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例 言
１．本書は、国土交通省北海道開発局釧路開発建設部が行う根室道路事業に伴い、公益財団法人北海

ね むろ し おん ね とう

道埋蔵文化財センターが平成２９年度に実施した、根室市温根沼２遺跡の埋蔵文化財発掘調査報告書

である。

２．温根沼２遺跡の地番は、北海道根室市温根沼２７１番２外である。

３．調査は第２調査部第２調査課が担当した。

４．本書の執筆はⅤ章を除き、笠原 興、影浦 覚、阿部明義、広田良成が行い、編集は影浦が行っ

た。執筆者については、文末に（ ）で氏名を記してある。遺構の事実記載はすべてに執筆者を記

載したが、遺物の記載等で同一執筆者が連続する場合は、その連続の最後、あるいは章・節の最後

に記名した。掲載遺物に関する記載は、金属製品（広田）を除き、すべて影浦である。

５．現地調査で作成した図面の整理は影浦・阿部、遺物整理は影浦が担当した。

６．現地調査での写真撮影は各調査員が行い、整理は阿部、室内での写真撮影は第１調査部第１調査

課中山昭大の助力を得た。

７．石器の石材鑑定は一部、第２調査部第３調査課立田理の助力を得た。

８．各種分析・鑑定については、下記に委託した。Ⅴ章にその結果を掲載してある。

放射性炭素年代測定：株式会社加速器分析研究所

黒曜石産地同定：株式会社パレオ・ラボ

炭化樹種同定：株式会社古環境研究所

炭化種実同定：パリノ・サーヴェイ株式会社

動物遺存体同定：株式会社パレオ・ラボ

岩石学的分析：アースサイエンス株式会社

鉄製品分析：岩手県文化振興事業団

９．調査報告終了後の出土遺物は、根室市教育委員会で保管される。

１０．調査にあたっては、下記の諸機関および諸氏に御協力、御指導をいただいた（順不同、敬称略）。

北海道教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課、根室市教育委員会

根室市歴史と自然の資料館：猪熊樹人・福田光夫・前田 潮



記号等の説明
１．遺構の呼称について

（１）遺構名は略号（Ｈ：竪穴住居跡、Ｐ：土坑、Ｓ：集石、Ｆ：焼土、ＦＣ：フレイク集中）の前

に基本層序名を付して表した。なお、土器集中に略号は用いなかった。

ⅢＨ：Ⅲ層の竪穴住居跡 ⅢＰ：Ⅲ層の土坑 ⅢＳ：Ⅲ層の集石 ⅢＦ：Ⅲ層の焼土

ⅢＦＣ：Ⅲ層のフレイク集中

ⅤＨ：Ⅴ層の竪穴住居跡 ⅤＰ：Ⅴ層の土坑 ⅤＳ：Ⅴ層の集石 ⅤＦ：Ⅴ層の焼土

２．遺構図等について

（１）土層の表記は自然層位（基本層序）がローマ数字、遺構の層位がアラビア数字である。

（２）土色の判定には、『新版 標準土色帖』２６版（小山・竹原１９９７）を用いた。

（３）テフラについては、以下の略号を用いたところがある。

Ta−a：樽前 aテフラ Ko−c２：駒ヶ岳 c２テフラ Ma−f～j：摩周 f～jテフラ

（４）平面図の方位は座標北（方眼北）を示す。

（５）縮尺は原則として４０分の１であるが、土器集中では異なるものがある。いずれもスケールを付

してある。なお、調査区の土層図は６０分の１である。

（６）平面図の「＋」はグリッドラインの交点で、傍らのアルファベット‐アラビア数字はグリッド

名を表す。グリッドの見方はⅢ章１（１）に記載している。

（７）平面図の「・」付きアラビア数字は、その地点の標高を表す（単位：m）。

（８）土層図・遺構図では、遺物やテフラを表すのに以下の記号を用いたところがある。

Ｐまたは●：土器 Ｆまたは▲：�片・�片石器 Ｓまたは■：礫

Ｃ：炭化木片 ｔ：テフラ

（９）土層説明では土の混在度合の多少を「＞」で表したところがある。

（１０）遺構の規模は以下のように示した。一部が失われているものは現存長に「（ ）」を付し、計測

できないものは「―」で示した。

「上端の長径×短径／下端の長径×短径／最大深（最大厚）」（単位：m）

３．遺物図について

（１）縮尺は原則的に、�片石器・磨製石器・鉄製品が２分の１、復元土器・拓影図・礫石器が３分
の１、台石・石皿類が４分の１である。例外的に、径２０㎝を超える大型砥石を４分の１とした。

