


写真図版Ⅰ

図版Ⅰ-1 1　調査開始状況

 2　CH-1 遺物出土状況

図版Ⅰ-2 1　CH-2 遺物集中

 2　CH-2 床遺物出土状況

図版Ⅰ-3 1　CH-2 完掘

 2　CH-2 炉址（HF-1）

図版Ⅰ-4 1　CH-4 遺物集中

 2　CH-4 覆土内生活面

図版Ⅰ-5 1　覆土内炉跡

 2　遺物集中の石棒ほか出土状況

 3　CP-11 完掘

 4　HF-1 炉跡

 5　CH-4 完掘

図版Ⅰ-6 1　CH-3 床検出状況とセクション

 2　CH-3　HF-1・2 検出状況

 3　HP-1 セクション

 4　HP-1 完掘

図版Ⅰ-7 1　CH-5 完掘

 2　CH-6 検出状況

図版Ⅰ-8 1　CH-7（H20 調査）完掘

 2　CH-8 完掘状況

図版Ⅰ-9 1　CH-9 完掘

 2　HP-2 セクション

図版Ⅰ-10 1　CH-11（H19 調査）床面

 2　集石（右）とHF-2 検出状況

 3　HF-3（下位HP-1）セクションと

 　 HF-1（右）

 4　HF-2 セクション

 5　HP-1 完掘とHF-1（右）

図版Ⅰ-11 1　CH-14（H20 調査）

 2　CH-14（H19 調査）

図版Ⅰ-12 1　CH-12 焼土と炭化材など出土状況

 2　CH-12 床面イルカ頭蓋出土状況

図版Ⅰ-13 1　CH-12 完掘

 2　床面石棒出土状況

 3　HF-1 検出状況

図版Ⅰ-14 1　CH-13（H20 調査）

 2　CH-13（H19 調査）

図版Ⅰ-15 1　CH-16 セクション

 2　CH-16 床遺物出土状況

図版Ⅰ-16 1　CH-16 完掘

 2　HP-1 大礫出土状況

 3　床土器出土状況

図版Ⅰ-17 1　CH-15 床面検出状況

 2　HF-1 検出状況

図版Ⅰ-18 1　CH-17 床検出状況

 2　石囲い炉（HF-2）

 3　HF-1とHP-37 セクション

 4　HP-6 遺物出土状況

図版Ⅰ-19 1　CH-18 床検出状況

 2　HP-17 遺物出土状況

 3　床土器出土状況

 4　集石（HS-2）検出状況

図版Ⅰ-20 1　CH-19 床検出状況

 2　HF-1とCP-65 遺物出土状況

図版Ⅰ-21 1　CH-20 床検出状況

 2　HP-1・2 完掘

 3　床土器出土状況

 4　床土器出土状況

 5　床土器出土状況

図版Ⅰ-22 1　CH-21（手前）、CH-35（奥側）床遺物

  　出土状況

 2　完掘

 3　CH-21 床土器出土状況

 4　CH-35HP-1 セクション

 5　CH-35HP-1 完掘

図版Ⅰ-23 1　CH-23 完掘状況

 2　HP-1 遺物出土状況

 3　CH-24 完掘

 4　HP-3 セクション

 5　集石（HS-4）検出状況

図版Ⅰ-24 1　CH-22 床遺物出土状況

 2　CH-22 セクション

図版Ⅰ-25 1　CH-22 完掘

 2　HP-1 遺物出土状況

 3　HS-1 検出状況

 4　床土器出土状況

 5　石製品出土状況

図版Ⅰ-26 1　CH-25 床遺物出土状況

 2　CH-25 セクション

図版Ⅰ-27 1　CH-25 完掘

 2　HP-1 遺物出土状況

 3　床土器出土状況

 4　床土製品出土状況

図版Ⅰ-28 1　CH-26 床遺物出土状況

 2　床土器出土状況

 3　床土器出土状況

図版Ⅰ-29 1　CH-26 完掘（奥手はCH-25）

 2　床土器出土状況

 3　床土器出土状況

図版Ⅰ-30 1　CH-29 床検出状況

 2　CH-29 セクション

図版Ⅰ-31 1　CH-29 完掘

 2　先端部のピット群

 3　HF-1 検出状況

図版Ⅰ-32 1　CH-30 遺物出土状況

 2　床土器出土状況

 3　床土器出土状況

 4　床土器出土状況

 5　床土器出土状況

図版Ⅰ-33 1　CH-30 完掘（奥手はCH-40）

 2　HS-1 検出状況

 3　HP-1 セクションと遺物出土状況
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図版Ⅰ-34 1　CH-31 床遺物出土状況

 2　土器出土状況

 3　シャチ形土製品

 4　土器出土状況

図版Ⅰ-35 1　CH-31 完掘

 2　HP-10 遺物とセクション

 3　HP-10 盛土セクション

 4　HP-9 セクション

 5　HP-9 遺物出土状況

図版Ⅰ-36 1　CH-27 床検出状況

 2　HS-1 検出状況

 3　HP-1 遺物出土状況

 4　CH-28（竪穴中央が地滑りで分断されて

 　 いる）

図版Ⅰ-37 1　CH-33 完掘

 2　CH-33 セクション

 3　HF-1 覆土

 4　土器出土状況

 5　土器出土状況

図版Ⅰ-38 1　CH-34 遺物出土状況

 2　土器出土状況

 3　土器出土状況

 4　土器出土状況

図版Ⅰ-39 1　CH-34 完掘

 2　土器出土状況

 3　床土器出土状況

 4　土器出土状況

 5　床土器出土状況

図版Ⅰ-40 1　CH-39 床遺物出土状況

 2　床土器出土状況

 3　床土器出土状況

図版Ⅰ-41 1　CH-39 完掘

 2　床土器出土状況

 3　HP-1 セクション

 4　HP-1 完掘

図版Ⅰ-42 1　CH-36 完掘

 2　CH-38 完掘

図版Ⅰ-43 1　CH-40 床検出状況

 2　HP-1 セクション

 3　CH-40内CP-92の炭化材と焼土

 4　CH-40 炭化材と焼土の検出状況

図版Ⅰ-44 1　CH-41 完掘

 2　CH-41 東西セクション

 3　遺物出土状況

 4　HP-1 遺物出土状況

 5　HP-2 セクション

図版Ⅰ-45 1　CH-43 完掘

 2　CH-43 石製品出土状況

 3　遺物出土状況

 4　CH-43 セクションと遺物

 5　土器出土状況

図版Ⅰ-46 1　CH-44 完掘

 2　CH-45 完掘

 3　CH-45 遺物出土状況

 4　CH-46 床遺物出土状況

 5　CH-46 炭化材・焼土

図版Ⅰ-47 1　CH-47 床遺物出土状況

 2　CH-47　HF-1と床の遺物出土状況

