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２　平成29年度調査区全景（北西から）

１　遺跡全景（南西から）

旧毛萱村集落旧毛萱村集落
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３　調査区全景（北西から）

４　調査区遠景（北東から）

上郡山館跡上郡山館跡

真壁城跡真壁城跡
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６　３～８号平場全景（上空から）

５　１・２号平場全景（上空から）
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７　５～７号平場全景（上空から）

８　毛萱館跡周辺 ａ　調査前全景（南西から）	 ｂ　５号平場東端から旧毛萱村集落をのぞむ（南から）
ｃ　遺跡近景（北から）	 ｄ　遺跡遠景（南西から）

ｃｃ ｄｄ

ａａ ｂｂ

旧毛萱村集落旧毛萱村集落

真壁城跡真壁城跡 毛萱館跡毛萱館跡
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９　２号掘立柱建物跡 ａ　全景（北東から）
ｂ　Ｐ４断面（東から）	 ｃ　Ｐ７断面（東から）
ｄ　Ｐ８断面（東から）	 ｅ　Ｐ９断面（東から）

ｂｂ

ｄｄ

ａａ

ｃｃ

ｅｅ
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11　２号柱列跡全景（東から）

10　１号柱列跡全景（南西から）
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12　１号道跡全景（南東から）

13　１号道跡 ａ　全景（北西から）	 ｂ　断面Ａ－Ａ′（西から）
ｃ　断面Ｂ－Ｂ′（西から）	 ｄ　断面Ｃ－Ｃ′（北西から）

ｃｃ ｄｄ

ａａ ｂｂ
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14　１号掘立柱建物跡 ａ　全景（南東から）
ｂ　Ｐ１断面（南東から）	 ｃ　Ｐ２断面（南東から）
ｄ　Ｐ３断面（南東から）	 ｅ　Ｐ６断面（南東から）

ｂｂ

ｄｄ

ａａ

ｃｃ

ｅｅ
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15　３・４号柱列跡 ａ　３・４号柱列跡全景（南西から）	
ｂ　３号柱列跡Ｐ２断面（南から）	 ｃ　３号柱列跡Ｐ３断面（南東から）
ｄ　４号柱列跡Ｐ２断面（南から）	 ｅ　４号柱列跡Ｐ３断面（南から）

ｂｂ

ｄｄ

ａａ

ｃｃ

ｅｅ
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17　13号溝跡断面（南から）

16　13号溝跡全景（南東から）



209

19　17号性格不明遺構断面（南東から）

18　17号性格不明遺構全景（南東から）
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21　４号平場北西側整地断面（北東から）

20　４号平場全景（北から）
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22　７号柱列跡全景（北から）

23　７号柱列跡、32・50号土坑 ａ　７号柱列跡Ｐ２・３断面（西から）	 ｂ　32号土坑断面（西から）
ｃ　50号土坑全景（北から）	 ｄ　50号土坑断面（北東から）

ｃｃ ｄｄ

ａａ ｂｂ
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25　５号平場の小穴群（北東から）

24　５号平場の小穴群（西から）
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27　６号柱列跡（北東から）

26　５号柱列跡（東から）
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28　１号門跡（１）・２号道跡 ａ　１Ａ号門跡、２号道跡全景（南東から）
ｂ　１号門跡、２号道跡全景（北西から）

ａａ

ｂｂ
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29　１号門跡（２） ａ　１Ｂ号門跡全景（南から）
ｂ　１Ｃ号門跡全景（北から）

ａａ

ｂｂ
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30　１号門跡（３） ａ　１Ｄ号門跡全景（南から）
ｂ　１Ａ号門跡断面（北から）
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31　１号門跡（４） ａ　１Ｂ号門跡 P ２全景（北東から）	 ｂ　１Ｂ号門跡P３断面（南から）
ｃ　１Ｂ号門跡 P ３全景（北東から）	 ｄ　１Ｂ号門跡P４断面（西から）
ｅ　１Ｂ号門跡 P ５全景（北東から）	 ｆ　１Ｂ号門跡P５断面（南から）
ｇ　１Ｂ号門跡 P ６全景（北から）	 ｈ　１Ｂ号門跡P６断面（北から）