一部が失われているものは現存長に「（ ）」を付し、計測できないものは「―」で示した。

（２）復元土器については、復元前と復元後に重量を計測した。実重量と復元重量として記載してい

る（単位：kg 小数点以下第二位）。残存状況に応じて、器高、体積高、口径、底径を計測した。

体積高とは、液体が入る範囲の器高（突起部や高台を除く）である。また、ほぼ完形復元できた

ものについては、容量を量っている（単位：L 小数点以下第一位）。復元土器の中にシリカゲル

を充填し、３，０００mlのポリプロピレン手付きビーカーに移し替える方法で計量した。

（３）内面実測をした復元土器について、○を十字で四分割した記号「○」を用いて内面の実測範囲

を太線で示した。記号は土器の上面観を表したもので下部中心が正面中心である。

（４）石器等の計測値は以下のように示した。欠損部分がある場合は現存長に「（ ）」を付して示し

た。「最大長×最大幅×最大厚」（単位：㎝）

（５）石器実測図に付した記号で、∨－∨は敲打痕、｜←→｜はすり痕を表す。



目 次

口 絵

例 言

記号等の説明

目 次

挿図目次

表目次

写真図版目次

Ⅰ章 緒 言

１ 調査要項……………………………………１

２ 調査体制……………………………………１

３ 調査にいたる経緯…………………………１

４ 調査の経過…………………………………４

（１）発掘作業…………………………………４

（２）整理作業…………………………………６

Ⅱ章 遺跡の位置と環境

１ 遺跡の位置と地形・地質…………………７

（１）遺跡の位置………………………………７

（２）地形と地質………………………………７

２ 自然環境……………………………………１０

３ 歴史的環境…………………………………１２

Ⅲ章 調査の方法

１ 発掘調査の方法……………………………１８

（１）グリッドの設定…………………………１８

（２）基本層序…………………………………２０

（３）発掘調査の方法…………………………３０

２ 整理作業の方法……………………………３１

（１）整理作業の方法…………………………３１

（２）遺物の分類………………………………３４

３ 調査結果の概要……………………………３７

Ⅳ章 遺構と遺物

１ Ⅴ層 縄文時代早期後半の

遺構と遺物…………………………………５７

（１）概要………………………………………５７

（２）遺構………………………………………５７

（３）遺構出土の遺物…………………………８２

２ Ⅴ層・Ⅵ層出土の遺物……………………９３

（１）土器………………………………………９３

（２）石器等……………………………………９３

３ Ⅲ層 縄文時代の遺構と遺物 …………１０１

（１）概要 ……………………………………１０１

（２）遺構 ……………………………………１０１

（３）遺構出土の遺物 ………………………１２６

４ Ⅲ層 続縄文時代の遺構と遺物 ………１３９

（１）概要 ……………………………………１３９

（２）遺構 ……………………………………１３９

（３）遺構出土の遺物 ………………………１８１

５ Ⅲ層 重複する遺構と遺物 ……………２０７

（１）概要 ……………………………………２０７

（２）遺構 ……………………………………２０７

（３）遺構出土の遺物 ………………………２２２

６ Ⅲ層 時期を特定できない

遺構と遺物 ………………………………２３２

（１）概要 ……………………………………２３２

（２）遺構 ……………………………………２３２

（３）遺構出土の遺物 ………………………２４５

７ Ⅲ層 トビニタイ式期を含む

擦文文化期の遺構と遺物 ………………２４６



（１）概要 ……………………………………２４６

（２）遺構 ……………………………………２４６

（３）遺構出土の遺物 ………………………２７２

８ Ⅲ～Ⅰ層出土の遺物 ……………………２９３

（１）概要 ……………………………………２９３

（２）土器 ……………………………………２９３

（３）石器等 …………………………………２９３

９ 近代の遺構と遺物 ………………………３１０

（１）炭窯関連遺構群 ………………………３１０

（２）家畜馬の墓 ……………………………３２１

（３）近代の遺物 ……………………………３２１

Ⅴ章 自然科学的分析

１ 温根沼２遺跡における

放射性炭素年代測定（AMS測定）

（株式会社 加速器分析研究所） ……３４１

２ 温根沼２遺跡出土黒曜石製石器の

産地推定（株式会社 パレオ・ラボ）・３５６

３ 温根沼２遺跡における樹種同定

報告 （株式会社 古環境研究所） …３６０

４ 温根沼２遺跡出土種実の同定

（パリノ・サーヴェイ株式会社） ……３６９

５ 温根沼２遺跡の動物遺存体

同定（株式会社 パレオ・ラボ） ……３７１

６ 温根沼２遺跡出土石製品の岩石学的

分析（アースサイエンス株式会社） …３７４

７ 温根沼２遺跡出土鉄製品の

金属考古学的調査結果

（岩手県文化振興事業団） ……………３８３

Ⅵ章 総 括

１ 遺物の出土傾向について ………………３８９

２ 下田ノ沢式期の遺構と

遺物について ……………………………３９１

３ 下田ノ沢式期の住居跡（ⅢＨ－１）

で検出されたヒグマの焼骨について …３９７

４ 擦文文化期の住居跡（ⅢＨ－２・３）

で検出された動物遺存体について ……３９８

５ トビニタイ式期の住居内の集石と

集石に含まれるたたき石について ……３９９

引用・参考文献

写真図版

報告書抄録

挿図目次

Ⅰ章 緒 言

図Ⅰ－１ 根室道路の用地と調査区……………２

図Ⅰ－２ 温根沼２・３遺跡位置図……………３

図Ⅰ－３ 重機による表土（および一部Ⅳ層）

除去範囲区分図………………………４

Ⅱ章 遺跡の位置と環境

図Ⅱ－１ 遺跡周辺の砂・礫採取位置図………９

図Ⅱ－２ 根室市内の遺跡分布図（内陸部）…１３

図Ⅱ－３ 根室市内の遺跡分布図（半島部）…１４

図Ⅱ－４ 遺跡の位置と周辺の遺跡……………１５



Ⅲ章 調査の方法

図Ⅲ－１ グリッド設定図………………………１９

図Ⅲ－２ 土層柱状模式図………………………２０

図Ⅲ－３ 北側平坦面の土層堆積状況図………２２

図Ⅲ－４ 西側斜面部の土層堆積状況図………２３

図Ⅲ－５ 南側斜面部の土層堆積状況図………２４

図Ⅲ－６ 南東側斜面部の

土層堆積状況図（１）………………２５

図Ⅲ－７ 南東側斜面部の

土層堆積状況図（２）………………２６

図Ⅲ－８ 東側緩斜面部の土層堆積状況図……２７

図Ⅲ－９ 地割れ痕（全体）……………………２８

図Ⅲ－１０ 地割れ痕と噴砂………………………２９

図Ⅲ－１１ Ⅰ・Ⅲ層遺構位置図…………………４６

図Ⅲ－１２ Ⅴ層遺構位置図………………………４７

図Ⅲ－１３ 遺構位置図（Ⅲ層時期別）…………４８

図Ⅲ－１４ 包含層出土遺物点数分布図（１）…４９

図Ⅲ－１５ 包含層出土遺物点数分布図（２）…５０

図Ⅲ－１６ 包含層出土土器点数分布図…………５１

図Ⅲ－１７ 包含層出土石器点数分布図（１）…５２

図Ⅲ－１８ 包含層出土石器等点数

分布図（２）…………………………５３

図Ⅲ－１９ 包含層出土石器点数分布図（３）…５４

図Ⅲ－２０ 包含層出土石器・礫点数

分布図（４）…………………………５５

Ⅳ章 遺構と遺物

図Ⅳ－１ ⅤＨ－１………………………………５８

図Ⅳ－２ ⅤＨ－１断面…………………………５９

図Ⅳ－３ ⅤＨ－２………………………………６１

図Ⅳ－４ ⅤＨ－３………………………………６２

図Ⅳ－５ ⅤＰ－１・２・４・５………………６４

図Ⅳ－６ ⅤＰ－１・２・５断面………………６５

図Ⅳ－７ ⅤＰ－３………………………………６６

図Ⅳ－８ ⅤＰ－６・７…………………………６８

図Ⅳ－９ ⅤＰ－８………………………………７０

図Ⅳ－１０ ⅤＰ－９・１０…………………………７１

図Ⅳ－１１ ⅤＰ－１１・１２…………………………７３

図Ⅳ－１２ ⅤＰ－１３・１８…………………………７４

図Ⅳ－１３ ⅤＰ－１４・１５…………………………７５

図Ⅳ－１４ ⅤＰ－１６・１７・１９……………………７７

図Ⅳ－１５ ⅤＳ－１・土器集中１………………８０

図Ⅳ－１６ ⅤＦ－１～３…………………………８１