図版Ⅰ-48 1　CH-48 完掘

 2　CH-48HP-1と周辺の小ピット

 3　HF-1 セクションと埋甕

 4　遺物出土状況

図版Ⅰ-49 1　CH-49 完掘

 2　CH-49 床検出状況

 3　遺物出土状況

 4　HF-2 セクション

 5　HP-2 遺物出土状況

図版Ⅰ-50 1　CH-50 完掘

 2　HP-1～3 ほか完掘

 3　炭化材と焼土

 4　HF-2と土器

 5　床土器出土状況

図版Ⅰ-51 1　CH-52完掘

 2　床土器出土状況

 3　床土器出土状況

 4　床土器出土状況

 5　床土器出土状況

図版Ⅰ-52 1　CH-51（手前）・56（奥手）完掘

 2　床土器出土状況

 3　床土器出土状況

 4　覆土中位土器出土状況

 5　覆土土器出土状況

図版Ⅰ-53 1　CH-51・56 床検出状況

 2　HP-1 上面遺物出土状況

 3　HP-1 完掘

 4　床土器出土状況

 5　床土器出土状況

図版Ⅰ-54 1　CH-53 床面検出状況

 2　CH-53 遺物出土状況

図版Ⅰ-55 1　CH-54 完掘

 2　CH-54 床遺物出土状況

 3　CH-54HP-1・2とHF-1

 4　CH-53HF-1 セクション

 5　CH-54HP-1・2 セクション

図版Ⅰ-56 1　CH-57 完掘

 2　CH-57 床遺物出土状況

図版Ⅰ-57 1　CH-58 完掘（中央：CH-57と重複）

 2　CH-58 石棒出土状況

 3　CH-58 床土器出土状況

 4　CH-59 焼土群セクション

 5　CH-59 遺物出土状況

図版Ⅰ-58 1　CH-60 床遺物出土状況

 2　CH-61 床検出状況

 3　CH-61 セクション

図版Ⅰ-59 1　CH-62 完掘

 2　HP-29とHF-2 検出状況

 3　HF-2とHP-29 検出状況

 4　CH-62 床検出状況



 5　CH-62 セクション

図版Ⅰ-60 1　CH-63・65 完掘

 2　CH-64 完掘

図版Ⅰ-61 1　CH-66 完掘

 2　CH-66 床遺物出土状況

 3　CH-67・77・82 検出状況

 4　CH-67 埋甕セクション

 5　CH-67HP-3

図版Ⅰ-62 1　CH-68 完掘

 2　HF-1 検出状況

 3　HF-2（埋甕）検出状況

 4　床土器出土状況

 5　床土器出土状況

図版Ⅰ-63 1　CH-69 完掘

 2　HF-1 小礫出土状況

 3　HP-1 完掘

 4　HP-2、HF-1 完掘

 5　覆土1 炭化材出土状況

図版Ⅰ-64 1　CH-70 床検出状況（奥手CH-70、手前

  　CH-92）

 2　CH-70 HP-2（先端ピット）とHF-1 

  　検出状況

図版Ⅰ-65 1　CH-71 床検出状況

 2　CH-71 床遺物出土状況

 3　HF-1と土器検出状況

 4　HF-1（中央）とHF-2（左）

 5　HP-46（HF-1 下位）セクション

図版Ⅰ-66 1　CH-73 東側床検出状況

 2　CH-73 西側床遺物出土状況

 3　CH-77 完掘

 4　CH-77 床遺物出土状況

 5　CH-77 覆土遺物出土状況

図版Ⅰ-67 1　CH-74 完掘

 2　CH-74 床遺物出土状況

 3　HF-3 付近の土器出土状況

 4　HF-3（石囲い炉）と旧炉跡

 5　HP-44（旧炉址の下位）

図版Ⅰ-68 1　CH-75 完掘

 2　CH-79 完掘

図版Ⅰ-69 1　CH-78 完掘

 2　CH-78 セクションと遺物出土状況

図版Ⅰ-70 1　CH-82 完掘

 2　CH-82 セクション

 3　CH-82 覆土遺物出土状況

 4　CH-83 覆土の遺物

 5　CH-83HP-16 埋設土器

図版Ⅰ-71 1　CH-83 床面検出状況

 2　CH-83 炭化材と焼土粒検出状況

図版Ⅰ-72 1　CH-84 床検出状況

 2　CH-84 遺物出土状況

 3　CH-84 大礫群出土状況

 4　HP-52 埋設土器

 5　HF-1（右）とHF-2（左）

図版Ⅰ-73 1　CH-85 完掘

 2　CH-85HF-1 セクション

 3　HP-8 セクションと小礫（HF-1 下位）

図版Ⅰ-74 1　CH-86 完掘

 2　CH-86 床の炭化材と焼土

 3　CH-86 内の周溝

 4　CH-86 床土器出土状況

 5　CH-86 床土器出土状況

図版Ⅰ-75 1　CH-86 床の遺物出土状況

 2　CH-87 完掘

図版Ⅰ-76 1　CH-88 完掘

 2　CH-90 完掘

 3　CH-90HP-1（左）HP-10（右）埋設土器

図版Ⅰ-77 1　CH-89 完掘

 2　CH-89 床遺物出土状況

 3　CH-89HP-4・5・18（上から）埋設土器

図版Ⅰ-78 1　CH-92 完掘

 2　CH-92HF-1（手前）、HP-1（奥）検出状況

図版Ⅰ-79 1　CH-92 床遺物出土状況

 2　CH-91 遺物出土状況

図版Ⅰ-80 1　CP-8 検出状況

 2　CP-9 大礫検出状況

 3　CP-9 土器出土状況（大礫下位）

 4　CP-9 完掘

 5　CP-10 確認状況

 6　CP-10 セクション

図版Ⅰ-81 1　CP-11 検出状況

 2　CP-11 セクション

 3　CP-13（右）・14（中央）検出状況

 4　CP-14 セクション

 5　CP-14 完掘

 6　CP-13 セクション

図版Ⅰ-82 1　CP-18（左）・21（右）完掘

 2　CP-19 完掘

 3　CP-19 セクション

 4　CP-26 完掘

 5　CP-26 セクション

図版Ⅰ-83 1　CP-26～28・34・35 完掘

 2　CP-20 遺物出土状況

 3　CP-20 セクション

 4　CP-32 完掘

 5　CP-32 セクション

図版Ⅰ-84 1　CP-31 遺物出土状況（CH-6）

 2　CP-31 セクション（CH-6）

 3　CP-36 完掘

 4　CP-36 セクション

 5　CP-38 完掘

 6　CP-38 セクション

図版Ⅰ-85 1　CP-54 完掘

 2　CP-54 セクション

 3　CP-55 検出状況

