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IAAA-
123254 374calBC - 201calBC (95.4%)

IAAA-
123255 2136calBC - 1964calBC (95.4%)

IAAA-
123256

2122calBC - 2094calBC ( 6.1%)
2042calBC - 1910calBC (89.3%)

IAAA-
123257 3021calBC - 2896calBC (95.4%)

IAAA-
123250

3319calBC - 3273calBC ( 4.4%)
3266calBC - 3237calBC ( 7.2%)
3171calBC - 3163calBC ( 0.7%)
3115calBC - 2922calBC (83.1%)

IAAA-
123251

3327calBC - 3231calBC (22.8%)
3225calBC - 3219calBC ( 0.6%)
3176calBC - 3159calBC ( 2.2%)
3121calBC - 3003calBC (59.7%)
2992calBC - 2928calBC (10.1%)

IAAA-
123252

3342calBC - 3090calBC (93.8%)
3046calBC - 3034calBC ( 1.6%)

IAAA-
123248

3350calBC - 3262calBC (32.3%)
3249calBC - 3099calBC (63.1%)

IAAA-
123249

3517calBC - 3396calBC (82.7%)
3386calBC - 3366calBC (12.7%)

IAAA-
123253 4498calBC - 4361calBC (95.4%)





 　　　　　　　　











































IAAA-123248 -24.57 0.38 4,510 30 57.04 0.20 

IAAA-123249 -24.44 0.51 4,660 30 56.01 0.19 

IAAA-123250 -24.91 0.30 4,420 30 57.67 0.20 

IAAA-123251 -24.31 0.37 4,430 30 57.58 0.21 

IAAA-123252 -24.70 0.31 4,480 30 57.22 0.21 

IAAA-123253 -24.58 0.26 5,610 30 49.74 0.18 

IAAA-123254 -23.47 0.33 2,210 30 75.94 0.26 

IAAA-123255 -22.80 0.31 3,670 30 63.34 0.21 

IAAA-123256 -28.20 0.31 3,630 30 63.66 0.22 

IAAA-123257 -22.17 0.38 4,340 30 58.29 0.21 

IAAA-123248

IAAA-123249

IAAA-123250

IAAA-123251



IAAA-123252

IAAA-123253

IAAA-123254

IAAA-123255

IAAA-123256

IAAA-123257







 　　　　　　　　
























































	目次
	カラー図版
	カラー図版１
	調査区全景(西から)
	42ライン水成二次堆積層（南東から）

	カラー図版２
	Ｈ-１完掘状況(南東から)
	Ｐ-５玉出土状況(南から)
	Ｐ-５出土の玉


	図目次
	表目次
	写真図版目次
	Ⅰ章　緒　言
	１．調査要項
	２．調査体制
	３．調査に至る経緯
	４．調査成果の概要
	表１　遺構一覧表
	表２　遺物点数一覧表


	Ⅱ章　遺跡の立地と周辺の遺跡
	１．立地と環境
	２．地名と歴史
	（１）地名
	図１　遺跡の位置（１）
	図２　遺跡の位置（２）

	（２）鬼岸辺川周辺の開拓
	図３　遺跡周辺の地形
	（３）『厚眞村古代史』掲載の「オニキシベ沢入口出土の土器」について


	３．調査区の地形と現況
	４．周辺の遺跡
	図４　周辺の遺跡
	表３　周辺の遺跡一覧表


	Ⅲ章　調査の概要
	１．発掘区の設定
	（１）現地形と調査範囲
	（２）グリッドの設定と杭の打設
	図５　グリッド設定図と年度別調査区
	表４　測量基準点一覧表


	２．基本土層
	図６　基本土層図
	表５　基本土層観察表
	図７　土層断面図

	３．調査の方法
	４．整理の方法
	（１）一次整理の方法
	（２）二次整理の方法
	表６　土器・土製品時期等分類基準
	表７　石器等器種分類基準
	表８　岩石分類体系


	５．遺物の分類基準

	Ⅳ章　遺　構
	１．概要
	２．竪穴住居跡
	Ｈ-１
	図８　遺構位置図・最終地形面(Ⅵ・Ⅶ層上面)　地形測量図
	図９　Ｈ－１（１）
	図10　Ｈ－１（２）
	図11　Ｈ－１（３）
	図12　Ｈ－１（４）