図Ⅳ－１７ Ⅴ層遺構出土の土器（１）…………８３

図Ⅳ－１８ Ⅴ層遺構出土の土器（２）…………８４

図Ⅳ－１９ Ⅴ層遺構出土の石器（１）…………８６

図Ⅳ－２０ Ⅴ層遺構出土の石器（２）…………８７

図Ⅳ－２１ Ⅴ層遺構出土の石器（３）…………８８

図Ⅳ－２２ Ⅴ層遺構出土の石器（４）…………８９

図Ⅳ－２３ Ⅴ層遺構出土の石器（５）…………９０

図Ⅳ－２４ Ⅴ層遺構出土の石器（６）…………９１

図Ⅳ－２５ Ⅴ層包含層出土の土器（１）………９４

図Ⅳ－２６ Ⅴ層包含層出土の石器（１）………９５

図Ⅳ－２７ Ⅴ層包含層出土の石器（２）………９６

図Ⅳ－２８ Ⅴ層包含層出土の石器（３）………９７

図Ⅳ－２９ Ⅴ層包含層出土の石器（４）………９８

図Ⅳ－３０ Ⅴ層包含層出土の石器（５）………９９

図Ⅳ－３１ ⅢＨ－１３・ⅢＳ－９ ………………１０２

図Ⅳ－３２ ⅢＨ－１３（２） ……………………１０３

図Ⅳ－３３ ⅢＨ－１３断面 ………………………１０４

図Ⅳ－３４ ⅢＨ－７ ……………………………１０７

図Ⅳ－３５ ⅢＨ－７断面（１） ………………１０８

図Ⅳ－３６ ⅢＨ－７断面（２） ………………１０９

図Ⅳ－３７ ⅢＨ－８ ……………………………１１０

図Ⅳ－３８ ⅢＨ－８断面 ………………………１１１

図Ⅳ－３９ ⅢＨ－８遺物出土状況 ……………１１２

図Ⅳ－４０ ⅢＰ－９・１３・１５…………………１１４

図Ⅳ－４１ ⅢＰ－１３・１５断面 …………………１１６

図Ⅳ－４２ ⅢＰ－１７……………………………１１７

図Ⅳ－４３ ⅢＰ－２３・２７………………………１１８

図Ⅳ－４４ ⅢＰ－２５……………………………１２０

図Ⅳ－４５ ⅢＳ－１ ……………………………１２２

図Ⅳ－４６ ⅢＳ－２ ……………………………１２３

図Ⅳ－４７ ⅢＳ－４・５ ………………………１２４

図Ⅳ－４８ ⅢＳ－８ ……………………………１２５

図Ⅳ－４９ Ⅲ層遺構出土の土器（１） ………１２７

図Ⅳ－５０ Ⅲ層遺構出土の土器（２） ………１２８

図Ⅳ－５１ Ⅲ層遺構出土の土器（３） ………１２９

図Ⅳ－５２ Ⅲ層遺構出土の土器（４） ………１３０

図Ⅳ－５３ Ⅲ層遺構出土の土器（５） ………１３１



図Ⅳ－５４ Ⅲ層遺構出土の土器（６） ………１３２

図Ⅳ－５５ Ⅲ層遺構出土の石器（１） ………１３４

図Ⅳ－５６ Ⅲ層遺構出土の石器（２） ………１３５

図Ⅳ－５７ Ⅲ層遺構出土の石器（３） ………１３６

図Ⅳ－５８ Ⅲ層遺構出土の石器（４） ………１３７

図Ⅳ－５９ ⅢＨ－１炭化材検出状況（１） …１４０

図Ⅳ－６０ ⅢＨ－１炭化材検出状況（２） …１４１

図Ⅳ－６１ ⅢＨ－１平面（１） ………………１４２

図Ⅳ－６２ ⅢＨ－１平面（２） ………………１４３

図Ⅳ－６３ ⅢＨ－１断面 ………………………１４４

図Ⅳ－６４ ⅢＨ－１ＨＰ断面 …………………１４６

図Ⅳ－６５ ⅢＨ－１ＨＰ土層注記 ……………１４７

図Ⅳ－６６ ⅢＨ－６平面 ………………………１４９

図Ⅳ－６７ ⅢＨ－６断面（１） ………………１５０

図Ⅳ－６８ ⅢＨ－６断面（２） ………………１５１

図Ⅳ－６９ ⅢＨ－６土器出土状況 ……………１５２

図Ⅳ－７０ ⅢＨ－１０平面 ………………………１５４

図Ⅳ－７１ ⅢＨ－１０断面 ………………………１５５

図Ⅳ－７２ ⅢＨ－１０ＨＰ断面 …………………１５６

図Ⅳ－７３ ⅢＨ－１１・ⅢＦ－１６平面 …………１５８

図Ⅳ－７４ ⅢＨ－１１炭化材検出状況・断面 …１５９

図Ⅳ－７５ ⅢＨ－１２遺物出土状況 ……………１６１

図Ⅳ－７６ ⅢＨ－１２平面 ………………………１６２

図Ⅳ－７７ ⅢＨ－１２断面 ………………………１６３

図Ⅳ－７８ ⅢＨ－１６……………………………１６５

図Ⅳ－７９ ⅢＰ－１・３ ………………………１６７

図Ⅳ－８０ ⅢＰ－２ ……………………………１６８

図Ⅳ－８１ ⅢＰ－６・７・８ …………………１７０

図Ⅳ－８２ ⅢＰ－１０・１１………………………１７３

図Ⅳ－８３ ⅢＰ－１２平面・遺物出土状況 ……１７４

図Ⅳ－８４ ⅢＰ－１２断面 ………………………１７５

図Ⅳ－８５ ⅢＰ－１４……………………………１７６

図Ⅳ－８６ ⅢＰ－１６……………………………１７７

図Ⅳ－８７ ⅢＰ－２４……………………………１７９

図Ⅳ－８８ ⅢＦ－２・土器集中２ ……………１８０

図Ⅳ－８９ Ⅲ層遺構出土の土器（７） ………１８２

図Ⅳ－９０ Ⅲ層遺構出土の土器（８） ………１８４

図Ⅳ－９１ Ⅲ層遺構出土の土器（９） ………１８５

図Ⅳ－９２ Ⅲ層遺構出土の土器（１０） ………１８６

図Ⅳ－９３ Ⅲ層遺構出土の土器（１１） ………１８７

図Ⅳ－９４ Ⅲ層遺構出土の土器（１２） ………１８８

図Ⅳ－９５ Ⅲ層遺構出土の土器（１３） ………１９０

図Ⅳ－９６ Ⅲ層遺構出土の土器（１４） ………１９１

図Ⅳ－９７ Ⅲ層遺構出土の土器（１５） ………１９３

図Ⅳ－９８ Ⅲ層遺構出土の土器（１６） ………１９４

図Ⅳ－９９ Ⅲ層遺構出土の土器（１７） ………１９５

図Ⅳ－１００ Ⅲ層遺構出土の土器（１８）………１９６

図Ⅳ－１０１ Ⅲ層遺構出土の石器（５）………１９８

図Ⅳ－１０２ Ⅲ層遺構出土の石器（６）………１９９

図Ⅳ－１０３ Ⅲ層遺構出土の石器（７）………２０１

図Ⅳ－１０４ Ⅲ層遺構出土の石器（８）………２０２

図Ⅳ－１０５ Ⅲ層遺構出土の石器（９）………２０３

図Ⅳ－１０６ Ⅲ層遺構出土の石器（１０）………２０４

図Ⅳ－１０７ Ⅲ層遺構出土の石器（１１）………２０５

図Ⅳ－１０８ ⅢＨ－９・１４・１５平面……………２０８

図Ⅳ－１０９ ⅢＨ－９平面………………………２０９

図Ⅳ－１１０ ⅢＨ－９遺物出土状況・断面……２１０

図Ⅳ－１１１ ⅢＨ－１４覆土遺物出土状況………２１２

図Ⅳ－１１２ ⅢＨ－１４平面（床面）……………２１３

図Ⅳ－１１３ ⅢＨ－１４断面………………………２１４

図Ⅳ－１１４ ⅢＨ－１４ＨＰ断面…………………２１５

図Ⅳ－１１５ ⅢＨ－１５覆土上位～中位

遺物出土状況………………………２１７

図Ⅳ－１１６ ⅢＨ－１５覆土下位

遺物出土状況・平面………………２１８

図Ⅳ－１１７ ⅢＨ－１５断面………………………２１９

図Ⅳ－１１８ ⅢＨ－１５ＨＰ断面…………………２２０

図Ⅳ－１１９ ⅢＰ－２６・

出土石槍またはナイフ……………２２１

図Ⅳ－１２０ ⅢＰ－２８・ⅢＳ－１０………………２２３

図Ⅳ－１２１ Ⅲ層遺構出土の土器（１９）………２２４

図Ⅳ－１２２ Ⅲ層遺構出土の土器（２０）………２２５

図Ⅳ－１２３ Ⅲ層遺構出土の土器（２１）………２２６

図Ⅳ－１２４ Ⅲ層遺構出土の石器（１２）………２２８

図Ⅳ－１２５ Ⅲ層遺構出土の石器（１３）………２２９

図Ⅳ－１２６ Ⅲ層遺構出土の石器（１４）………２３０

図Ⅳ－１２７ Ⅲ層遺構出土の石器（１５）………２３１

図Ⅳ－１２８ ⅢＰ－１８……………………………２３３

図Ⅳ－１２９ ⅢＰ－１９・２１………………………２３４

図Ⅳ－１３０ ⅢＳ－３・６・１１…………………２３６



図Ⅳ－１３１ ⅢＦ－１・３・５…………………２３７

図Ⅳ－１３２ ⅢＦ－４・６・１５、ⅢＦＣ－１…２３８

図Ⅳ－１３３ ⅢＦ－７・８・９…………………２４０

図Ⅳ－１３４ ⅢＦ－１０・１１・１４…………………２４２

図Ⅳ－１３５ ⅢＦ－１２・１３………………………２４３

図Ⅳ－１３６ Ⅲ層遺構出土の石器（１６）………２４４

図Ⅳ－１３７ ⅢＨ－４遺物出土状況……………２４７

図Ⅳ－１３８ ⅢＨ－４平面………………………２４８

図Ⅳ－１３９ ⅢＨ－４断面………………………２４９

図Ⅳ－１４０ ⅢＨ－４掘り上げ土範囲…………２５０

図Ⅳ－１４１ ⅢＨ－４掘り上げ土断面…………２５１

図Ⅳ－１４２ ⅢＨ－５遺物出土状況……………２５４

図Ⅳ－１４３ ⅢＨ－５平面………………………２５５

図Ⅳ－１４４ ⅢＨ－５断面………………………２５６

図Ⅳ－１４５ ⅢＨ－５掘り上げ土範囲…………２５７

図Ⅳ－１４６ ⅢＨ－５掘り上げ土断面…………２５８

図Ⅳ－１４７ ⅢＨ－２床面・

床面直上遺物出土状況……………２６０

図Ⅳ－１４８ ⅢＨ－２平面………………………２６１

図Ⅳ－１４９ ⅢＨ－２断面………………………２６２

