図版443　西微高地調査区全景6

図版444　西微高地調査区全景7

（竹添14区）

（竹添10・11区）

（竹添4区）

（竹添1区）

（竹添5・7・8区）

（竹添8区）

（竹添6・2区）

西微高地　　遺構写真：図版438－479

東微高地　　遺構写真：図版480－492

溝・旧河道　遺構写真：図版493－504

西微高地　　遺物写真：図版505－562

東微高地　遺物写真：図版5由一567

溝・旧河道　遺物写真：図版568－687

図版445　弥生前期　土坑・弥生中期下層　竪穴住居1（SK26001／SH36001）

図版446　弥生中期下層

図版447　弥生中期下層

図版448　弥生中期下層

図版449　弥生中期下層

図版450　弥生中期下層

図版451弥生中期上層

図版452　弥生中期上層

図版453　弥生中期上層

図版454　弥生中期上層

図版455　弥生中期上層

図版456　弥生中期上層

図版457　弥生中期上層

図版458　弥生中期上層

図版459　弥生中期上層

図版460　弥生中期上層

図版461弥生中期上層

図版462　弥生中期上層

図版463　弥生中期上層

図版464　弥生中期上層

図版465　弥生中期上層

竪穴住居2（SH36002／36003／36004／36005／36006）

竪穴住居3（SH36007／36008）

土坑1（SK36001／36011／36018）

土坑2（SK36020／36021／36023）

土坑3（SK36038／36039／36041）

竪穴住居1

竪穴住居2

竪穴住居3

竪穴住居4

竪穴住居5

竪穴住居6

竪穴住居7

竪穴住居8

竪穴住居9

（SH46001／46002／46003）

（SH46004／46006）

（SH46006／46007／46008／46009／46010／46011／46012）

（SH46009／46010／46011／46012）

（SH46009／46010／46013－46020／SB46001）

（竹添4区　竪穴住居群）

（SH46019）

（SH46021／46023／46024／46025）

（SH46024／46025）

竪穴住居10（SH46027）

竪穴住居11（SH46026／46031／46032／46034）

竪穴住居12（SH46035／46036／46039）

方形周溝墓1（SX46001）

方形周溝墓2（SX46001／ST46001／46002）

方形周溝墓3（ST46003）



図版466　弥生中期上層

図版467　弥生中期上層

図版468　弥生中期上層

図版469　弥生中期上層

図版470　弥生中期上層

図版471弥生中期上層

図版472　弥生中期上層

図版473　弥生中期上層

図版474　弥生中期上層

図版475　弥生中期上層

図版476　弥生中期上層

図版477　弥生中期上層

図版478　弥生中期上層

図版479　弥生中期上層

方形周溝墓4（ST46004）

方形周溝墓5（SX46002）

方形周溝墓6（SX46002）

方形周溝墓7（SX46002）

方形周溝墓8（SX46002）

土器棺墓1（SP46001／46002／46004）

土坑1（SK46019／46032／46039）

土坑2（SK46040／46042／46043）

土坑3（SK46044／46052／46055）

土坑4（SK46056／46061）

土坑5（SK46064／46065）

土坑6（SK46067／46069）

土坑7（SK46084／46098／46111）

土坑8・鎌倉時代　掘立柱建物（SK46125／SA46001／SB86001）

東微高地　遺構写真

図版480　東微高地調査区全景1

図版481東微高地調査区全景2

図版482　東微高地調査区全景3

図版483　東微高地調査区全景4

図版484　東微高地調査区全景5

図版485　弥生中期上層　水田1

図版486　弥生中期上層

図版487　弥生中期上層

図版488　弥生中期上層

図版489　弥生中期上層

図版490　弥生中期上層

図版491弥生中期上層

図版492　弥生中期上層

溝・旧河道　遺構写真

図版493　弥生中期下層

図版494　弥生中期下層

図版495　弥生中期上層

図版496　弥生中期上層

図版497　弥生中期上層

図版498　弥生中期上層

図版499　弥生中期上層

（竹添10・19区）

（竹添15区）

（竹添15・池ノ内7区）

（竹添16・竹添13区）

（竹添17・竹添3区）

上層水田（竹添10・19区）

竪穴住居1（SH46040／46041／46042／46043）

竪穴住居2（SH46044／46045／46046）

木棺墓1（ST46006）

土器棺墓1（SP46005／46007／46008／46009）

土坑1（SK46138／46140／46150）

土坑2（SK46151／46164／46165）