ｂｂ

ｄｄ

ｆｆ

ｈｈ

ａａ

ｃｃ

ｅｅ

ｇｇ
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32　１号門跡（５） ａ　１Ｂ号門跡掘形全景（南から）	 ｂ　１Ｂ号門跡掘形断面（南西から）
ｃ　１Ｃ号門跡 P １全景（北東から）	 ｄ　１Ｃ号門跡P１断面（北西から）
ｅ　１Ｄ号門跡 P １全景（北東から）	 ｆ　１Ｄ号門跡 P １断面（北から）
ｇ　１Ｄ号門跡 P ２全景（北から）	 ｈ　１Ｄ号門跡P２断面（北西から）

ｂｂ

ｄｄ

ｆｆ

ｈｈ

ａａ

ｃｃ

ｅｅ

ｇｇ
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33　９・10・12号溝跡

34　18・53号土坑　 ａ　18号土坑全景（南西から）	 ｂ　18号土坑石硯（図49－７）出土状況（西から）
ｃ　53号土坑全景（南から）	 ｄ　53号土坑断面（北から）

ａ　９・10号溝跡全景（東から）	 ｂ　９・10号溝跡断面（西から）
ｃ　12号溝跡全景（東から）	

ｃｃ

ｃｃ

ｄｄ

ａａ

ａａ

ｂｂ

ｂｂ
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35　55・59・62号土坑、８号焼土遺構 ａ　55号土坑全景（南から）	 ｂ　55号土坑断面（東から）
ｃ　59号土坑全景（西から）	 ｄ　59号土坑断面（南東から）
ｅ　62号土坑全景（南東から）	 ｆ　62号土坑断面（北西から）
ｇ　８号焼土遺構全景（南から）	 ｈ　８号焼土遺構断面（北東から）

ｂｂ

ｄｄ

ｆｆ

ｈｈ

ａａ

ｃｃ

ｅｅ

ｇｇ
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37　５～７号平場

36　６・８号性格不明遺構

ａ　５～７号平場斜面全景（南西から）	 ｂ　６・７号平場全景（北西から）
ｃ　調査区北側沢跡全景（東から）	 ｄ　調査区北側尾根全景（南から）

ａ　６号性格不明遺構全景（南東から）	 ｂ　６号性格不明遺構茶臼（図52－１）出土状況（南東から）
ｃ　８号性格不明遺構全景（南から）	 ｄ　８号性格不明遺構古瀬戸壺（図54－１）出土状況（南東から）

ｂｂ

ｄｄ

ａａ

ｃｃ

ｂｂ

ｄｄ

ａａ

ｃｃ
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38　１号土塁・１号堀跡 ａ　１号土塁・１号堀跡全景（上空から）	
ｂ　１号土塁・１号堀跡全景（北西から）	 ｃ　１号土塁・１号堀跡断面Ａ－Ａ′（南から）
ｄ　１号堀跡断面Ｂ－Ｂ′（南から）	 ｅ　１号土塁断面Ｂ－Ｂ′断割り（南東から）

ｂｂ

ｄｄ

ａａ

ｃｃ

ｅｅ
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39　２号土塁・２号堀跡（１） ａ　２号土塁・２号堀跡全景（上空から）
ｂ　２号土塁・２号堀跡全景（西から）

ｂｂ

ａａ
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40　２号土塁・２号堀跡（２） ａ　２号堀跡断面Ａ－Ａ′（西から）
ｂ　２号土塁断面Ａ－Ａ′（北西から）

ｂｂ

ａａ

ＬⅡＬⅡ

ＬⅢａＬⅢａ

ＬⅢｂＬⅢｂ

ＬⅣＬⅣ

ＬⅤＬⅤ

ＬⅥＬⅥ

ＬⅠＬⅠ
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41　２号土塁・２号堀跡（３） ａ　２号土塁・２号堀跡全景（西から）	 ｂ　２号土塁・２号堀跡近景（西から）
ｃ　２号堀跡断面Ａ－Ａ′（西から）	 ｄ　２号堀跡断面Ｂ－Ｂ′（北西から）
ｅ　２号土塁断面Ｃ－Ｃ′（北西から）	 ｆ　２号土塁断面Ｄ－Ｄ′（北西から）
ｇ　２号土塁・２号堀跡調査前現況（南西から）	 ｈ　２号堀跡作業風景（南から）

ｂｂ

ｄｄ

ｆｆ

ｈｈ

ａａ

ｃｃ

ｅｅ

ｇｇ
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42　３号土塁全景（東から）

43　３号土塁（出入口）全景（東から）
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