図Ⅳ－１５０ ⅢＨ－２掘り上げ土範囲…………２６３

図Ⅳ－１５１ ⅢＨ－２、２・３間

掘り上げ土断面……………………２６４

図Ⅳ－１５２ ⅢＨ－３遺物出土状況……………２６６

図Ⅳ－１５３ ⅢＨ－３平面………………………２６７

図Ⅳ－１５４ ⅢＨ－３断面………………………２６８

図Ⅳ－１５５ ⅢＨ－３掘り上げ土範囲…………２６９

図Ⅳ－１５６ ⅢＨ－３、３・４間

掘り上げ土断面……………………２７０

図Ⅳ－１５７ ⅢＰ－２０・ⅢＳ－７………………２７１

図Ⅳ－１５８ Ⅲ層遺構出土の土器（２２）………２７３

図Ⅳ－１５９ Ⅲ層遺構出土の土器（２３）………２７４

図Ⅳ－１６０ Ⅲ層遺構出土の土器（２４）………２７６

図Ⅳ－１６１ Ⅲ層遺構出土の土器（２５）………２７７

図Ⅳ－１６２ Ⅲ層遺構出土の土器（２６）………２７８

図Ⅳ－１６３ Ⅲ層遺構出土の石器（１７）………２８０

図Ⅳ－１６４ Ⅲ層遺構出土の石器（１８）………２８１

図Ⅳ－１６５ Ⅲ層遺構出土の石器（１９）・

鉄製品………………………………２８２

図Ⅳ－１６６ Ⅲ層遺構出土の石器（２０）………２８３

図Ⅳ－１６７ Ⅲ層遺構出土の石器（２１）………２８４

図Ⅳ－１６８ Ⅲ層遺構出土の石器（２２）………２８５

図Ⅳ－１６９ Ⅲ層遺構出土の石器（２３）………２８６

図Ⅳ－１７０ Ⅲ層遺構出土の石器（２４）………２８７

図Ⅳ－１７１ Ⅲ層遺構出土の土器（２７）………２８８

図Ⅳ－１７２ Ⅲ層遺構出土の土器（２８）・

石器（２５）…………………………２８９

図Ⅳ－１７３ Ⅲ層遺構出土の石器（２６）………２９０

図Ⅳ－１７４ Ⅲ層遺構出土の石器（２７）………２９１

図Ⅳ－１７５ Ⅲ層包含層出土の土器（１）……２９４

図Ⅳ－１７６ Ⅲ層包含層出土の土器（２）……２９５

図Ⅳ－１７７ Ⅲ層包含層出土の土器（３）……２９６

図Ⅳ－１７８ Ⅲ層包含層出土の土器（４）……２９７

図Ⅳ－１７９ Ⅲ層包含層出土の石器（１）……２９９

図Ⅳ－１８０ Ⅲ層包含層出土の石器（２）……３００

図Ⅳ－１８１ Ⅲ層包含層出土の石器（３）……３０１

図Ⅳ－１８２ Ⅲ層包含層出土の石器（４）……３０２

図Ⅳ－１８３ Ⅲ層包含層出土の石器（５）……３０３

図Ⅳ－１８４ Ⅲ層包含層出土の石器（６）……３０４

図Ⅳ－１８５ Ⅲ層包含層出土の石器（７）……３０５

図Ⅳ－１８６ Ⅲ層包含層出土の石器（８）……３０６

図Ⅳ－１８７ Ⅲ層包含層出土の石器（９）……３０７

図Ⅳ－１８８ Ⅲ層包含層出土の石器（１０）……３０８

図Ⅳ－１８９ 炭窯および関連遺構群……………３１１

図Ⅳ－１９０ ⅠＰ－１～８・ＩＳＰ断面………３１２

図Ⅳ－１９１ 炭窯１平面…………………………３１３

図Ⅳ－１９２ 炭窯１断面…………………………３１４

図Ⅳ－１９３ 炭窯２平面、

炭化木片・礫出土状況……………３１５

図Ⅳ－１９４ 炭窯２断面…………………………３１６

図Ⅳ－１９５ ⅠＰ－９～１２、ＩＳＰ……………３１７

図Ⅳ－１９６ 建物跡１……………………………３１９

図Ⅳ－１９７ ＩＰ－１００、

サイダー瓶・ビール瓶……………３２２

Ⅴ章 自然科学的分析

図Ⅴ－１－１ 暦年較正年代グラフ（１）

（cal BC/AD 参考） ………３５０

図Ⅴ－１－１ 暦年較正年代グラフ（２）

（cal BC/AD 参考） ………３５１



図Ⅴ－１－１ 暦年較正年代グラフ（３）

（cal BC/AD 参考） ………３５２

図Ⅴ－１－１ 暦年較正年代グラフ（４）

（cal BC/AD 参考） ………３５３

図Ⅴ－１－１ 暦年較正年代グラフ（５）

（cal BC/AD 参考） ………３５４

図Ⅴ－１－２ 暦年較正年代グラフ（１）

（マルチプロット図、cal BP、

参考） …………………………３５４

図Ⅴ－１－２ 暦年較正年代グラフ（２）

（マルチプロット図、cal BP、

参考） …………………………３５４

図Ⅴ－１－２ 暦年較正年代グラフ（３）

（マルチプロット図、cal BP、

参考） …………………………３５５

図Ⅴ－１－２ 暦年較正年代グラフ（４）

（マルチプロット図、cal BP、

参考） …………………………３５５

図Ⅴ－２－１ 黒曜石産地分布図（東日本）３５６

図Ⅴ－２－２ 黒曜石産地推定判別図（１）…３５８

図Ⅴ－２－３ 黒曜石産地推定判別図（２）…３５８

図Ⅴ－２－４ 黒曜石産地推定判別図（３）…３５９

図Ⅴ－６－１ 温根沼２遺跡試料の酸化物－

SiO２図（重量％） ……………３７９

図Ⅴ－６－２ 下川町サンル４遺跡試料の

酸化物－SiO２図（重量％） …３８０

図Ⅴ－７－１ №１の組織観察結果 …………３８７

図Ⅴ－７－２ 調査資料に含有される

Cu・Ni・Coの三成分比………３８８

Ⅵ章 総括

図Ⅵ－１ 下田ノ沢式期の遺構 ………………３９２

図Ⅵ－２ 下田ノ沢式土器（１） ……………３９３

図Ⅵ－３ 下田ノ沢式土器（２） ……………３９４

図Ⅵ－４ 下田ノ沢式に伴った石器 …………３９６

表目次

Ⅱ章 遺跡の位置と環境

表Ⅱ－１ 周辺の遺跡一覧………………………１６

Ⅲ章 調査の方法

表Ⅲ－１ 基準点成果一覧………………………１８

表Ⅲ－２ 遺構数一覧……………………………３７

表Ⅲ－３ 出土遺物点数一覧（１）……………３８

表Ⅲ－４ 出土遺物点数一覧（２）……………３９

表Ⅲ－５ 出土遺物点数一覧（３）……………４０

表Ⅲ－６ 出土遺物点数一覧（４）……………４１

表Ⅲ－７ 出土遺物点数一覧（５）……………４２

表Ⅲ－８ 出土遺物点数一覧（６）……………４３

表Ⅲ－９ 時期別遺構一覧（１）………………５４

表Ⅲ－１０ 時期別遺構一覧（２）………………５５

表Ⅲ－１１ 時期別遺構一覧（３）………………５６

Ⅳ章 遺構と遺物

表Ⅳ－１ 遺構一覧（１） ……………………３２３

表Ⅳ－２ 遺構一覧（２） ……………………３２４

表Ⅳ－３ 遺構一覧（３） ……………………３２５

表Ⅳ－４ 遺構一覧（４） ……………………３２６

表Ⅳ－５ 遺構一覧（５） ……………………３２７

表Ⅳ－６ Ⅰ層遺構一覧 ………………………３２７

表Ⅳ－７ 遺構出土土器重量一覧 ……………３２８

表Ⅳ－８ 包含層出土土器重量一覧 …………３２８

表Ⅳ－９ 集石重量一覧 ………………………３２９

表Ⅳ－１０ 掲載復元土器一覧（１） …………３２９

表Ⅳ－１１ 掲載復元土器一覧（２） …………３３０



表Ⅳ－１２ 掲載復元土器一覧（３） …………３３１

表Ⅳ－１３ 遺構出土掲載拓影土器一覧（１）…３３１

表Ⅳ－１４ 遺構出土掲載拓影土器一覧（２）…３３２

表Ⅳ－１５ 遺構出土掲載拓影土器一覧（３）…３３３

表Ⅳ－１６ 遺構出土掲載石器一覧（１） ……３３３

表Ⅳ－１７ 遺構出土掲載石器一覧（２） ……３３４

表Ⅳ－１８ 遺構出土掲載石器等一覧（３） …３３５

表Ⅳ－１９ 遺構出土掲載石器一覧（４） ……３３６

表Ⅳ－２０ 包含層出土拓影土器一覧（１） …３３６

表Ⅳ－２１ 包含層出土拓影土器一覧（２） …３３７

表Ⅳ－２２ 包含層（Ⅴ層）出土掲載

石器一覧 ……………………………３３７

表Ⅳ－２３ 包含層（Ⅲ層・Ⅰ層ほか）出土掲載

石器一覧（１） ……………………３３８

表Ⅳ－２４ 包含層（Ⅲ層・Ⅰ層ほか）出土掲載

石器一覧（２） ……………………３３９

Ⅴ章 自然科学的分析

表Ⅴ－１－１ 放射性炭素年代測定

結果（δ１３Ｃ補正値）…………３４５

表Ⅴ－１－２ 放射性炭素年代測定結果

（δ１３Ｃ未補正値、暦年較正用１４Ｃ年代、

較正年代 cal BP）（１） ………………３４６

表Ⅴ－１－２ 放射性炭素年代測定結果

（δ１３Ｃ未補正値、暦年較正用１４Ｃ年代、

較正年代 cal BP）（２） ………………３４７

表Ⅴ－１－３ 放射性炭素年代測定結果

（δ１３Ｃ未補正値、暦年較正用１４Ｃ年代、

較正年代 cal BC/AD）（１） …………３４７

表Ⅴ－１－３ 放射性炭素年代測定結果

（δ１３Ｃ未補正値、暦年較正用１４Ｃ年代、

較正年代 cal BC/AD）（２） …………３４８

表Ⅴ－１－３ 放射性炭素年代測定結果

（δ１３Ｃ未補正値、暦年較正用１４Ｃ年代、

較正年代 cal BC/AD）（３） …………３４９

表Ⅴ－２－１ 黒曜石製遺物分析対象一覧 …３５６

