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記号等の説明

１ 調査区域図・遺跡全体の遺物分布図などの縮尺は任意である。すべてにスケールを付けたが、発

掘区の一辺は４ｍであるので、目安としてもらいたい。

２ 各石器ブロックの全遺物分布図・器種別分布図の基本的な縮尺は１：１５０としたが、接合分布図、

一部の全遺物分布図・器種別分布図はスペースに応じた縮尺とした。いずれの場合も縮尺とスケー

ルを示した。

３ 母岩別・接合資料の接合分布図の基本的な縮尺は１：２００としたが、一部はスペースに応じた縮

尺とした。いずれの場合も縮尺とスケールを示した。

４ 遺物の縮尺は実測図・写真とも単体の石器類は１：２とした。接合資料および接合破片は実測図

・写真とも１：３とした。

５ 実測図は基本的に正面の右下に掲載番号を付け、正面の右に右面・裏面、左に左面、上に上面、

下に下面を配置しているが、紙面の関係で一部配置を変更したものがある。また、細石刃核及び細

石刃核削片と舟底形石器に関しては、左側面の右下に掲載番号を付け、計測部の位置を高さ、長さ、

幅と呼称している（図�－１０）。これらは本文中では素材の形状と対応するように長さ×幅×高さ

の順に掲載しているが、掲載一覧表においては左側面を基準として計測しているため、本文中の記

載順とずれが生じている。注意願いたい。

６ 単体の実測図において折れ面接合しているものは個々の遺物番号を明示するため、該当する輪郭

図に遺物番号を付した。また、後世の折れにより同一の遺物番号を持つものは破線で示した。

７ 一部の接合資料実測図においては、視覚的に図を理解し易くするために接合剥片の腹面側、接合

資料中の内側部分などをトーンで示した部分がある。また、接合資料内に個体の接合が存在する場

合、全体の剥離の腹面と区別するために個体の腹面を目の粗いトーンで示したものがある。

８ 尖頭器関連の接合資料の実測図においては、全体の状況を示すと同時に腹面側（内側）の状況の

実測図を示したものもある。

９ 接合資料の中で、剥片石器や石核の素材となった剥片及び原石を分割したものについては「個体

Ａ」「個体Ｂ」…、さらにそれらから剥離された剥片を素材としたものは「個体ａ」「個体ｂ」…と

呼称した。

１０ 接合資料は、剥離工程を理解し易くするために模式図を作成し、実測図と共に掲載した。模式図

は同一段階の剥離群毎にトーンを変え、剥離の流れを番号で示した。ただし、切り合い関係がなく、前

後関係が明らかでないものにおいても便宜上番号を付けたので、詳細は個々の説明を参照願いたい。

１１ 剥離模式図の縮尺は任意である。模式図中の矢印（ ）は接合剥片の剥離方向を示すが、

接合剥片の打点側が欠損している場合は切れた矢印（ ）、重なって見えない部分は破線の

矢印（ ）で示した。また、素材剥離時の打点部分に を付けたものもある。

１２ 接合資料と共に掲載した接合破片（定形的な石器も含む）は基本的に剥離順に並べてある。

１３ 尖頭器の模式図においては、接合剥片に残存する打点の位置から、搬出時に想定される輪郭を示

した。

１４ 調査区域図および遺物分布図など方位記号は平面直角座標の北を、レベルは標高（単位はｍ）を

示す。

１５ 遺構や石器ブロックについては以下の略号を使用した場合がある。

Sb：石器ブロック Cb：炭化木片ブロック
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１６ 遺物分布図では以下の記号を用いた。