土坑3・弥生後期　土器棺墓1（SK46184／46186／SP56001）

溝1（SD36001）

西微高地縁辺堆積層木器出土状況

旧河道1（SR46001）

旧河道2（SR46002）

旧河道3（SR46002）

旧河道4（SR46002）

旧河道5（SR46002）



図版500　弥生中期上層　旧河道6（SR46002）

図版501弥生中期上層　旧河道7（SR46002）

図版502　弥生中期上層　旧河道8（SR46002）

図版503　弥生中期上層　旧河道9（SR46002）

図版504　弥生後期溝1（SD56002／56005）

西微高地　遺物写真

図版505　弥生前期・中期下層出土土器1（SK26002／SH36003／SH36007／西微高地縁辺堆積層／包含層）

図版506　弥生中期下層出土土器2

図版507　弥生中期下層出土土器3

図版508　弥生中期下層出土土器4

図版509　弥生中期下層出土土器5

図版510　弥生中期下層出土石器1

図版511弥生中期下層出土石器2

図版512　弥生中期下層出土石器3

図版513　弥生中期下層出土石器4

図版514　弥生中期上層出土土器1

図版515　弥生中期上層出土土器2

図版516　弥生中期上層出土土器3

図版517　弥生中期上層出土土器4

図版518　弥生中期上層出土土器5

図版519　弥生中期上層出土土器6

図版520　弥生中期上層出土土器7

図版521弥生中期上層出土土器8

図版522　弥生中期上層出土土器9

（SK36023／36035／36038／36043／36049）

（SK36055／西微高地縁辺堆積層）

（西微高地縁辺堆積層）

（SK36015／36026／36038／西微高地縁辺堆積層）

（SH36001／36003／36004／36007／36008／SK36002／36010／36029

／36034／36039）

（SH36008／SK36008／包含層）

（SH36006／36008／SK36038）

（SH36004／36007／36008／SK36002／36055／36057／包含層）

（SH46012／46016／46027／SX46001）

（SX46002／SP46001）

（SP46002／46004／46005／46007／46008／SK46002）

（SP46008／SK46014／46015／46019）

（SK46061）

（SK46061）

（SK46063／46066／46068／46070／46078／46090）

（SK46108／46109／46111／46121／46128）

（P46018／包含層）

図版523　弥生中期上層出土土器10（包含層）

図版524　弥生中期上層・中世出土土器1（SK46111／46128／P46020／46022／包含層／SB86001／86002

／SK86001／86002）

図版525　弥生中期上層　遺構出土木器1（SH46025／SK46066／SX46002）

図版526　弥生中期上層　遺構出土木器2（SX46002）

図版527　弥生中期上層　遺構出土木器3（SX46002）

図版528　弥生中期上層　遺構出土木器4（SX46002）

図版529　弥生中期上層　遺構出土木器5（SX46002）

図版530　弥生中期上層出土石器1（SH46009－46013／46020／46024／46025／46027／46034／ST46004

／SK46004／46023／46032／46041／46055／46067／46077／46082

／46089／46095／46096／46102／46180／P46031／包含層）

図版531弥生中期上層出土石器2（SH46012／46021／46024－46027／SX46001／SK46046／46093／P46032）



図版532　弥生中期上層出土石器3（SK46065）

図版533　弥生中期上層出土石器4（SK46065）

図版534　弥生中期上層出土石器5（SK46065）

図版535　弥生中期上層出土石器6（SH46010／SK46066／46070／46099／46119／46120）

図版536　弥生中期上層出土石器7（SH46012／46019／SK46062／46103／46115／46126）

図版537　弥生中期上層出土石器8（SH46006／46013／46024－46027／46034／46039／SK46066／46068

／46071／46080／46089／46119／P46007／包含層）

図版538　弥生中期上層出土石器9（SH46002／46004／46009／46023／46024／SK46050／P46030）
l

図版539　弥生中期上層出土石器10（SH46004／46006／46014／SX46001／SK46003）

図版540　弥生中期上層出土石器11（SH46001／46008／SK46086／46087／46098）

図版541弥生中期上層出土石器12（SK46039）