表Ⅴ－２－２ 東日本黒曜石製産地の判別群 …３５７

表Ⅴ－２－３ 測定値および産地推定結果 …３５９

表Ⅴ－２－４ 器種別の産地 …………………３５９

表Ⅴ－３－１ 根室市温根沼２遺跡に

おける樹種同定結果 …………３６４

表Ⅴ－４－１ 炭化種実同定結果一覧 ………３７０

表Ⅴ－５－１ 根室市温根沼２遺跡

動物遺体同定一覧 ……………３７２

表Ⅴ－６－１ 分析試料一覧 …………………３７４

表Ⅴ－６－２ 肉眼鑑定結果 …………………３７４

表Ⅴ－６－３ 各元素の測定条件（例） ……３７５

表Ⅴ－６－４ 温根沼２遺跡、珪質頁岩

・珪化岩分析結果 ……………３７８

表Ⅴ－７－１ 出土鉄器の分析結果 …………３８５

表Ⅵ－１ トビニタイ期の集石遺構 …………３９９



写真図版目次

口絵１

１ 調査区全景（東から）

２ トビニタイ式土器を伴う竪穴住居跡調査状況

（ⅢＨ－５・南東から）

口絵２

１ 擦文文化期竪穴住居跡調査状況

（ⅢＨ－２・北から）

２ 続縄文時代竪穴住居跡炭化材出土状況

（ⅢＨ－１・南西から）

口絵３

１ 続縄文時代竪穴住居跡

（ⅢＨ－１２・南西から）

２ 縄文時代後期竪穴住居跡

（ⅢＨ－７・西から）

口絵４

１ 下田ノ沢式土器（集合写真）

２ 下田ノ沢式土器（突起）

本文図版

Ⅱ章 遺跡の位置と環境

図版Ⅱ－１ 遺跡周辺の採取砂…………………９

Ⅲ章 調査の方法

図版Ⅲ－１ エゾノシシウドの茎と

円形刺突文…………………………３５

Ⅳ章 自然科学的分析

図版Ⅴ－３－１ 温根沼２遺跡の木材Ⅰ ……３６５

図版Ⅴ－３－２ 温根沼２遺跡の木材Ⅱ ……３６６

図版Ⅴ－３－３ 温根沼２遺跡の木材Ⅲ ……３６７

図版Ⅴ－３－４ 温根沼２遺跡の木材Ⅳ ……３６８

図版Ⅴ－４－１ 種実遺体 ……………………３７０

図版Ⅴ－５－１ 温根沼２遺跡出土

動物遺体 ………………３７３

図版Ⅴ－６－１（１）試料の写真と

分析ポイント …………３７６

図版Ⅴ－６－１（２）試料の写真と

分析ポイント（続）……３７７

図版１

１ 遺跡遠景（西から）

２ 調査状況（西から）

３ 擦文文化期竪穴住居跡群検出（東から）

図版２

１ ⅤＨ－１上のＭａテフラ堆積状況（西から）

２ ⅤＨ－１上層調査状況（南東から）

３ ⅤＨ－１東西断面（南東から）

４ ⅤＨ－１南北断面（西から）

５ ⅤＨ－１西側掘上土（南から）

６ ⅤＨ－１礫出土状況（西から）

図版３

１ ⅤＨ－１完掘（南から）

２ ⅤＨ－１ＨＰ－１完掘（南から）

３ ⅤＨ－２検出（南東から）

４ ⅤＨ－２遺物出土状況（南西から）

５ ⅤＨ－２・ⅢＰ－２３完掘（南東から）

図版４

１ ⅤＨ－３検出（北西から）

２ ⅤＨ－３ＨＦ－１・炭化材検出

（東から）

３ ⅤＨ－３東西断面（南から）

４ ⅤＨ－３全景（東から）

図版５

１ ⅤＰ－１断面（西から）

２ ⅤＰ－１完掘（北から）

３ ⅤＰ－２断面（南西から）

４ ⅤＰ－２完掘（南西から）

５ ⅤＰ－３断面・完掘（北から）

６ ⅤＰ－１～３掘り上げ土検出（北から）

７ ⅤＰ－４完掘（南から）

８ ⅤＰ－５完掘（北西から）

図版６

１ ⅤＰ－６完掘（西から）

２ ⅤＰ－７断面（北から）

３ ⅤＰ－８断面（南から）



４ ⅤＰ－８南側遺物出土状況（南から）

５ ⅤＰ－８北側遺物出土状況（西から）

６ ⅤＰ－８完掘（西から）

７ ⅤＰ－９土器出土状況（西から）

８ ⅤＰ－９完掘（南から）

図版７

１ ⅤＰ－１０礫出土状況（南から）

２ ⅤＰ－１０完掘（西から）

３ ⅤＰ－１１断面（西から）

４ ⅤＰ－１１完掘（南から）

５ ⅤＰ－１２断面（南東から）

６ ⅤＰ－１２完掘（南から）

７ ⅤＰ－１３断面（東から）

８ ⅤＰ－１３完掘（北東から）

図版８

１ ⅤＰ－１４断面（南から）

２ ⅤＰ－１４完掘（南から）

３ ⅤＰ－１５遺物出土状況（東から）

４ ⅤＰ－１５断面（北西から）

５ ⅤＰ－１６断面（北東から）

６ ⅤＰ－１６遺物出土状況（東から）

７ ⅤＰ－１７断面（東から）

８ ⅤＰ－１７完掘（南から）

図版９

１ ⅤＰ－１８断面（西から）

２ ⅤＰ－１８全景（北西から）

３ ⅤＰ－１９遺物出土状況（東から）

４ ⅤＦ－１断面（南から）

５ ⅤＦ－２断面（南東から）

６ ⅤＦ－３断面（南西から）

７ ⅤＳ－１検出（北東から）

８ 土器集中１検出（西から）

図版１０

１ ⅢＨ－１３東西断面（南西から）

２ ⅢＨ－１３ＨＰ－１５（南西から）

３ ⅢＨ－１３ＨＦ－１断面（東から）

４ ⅢＨ－１３ＨＰ－１０断面（南から）

５ ⅢＨ－１３ＨＰ－１３断面（南から）

６ ⅢＨ－１３完掘（東から）

７ ⅢＳ－９検出（南東から）

８ ⅢＳ－９土器出土状況（北から）

図版１１

１ ⅢＨ－７西側断面（南から）

２ ⅢＨ－７東側断面（南から）

３ ⅢＨ－７南北断面（東から）

４ ⅢＨ－７周縁部遺物出土状況（東から）

５ ⅢＨ－７床面遺物出土状況（南東から）

６ ⅢＨ－７床面付近調査状況（西から）

７ 壁際炭化材検出（南から）

図版１２

１ ⅢＨ－７ＨＦ－１焼成面（西から）

２ ⅢＨ－７ＨＦ－２断面（南から）

３ ⅢＨ－７ＨＰ－１完掘（南東から）

４ ⅢＨ－７ＨＰ－２全景（東から）

５ ⅢＨ－７ＨＰ－３全景（北西から）

６ ⅢＨ－７ＨＰ－１１・１２断面（南から）

７ ⅢＨ－７出入口部付近（西から）

８ ⅢＨ－７完掘（東から）

図版１３

１ ⅢＨ－８東西断面（北から）

２ ⅢＨ－８南北断面（西から）

３ ⅢＨ－８上位遺物出土状況（南東から）

４ 同 拡大（南から）

５ ⅢＨ－８土器出土状況（東から）

６ ⅢＨ－８完掘（南から）

図版１４

１ ⅢＰ－９検出・石皿出土状況（南から）

２ ⅢＰ－９断面（東から）

３ ⅢＰ－１３東西断面（南西から）

４ ⅢＰ－１３南北断面（南西から）

５ ⅢＰ－１３遺物出土状況（南西から）

６ ⅢＰ－１３完掘（東から）

７ ⅢＰ－１５断面（東から）

８ ⅢＰ－１５完掘（東から）

図版１５

１ ⅢＰ－１７掘上土検出（南東から）

２ ⅢＰ－１７断面・遺物出土状況（南西から）

３ ⅢＰ－１７ＰＦ－１・２断面（東から）

４ ⅢＰ－１７完掘（西から）

５ ⅢＰ－２５東西断面（南から）



６ ⅢＰ－２５遺物出土状況（南東から）

７ ⅢＰ－２７断面（南西から）

８ ⅢＰ－２７完掘（東から）

図版１６

１ ⅢＳ－１検出（北東から）

２ ⅢＳ－１断面（北東から）

３ ⅢＳ－２検出（南から）

４ ⅢＳ－２土器出土状況（西から）

５ ⅢＳ－４検出（西から）

６ ⅢＳ－４断面（南東から）

７ ⅢＳ－５検出（北西から）
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１ ⅢＰ－２ＳＰ－１断面（西から）

２ ⅢＰ－２完掘（南から）

３ ⅢＰ－３ＳＰ－１断面（南から）

４ ⅢＰ－３完掘（南から）

５ ⅢＰ－６・７断面（南から）

６ ⅢＰ－６完掘（南から）

７ ⅢＰ－７完掘（南から）
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７ ⅢＰ－１２焼土断面（西から）
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１ ⅢＨ－９検出（南東から）

２ ⅢＨ－９土器出土状況（西から）
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２ ⅢＨ－９ＨＳ－２検出（東から）
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８ ⅢＨ－９ＨＣ－３検出（南から）

図版２９
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２ ⅢＨ－９・１４南北断面（南西から）

３ ⅢＨ－１４遺物出土状況（南西から）
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５ ⅢＨ－１４ＨＣ－２検出（南西から）
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１ ⅢＨ－１４ＨＦ－１断面（東から）

