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図版334　盛土・包含層出土石器（11）スクレイパー

図版335　盛土・包含層出土石器（12）スクレイパー

図版336　盛土・包含層出土石器（13）スクレイパー・石核

図版337　盛土・包含層出土石器（14）石核

図版338　盛土・包含層出土石器（15）石核

図版339　盛土・包含層出土石器（16）両面調整石器

図版340　盛土・包含層出土石器（17）両面調整石器・石斧

図版341　盛土・包含層出土石器（18）石斧

図版342　盛土・包含層出土石器（19）たたき石・すり石・扁平

　　　　　打製石器

図版343　盛土・包含層出土石器（20）扁平打製石器

図版344　盛土・包含層出土石器（21）扁平打製石器

図版345　盛土・包含層出土石器（22）扁平打製石器・北海道式

　　　　　石冠

図版346　盛土・包含層出土石器（23）北海道式石冠・石鋸

図版347　盛土・包含層出土石器（24）石鋸・石錘・砥石

図版348　盛土・包含層出土石器（25）石皿

図版349　盛土・包含層出土石器（26）石皿・石製品

図版350　盛土・包含層出土石器（27）石製品

図版351　盛土・包含層出土石器（28）石製品

図版352　盛土・包含層出土石器（29）石製品・骨角器・両面調

　　　　　整石器459接合資料



写　真　図　版



図版 1

遺跡の位置（左奥：函館山、右奥：下北半島　西から）

調査前の状況（東から）

調査状況



図版 2

盛土の調査状況（北から）

盛土の調査状況（北西から）

盛土の調査状況



図版 3

竪穴住居跡の調査状況（東から）

竪穴住居跡の調査状況（北東から）

竪穴住居跡の調査状況



図版 4

遺跡遠景（奥は函館山　空撮）

調査状況（空撮）

遺跡遠景



図版 5

基本土層　Q・R-63 ～ 65 区（東から）

基本土層　Q・R-51 区（南西から）

基本土層　Q・R-49 区（南から）

基本土層



図版 6

検出状況（北西から）

調査状況

セクション（南西から）

セクション（西から）

H18（1）



図版 7

HP-7

HP-26

HP-2

HP-34

遺物出土状況

遺物出土状況

調査状況（北西から）

H18（2）



図版 8

検出状況（町道の法面　西から）

セクション（北から）

HP-4 HP-8 HF-1

土器出土状況遺物出土状況（北西から）

H19



図版 9

HP-12

HP-8

HP-3

調査状況（南東から）

セクション（東から）

柱穴検出状況（西から）

H20



図版 10

セクション（東から）

セクション（南から）

HP-3

HP-14

完掘（東から）

H21



図版 11

検出状況（西から） セクション（北から）

セクション（東から）セクション（東から）

HP-1 HP-8

HP-6・7

HP-2・3柱穴検出状況（北から）

H22



図版 12

セクション（南東から）

セクション（北東から）

HP-6

HF-1

完掘（南から）

H23



図版 13

炭化材出土状況

遺物出土状況（南から）

セクション（南西から） セクション（東から）

HP-1

HP-3

HF-1

H24



図版 14

セクション（北西から）

HF-1

HP-2

HP-3

完掘（北西から）

H25



図版 15

遺物出土状況（西から）

完掘（北西から）HP-2

HP-1

セクション（西から） セクション（北東から）

H26



図版 16

セクション（北から）

HF-1 遺物出土状況

遺物出土状況（北西から） HP-1

H27



図版 17

遺物出土状況（南から）

遺物出土状況（北西から） セクション（南東から）

遺物出土状況（南から） HF-1

H28



図版 18

セクション（南東から）

セクション（西から） セクション（東から）

調査状況（北東から）

H29（1）



図版 19

HP-25・26・27

HP-13・14 HP-10

HP-19

完掘（東から）

H29（2）



図版 20

セクション（南から）

HP-1 HP-3 HP-4

HF-1

遺物出土状況（南西から）

H30



図版 21

HP-2

HF-1

完掘（北東から）

セクション（西から）

セクション（南から）

H31



図版 22

セクション（南西から）

完掘（南西から）

HP-1 HP-3 HF-1

H32



図版 23

セクション（南西から）

完掘（北東から）

HP-5 HF-1

H33



図版 24

H34

検出状況（西から）

セクション（西から）

完掘（西から）

HP-2

HP-5

HP-34



図版 25

H35

検出状況（北から）

セクション（東から）

完掘（南から）

HP-4

HP-7

HP-8



図版 26

セクション（東から） セクション（北から）

遺物出土状況（南から）

HP-2

HP-3