図版542　弥生中期上層出土石器13（SK46039／46125）

図版543’弥生中期上層出土石器14（SK46125）

図版544　弥生中期上層出土石器15（包含層）

図版545　弥生中期上層出土石器16（包含層）

図版546　弥生中期上層出土石器17（包含層）

図版547　弥生中期上層出土石器18（包含層）

図版548　弥生中期上層出土石器19（包含層）

図版549　弥生中期上層出土石器20（包含層）

図版550　弥生中期上層出土石器21（包含層）

図版551弥生中期上層出土石器22（包含層）
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図版552　弥生中期上層出土石器23（包含層）

図版553　弥生中期上層出土石器24（包含層）

図版554　弥生中期上層出土石器25（SH46019／46023－46025／46039／SK46105／46111／P46015／46025

／46035／包含層）

図版555　弥生中期上層出土石器26（包含層）

図版556　弥生中期上層出土石器27（SH46025／46034／46036／SK46025／46067／46072／P46017／包含層）

図版557　弥生中期上層出土石器28（SH46008／46010～46012／46025／SK46042／包含層）

図版558　弥生中期上層出土石器29（包含層）

図版559　弥生中期上層出土石器30（SH46023－46025／46034／SK46092／包含層）

図版560　弥生中期上層出土石器31（SH46024／包含層）

図版561弥生中期上層出土石器32（SH46009／46024／46025／SK46031／46049／包含層）

図版562　弥生中期　遺構出土玉類1（SH36007／36008／SK36037／SH46024／46025／SK46004／46009

／46050／46151）

東微高地　遺物写真

図版563　弥生中期上層出土土器1（SH46043／SK46136／46138／46143／SP46009）

図版564　弥生中期上層出土土器2（SK46143／46165）



図版565　弥生中期上層・後期出土土器1（SK46178／46180／46184／46185／SP56001）

図版566　弥生中期上層出土石器1（SK46138／46144／46151／上層水田／包含層）

図版567　弥生中期上層出土石器2（SH46040／46041／SK46137／46180）

溝・旧河道　遺物写真

図版568　縄紋・弥生前期・中期下層出土土器（SR46001／46002／SD26001）

図版569　弥生中期下層出土土器1

図版570　弥生中期下層出土土器2

図版571弥生中期下層出土土器3

図版572　弥生中期下層出土土器4

図版573　弥生中期下層出土石器1

図版574　弥生中期上層出土土器1

図版575　弥生中期上層出土土器2

図版576　弥生中期上層出土土器3

図版577　弥生中期上層出土土器4

図版578　弥生中期上層出土土器5

図版579　弥生中期上層出土土器6

図版580　弥生中期上層出土土器＿7

図版581弥生中期上層出土土器8

図版582　弥生中期上層出土土器9

（SD36001／SR46001）

（SD36001／SR46002）

（SR46001／46002）

（SR46001／46002／SD36001）

（SD36001）

（SR46001）

（SR46001）

（SR46001）

（SR46002）

（SR46002）

（SR46002）

（SR46002）

（SR46002）

（SR46002）

図版583　弥生中期上層出土土器10（SR46002）

図版584　弥生中期上層出土土器11（SR46002）

図版585　弥生中期上層出土土器12（SR46002）

図版586　弥生中期上層出土土器13（SR46002）

図版587　弥生中期上層出土土器14（SR46002）

図版588　弥生中期上層出土土器15（SR46002）

図版589　弥生中期上層出土土器16（SR46002）

図版590　弥生中期上層出土土器17（SR46002）

図版591弥生中期上層出土土器18（SR46002）

図版592　弥生中期上層出土土器19（SR46002）

図版593　弥生中期上層出土土器20（SR46002）

図版594　弥生中期上層出土土器21（SR46002）

図版595　弥生中期上層出土土器22（SR46002）

図版596　弥生中期上層出土土器23（SR46002）

図版597　弥生中期上層出土土器24（SR46002）

図版598　弥生中期上層出土土器25（SR46002）

図版599　弥生中期上層出土土器26（SR46002）

図版600　弥生中期上層出土土器27（SR46002）
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図版601弥生中期上層出土土器28（SR46002）