２ ⅢＨ－１４ＨＦ－２断面（南から）

３ ⅢＨ－１４ＨＦ－３断面（南西から）

４ ⅢＨ－１４ＨＦ－５断面（北から）

５ ⅢＨ－１４ＨＰ－１断面（東から）

６ ⅢＨ－１４ＨＰ－１４断面（西から）

７ ⅢＨ－１４ＨＰ－１６断面（東から）

８ ⅢＨ－１４完掘・ⅢＨ－１５検出（北から）

図版３１

１ ⅢＨ－１５東西断面（南西から）

２ ⅢＨ－１５南北断面（南東から）

３ ⅢＨ－１５遺物出土状況（北から）

４ ⅢＨ－１５ＨＦ－１検出（西から）

５ ⅢＨ－１５ＨＦ－３断面（南西から）

６ ⅢＨ－１５ＨＦ－２全景（北西から）

７ ⅢＨ－１５ベンガラ検出（東から）

図版３２

１ ⅢＨ－１５ＨＰ－１土器出土状況

（南東から）

２ ⅢＨ－１５ＨＰ－１全景（西から）

３ ⅢＨ－１５ＨＰ－２断面（南西から）

４ ⅢＨ－１５ＨＰ－１２・１３断面（南西から）

５ ⅢＨ－１５完掘（北から）

図版３３

１ ⅢＰ－２６断面（南東から）

２ ⅢＰ－２６坑底ベンガラ・遺物出土状況

（東から）

３ ⅢＳ－１０検出（南から）

４ ⅢＰ－２８完掘（西から）

５ ⅢＰ－１８完掘（南西から）

６ ⅢＰ－１９断面（西から）

７ ⅢＰ－２１断面（南西から）

８ ⅢＳ－３検出（西から）

図版３４

１ ⅢＳ－６検出（北東から）

２ ⅢＳ－１１検出（北東から）

３ ⅢＦ－１断面（南から）

４ ⅢＦ－３断面（南から）

５ ⅢＦ－４断面（南西から）

６ ⅢＦ－５断面（南から）

７ ⅢＦ－６断面（南から）



８ ⅢＦ－７断面（西から）

図版３５

１ ⅢＦ－８断面（南東から）

２ ⅢＦ－９検出（北西から）

３ ⅢＦ－１０検出（南から）

４ ⅢＦ－１１検出（東から）

５ ⅢＦ－１２断面（西から）

６ ⅢＦ－１３断面（南から）

７ ⅢＦ－１４断面（南から）

８ ⅢＦ－１５・ⅢＦＣ－１検出（北西から）

図版３６

１ ⅢＨ－４検出（北西から）

２ ⅢＨ－４掘り上げ土断面（南から）

３ ⅢＨ－４東西断面（南から）

４ ⅢＨ－４南北断面（西から）

５ ⅢＨ－４遺物出土状況（北東から）

６ ⅢＨ－４床面遺物出土状況（南東から）

図版３７

１ ⅢＨ－４ＨＦ－１断面（西から）

２ ⅢＨ－４ＨＰ－１遺物出土状況

（南東から）

３ ⅢＨ－４完掘（北東から）

４ ⅢＨ－４ＨＰ－３断面（南西から）

５ ⅢＨ－４ＨＰ－１６完掘（南から）

６ ⅢＰ－２０全景（西から）

図版３８

１ ⅢＨ－５検出（南西から）

２ ⅢＨ－５掘り上げ土断面（南西から）

３ ⅢＨ－５南北断面（西から）

４ ⅢＨ－５床面遺物出土状況（北西から）

５ ⅢＨ－５遺物出土状況（南西から）

図版３９

１ ⅢＨ－５床面土器出土状況（南西から）

２ ⅢＨ－５ＨＳ－１検出（北から）

３ ⅢＨ－５ＨＳ－２検出（北東から）

４ ⅢＨ－５ＨＳ－３検出（南東から）

５ ⅢＨ－５ＨＰ－４断面（南から）

６ ⅢＨ－５ＨＰ－２０断面（西から）

７ ⅢＨ－５ＨＰ－２２断面（南東から）

８ ⅢＨ－５壁際杭列断面（西から）

９ ⅢＨ－５完掘（南東から）

図版４０

１ ⅢＨ－２検出（南東から）

２ ⅢＨ－２掘り上げ土断面（南から）

３ ⅢＨ－２東西断面（南東から）

４ ⅢＨ－２南北断面（南西から）

５ ⅢＨ－２遺物出土状況（西から）

６ ⅢＨ－２ＨＳ－１出土状況（東から）

図版４１

１ ⅢＨ－２床面検出（北西から）

２ ⅢＨ－２カマド１検出（北西から）

３ ⅢＨ－２カマド１燃焼部検出（北から）

４ ⅢＨ－２ＨＦ－２断面（南東から）

５ ⅢＨ－２ＨＰ－１断面（南西から）

図版４２

１ ⅢＨ－３検出（南東から）

２ ⅢＨ－３掘り上げ土検出（東から）

３ ⅢＨ－３掘り上げ土断面（南から）

４ ⅢＨ－３南北断面（西から）

５ ⅢＨ－３東西断面（南から）

６ ⅢＨ－３遺物出土状況（西から）

７ ⅢＨ－３土器出土状況（北西から）

図版４３

１ ⅢＨ－３カマド１検出（北西から）

２ ⅢＨ－３カマド１燃焼部検出（北西から）

３ ⅢＨ－３カマド２長軸断面（北から）

４ ⅢＨ－３カマド２燃焼部検出（北から）

５ ⅢＨ－３床面検出（西から）

６ ⅢＨ－３ＨＦ－１断面（南から）

７ ⅢＨ－３ＨＰ－８・９断面（西から）

８ ⅢＳ－７検出（南東から）

図版４４

１ 炭窯関連遺構群検出（東から）

２ 炭窯関連遺構群調査状況（南西から）

３ 炭窯関連土坑群断面（西から）

４ 炭窯１断面（西から）

５ 炭窯１断面（南東から）

６ 炭窯１焚口検出（南西から）

７ 炭窯１全景（南から）



図版４５

１ 炭窯２検出（南から）

２ 炭窯２断面（南西から）

３ 炭窯２断面（北西から）

４ 炭窯２炭化材出土状況（南から）

５ 炭窯２焚口検出（西から）

６ 炭窯２煙道断面（東から）

７ 炭窯２完掘（南から）

図版４６

１ 建物跡１完掘（南から）

２ ⅠＰ－９断面（西から）

３ ⅠＳＰ－１断面（西から）

４ ⅠＳＰ－１０杭（西から）

５ 炭窯関連遺構群完掘（南から）

図版４７

１ ⅠＰ－１００馬骨出土状況（南から）

２ Ⅲ層赤色顔料検出（南から）

３ Ⅲ層擦文土器出土状況（北東から）

４ Ⅲ層石槍またはナイフ出土状況（南西から）

５ Ⅴ層縄文早期土器出土状況（南東から）

６ 噴砂断面（西から）

７ 地割れ痕・噴砂検出（西から）

図版４８

１ 調査区南東壁土層断面（西から）

２ 調査区南西側土層断面（南から）

３ 調査区北西壁土層断面（南東から）

４ 調査終了時全景（東から）

図版４９ Ⅴ層遺構出土の土器

図版５０ Ⅴ層遺構出土の石器（１）

図版５１ Ⅴ層遺構出土の石器（２）

図版５２ Ⅴ層包含層出土の土器

図版５３ Ⅴ層包含層出土の石器（１）

図版５４ Ⅴ層包含層出土の石器（２）

図版５５ Ⅲ層遺構出土の土器（１）

図版５６ Ⅲ層遺構出土の土器（２）

図版５７ Ⅲ層遺構出土の土器（３）

図版５８ Ⅲ層遺構出土の土器（４）

図版５９ Ⅲ層遺構出土の土器（５）

図版６０ Ⅲ層遺構出土の土器（６）

図版６１ Ⅲ層遺構出土の土器（７）

図版６２ Ⅲ層遺構出土の土器（８）

図版６３ Ⅲ層遺構出土の土器（９）

図版６４ Ⅲ層遺構出土の土器（１０）

図版６５ Ⅲ層遺構出土の土器（１１）

図版６６ Ⅲ層遺構出土の土器（１２）

図版６７ Ⅲ層遺構出土の土器（１３）

図版６８ Ⅲ層遺構出土の土器（１４）

図版６９ Ⅲ層遺構出土の土器（１５）

図版７０ Ⅲ層遺構出土の土器（１６）

図版７１ Ⅲ層遺構出土の土器（１７）

図版７２ Ⅲ層遺構出土の土器（１８）

図版７３ Ⅲ層遺構出土の土器（１９）

図版７４ Ⅲ層遺構出土の土器（２０）

図版７５ Ⅲ層遺構出土の石器（１）

図版７６ Ⅲ層遺構出土の石器（２）

図版７７ Ⅲ層遺構出土の石器（３）

図版７８ Ⅲ層遺構出土の石器（４）

図版７９ Ⅲ層遺構出土の石器（５）

図版８０ Ⅲ層遺構出土の石器（６）

図版８１ Ⅲ層遺構出土の石器（７）

図版８２ Ⅲ層遺構出土の石器（８）

図版８３ Ⅲ層遺構出土の石器（９）・鉄製品

図版８４ Ⅲ層遺構出土の石器（１０）

図版８５ Ⅲ層遺構出土の石器（１１）

図版８６ Ⅲ層遺構出土の石器（１２）

図版８７ Ⅲ層包含層出土の土器（１）

図版８８ Ⅲ層包含層出土の土器（２）

図版８９ Ⅲ層包含層出土の土器（３）

図版９０ Ⅲ層包含層出土の石器（１）

図版９１ Ⅲ層包含層出土の石器（２）

図版９２ Ⅲ層包含層出土の石器（３）

図版９３ Ⅲ層包含層出土の石器（４）

図版９４ 陶磁器片、ビール瓶、サイダー瓶



写 真 図 版

図版１～４８

カラー写真 現地調査状況

図版４９～９４

モノクロ写真 掲載遺物

温根沼地区海岸（南から）



図版１

１．遺跡遠景（西から）

２．調査状況（西から）

３．擦文文化期竪穴住居跡群検出（東から）



図版２

１．ⅤＨ－１上のＭａテフラ堆積状況（西から） ２．ⅤＨ－１上層調査状況（南東から）

３．ⅤＨ－１東西断面（南東から）

４．ⅤＨ－１南北断面（西から）

５．ⅤＨ－１西側掘上土（南から） ６．ⅤＨ－１礫出土状況（西から）



図版３

２．ⅤＨ－１ＨＰ－１完掘
（南から）

１．ⅤＨ－１完掘（南から）

３．ⅤＨ－２検出（南東から） ４．ⅤＨ－２遺物出土状況（南西から）

５．ⅤＨ－２・ⅢＰ－２３完掘（南東から）



図版４

１．ⅤＨ－３検出（北西から） ２．ⅤＨ－３ＨＦ－１・炭化材検出（東から）

３．ⅤＨ－３東西断面（南から）

４．ⅤＨ－３全景（東から）



図版５

１．ⅤＰ－１断面（西から） ２．ⅤＰ－１完掘（北から）

３．ⅤＰ－２断面（南西から） ４．ⅤＰ－２完掘（南西から）

５．ⅤＰ－３断面・完掘（北から） ６．ⅤＰ－１～３掘り上げ土検出（北から）

７．ⅤＰ－４完掘（南から） ８．ⅤＰ－５完掘（北西から）



図版６

１．ⅤＰ－６完掘（西から） ２．ⅤＰ－７断面（北から）

３．ⅤＰ－８断面（南から） ４．ⅤＰ－８南側遺物出土状況（南から）