 4　CP-55 セクション

 5　CP-55 壙底の遺物出土状況

 6　CP-55 完掘

図版Ⅰ-86 1　CP-43 ほか完掘



 2　CP-43 セクション

 3　CP-59 遺物出土状況

 4　CP-60 遺物出土状況

 5　CP-64 完掘

 6　CP-64 セクション

図版Ⅰ-87 1　CP-65 セクション

 2　CP-65 完掘

 3　CP-67 遺物出土状況

 4　CP-67 完掘

 5　CP-68 セクション

 6　CP-68 完掘

図版Ⅰ-88 1　CP-70 プラン検出状況

 2　CP-70 セクション

 3　CP-70 完掘

 4　CP-82 検出状況

 5　CP-82 セクション

 6　CP-82 完掘

図版Ⅰ-89 1　CP-77 完掘

 2　CP-77 内梯子痕？

 3　CP-77 遺物出土状況

 4　CP-77 セクション

 5　CP-87 遺物出土状況

 6　CP-87 セクション

図版Ⅰ-90 1　CP-88・89（CH-20・42 内） 完掘

 2　CP-92（CH-38 内）　焼土と遺物

 3　CP-94 完掘

 4　CP-94 セクション

 5　CP-95 完掘

 6　CP-95 セクション

図版Ⅰ-91 1　CP-96 遺物出土状況（CH-33 内）

 2　CP-96 完掘（CH-33 内）

 3　CP-101 遺物出土状況

 4　CP-101 完掘

 5　CP-102 検出状況

 6　CP-102 遺物出土状況

図版Ⅰ-92 1　CP-105 セクション

 2　CP-105 完掘

 3　CP-107 遺物出土状況

 4　CP-107 完掘

 5　CP-108 セクション

 6　CP-108 完掘

図版Ⅰ-93 1　CP-109 完掘

 2　CP-110 遺物出土状況

 3　CP-114 セクション

 4　CP-114・134 完掘

 5　CP-118 セクション

 6　CP-118 完掘

図版Ⅰ-94 1　CP-125 セクション

 2　CP-125 遺物出土状況

 3　CP-126 埋設土器出土状況

 4　CP-126 完掘

 5　CP-127・129 セクション

 6　CP-127・129 完掘

図版Ⅰ-95 1　CP-130 セクション

 2　CP-130 完掘

 3　CP-131 セクション

 4　CP-131 完掘

 5　CP-134 セクション

 6　CP-134 完掘

図版Ⅰ-96 1　CP-136 完掘

 2　HP-1 セクション

 3　CP-154（左）・155（右）完掘

 4　CP-154 セクション

 5　CP-155 セクション

図版Ⅰ-97 1　CP-159 セクション

 2　CP-159 遺物出土状況

 3　CP-160 セクション

 4　CP-160 遺物出土状況

 5　CP-162 セクション

 6　CP-162 完掘

図版Ⅰ-98 1　CP-163 セクション

 2　CP-163 遺物出土状況

 3　CP-165 セクション

 4　CP-165 完掘

 5　CP-166 完掘

図版Ⅰ-99 1　CP-171 完掘

 2　CP-171 遺物出土状況

 3　CP-176 セクション

 4　CP-176 遺物出土状況

 5　CP-181 セクション

 6　CP-181 完掘

図版Ⅰ-100 1　CP-185の上位で検出された礫集中

 2　CP-185 セクション

 3　CP-185 完掘

図版Ⅰ-101  1　CP-188 焼土と遺物の検出状況

 2　CP-185 セクション

 3　CP-188 完掘

図版Ⅰ-102 1　CP-189 確認面

 2　CP-189 遺物出土状況

 3　CP-189（上位）完掘

 4　CP-207（下位）完掘

 5　CP-191 セクション

 6　CP-191 完掘

図版Ⅰ-103 1　CP-193 セクション

 2　CP-193 完掘

 3　CP-201 セクション

 4　CP-201 完掘

 5　CP-202 セクション

 6　CP-202 セクション

図版Ⅰ-104 1　CP-205 セクション

 2　CP-205 完掘

 3　CP-206 遺物出土状況

 4　CF-135（下位にCP-206）

 5　CP-206 セクション

 6　CP-206 完掘

図版Ⅰ-105 1　CP-212 完掘

 2　CP-216 完掘

 3　CP-230 セクション



 4　CP-230 完掘

 5　CP-231 セクション

 6　CP-231 完掘

図版Ⅰ-106 1　CP-232 セクション

 2　CP-232 完掘

 3　CP-237 完掘

 4　CP-238 完掘

 5　CP-244 セクション

 6　CP-244 完掘

図版Ⅰ-107 1　CP-256 セクション

 2　CP-256 完掘

 3　CP-263 セクション

 4　CP-263 完掘

 5　CP-264 セクション

 6　CP-264 完掘

図版Ⅰ-108 1　CP-265 セクション

 2　CP-265 完掘

 3　CP-270 セクション

 4　CP-270 完掘

 5　CP-268（右）・271（左）完掘

 6　CP-272 完掘

図版Ⅰ-109 1　CF-17・18（手前） 検出状況

 2　CF-21（CH-4覆土内） 検出状況

 3　CF-19（CH-2覆土2層） 検出状況

 4　CF-19 セクション

 5　CF-25（CP-14 上位） 検出状況

 6　CF-41 検出状況

図版Ⅰ-110 1　CF-36 検出状況

 2　CF-36 セクション

 3　CF-63 検出状況

 4　CF-74 検出状況

 5　CF-71 検出状況

 6　CF-71 セクション

図版Ⅰ-111 1　CF-77 検出状況

 2　CF-95 セクション

 3　CF-89 検出状況

 4　CF-89 セクション

 5　CF-125 セクション

 6　CF-127とCS-6 検出状況

図版Ⅰ-112 1　CF-131（右）とCS-8（左）

 2　CF-132 検出状況

 3　CF-146 遺物出土状況

 4　CF-152（CH-92内） 検出状況

 5　CF-152 セクション