	Ｈ－２
	Ｈ－３
	図13　Ｈ－２
	図14　Ｈ－３
	図15　Ｈ－４（１）
	図16　Ｈ－４（２） 

	Ｈ－４
	Ｈ－５
	図17　Ｈ－５


	３．土坑
	Ｐ-１
	Ｐ-２
	Ｐ-３
	Ｐ-４
	図18　Ｐ－１～３

	Ｐ-５
	Ｐ-６
	図19　Ｐ－４・５

	Ｐ-７
	Ｐ-８
	Ｐ-９
	図20　Ｐ－６・７

	Ｐ-10
	Ｐ-11
	Ｐ-12
	Ｐ-13
	図21　Ｐ－８～10
	図22　Ｐ－11～13

	Ｐ-14
	Ｐ-15

	４．小柱穴
	ＳＰ-１
	図23　Ｐ－14・15・ＳＰ－１


	５．Ｔピット
	ＴＰ－１
	ＴＰ－２
	ＴＰ－３
	図24　ＴＰ－１・２
	図25　ＴＰ－３・４

	ＴＰ－４
	ＴＰ－５
	ＴＰ－６
	図26　ＴＰ－５・６

	ＴＰ－７
	ＴＰ－８
	ＴＰ－９
	図27　ＴＰ－７・８

	ＴＰ－10
	ＴＰ－11
	ＴＰ－12
	ＴＰ－13
	図28　ＴＰ－９・10
	図29　ＴＰ－11・12
	図30　ＴＰ－13・14

	ＴＰ－14
	ＴＰ－15

	６．石組炉
	ＳＦ－１
	図31　ＴＰ－15

	ＳＦ－２
	ＳＦ－３
	ＳＦ－４
	図32　ＳＦ－１・２
	図33　ＳＦ－３・４
	図34　Ｓ－１・２


	７．礫集中
	Ｓ－１
	Ｓ－２
	表９　遺構規模一覧表
	表10　付属遺構一覧表
	表11　遺構出土遺物点数表
	表12　遺構出土出土位置計測遺物説明



	Ⅴ章　遺構と包含層の遺物
	１．遺構出土の遺物
	（１）土器
	（２）石器・石製品
	図35　遺構出土復原土器・破片土器

	（３）遺構出土の土壌フローテーション結果
	図36　遺構出土石器（１）
	図37　遺構出土石器（２） 
	図38　遺構出土石器（３）
	図39　遺構出土石器（４）
	図40　遺構出土石器（５） ・石製品
	表13　遺構出土復原土器観察表
	表14　遺構出土破片土器観察表
	表15　遺構出土石器等観察表
	表16　遺構フローテーション結果一覧表


	２．包含層出土の遺物
	（１）包含層出土の土器
	図41　包含層出土土器分布図（１）
	図42　包含層出土土器分布図（２）
	図43　包含層出土復原土器
	図44　包含層出土破片土器（１）
	図45　包含層出土破片土器（２）
	図46　包含層出土破片土器（３）
	図47　包含層出土破片土器（４） 
	図48　包含層出土破片土器（５）

	（２）包含層出土の石器・石製品
	図49　包含層出土石器等分布図（１）
	図50　包含層出土石器等分布図（２）
	図51　包含層出土石器等分布図（３）
	図52　包含層出土石器等分布図（４）
	図53　包含層出土石器等分布図（５）
	図54　包含層出土の剥片石器（１）
	図55　包含層出土の剥片石器（２）
	図56　包含層出土の剥片石器（３） 
	図57　包含層出土の礫石器（１）
	図58　包含層出土の礫石器（２）
	図59　包含層出土の礫石器（３）・石製品
	表17　Ｔ－25区出土復原土器観察表 
	表18　Ｑ－22区出土復原土器観察表
	表19　Ｑ－23区出土復原土器観察表
	表20　Ｐ－41区出土復原土器観察表
	表21　Ｘ－22区出土復原土器観察表
	表22　Ｕ－11区出土復原土器観察表
	表23　Ｗ－22区出土復原土器観察表
	表24　Ｘ－18区出土復原土器観察表
	表25　Ｒ－14区出土復原土器観察表
	表26　包含層出土破片土器観察表
	表27　包含層出土石器等観察表



	Ⅵ章　まとめ
	１．遺構
	２．遺物
	３．自然科学的分析結果の評価について
	表28　黒曜石製遺物原材産地分析結果一覧表(産地別)
	放射性炭素年代測定結果一覧表(時代順)