５．ⅤＰ－８北側遺物出土状況（西から） ６．ⅤＰ－８完掘（西から）

７．ⅤＰ－９土器出土状況（西から） ８．ⅤＰ－９完掘（南から）



図版７

１．ⅤＰ－１０礫出土状況（南から） ２．ⅤＰ－１０完掘（西から）

３．ⅤＰ－１１断面（西から） ４．ⅤＰ－１１完掘（南から）

５．ⅤＰ－１２断面（南東から） ６．ⅤＰ－１２完掘（南から）

７．ⅤＰ－１３断面（東から） ８．ⅤＰ－１３完掘（北東から）



図版８

１．ⅤＰ－１４断面（南から） ２．ⅤＰ－１４完掘（南から）

３．ⅤＰ－１５遺物出土状況（東から） ４．ⅤＰ－１５断面（北西から）

５．ⅤＰ－１６断面（北東から） ６．ⅤＰ－１６遺物出土状況（東から）

７．ⅤＰ－１７断面（東から） ８．ⅤＰ－１７完掘（南から）



図版９

１．ⅤＰ－１８断面（西から） ２．ⅤＰ－１８全景（北西から）

３．ⅤＰ－１９遺物出土状況（東から） ４．ⅤＦ－１断面（南から）

５．ⅤＦ－２断面（南東から） ６．ⅤＦ－３断面（南西から）

７．ⅤＳ－１検出（北東から） ８．土器集中１検出（西から）



図版１０

１．ⅢＨ－１３東西断面（南西から） ２．ⅢＨ－１３ＨＰ－１５（南西から）

３．ⅢＨ－１３ＨＦ－１断面（東から）

４．ⅢＨ－１３ＨＰ－１０断面（南から）

５．ⅢＨ－１３ＨＰ－１３断面（南から）６．ⅢＨ－１３完掘（東から）

７．ⅢＳ－９検出（南東から） ８．ⅢＳ－９土器出土状況（北から）



図版１１

１．ⅢＨ－７西側断面（南から） ２．ⅢＨ－７東側断面（南から）

３．ⅢＨ－７南北断面（東から）

４．ⅢＨ－７周縁部遺物出土状況（東から） ５．ⅢＨ－７床面遺物出土状況（南東から）

６．ⅢＨ－７床面付近調査状況（西から） ７．壁際炭化材検出（南から）



図版１２

１．ⅢＨ－７ＨＦ－１焼成面（西から） ２．ⅢＨ－７ＨＦ－２断面（南から）

３．ⅢＨ－７ＨＰ－１完掘（南東から） ４．ⅢＨ－７ＨＰ－２全景（東から）

５．ⅢＨ－７ＨＰ－３全景（北西から） ６．ⅢＨ－７ＨＰ－１１・１２断面（南から）

７．ⅢＨ－７出入口部付近（西から） ８．ⅢＨ－７完掘（東から）



図版１３

１．ⅢＨ－８東西断面（北から）

２．ⅢＨ－８南北断面（西から）

３．ⅢＨ－８上位遺物出土状況（南東から） ４．同 拡大（南から）

５．ⅢＨ－８土器出土状況（東から） ６．ⅢＨ－８完掘（南から）



図版１４

１．ⅢＰ－９検出・石皿出土状況（南から） ２．ⅢＰ－９断面（東から）

３．ⅢＰ－１３東西断面（南西から） ４．ⅢＰ－１３南北断面（南西から）

５．ⅢＰ－１３遺物出土状況（南西から） ６．ⅢＰ－１３完掘（東から）

７．ⅢＰ－１５断面（東から） ８．ⅢＰ－１５完掘（東から）



図版１５

１．ⅢＰ－１７掘上土検出（南東から） ２．ⅢＰ－１７断面・遺物出土状況（南西から）

３．ⅢＰ－１７ＰＦ－１・２断面（東から） ４．ⅢＰ－１７完掘（西から）

５．ⅢＰ－２５東西断面（南から） ６．ⅢＰ－２５遺物出土状況（南東から）

７．ⅢＰ－２７断面（南西から） ８．ⅢＰ－２７完掘（東から）



図版１６

１．ⅢＳ－１検出（北東から） ２．ⅢＳ－１断面（北東から）

３．ⅢＳ－２検出（南から） ４．ⅢＳ－２土器出土状況（西から）

５．ⅢＳ－４検出（西から） ６．ⅢＳ－４断面（南東から）

７．ⅢＳ－５検出（北西から） ８．ⅢＳ－８検出（北から）



図版１７

１．ⅢＨ－１東西断面（南から）

２．ⅢＨ－１南北断面（北東から）

３．ⅢＨ－１炭化材出土状況（東から） ４．ⅢＨ－１炭化材取り上げ作業（西から）

５．ⅢＨ－１炭化柱根検出（南から） ６．ⅢＨ－１ヒグマ焼骨出土状況（南から）



図版１８

１．ⅢＨ－１小型土器出土状況（南東から） ２．ⅢＨ－１ＨＦ－１断面（南から）

３．ⅢＨ－１ＨＰ－３断面（南から）４．ⅢＨ－１ＨＰ－４４断面（南から）５．ⅢＨ－１ＨＰ－７０断面（東から）

６．ⅢＨ－１完掘（西から）



図版１９

１．ⅢＨ－６東西断面（南から）

２．ⅢＨ－６南北断面（東から）

３．ⅢＨ－６土器出土状況（西から） ４．ⅢＨ－６小型土器出土状況（西から）

５．ⅢＨ－６ＨＦ－１断面（東から）

７．ⅢＨ－６完掘（東から）６．ⅢＨ－６ＨＰ－１断面（南から）



図版２０

１．ⅢＨ－１０土器出土状況（西から） ２．ⅢＨ－１０土器（南西から）

３．ⅢＨ－１０東西断面（南から）

５．ⅢＨ－１０ＨＦ－１検出（南西から）

４．ⅢＨ－１０南北断面（東から）

７．ⅢＨ－１０ＨＰ－１１断面（西から）

８．ⅢＨ－１０ＨＰ－１８断面（南から）６．ⅢＨ－１０完掘（北から）



図版２１

１．ⅢＨ－１１検出（北から） ２．ⅢＨ－１１・ⅢＦ－１６断面（南西から）

３．ⅢＨ－１１ＨＦ－１、ＨＰ－９断面（南東から） ４．炭化材出土状況（南西から）

６．ⅢＨ－１１ＨＰ－２断面
（南西から）

５．ⅢＨ－１１完掘（南東から）



図版２２

１．ⅢＨ－１２ＨＦ－１断面（南西から） ２．ⅢＨ－１２ＨＰ－１１断面（南から）

３．ⅢＨ－１２東西断面（南から）

５．ⅢＨ－１２土器出土（北西から）

４．ⅢＨ－１２南北断面（西から）

６．ⅢＨ－１２土器出土（南西から）

７．ⅢＨ－１２完掘（東から） ８．ⅢＨ－１２ＨＰ－２断面（南から）



図版２３

１．ⅢＨ－１６断面（南東から） ２．ⅢＨ－１６ＨＦ－１、ＨＰ－２（南から）

３．ⅢＨ－１６坑底噴砂検出（南から） ４．ⅢＨ－１６完掘（南西から）

５．ⅢＰ－１断面（南から） ６．ⅢＰ－１完掘（南から）

７．ⅢＰ－２断面（南から） ８．ⅢＰ－２ＰＦ－１断面（南から）



図版２４

１．ⅢＰ－２ＳＰ－１断面（西から） ２．ⅢＰ－２完掘（南から）

３．ⅢＰ－３ＳＰ－１断面（南から） ４．ⅢＰ－３完掘（南から）

５．ⅢＰ－６・７断面（南から） ６．ⅢＰ－６完掘（南から）

７．ⅢＰ－７完掘（南から） ８．ⅢＰ－８断面（南西から）



図版２５

１．ⅢＰ－１０断面（西から） ２．ⅢＰ－１０完掘（西から）

３．ⅢＰ－１１断面（南東から） ４．ⅢＰ－１１土器出土状況（北西から）

５．ⅢＰ－１２東西断面（南から） ６．ⅢＰ－１２南北断面（西から）

７．ⅢＰ－１２焼土断面（西から） ８．ⅢＰ－１２完掘（南西から）



図版２６

１．ⅢＰ－１４断面（北から） ２．ⅢＰ－１４坑底検出（南東から）

３．ⅢＰ－１４石器出土状況（南東から） ４．ⅢＰ－１４完掘（南から）

５．ⅢＰ－１６覆土上層土器出土状況（北から） ６．ⅢＰ－１６断面（南東から）

７．ⅢＰ－１６全景（北東から） ８．ⅢＰ－２４断面（南西から）



図版２７

１．ⅢＨ－９検出（南東から） ２．ⅢＨ－９土器出土状況（西から）

３．ⅢＨ－９上層礫群出土状況（南西から）

４．ⅢＨ－９断面（南西から）



図版２８

１．ⅢＨ－９ＨＳ－１検出（南から） ２．ⅢＨ－９ＨＳ－２検出（東から）

３．ⅢＨ－９ＨＳ－３検出（東から） ４．ⅢＨ－９ＨＳ－４検出（南から）

５．ⅢＨ－９ＨＦ－１断面（西から） ６．ⅢＨ－９ＨＦ－４断面（西から）

７．ⅢＨ－９ＨＣ－１検出（南から） ８．ⅢＨ－９ＨＣ－３検出（南から）



図版２９

１．ⅢＨ－９・１４東西断面（南東から）

２．ⅢＨ－９・１４南北断面（南西から）

３．ⅢＨ－１４遺物出土状況（南西から） ４．ⅢＨ－１４土器出土状況（南西から）

５．ⅢＨ－１４ＨＣ－２検出（南西から） ６．ⅢＨ－１４ＨＦＣ－１検出（東から）



図版３０

１．ⅢＨ－１４ＨＦ－１断面（東から） ２．ⅢＨ－１４ＨＦ－２断面（南から）

３．ⅢＨ－１４ＨＦ－３断面（南西から） ４．ⅢＨ－１４ＨＦ－５断面（北から）

５．ⅢＨ－１４ＨＰ－１断面（東から）６．ⅢＨ－１４ＨＰ－１４断面（西から）７．ⅢＨ－１４ＨＰ－１６断面（東から）

８．ⅢＨ－１４完掘・ⅢＨ－１５検出（北から）



図版３１

１．ⅢＨ－１５東西断面（南西から）

２．ⅢＨ－１５南北断面（南東から）

４．ⅢＨ－１５ＨＦ－１検出（西から）

３．ⅢＨ－１５遺物出土状況（北から） ５．ⅢＨ－１５ＨＦ－３断面（南西から）

６．ⅢＨ－１５ＨＦ－２全景（北西から） ７．ⅢＨ－１５ベンガラ検出（東から）



図版３２

１．ⅢＨ－１５ＨＰ－１土器出土状況（南東から） ２．ⅢＨ－１５ＨＰ－１全景（西から）

３．ⅢＨ－１５ＨＰ－２断面（南西から） ４．ⅢＨ－１５ＨＰ－１２・１３断面（南西から）

５．ⅢＨ－１５完掘（北から）



図版３３

１．ⅢＰ－２６断面（南東から）

２．ⅢＰ－２６坑底ベンガラ・遺物出土状況（東から）

３．ⅢＳ－１０検出（南から） ４．ⅢＰ－２８完掘（西から）

５．ⅢＰ－１８完掘（南西から） ６．ⅢＰ－１９断面（西から）

７．ⅢＰ－２１断面（南西から） ８．ⅢＳ－３検出（西から）



図版３４

１．ⅢＳ－６検出（北東から） ２．ⅢＳ－１１検出（北東から）

３．ⅢＦ－１断面（南から） ４．ⅢＦ－３断面（南から）

５．ⅢＦ－４断面（南西から） ６．ⅢＦ－５断面（南から）

７．ⅢＦ－６断面（南から） ８．ⅢＦ－７断面（西から）



図版３５