 6　CF-161 検出状況

図版Ⅰ-113 1　CF-156（手前）・157（奥手） 検出状況

 2　CFC-1 検出状況

 3　CFC-2 検出状況

 4　CS-4 検出状況

 5　CS-7 検出状況

図版Ⅰ-114 1　CS-9 検出状況

 2　CS-11 検出状況

 3　包含層土偶出土状況

 4　包含層大珠出土状況

 5　包含層土製品出土状況

 6　包含層永楽通宝出土状況

図版Ⅰ-115 1　柱穴状小ピット群検出状況

 2　基本土層（J-73～74ライン）

図版Ⅰ-116 1　平成19年度　完掘

 2　平成20年度　完掘



写真図版Ⅰ



　1　CH-82�完掘� 西から

　4　CH-83�覆土の遺物� 南西から 　5　CH-83HP-16�埋設土器� 西から

　2　CH-82�セクション� 南から 　3　CH-82�覆土遺物出土状況� 南東から

図版Ⅰ-70    



　1　CH-83�床面検出状況� 西から

　2　CH-83�炭化材と焼土粒検出状況� 南から
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　1　CH-84�床検出状況� 東から

　4　HP-52�埋設土器� 東から 　5　HF-1 （右） と HF-2 （左）� 南から

　2　CH-84�遺物出土状況� 北から 　3　CH-84�大礫群出土状況� 北東から
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　1　CH-85�完掘� 北東から

　2　CH-85HF-1�セクション� 西から 　3　HP-8�セクションと小礫 （HF-1�下位）�北西から
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　1　CH-86�完掘� 南から

　4　CH-86�床土器出土状況� 南東から 　5　CH-86�床土器出土状況� 南西から

　2　CH-86�床の炭化材と焼土� 東から 　3　CH-86�内の周溝�� 北西から
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　1　CH-86�床の遺物出土状況� 南東から

　2　CH-87�完掘� 北東から
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　3　CH-90HP-1 （左） HP-10 （右） 埋設土器� 北から

　2　CH-90�完掘� 北西から

　1　CH-88�完掘� 北東から
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　3　CH-89HP-4 ・ 5 ・ 18 （上から） 埋設土器� 南から

　2　CH-89�床遺物出土状況� 西から

　1　CH-89�完掘� 西から
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　1　CH-92�完掘� 北西から

　2　CH-92HF-1 （手前）、 HP-1 （奥） 検出状況� 西から
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　1　CH-92�床遺物出土状況� 北西から

　2　CH-91�遺物出土状況� 北西から
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　5　CP-10�確認状況　� 北から 　6　CP-10�セクション� 北から　

　3　CP-9�土器出土状況 （大礫下位）� 南西から 　4　CP-9�完掘� 北から

　1　CP-8�検出状況� 南西から 　2　CP-9�大礫検出状況� 南から

図版Ⅰ-80    



　5　CP-14�完掘� 南西から 　6　CP-13�セクション� 北西から

　3　CP-13 （右） ・ 14 （中央） 検出状況� 北から 　4　CP-14�セクション� 南から

　1　CP-11�検出状況� 南から 　2　CP-11�セクション� 南から
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　4　CP-26�完掘� 南から 　5　CP-26�セクション� 南から

　2　CP-19�完掘� 南から 　3　CP-19�セクション� 南から

　1　CP-18 （左） ・ 21 （右） 完掘� 西から
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　4　CP-32�完掘� 南から 　5　CP-32�セクション� 南から

　2　CP-20�遺物出土状況� 南東から 　3　CP-20�セクション� 東から

　1　CP-26�～�28 ・ 34 ・ 35�完掘� 南から
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　5　CP-38�完掘� 西から 　6　CP-38�セクション� 南西から

　3　CP-36�完掘� 南西から 　4　CP-36�セクション� 南西から

　1　CP-31�遺物出土状況 （CH-6）� 南東から 　2　CP-31�セクション （CH-6）� 南から
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　5　CP-55�壙底の遺物出土状況� 北から 　6　CP-55�完掘� 北西から

　3　CP-55�検出状況� 南から 　4　CP-55�セクション� 北から

　1　CP-54�完掘� 北から 　2　CP-54�セクション� 南東から
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　5　CP-64�完掘� 北西から 　6　CP-64�セクション� 東から

　3　CP-59�遺物出土状況� 南東から 　4　CP-60�遺物出土状況� 南西から

　1　CP-43�ほか完掘� 南から 　2　CP-43�セクション� 南から
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　5　CP-68�セクション� 南から 　6　CP-68�完掘� 南から