	４．遺構土色階調モデル
	表30　遺構土色階調モデル


	付篇
	１．黒曜石製遺物の原材産地分析(遺物材料研究所)
	２．放射性炭素年代(AMS測定)(加速器分析研究所)

	写真図版
	図版１
	遺跡遠景（西から）
	調査区南側調査状況（南西から）

	図版２
	Ｈ-１土層断面（北から）
	Ｈ-１遺物出土状況（南東から）
	Ｈ-１遺物出土状況（南から）
	Ｈ-１遺物出土状況（北から）

	図版３
	Ｈ-１ｈｆ-１土層断面（北西から）
	Ｈ-１ｈｐ-１土層断面（南西から）
	Ｈ-１完掘（南東から）

	図版４
	Ｈ-２土層断面（南東から）
	Ｈ-２ｈｐ-１土層断面（北から）
	Ｈ-２ｈｐ-３・４土層断面（西から）
	Ｈ-２遺物出土状況（西から）

	図版５
	Ｈ-３土層断面（南から）
	Ｈ-３ｈｆ-１・２土層断面（南南西から）
	Ｈ-３ｈｆ-３土層断面（北西から）
	Ｈ-３完掘（南東から）

	図版６
	Ｈ-４土層断面（北西から）
	Ｈ-４ｈｐ-１土層断面（北から）
	Ｈ-４ｈｐ検出（北から）
	Ｈ-４ｈｆ-１土層断面（北西から）
	Ｈ-４ｈｆ-１完掘（北から）

	図版７
	Ｈ-５土層断面（西から）
	Ｈ-５完掘（南西から）
	Ｐ-１遺物出土状況（東から）
	Ｐ-２遺物出土状況（西南西から）
	Ｐ-３遺物出土状況（南南西から）
	Ｐ-４遺物出土状況（北から）

	図版８
	Ｐ-５遺物出土状況（北西から）
	Ｐ-６完掘（南から）
	Ｐ-７完掘（南東から）
	Ｐ-７ｓｐ-２・３土層断面（西から）
	Ｐ-８遺物出土状況（南南西から）
	Ｐ-９完掘（西から）

	図版９
	Ｐ-10完掘（南南西から）
	Ｐ-11完掘（南から）
	Ｐ-12遺物出土状況（南東から）
	Ｐ-13土層断面（南南西から）
	Ｐ-14完掘（西から）
	Ｐ-15遺物出土状況（北から）

	図版10
	ＴＰ-１完掘（東から）
	ＴＰ-２完掘（西から）
	ＴＰ-３完掘（北西から）
	ＴＰ-４完掘（東から）
	ＴＰ-５土層断面（南西から）
	ＴＰ-６完掘（西から）
	ＴＰ-７完掘（南から）
	ＴＰ-８完掘（南から）

	図版11
	ＴＰ-９完掘（南から）
	ＴＰ-10ｓｐ土層断面（西から）
	ＴＰ-11完掘（南から）
	ＴＰ-12完掘（南から）
	ＴＰ-13完掘（東から）
	ＴＰ-14完掘（西から）
	ＴＰ-15完掘（北西から）
	ＳＰ－１土層断面（南西から）

	図版12
	ＳＦ-１検出状況（北から）
	ＳＦ-１土層断面（西から）
	ＳＦ-２土層断面（西から）
	ＳＦ-２周辺遺物出土状況（南から）
	ＳＦ-３土層断面（西から）
	ＳＦ-４土層断面（北から）

	図版13
	Ｓ-１（南東から）
	Ｓ-２（南から）
	Ｑ－22区土器出土状況（東から）
	Ｑ－８区玉出土状況（南西から）
	調査区南端旧河道31～34ライン土層断面（北から）

	図版14
	遺構出土復原・破片土器包含層出土の復原土器（1）

	図版15
	包含層出土の復原土器（2）

	図版16
	包含層出土の破片土器（1）

	図版17
	包含層出土の破片土器（2）

	図版18
	包含層出土の破片土器（3）・遺構出土の石器（1）

	図版19
	遺構出土石器（2）

	図版20
	遺構出土の石器（3）・包含層出土の石器（1）

	図版21
	包含層出土石器（2）

	図版22
	包含層出土石器（3）

	図版23
	包含層出土石器（4）・石製品


	引用参考文献
	報告書抄録