�：剥片 ●：石刃 ●：縦長剥片 ＋：削片 ��：細石刃

▼▲：細石刃核 ◆：舟底形石器 ：尖頭器 ◆：両面調整石器 ▲：彫器

■：掻器 ◆：錐形石器 ▼：削器 ：台形石器 ：二次加工ある剥片

�：石核 �：石刃核 ：石鏃

□：礫石器等（斧形石器・敲石・砥石・台石・原石・礫）

１７ 石器ブロックの全遺物分布図については剥片を網点で示した。また、接合分布図、母岩別・接合

資料分布図においても、全体の遺物を網点で示したものもある。

１８ 挿図中の番号は、石器ブロック群毎に単体石器、接合資料の順で１から付けた。また、接合破片

として接合資料の所に示した場合は、単体石器で付した番号を付けている。

１９ 遺物分布図の記号横の数字は、遺物番号を示している。また、分布図中の縮小した遺物実測図横

の数字は挿図中の番号で、折れ面接合遺物・一括出土遺物は全てに出土発掘区・遺物番号を表示し

ている。

２０ 石器ブロック接合分布図の接合線は、剥離順番を示すものではなく、遺物番号の若い順番に機械

的に結んだものである。

２１ 接合資料の接合分布図では、折れ面接合をすべて実線で示した。また、個体や段階などを示す場

合に破線で示したものもある。

２２ 一部の接合資料の接合分布図においては、調査区内に一括遺物の出土点数を示したものもある。

２３ 石質は掲載遺物の一覧表に示したが、黒曜石については、以下の五種類に分けて示した（口絵３２）。

黒曜石１：黒色 黒曜石２：梨肌 黒曜石３：黒色に茶色が混じる（黒＞茶）

黒曜石４：茶色に黒色が混じる（茶＞黒）

黒曜石５：黒色に紫がかった茶色が混じる（黒＞紫・茶）

接合資料の一覧表では、スペースの関係で、上記の黒曜石１～５についてそれぞれを１～５の数

字のみで示した。

安山岩については、主に剥片石器に利用される緻密で玄武岩質のものを安山岩１、主に台石や敲

石などに利用される輝石安山岩などのものを安山岩２とした。

珪質頁岩は泥岩質の頁岩と区別するために使用したもので、硬質頁岩や凝灰岩質のものなどを含

んでいる。原産地を考慮した細分は今後の課題である。

２４ 黒曜石以外の石質については、実測図番号の下に以下の略号で示した。

珪質頁岩：Si－Sh めのう：Ag 珪岩：Qu 安山岩：An 砂岩：Sa
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図�－１９７ A区（Sb－１～１３）の石器�１３６
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母岩１９１・接合４７６�、母岩１９１・接合４７７�
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母岩１４８・接合３５１、母岩１８３・接合４７２