　3　CP-67�遺物出土状況� 東から 　4　CP-67�完掘� 東から

　1　CP-65�セクション� 南から 　2　CP-65�完掘� 南から

図版Ⅰ-87    



　4　CP-82�検出状況� 南西から 　5　CP-82�セクション� 南西から 　6　CP-82�完掘� 南西から

　2　CP-70�セクション� 東から 　3　CP-70�完掘� 東から

　1　CP-70�プラン検出状況� 西から
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　5　CP-87�遺物出土状況� 北西から

　3　CP-77�遺物出土状況� 南から

　6　CP-87�セクション� 北東から

　4　CP-77�セクション� 南西から

　1　CP-77�完掘� 南から 　2　CP-77�内梯子痕？� 南から
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　5　CP-95�完掘　� 西から

　3　CP-94�完掘� 東から

　6　CP-95�セクション� 西から

　4　CP-94�セクション� 南から

　１　CP-88 ・ 89 （CH-20 ・ 42�内）　完掘�南西から 　2　CP-92 （CH-38�内）　焼土と遺物� 西から
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　5　CP-102�検出状況� 南から 　6　CP-102�遺物出土状況� 南から

　3　CP-101�遺物出土状況� 南から 　4　CP-101�完掘� 南から

　1　CP-96�遺物出土状況 （CH-33�内）�南西から 　2　CP-96�完掘 （CH-33�内）� 西から
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　5　CP-108�セクション� 東から 　6　CP-108�完掘� 西から

　3　CP-107�遺物出土状況� 北西から 　4　CP-107�完掘� 北西から

　1　CP-105�セクション� 南から 　2　CP-105�完掘� 南から
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　5　CP-118�セクション� 南東から 　6　CP-118�完掘� 南東から

　3　CP-114�セクション� 南から 　4　CP-114 ・ 134�完掘� 南西から

　1　CP-109�完掘� 南東から 　2　CP-110�遺物出土状況� 南東から
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　5　CP-127 ・ 129�セクション� 南東から

　6　CP-127 ・ 129�完掘� 南東から

　3　CP-126�埋設土器出土状況� 西から 　4　CP-126�完掘� 西から

　1　CP-125�セクション� 北東から 　2　CP-125�遺物出土状況� 南西から
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　5　CP-134�セクション� 南西から 　6　CP-134�完掘� 南西から

　3　CP-131�セクション� 南から 　4　CP-131�完掘� 南から

　1　CP-130�セクション� 南から 　2　CP-130�完掘� 南西から
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　4　CP-154�セクション� 北西から 　5　CP-155�セクション� 北西から

　3　CP-154 （左） ・ 155 （右） 完掘� 南東から

　1　CP-136�完掘� 南西から

　2　HP-1�セクション� 南西から

図版Ⅰ-96    



　5　CP-162�セクション� 西から 　6　CP-162�完掘� 北から

　3　CP-160�セクション� 北西から 　4　CP-160�遺物出土状況� 北から

　1　CP-159�セクション� 南東から 　2　CP-159�遺物出土状況� 南西から
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　5　CP-166�完掘� 東から

　3　CP-165�セクション� 北東から 　4　CP-165�完掘� 北西から

　1　CP-163�セクション� 南西から 　2　CP-163�遺物出土状況� 北西から
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　5　CP-181�セクション� 南から 　6　CP-181�完掘� 東から

　3　CP-176�セクション� 北西から 　4　CP-176�遺物出土状況� 北東から

　1　CP-171�完掘� 南から 　2　CP-171�遺物出土状況� 北から
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　3　CP-185�完掘� 北から

　2　CP-185�セクション� 南から

　1　CP-185�の上位で検出された礫集中� 南から
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　3　CP-188�完掘� 南から

　2　CP-185�セクション� 西から

　1　CP-188�焼土と遺物の検出状況� 北東から
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　5　CP-191�セクション� 東から 　6　CP-191�完掘� 東から

　3　CP-189 （上位） 完掘� 西から 　4　CP-207 （下位） 完掘� 北東から

　1　CP-189�確認面� 南から 　2　CP-189�遺物出土状況� 南から
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　5　CP-202�セクション� 東から 　6　CP-202�セクション� 東から

　3　CP-201�セクション� 東から 　4　CP-201�完掘� 南から

　1　CP-193�セクション� 北から 　2　CP-193�完掘� 西から
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　5　CP-206�セクション� 南から 　6　CP-206�完掘� 南から

　3　CP-206�遺物出土状況� 南から 　4　CF-135 （下位に CP-206）� 南から

　1　CP-205�セクション� 東から 　2　CP-205�完掘� 東から
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　5　CP-231�セクション� 東から 　6　CP-231�完掘� 南から

　3　CP-230�セクション� 北西から 　4　CP-230�完掘� 北から

　1　CP-212�完掘� 北西から 　2　CP-216�完掘� 北から
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　5　CP-244�セクション� 南東から 　6　CP-244�完掘� 北西から

　3　CP-237�完掘� 南東から 　4　CP-238�完掘� 東から

　1　CP-232�セクション� 北から 　2　CP-232�完掘� 南西から
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　5　CP-264�セクション� 南西から 　6　CP-264�完掘� 南東から

　3　CP-263�セクション� 南から 　4　CP-263�完掘� 南から

　1　CP-256�セクション� 南から 　2　CP-256�完掘� 南から
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　5　CP-268 （右） ・ 271 （左） 完掘� 南から 　6　CP-272�完掘� 北東から

　3　CP-270�セクション� 南西から 　4　CP-270�完掘� 南東から

　1　CP-265�セクション� 南西から 　2　CP-265�完掘� 南から
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　5　CF-25 （CP-14�上位）�検出状況� 北から 　6　CF-41�検出状況� 南から

　3　CF-19 （CH-2 覆土 2層）�検出状況� 西から 　4　CF-19�セクション� 西から

　1　CF-17 ・ 18 （手前）�検出状況� 北東から 　2　CF-21 （CH-4�覆土内）�検出状況� 北から

図版Ⅰ-109    



　5　CF-71�検出状況� 南から 　6　CF-71�セクション� 南西から

　3　CF-63�検出状況� 北東から 　4　CF-74�検出状況� 北西から

　1　CF-36�検出状況� 南から 　2　CF-36�セクション� 西から

図版Ⅰ-110    



　5　CF-125�セクション� 南から 　6　CF-127 と CS-6�検出状況� 南西から

　3　CF-89�検出状況� 東から 　4　CF-89�セクション� 東から

　1　CF-77�検出状況� 南西から 　2　CF-95�セクション� 南西から
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　5　CF-152�セクション� 北から 　6　CF-161�検出状況� 南から