柱穴検出状況（南から）

H36



図版 27

H37 セクション H37・HP-1

H37 遺物出土状況H37・HF-1

H40 セクション（北西から） H40 セクション（北西から）

H40 完掘（北東から）

H37・40



図版 28

セクション（西から）

遺物出土状況（東から）

HP-3 HP-6 HP-8

H38



図版 29

完掘（南から）

HP-23 HP-25 中央凹み状況

セクション（南から） 遺物出土状況（北から）

H39



図版 30

セクション（南西から） HP-2

HP-6 HP-7 HP-8

完掘（西から）

H41



図版 31

H47 完掘（南から） H47・HP-1

H42 セクション（東から）

H47 セクション（東から） H47 柱穴検出状況（東から）

H42 遺物出土状況（西から）

H42・47



図版 32

柱穴検出状況（南西から）

セクション（北から）

HP-1調査状況（南西から）

H43



図版 33

セクション（北から）

完掘（北東から）

H44



図版 34

セクション（北東から）

遺物出土状況（東から）

完掘（南東から）

遺物出土状況（北東から）

完掘（西から）

周溝

H45



図版 35

H46 完掘（北から）

H48 完掘（東から）

H46・48



図版 36

H49 セクション（北から）

H50 完掘（南から）H50 遺物出土状況（東から）

H49 セクション（西から）

H49 完掘（北東から）

H49・50



図版 37

HP-1

HP-6

HP-2

HP-9・10

セクション（南東から）

H51



図版 38

H52 遺物出土状況（北東から）

H52・HF-1 H52・HF-1 H52・HP-4

H53・HP-3H53 完掘（左：H54　北東から）

H52・53



図版 39

H54 セクション（北東から） H54 セクション（北西から）

H54・HF-1

H55 セクション（南西から）

H55 遺物出土状況（南東から）

H54・HP-2

H55 セクション（北東から）

H55 完掘（北から）

H54・55



図版 40

H56 遺物出土状況（西から） H56 完掘（南から）

H56・HP-8,HP-10H56・HP-1 ～ 3

H57・HF-1

H57・HP-2 H57 完掘（南東から）

H56・57



図版 41

H59 セクション（西から） H59 完掘（北から）

H58 セクション（南西から） H58・HP-5

H61 セクション（北東から）

H58・59・61



図版 42

セクション（東から）

HP-4・5・6HP-1・2・3

砂の集中域検出状況

完掘（西から）

H60



図版 43

砂の集中域調査状況セクション（東から）

HP-1 HP-2 HP-3

完掘（東から）

H62



図版 44

H63・64 セクション（西から） H64・HF-1

H64・HP-7H63・HP-6H63・HP-2

H63・64 完掘（南から）

H63・64



図版 45

H65・HP-1 H66・HP-1

H65・HF-1

H65・66 完掘（北から）

H65・66 セクション（北から）

H65・66



図版 46

セクション（西から）

遺物出土状況（西から）

柱穴検出状況（北東から）

HF-1

HP-1

HP-2

H67



図版 47

P43 セクション（北から） P43 完掘（西から）

P45 セクション（西から）P43 石鏃出土状況

P44 セクション（西から） P45 遺物出土状況（南から）

土坑（1）



図版 48

P47 セクション（北西から） P47 遺物出土状況（西から）

P48 完掘（東から）P48 セクション（北東から）

P49 セクション（東から） P49 完掘（南から）

土坑（2）



図版 49

P52 セクション（西から） P52 完掘（南東から）

P51 完掘（西から）P51 セクション（北から）

P50 セクション（北東から） P50 完掘（北から）

土坑（3）



図版 50

P53 セクション（北から） P53 完掘（北東から）

P54 遺物出土状況（北西から）P54 セクション（南から）

P55 セクション（南から） P55 遺物出土状況

土坑（4）



図版 51

P56 セクション（北から）

P56 調査状況

P57 セクション（東から）

P56 完掘（坑口部崩落後　北から）

P57 完掘（東から）

P56 坑底遺物出土状況（北から）

土坑（5）



図版 52

P59 セクション（西から） P59 遺物出土状況（南西から）

P60 セクション（北東から）

TP7 セクション（西から） TP7 検出状況（西から）

土坑（6）・Ｔピット



図版 53

F66 検出状況（南から）

F79 セクション（南から）

S5 検出状況（東から）

F82 検出状況（北東から）

S6 検出状況（南東から）

F75 検出状況（南から）

焼土・集石