………………………………………… １７２

図�－２０２ A区（Sb－１～１３）の石器�１４１
母岩１１６・接合２８８、母岩１４６・接合３４９、

母岩９６・接合２４８� …………………… １７３

図�－２０３ A区（Sb－１～１３）の石器�１４２
母岩９６・接合２４８�、母岩１２３・接合２９６、

母岩１１５・接合２８５、母岩１１５・接合２８６、

母岩１１５・接合２８７……………………… １７４

図�－２０４ A区（Sb－１～１３）の石器�１４３
母岩１３３・接合３２０�…………………… １７５

図�－２０５ A区（Sb－１～１３）の石器�１４４
母岩１３３・接合３２０�…………………… １７６

図�－２０６ A区（Sb－１～１３）の石器�１４５
母岩６６・接合１４３� …………………… １７７

図�－２０７ A区（Sb－１～１３）の石器�１４６
母岩６６・接合１４３� …………………… １７８

図�－２０８ A区（Sb－１～１３）の石器�１４７
母岩６６・接合１４３� …………………… １７９

図�－２０９ A区（Sb－１～１３）の石器�１４８
母岩６６・接合１４３� …………………… １８０

図�－２１０ A区（Sb－１～１３）の石器�１４９
母岩６６・接合１４３� …………………… １８１

図�－２１１ A区（Sb－１～１３）の石器�１５０
母岩１２８・接合３０２�…………………… １８２

図�－２１２ A区（Sb－１～１３）の石器�１５１
母岩１２８・接合３０２�…………………… １８３

図�－２１３ A区（Sb－１～１３）の石器�１５２
母岩１２８・接合３０２�、

母岩１２８・接合３０３……………………… １８４

図�－２１４ A区（Sb－１～１３）の石器�１５３
母岩９９・接合２５２� …………………… １８５

図�－２１５ A区（Sb－１～１３）の石器�１５４
母岩９９・接合２５２� …………………… １８６

図�－２１６ A区（Sb－１～１３）の石器�１５５
母岩９９・接合２５２� …………………… １８７

図�－２１７ A区（Sb－１～１３）の石器�１５６
母岩５０・接合１１６� …………………… １８８

図�－２１８ A区（Sb－１～１３）の石器�１５７
母岩５０・接合１１６� …………………… １８９

図�－２１９ A区（Sb－１～１３）の石器�１５８
母岩５０・接合１１６� …………………… １９０

図�－２２０ A区（Sb－１～１３）の石器�１５９
母岩５０・接合１１６� …………………… １９１

図�－２２１ A区（Sb－１～１３）の石器�１６０
母岩５０・接合１１６� …………………… １９２

図�－２２２ A区（Sb－１～１３）の石器�１６１
母岩５０・接合１１６� …………………… １９３

図�－２２３ A区（Sb－１～１３）の石器�１６２
母岩５０・接合１１６	、母岩５０・接合１１８、

母岩５０・接合１１７ ……………………… １９４

図�－２２４ A区（Sb－１～１３）の石器�１６３
母岩１２７・接合２９９�…………………… １９５

図�－２２５ A区（Sb－１～１３）の石器�１６４
母岩１２７・接合２９９�…………………… １９６

図�－２２６ A区（Sb－１～１３）の石器�１６５
母岩１２７・接合２９９�…………………… １９７

図�－２２７ A区（Sb－１～１３）の石器�１６６
母岩１２７・接合２９９�…………………… １９８

図�－２２８ A区（Sb－１～１３）の石器�１６７
母岩７２・接合１７２� …………………… １９９

図�－２２９ A区（Sb－１～１３）の石器�１６８
母岩７２・接合１７２� …………………… ２００

図�－２３０ A区（Sb－１～１３）の石器�１６９
母岩７２・接合１７２� …………………… ２０１

図�－２３１ A区（Sb－１～１３）の石器�１７０
母岩７２・接合１７２�、

母岩７４・接合１８３� …………………… ２０２

図�－２３２ A区（Sb－１～１３）の石器�１７１
母岩７４・接合１８３� …………………… ２０３

図�－２３３ A区（Sb－１～１３）の石器�１７２
母岩１３１・接合１８７、

母岩８６・接合２２０� …………………… ２０４

図�－２３４ A区（Sb－１～１３）の石器�１７３
母岩８６・接合２２０�、

母岩５２・接合１２３� …………………… ２０５

図�－２３５ A区（Sb－１～１３）の石器�１７４
母岩５２・接合１２３� …………………… ２０６
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図�－２３６ A区（Sb－１～１３）の石器�１７５
母岩５２・接合１２３�、