図版602　弥生中期上層出土土器29（SR46002）

図版603　弥生中期上層出土土器30（SR46002）

図版604　弥生中期上層出土土器31（SR46002）

図版605　弥生中期上層出土土器32（SR46002）

図版606　弥生中期上層出土土器33（SR46002）

図版607　弥生中期上層出土土器34（SR46002）

図版608　弥生中期上層出土土器35（SR46002）

図版609　弥生中期上層出土土器36（SR46002）

図版610　弥生中期上層・古墳後期出土土器1（SR46002／SD56005）

図版611弥生中期上層出土土器37（SD46002／46008）

図版612　弥生中期上層出土土器38（SD46008）

図版613　弥生中期上層出土土器39（SD46008／46011／SD56002）

図版614　弥生中期上層出土木器1

図版615　弥生中期上層出土木器2

図版616　弥生中期上層出土木器3

図版617　弥生中期上層出土木器4

図版618　弥生中期上層出土木器5

図版619　弥生中期上層出土木器6

図版620　弥生中期上層出土木器7

図版621弥生中期上層出土木器8

図版622　弥生中期上層出土木器9

（SR46001）

（SR46001）

（SR46002）

（SR46002）

（SR46002）

（SR46002）

（SR46002）

（SR46002）

（SR46002）

図版623　弥生中期上層出土木器10（SR46002）

図版624　弥生中期上層出土木器11（SR46002）

図版625　弥生中期上層出土木器12（SR46002）

図版626　弥生中期上層出土木器13（SR46002）

図版627　弥生中期上層出土木器14（SR46002）

図版628　弥生中期上層出土木器15（SR46002）

図版629　弥生中期上層出土木器16（SR46002）

図版630　弥生中期上層出土木器17（SR46002）

図版631弥生中期上層出土木器18（SR46002）

図版632　弥生中期上層出土木器19（SR46002）

図版633　弥生中期上層出土木器20（SR46002）

図版634　弥生中期上層出土木器21（SR46002）

図版635　弥生中期上層出土木器22（SR46002）

図版636　弥生中期上層出土木器23（SR46002）

図版637　弥生中期上層出土木器24（SR46002）

図版638　弥生中期上層出土木器25（SR46002）



図版639　弥生中期上層出土木器26（SR46002）

図版640　弥生中期上層出土木器27（SR46002）

図版641弥生中期上層出土木器28（SR46002）

図版642　弥生中期上層出土木器29（SR46002）

図版643　弥生中期上層出土木器30（SR46002）

図版644　弥生中期上層出土木器31（SR46002）

図版645　弥生中期上層出土木器32（SR46002）

図版646　弥生中期上層出土木器33（SR46002）

図版647　弥生中期上層出土木器34（SR46002）

図版648　弥生中期上層出土木器35（SR46002）

図版649　弥生中期上層出土木器36（SR46002）

図版650　弥生中期上層出土木器37（SR46002）

図版651弥生中期上層出土木器38（SR46002）

図版652　弥生中期上層出土木器39（SR46002）

図版653　弥生中期上層出土木器40（SR46002）

図版654　弥生中期上層出土木器41（SR46002）

図版655　弥生中期上層出土木器42（SR46002）

図版656　弥生中期上層出土木器43（．sR46002）

図版657　弥生中期上層出土木器44（SR46002）

図版658　弥生中期上層出土木器45（SR46002）

図版659　弥生中期上層出土木器46（SR46002）

図版660　弥生中期上層出土木器47（SR46002）

図版661弥生中期上層出土木器48（SR46002／46003）
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図版662　弥生中期上層出土石器1