　3　CF-146�遺物出土状況� 東から 　4　CF-152 （CH-92 内）�検出状況� 北から

　1　CF-131 （右） と CS-8 （左）� 北西から 　2　CF-132�検出状況� 南東から
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　4　CS-4�検出状況� 南から 　5　CS-7�検出状況� 北西から

　2　CFC-1�検出状況� 南西から 　3　CFC-2�検出状況� 北から

　1　CF-156 （手前） ・ 157 （奥手）�検出状況� 南から
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　5　包含層土製品出土状況� 南から 　6　包含層永楽通宝出土状況� 南から

　3　包含層土偶出土状況� 東から 　4　包含層大珠出土状況� 西から

　1　CS-9�検出状況� 西から 　2　CS-11�検出状況� 北西から
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　1　柱穴状小ピット群検出状況� 北西から

　2　基本土層 （J-73 ～ 74 ライン）� 西から
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　1　平成 19 年度　完掘　�� 北西から

　2　平成 20 年度　完掘　　� 南から

図版Ⅰ-116    
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	2　HP-1 遺物出土状況
	3　HS-1 検出状況
	4　床土器出土状況
	5　石製品出土状況

	図版Ⅰ-26
	1　CH-25 床遺物出土状況
	2　CH-25 セクション

	図版Ⅰ-27
	1　CH-25 完掘
	2　HP-1 遺物出土状況
	3　床土器出土状況
	4　床土製品出土状況

	図版Ⅰ-28
	1　CH-26 床遺物出土状況
	2　床土器出土状況
	3　床土器出土状況

	図版Ⅰ-29
	1　CH-26 完掘（奥手はCH-25）
	2　床土器出土状況
	3　床土器出土状況

	図版Ⅰ-30
	1　CH-29 床検出状況
	2　CH-29 セクション

	図版Ⅰ-31
	1　CH-29 完掘
	2　先端部のピット群
	3　HF-1 検出状況

	図版Ⅰ-32
	1　CH-30 遺物出土状況
	2　床土器出土状況
	3　床土器出土状況
	4　床土器出土状況
	5　床土器出土状況

	図版Ⅰ-33
	1　CH-30 完掘（奥手はCH-40）
	2　HS-1 検出状況
	3　HP-1 セクションと遺物出土状況

	図版Ⅰ-34
	1　CH-31 床遺物出土状況
	2　土器出土状況
	3　シャチ形土製品
	4　土器出土状況

	図版Ⅰ-35
	1　CH-31 完掘
	2　HP-10 遺物とセクション
	3　HP-10 盛土セクション
	4　HP-9 セクション
	5　HP-9 遺物出土状況

	図版Ⅰ-36
	1　CH-27 床検出状況
	2　HS-1 検出状況
	3　HP-1 遺物出土状況
	4　CH-28（竪穴中央が地滑りで分断されている）

	図版Ⅰ-37
	1　CH-33 完掘
	2　CH-33 セクション
	3　HF-1 覆土
	4　土器出土状況
	5　土器出土状況

	図版Ⅰ-38
	1　CH-34 遺物出土状況
	2　土器出土状況
	3　土器出土状況
	4　土器出土状況

	図版Ⅰ-39
	1　CH-34 完掘
	2　土器出土状況
	3　床土器出土状況
	4　土器出土状況
	5　床土器出土状況

	図版Ⅰ-40
	1　CH-39 床遺物出土状況
	2　床土器出土状況
	3　床土器出土状況

	図版Ⅰ-41
	1　CH-39 完掘
	2　床土器出土状況
	3　HP-1 セクション
	4　HP-1 完掘

	図版Ⅰ-42
	1　CH-36 完掘
	2　CH-38 完掘

	図版Ⅰ-43
	1　CH-40 床検出状況
	2　HP-1 セクション
	3　CH-40内CP-92の炭化材と焼土
	4　CH-40 炭化材と焼土の検出状況

	図版Ⅰ-44
	1　CH-41 完掘
	2　CH-41 東西セクション
	3　遺物出土状況
	4　HP-1 遺物出土状況
	5　HP-2 セクション

	図版Ⅰ-45
	1　CH-43 完掘
	2　CH-43 石製品出土状況
	3　遺物出土状況
	4　CH-43 セクションと遺物
	5　土器出土状況

	図版Ⅰ-46
	1　CH-44 完掘
	2　CH-45 完掘
	3　CH-45 遺物出土状況
	4　CH-46 床遺物出土状況
	5　CH-46 炭化材・焼土

	図版Ⅰ-47
	1　CH-47 床遺物出土状況
	2　CH-47　HF-1と床の遺物出土状況

	図版Ⅰ-48
	1　CH-48 完掘
	2　CH-48HP-1と周辺の小ピット
	3　HF-1 セクションと埋甕
	4　遺物出土状況

	図版Ⅰ-49
	1　CH-49 完掘
	2　CH-49 床検出状況
	3　遺物出土状況
	4　HF-2 セクション
	5　HP-2 遺物出土状況

	図版Ⅰ-50
	1　CH-50 完掘
	2　HP-1～3 ほか完掘
	3　炭化材と焼土
	4　HF-2と土器
	5　床土器出土状況

	図版Ⅰ-51
	1　CH-52完掘
	2　床土器出土状況
	3　床土器出土状況
	4　床土器出土状況
	5　床土器出土状況

	図版Ⅰ-52
	1　CH-51（手前）・56（奥手）完掘
	2　床土器出土状況
	3　床土器出土状況
	4　覆土中位土器出土状況
	5　覆土土器出土状況

	図版Ⅰ-53
	1　CH-51・56 床検出状況
	2　HP-1 上面遺物出土状況
	3　HP-1 完掘
	4　床土器出土状況
	5　床土器出土状況

	図版Ⅰ-54
	1　CH-53 床面検出状況
	2　CH-53 遺物出土状況

	図版Ⅰ-55
	1　CH-54 完掘
	2　CH-54 床遺物出土状況
	3　CH-54HP-1・2とHF-1
	4　CH-53HF-1 セクション
	5　CH-54HP-1・2 セクション