１．ⅢＦ－８断面（南東から） ２．ⅢＦ－９検出（北西から）

３．ⅢＦ－１０検出（南から） ４．ⅢＦ－１１検出（東から）

５．ⅢＦ－１２断面（西から） ６．ⅢＦ－１３断面（南から）

７．ⅢＦ－１４断面（南から） ８．ⅢＦ－１５・ⅢＦＣ－１検出（北西から）



図版３６

１．ⅢＨ－４検出（北西から） ２．ⅢＨ－４掘り上げ土断面（南から）

３．ⅢＨ－４東西断面（南から）

４．ⅢＨ－４南北断面（西から）

６．ⅢＨ－４床面遺物出土状況
（南東から）

５．ⅢＨ－４遺物出土状況（北東から）



図版３７

１．ⅢＨ－４ＨＦ－１断面（西から） ２．ⅢＨ－４ＨＰ－１遺物出土状況（南東から）

３．ⅢＨ－４完掘（北東から）

４．ⅢＨ－４ＨＰ－３断面（南西から） ５．ⅢＨ－４ＨＰ－１６完掘（南から）６．ⅢＰ－２０全景（西から）



図版３８

１．ⅢＨ－５検出（南西から） ２．ⅢＨ－５掘り上げ土断面（南西から）

３．ⅢＨ－５南北断面（西から） ４．ⅢＨ－５床面遺物出土状況（北西から）

５．ⅢＨ－５遺物出土状況（南西から）



図版３９

１．ⅢＨ－５床面土器出土状況（南西から） ２．ⅢＨ－５ＨＳ－１検出（北から）

３．ⅢＨ－５ＨＳ－２検出（北東から） ４．ⅢＨ－５ＨＳ－３検出（南東から）

５．ⅢＨ－５ＨＰ－４断面（南から）６．ⅢＨ－５ＨＰ－２０断面（西から）７．ⅢＨ－５ＨＰ－２２断面（南東から）

８．ⅢＨ－５壁際杭列断面（西から） ９ ⅢＨ－５完掘（南東から）



図版４０

１．ⅢＨ－２検出（南東から） ２．ⅢＨ－２掘り上げ土断面（南から）

３．ⅢＨ－２東西断面（南東から）

４．ⅢＨ－２南北断面（南西から）

５．ⅢＨ－２遺物出土状況（西から） ６．ⅢＨ－２ＨＳ－１出土状況（東から）



図版４１

１．ⅢＨ－２床面検出（北西から）

２．ⅢＨ－２カマド１検出（北西から） ３．ⅢＨ－２カマド１燃焼部検出（北から）

４．ⅢＨ－２ＨＦ－２断面（南東から） ５．ⅢＨ－２ＨＰ－１断面（南西から）



図版４２

１．ⅢＨ－３検出（南東から） ２．ⅢＨ－３掘り上げ土検出（東から）

３．ⅢＨ－３掘り上げ土断面（南から） ４．ⅢＨ－３南北断面（西から）

５．ⅢＨ－３東西断面（南から）

６．ⅢＨ－３遺物出土状況（西から） ７．ⅢＨ－３土器出土状況（北西から）



図版４３

１．ⅢＨ－３カマド１検出（北西から） ２．ⅢＨ－３カマド１燃焼部検出（北西から）

３．ⅢＨ－３カマド２長軸断面（北から） ４．ⅢＨ－３カマド２燃焼部検出（北から）

６．ⅢＨ－３ＨＦ－１断面（南から）

５．ⅢＨ－３床面検出（西から）

７．ⅢＨ－３ＨＰ－８・９断面（西から） ８．ⅢＳ－７検出（南東から）



図版４４

１．炭窯関連遺構群検出（東から） ２．炭窯関連遺構群調査状況（南西から）

３．炭窯関連土坑群断面（西から）

４．炭窯１断面（西から） ５．炭窯１断面（南東から）

６．炭窯１焚口検出（南西から） ７．炭窯１全景（南から）



図版４５

２．炭窯２断面（南西から）

１．炭窯２検出（南から）

３．炭窯２断面（北西から）

４．炭窯２炭化材出土状況（南から） ５．炭窯２焚口検出（西から）

６．炭窯２煙道断面（東から） ７．炭窯２完掘（南から）



図版４６

２．ⅠＰ－９断面（西から）

１．建物跡１完掘（南から） ３．ⅠＳＰ－１断面（西から）４．ⅠＳＰ－１０杭（西から）

５．炭窯関連遺構群完掘（南から）



図版４７

１．ⅠＰ－１００馬骨出土状況（南から） ２．Ⅲ層赤色顔料検出（南から）

３．Ⅲ層擦文土器出土状況（北東から） ４．Ⅲ層石槍またはナイフ出土状況（南西から）

５．Ⅴ層縄文早期土器出土状況（南東から）

６．噴砂断面（西から） ７．地割れ痕・噴砂検出（西から）



図版４８

１．調査区南東壁土層断面（西から） ２．調査区南西側土層断面（南から）

３．調査区北西壁土層断面（南東から）

４．調査終了時全景（東から）



図版４９

Ⅴ層 遺構出土の土器



図版５０

Ⅴ層 遺構出土の石器（１）



図版５１

Ⅴ層 遺構出土の石器（２）



図版５２

Ⅴ層 包含層出土の土器



図版５３

Ⅴ層 包含層出土の石器（１）



図版５４

Ⅴ層 包含層出土の石器（２）



図版５５

Ⅲ層 遺構出土の土器（１）



図版５６

Ⅲ層 遺構出土の土器（２）



図版５７

Ⅲ層 遺構出土の土器（３）



図版５８

Ⅲ層 遺構出土の土器（４）



図版５９

Ⅲ層 遺構出土の土器（５）



図版６０

Ⅲ層 遺構出土の土器（６）



図版６１

Ⅲ層 遺構出土の土器（７）



図版６２

文様拡大

Ⅲ層 遺構出土の土器（８）



図版６３

Ⅲ層 遺構出土の土器（９）



図版６４

Ⅲ層 遺構出土の土器（１０）



図版６５

Ⅲ層 遺構出土の土器（１１）



図版６６

Ⅲ層 遺構出土の土器（１２）



図版６７

Ⅲ層 遺構出土の土器（１３）



図版６８

Ⅲ層 遺構出土の土器（１４）



図版６９

Ⅲ層 遺構出土の土器（１５）



図版７０

Ⅲ層 遺構出土の土器（１６）



図版７１

Ⅲ層 遺構出土の土器（１７）



図版７２

Ⅲ層 遺構出土の土器（１８）



図版７３

Ⅲ層 遺構出土の土器（１９）



図版７４

Ⅲ層 遺構出土の土器（２０）



図版７５

Ⅲ層 遺構出土の石器（１）



図版７６

Ⅲ層 遺構出土の石器（２）



図版７７

Ⅲ層 遺構出土の石器（３）



図版７８

Ⅲ層 遺構出土の石器（４）



図版７９

Ⅲ層 遺構出土の石器（５）



図版８０

Ⅲ層 遺構出土の石器（６）



図版８１

Ⅲ層 遺構出土の石器（７）



図版８２

Ⅲ層 遺構出土の石器（８）



図版８３

Ⅲ層 遺構出土の石器（９）・鉄製品



図版８４

Ⅲ層 遺構出土の石器（１０）



図版８５

Ⅲ層 遺構出土の石器（１１）



図版８６

Ⅲ層 遺構出土の石器（１２）



図版８７

Ⅲ層 包含層出土の土器（１）



図版８８

Ⅲ層 包含層出土の土器（２）



図版８９

Ⅲ層 包含層出土の土器（３）



図版９０

Ⅲ層 包含層出土の石器（１）



図版９１

Ⅲ層 包含層出土の石器（２）



図版９２

Ⅲ層 包含層出土の石器（３）



図版９３

Ⅲ層 包含層出土の石器（４）



図版９４

陶磁器片、ビール瓶、サイダー瓶（１／３）
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温根沼２遺跡 集落跡

縄文時代中～後期・
続縄文時代・
擦文文化期・
（トビニタイ式）

竪穴住居跡１６、
土坑墓１、土坑２５、
集石１１、焼土１５、
土器集中１、
フレイク集中１

炭窯跡（近現代）
家畜馬の墓（近現代）
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袋状の付属土坑のある
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根沼式期の住居跡等。

縄文時代早期
竪穴住居跡３、土坑１９、
集石１、焼土３、
土器集中１

縄文土器（東釧路Ⅱ式）・
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彫器、楔形石器、たたき石、
砥石ほか）・礫

東釧路Ⅱ式期の住居跡、
土坑、集石等。

要 約

温根沼２遺跡は、根室市街から南西へ約９㎞、温根沼地区の海岸段丘上（標高１８ｍ前後）から無
名沢に接する低位段丘部（標高４ｍ前後）にかけて広がる。
Ⅲ層から縄文時代前期～擦文文化期の遺構遺物、無遺物のⅣ層（摩周テフラ層）を間に挟んで、
下のⅤ層からは縄文時代早期の遺構遺物を検出した。Ⅲ層の主な遺構としては、トビニタイ式期の
住居跡（ⅢＨ－４・５）、擦文文化期の住居跡（ⅢＨ－２・３）、続縄文時代下田ノ沢式期の住居跡
（ⅢＨ－１・６・１０～１２・１６）、北筒式期の住居跡（ⅢＨ－７・８・１３）、温根沼式期の住居跡（Ⅲ
Ｈ－１５）、下田ノ沢式の土坑墓（ⅢＰ－１４）等が挙げられる。
Ⅴ層では、竪穴住居跡３軒、土坑１９基、集石１か所、焼土３か所、土器集中１か所を検出した。

土器集中は一個体のコッタロ式であったが、Ⅴ層から検出した遺構の多くは東釧路Ⅱ式期と考えら
れる。
遺物は約５５，４００点が出土した。包含層出土より遺構覆土内出土の遺物が多い。遺構内の出土遺物
をみると、石槍またはナイフとスクレイパーが多い例（ⅢＨ－１２）、彫器が多い例（ⅤＨ－２）、た
たき石が多い例（ⅢＰ－１２、ⅤＰ－８）、砥石が多い例（ⅢＨ－１５）など、出土遺物に偏移的な傾
向が窺われるものもいくらか見受けられる。器種別にみると、Ⅲ層の遺構・包含層では小型の円形
スクレイパーが多く、Ⅴ層の遺構・包含層では彫器が多く目につく。Ⅲ層・Ⅴ層を通じてたたき石
と砥石が多い。たたき石には縁辺に両面から粗い剥離を加えたチョッパー状のものが一定数ある。
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