図版663　弥生中期上層出土石器2

図版664　弥生中期上層出土石器3

図版665　弥生中期上層出土石器4

図版666　弥生中期上層出土石器5

図版667　弥生中期上層出土石器6

図版668　弥生中期上層出土石器7

図版669　弥生中期上層出土石器8

図版670　弥生中期上層出土石器9

（SR46002／SD46008／56002）

（SR46002／SD56002／56005）

（SR46002）

（SR46001／46002／SD46006）

（SR46001／46002）

（SR46001／46002）

（SR46001／46002）

（SR46002／SD56002）

（SR46001／46002／SD46008／66002）

図版671弥生中期上層出土石器10（SR46001／46002／SD46008／56005）

図版672　弥生中期上層出土石器11（SR46001／46002／SD56005）

図版673　弥生中期上層出土石器12（SR46001／46002／包含層）

図版674　弥生中期上層出土石器13（SR46001／46002）

図版675　弥生中期上層出土石器14（SR46001／46002）

図版676　弥生中期上層出土石器15（SR46002）



図版677　弥生中期上層出土石器16（SR46002）

図版678　弥生中期上層出土石器17（SR46002）

図版679　弥生中期上層出土石器18（SR46002／SD46008）

図版680　弥生中期上層出土石器19（SR46001／46002）

図版681弥生中期上層出土石器20（SR46001／46002）

図版682　弥生中期上層出土石器21（SR46001／46002）

図版683　弥生中期上層出土石器22（SR46002／包含層）

図版684　弥生後期出土土器1（SD56001／56002）

図版685　弥生後期出土土器2（SD56002）

図版686　弥生後期出土土器3（SD56002／56004／56005／SR46002／46003）

図版687　弥生後期・古墳後期・中世出土土器1（SD56002／66001／66003／86001）
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1．竹涛14区　弥生時代第1遺構面
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図版439 西　微　高　地
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西　微　高　地

調査区全景4
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1．竹漬1区　全景

2．竹涛1区　全景



西　微　高　地

調査区全景5

1．竹涛5・7区　全景
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2．竹漆8区西半　全景



西　微　高　地

調査区全景6
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SH36001炭化材検出状況
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弥生中期下層

土坑1

SK36001

SK36011
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弥生中期下層
土坑3
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SK36039

SK36041
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弥生中期上層
竪穴住居2

SH46004

SH46006（1次住居）
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左）sH46019焼土面
右）SH46019周壁溝埋土



弥生中期上層
竪穴住居8

SH46021

SH46023



SH46024・46025

柱穴断ち割り状況

SH46024・46025

木剣出土状況

SH46024・46025

柱痕・石器・礎板出土状況



弥生中期上層
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弥生中期上層
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SX46001南周溝土器出土状況
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弥生中期上層
方形周溝墓2

左）SX46001南周溝内
鋤先出土状況

右）ST46001検出状況

ST46001・46002

ST46001棺内土層
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SX46002西周溝上層

遺物出土状況

SX46002西周溝下層

遺物出土状況



弥生中期上層
方形周溝墓6

SX46002西周溝最下層
遺物出土状況



SX46002東周溝下層
・最下層遺物出土状況
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弥生中期上層
土坑3
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SK46052
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弥生中期上層
土坑5
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東　微　高　地

調査区全景1
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1．竹涛10区北端部全景

2．竹涛19区全景



図版481 東　微　高　地

調査区全景2

1．竹漬15区中央部全景

2．竹涛15区東半部全景



東　微　高　地

調査区全景3
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1．竹涛15区東端部全景
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調査区全景4
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1‘．竹漬16区全景

2．竹涛13区全景
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1口I I I I

1．竹涛17区全景
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竹漬19区上層水田



弥生中期上層
竪穴住居1
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弥生中期上層
木棺墓1
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弥生中期上層
土坑1
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SK46140

SK46150
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弥生中期上層
土坑3

弥生後期
土器棺墓1
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弥生中期下層

溝1

SD36001（竹涛8区）

SD36001（竹涛8区）

SD36001土層（竹涛4区）



弥生中期下層

西微高地縁辺堆積層

木製品出土状況
（竹涛1区）

木製品出土状況
（竹漬1区）
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弥生中期上層
旧河道1
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弥生中期上層
旧河道2

SR46002土層
（竹漬16区）

SR46002土層
（竹涛1区）

SR46002土居
（竹涛3区）
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SR46002遺物出土状況
（竹漬1区）

SR46002遺物出土状況
（竹涛1区）



弥生中期上層
旧河道4

SR46002遺物出土状況
（竹涛1区）

SR46002遺物出土状況
（竹涛1区）
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SR46002遺物出土状況

（竹漬1区）

SR46002遺物出土状況
（竹涛1区）



弥生中期上層
旧河道6

SR46002遺物出土状況
（竹漬1区）
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SR46002遺物出土状況
（竹涛3区）

SR46002遺物出土状況
（竹涛3区）







弥生後期

溝1

SD56002（竹漬3区）

SD56002土層（竹漬3区）