	図版Ⅰ-56
	1　CH-57 完掘
	2　CH-57 床遺物出土状況

	図版Ⅰ-57
	1　CH-58 完掘（中央：CH-57と重複）
	2　CH-58 石棒出土状況
	3　CH-58 床土器出土状況
	4　CH-59 焼土群セクション
	5　CH-59 遺物出土状況

	図版Ⅰ-58
	1　CH-60 床遺物出土状況
	2　CH-61 床検出状況
	3　CH-61 セクション

	図版Ⅰ-59
	1　CH-62 完掘
	2　HP-29とHF-2 検出状況
	3　HF-2とHP-29 検出状況
	4　CH-62 床検出状況
	5　CH-62 セクション

	図版Ⅰ-60
	1　CH-63・65 完掘
	2　CH-64 完掘

	図版Ⅰ-61
	1　CH-66 完掘
	2　CH-66 床遺物出土状況
	3　CH-67・77・82 検出状況
	4　CH-67 埋甕セクション
	5　CH-67HP-3

	図版Ⅰ-62
	1　CH-68 完掘
	2　HF-1 検出状況
	3　HF-2（埋甕）検出状況
	4　床土器出土状況
	5　床土器出土状況

	図版Ⅰ-63
	1　CH-69 完掘
	2　HF-1 小礫出土状況
	3　HP-1 完掘
	4　HP-2、HF-1 完掘
	5　覆土1 炭化材出土状況

	図版Ⅰ-64
	1　CH-70 床検出状況（奥手CH-70、手前CH-92）
	2　CH-70 HP-2 （先端ピット） とHF-1 検出状況

	図版Ⅰ-65
	1　CH-71 床検出状況
	2　CH-71 床遺物出土状況
	3　HF-1と土器検出状況
	4　HF-1（中央）とHF-2（左）
	5　HP-46（HF-1 下位）セクション

	図版Ⅰ-66
	1　CH-73 東側床検出状況
	2　CH-73 西側床遺物出土状況
	3　CH-77 完掘
	4　CH-77 床遺物出土状況
	5　CH-77 覆土遺物出土状況

	図版Ⅰ-67
	1　CH-74 完掘
	2　CH-74 床遺物出土状況
	3　HF-3 付近の土器出土状況
	4　HF-3（石囲い炉）と旧炉跡
	5　HP-44（旧炉址の下位）

	図版Ⅰ-68
	1　CH-75 完掘
	2　CH-79 完掘

	図版Ⅰ-69
	1　CH-78 完掘
	2　CH-78 セクションと遺物出土状況

	図版Ⅰ-70
	1　CH-82 完掘
	2　CH-82 セクション
	3　CH-82 覆土遺物出土状況
	4　CH-83 覆土の遺物
	5　CH-83HP-16 埋設土器

	図版Ⅰ-71
	1　CH-83 床面検出状況
	2　CH-83 炭化材と焼土粒検出状況

	図版Ⅰ-72
	1　CH-84 床検出状況
	2　CH-84 遺物出土状況
	3　CH-84 大礫群出土状況
	4　HP-52 埋設土器
	5　HF-1（右）とHF-2（左）

	図版Ⅰ-73
	1　CH-85 完掘
	2　CH-85HF-1 セクション
	3　HP-8 セクションと小礫（HF-1 下位）

	図版Ⅰ-74
	1　CH-86 完掘
	2　CH-86 床の炭化材と焼土
	3　CH-86 内の周溝
	4　CH-86 床土器出土状況
	5　CH-86 床土器出土状況

	図版Ⅰ-75
	1　CH-86 床の遺物出土状況
	2　CH-87 完掘

	図版Ⅰ-76
	1　CH-88 完掘
	2　CH-90 完掘
	3　CH-90HP-1（左）HP-10（右）埋設土器

	図版Ⅰ-77
	1　CH-89 完掘
	2　CH-89 床遺物出土状況
	3　CH-89HP-4・5・18（上から）埋設土器

	図版Ⅰ-78
	1　CH-92 完掘
	2　CH-92HF-1（手前）、HP-1（奥）検出状況

	図版Ⅰ-79
	1　CH-92 床遺物出土状況
	2　CH-91 遺物出土状況

	図版Ⅰ-80
	1　CP-8 検出状況
	2　CP-9 大礫検出状況
	3　CP-9 土器出土状況（大礫下位）
	4　CP-9 完掘
	5　CP-10 確認状況
	6　CP-10 セクション

	図版Ⅰ-81
	1　CP-11 検出状況
	2　CP-11 セクション
	3　CP-13（右）・14（中央）検出状況
	4　CP-14 セクション
	5　CP-14 完掘
	6　CP-13 セクション

	図版Ⅰ-82
	1　CP-18（左）・21（右）完掘
	2　CP-19 完掘
	3　CP-19 セクション
	4　CP-26 完掘
	5　CP-26 セクション

	図版Ⅰ-83
	1　CP-26～28・34・35 完掘
	2　CP-20 遺物出土状況
	3　CP-20 セクション
	4　CP-32 完掘
	5　CP-32 セクション

	図版Ⅰ-84
	1　CP-31 遺物出土状況（CH-6）
	2　CP-31 セクション（CH-6）
	3　CP-36 完掘
	4　CP-36 セクション
	5　CP-38 完掘
	6　CP-38 セクション

	図版Ⅰ-85
	1　CP-54 完掘
	2　CP-54 セクション
	3　CP-55 検出状況
	4　CP-55 セクション
	5　CP-55 壙底の遺物出土状況
	6　CP-55 完掘

	図版Ⅰ-86
	1　CP-43 ほか完掘
	2　CP-43 セクション
	3　CP-59 遺物出土状況
	4　CP-60 遺物出土状況
	5　CP-64 完掘
	6　CP-64 セクション

	図版Ⅰ-87
	1　CP-65 セクション
	2　CP-65 完掘
	3　CP-67 遺物出土状況
	4　CP-67 完掘
	5　CP-68 セクション
	6　CP-68 完掘

	図版Ⅰ-88
	1　CP-70 プラン検出状況
	2　CP-70 セクション
	3　CP-70 完掘
	4　CP-82 検出状況
	5　CP-82 セクション
	6　CP-82 完掘

	図版Ⅰ-89
	1　CP-77 完掘
	2　CP-77 内梯子痕？
	3　CP-77 遺物出土状況
	4　CP-77 セクション
	5　CP-87 遺物出土状況
	6　CP-87 セクション

	図版Ⅰ-90
	1　CP-88・89（CH-20・42 内） 完掘
	2　CP-92（CH-38 内）　焼土と遺物
	3　CP-94 完掘
	4　CP-94 セクション
	5　CP-95 完掘
	6　CP-95 セクション

	図版Ⅰ-91
	1　CP-96 遺物出土状況（CH-33 内）
	2　CP-96 完掘（CH-33 内）
	3　CP-101 遺物出土状況
	4　CP-101 完掘
	5　CP-102 検出状況
	6　CP-102 遺物出土状況

	図版Ⅰ-92
	1　CP-105 セクション
	2　CP-105 完掘
	3　CP-107 遺物出土状況
	4　CP-107 完掘
	5　CP-108 セクション
	6　CP-108 完掘

	図版Ⅰ-93
	1　CP-109 完掘
	2　CP-110 遺物出土状況
	3　CP-114 セクション
	4　CP-114・134 完掘
	5　CP-118 セクション
	6　CP-118 完掘

	図版Ⅰ-94
	1　CP-125 セクション
	2　CP-125 遺物出土状況
	3　CP-126 埋設土器出土状況
	4　CP-126 完掘
	5　CP-127・129 セクション
	6　CP-127・129 完掘

	図版Ⅰ-95
	1　CP-130 セクション
	2　CP-130 完掘
	3　CP-131 セクション
	4　CP-131 完掘
	5　CP-134 セクション
	6　CP-134 完掘

	図版Ⅰ-96
	1　CP-136 完掘
	2　HP-1 セクション
	3　CP-154（左）・155（右）完掘
	4　CP-154 セクション
	5　CP-155 セクション

	図版Ⅰ-97
	1　CP-159 セクション
	2　CP-159 遺物出土状況
	3　CP-160 セクション
	4　CP-160 遺物出土状況
	5　CP-162 セクション
	6　CP-162 完掘

	図版Ⅰ-98
	1　CP-163 セクション
	2　CP-163 遺物出土状況
	3　CP-165 セクション
	4　CP-165 完掘
	5　CP-166 完掘

	図版Ⅰ-99
	1　CP-171 完掘
	2　CP-171 遺物出土状況
	3　CP-176 セクション
	4　CP-176 遺物出土状況
	5　CP-181 セクション
	6　CP-181 完掘

	図版Ⅰ-100
	1　CP-185の上位で検出された礫集中
	2　CP-185 セクション
	3　CP-185 完掘

	図版Ⅰ-101
	1　CP-188 焼土と遺物の検出状況
	2　CP-185 セクション
	3　CP-188 完掘

	図版Ⅰ-102
	1　CP-189 確認面
	2　CP-189 遺物出土状況
	3　CP-189（上位）完掘
	4　CP-207（下位）完掘
	5　CP-191 セクション
	6　CP-191 完掘

	図版Ⅰ-103
	1　CP-193 セクション
	2　CP-193 完掘
	3　CP-201 セクション
	4　CP-201 完掘
	5　CP-202 セクション
	6　CP-202 セクション

	図版Ⅰ-104
	1　CP-205 セクション
	2　CP-205 完掘
	3　CP-206 遺物出土状況
	4　CF-135（下位にCP-206）
	5　CP-206 セクション
	6　CP-206 完掘

	図版Ⅰ-105
	1　CP-212 完掘
	2　CP-216 完掘
	3　CP-230 セクション
	4　CP-230 完掘
	5　CP-231 セクション
	6　CP-231 完掘

	図版Ⅰ-106
	1　CP-232 セクション
	2　CP-232 完掘
	3　CP-237 完掘
	4　CP-238 完掘
	5　CP-244 セクション
	6　CP-244 完掘

	図版Ⅰ-107
	1　CP-256 セクション
	2　CP-256 完掘
	3　CP-263 セクション
	4　CP-263 完掘
	5　CP-264 セクション
	6　CP-264 完掘

	図版Ⅰ-108
	1　CP-265 セクション
	2　CP-265 完掘
	3　CP-270 セクション
	4　CP-270 完掘
	5　CP-268（右）・271（左）完掘
	6　CP-272 完掘

	図版Ⅰ-109
	1　CF-17・18（手前） 検出状況
	2　CF-21（CH-4覆土内） 検出状況
	3　CF-19（CH-2覆土2層） 検出状況
	4　CF-19 セクション
	5　CF-25（CP-14 上位） 検出状況
	6　CF-41 検出状況

	図版Ⅰ-110
	1　CF-36 検出状況
	2　CF-36 セクション
	3　CF-63 検出状況
	4　CF-74 検出状況
	5　CF-71 検出状況
	6　CF-71 セクション

	図版Ⅰ-111
	1　CF-77 検出状況
	2　CF-95 セクション
	3　CF-89 検出状況
	4　CF-89 セクション
	5　CF-125 セクション
	6　CF-127とCS-6 検出状況

	図版Ⅰ-112
	1　CF-131（右）とCS-8（左）
	2　CF-132 検出状況
	3　CF-146 遺物出土状況
	4　CF-152（CH-92内） 検出状況
	5　CF-152 セクション
	6　CF-161 検出状況

	図版Ⅰ-113
	1　CF-156（手前）・157（奥手） 検出状況
	2　CFC-1 検出状況
	3　CFC-2 検出状況
	4　CS-4 検出状況
	5　CS-7 検出状況

	図版Ⅰ-114
	1　CS-9 検出状況
	2　CS-11 検出状況
	3　包含層土偶出土状況
	4　包含層大珠出土状況
	5　包含層土製品出土状況
	6　包含層永楽通宝出土状況

	図版Ⅰ-115
	1　柱穴状小ピット群検出状況
	2　基本土層（J-73～74ライン）

	図版Ⅰ-116
	1　平成19年度　完掘
	2　平成20年度　完掘