母岩１７０・接合４５０�…………………… ２０７

図�－２３７ A区（Sb－１～１３）の石器�１７６
母岩１７０・接合４５０�…………………… ２０８

図�－２３８ A区（Sb－１～１３）の石器�１７７
母岩７１・接合１６１� …………………… ２０９

図�－２３９ A区（Sb－１～１３）の石器�１７８
母岩７１・接合１６１� …………………… ２１０

図�－２４０ A区（Sb－１～１３）の石器�１７９
母岩７１・接合１６１�、

母岩７１・接合１６２ ……………………… ２１１

図�－２４１ A区（Sb－１～１３）の石器�１８０
母岩２０９・接合４９３、

母岩２０９・接合４９４……………………… ２１２

図�－２４２ A区（Sb－１～１３）の石器�１８１
母岩８２・接合２０９、

母岩１３７・接合３２５�…………………… ２１３

図�－２４３ A区（Sb－１～１３）の石器�１８２
母岩１３７・接合３２５�…………………… ２１４

図�－２４４ A区（Sb－１～１３）の石器�１８３
母岩１３７・接合３２５�…………………… ２１５

図�－２４５ A区（Sb－１～１３）の石器�１８４
母岩１３５・接合３２２、母岩２４１・接合５９１、

母岩９５・接合２４６� …………………… ２１６

図�－２４６ A区（Sb－１～１３）の石器�１８５
母岩９５・接合２４６�、

母岩２８３・接合７５６�…………………… ２１７

図�－２４７ A区（Sb－１～１３）の石器�１８６
母岩２８３・接合７５６�…………………… ２１８

図�－２４８ A区（Sb－１～１３）の石器�１８７
母岩４９・接合１１５� …………………… ２１９

図�－２４９ A区（Sb－１～１３）の石器�１８８
母岩４９・接合１１５� …………………… ２２０

図�－２５０ A区（Sb－１～１３）の石器�１８９
母岩４９・接合１１５� …………………… ２２１

図�－２５１ A区（Sb－１～１３）の石器�１９０
母岩２１０・接合４９５、

母岩２５４・接合６４６�…………………… ２２２

図�－２５２ A区（Sb－１～１３）の石器�１９１
母岩２５４・接合６４６�、

母岩３５・接合８４�……………………… ２２３

図�－２５３ A区（Sb－１～１３）の石器�１９２
母岩３５・接合８４�、

母岩２６６・接合６９３�…………………… ２２４

図�－２５４ A区（Sb－１～１３）の石器�１９３
母岩２６６・接合６９３�…………………… ２２５

図�－２５５ A区（Sb－１～１３）の石器�１９４
母岩２６６・接合６９３�…………………… ２２６

図�－２５６ A区（Sb－１～１３）の石器�１９５
母岩２６６・接合６９３�…………………… ２２７

図�－２５７ A区（Sb－１～１３）の石器�１９６
母岩２６７・接合６９８�…………………… ２２８

図�－２５８ A区（Sb－１～１３）の石器�１９７
母岩２６７・接合６９８�…………………… ２２９

図�－２５９ A区（Sb－１～１３）の石器�１９８
母岩２６７・接合６９８�…………………… ２３０

図�－２６０ A区（Sb－１～１３）の石器�１９９
母岩２６７・接合６９８�…………………… ２３１

図�－２６１ A区（Sb－１～１３）の石器�２００
母岩２６７・接合６９８�、

母岩３０２・接合７８８�…………………… ２３２

図�－２６２ A区（Sb－１～１３）の石器�２０１
母岩３０２・接合７８８�、

母岩２６８・接合７１０�…………………… ２３３

図�－２６３ A区（Sb－１～１３）の石器�２０２
母岩２６８・接合７１０�…………………… ２３４

図�－２６４ A区（Sb－１～１３）の石器�２０３
母岩２６８・接合７１０�、

母岩２４５・接合６０７�…………………… ２３５

図�－２６５ A区（Sb－１～１３）の石器�２０４
母岩２４５・接合６０７�…………………… ２３６

図�－２６６ A区（Sb－１～１３）の石器�２０５
母岩２４５・接合６０６……………………… ２３７

図�－２６７ A区（Sb－１～１３）の石器�２０６
母岩２９１・接合７６８……………………… ２３８

図�－２６８ A区（Sb－１～１３）の石器�２０７
母岩２７０・接合７１５�…………………… ２３９

図�－２６９ A区（Sb－１～１３）の石器�２０８
母岩２７０・接合７１５�…………………… ２４０

図�－２７０ A区（Sb－１～１３）の石器�２０９
母岩２６９・接合７１４�…………………… ２４１

図�－２７１ A区（Sb－１～１３）の石器�２１０
母岩２６９・接合７１４�…………………… ２４２

図�－２７２ A区（Sb－１～１３）の石器�２１１
母岩２６９・接合７１４�、

母岩３００・接合７８４�…………………… ２４３

図�－２７３ A区（Sb－１～１３）の石器�２１２
母岩３００・接合７８４�、

母岩１４９・接合３５８�…………………… ２４４

図�－２７４ A区（Sb－１～１３）の石器�２１３
母岩１４９・接合３５８�…………………… ２４５

図�－２７５ A区（Sb－１～１３）の石器�２１４
母岩１４９・接合３５８�…………………… ２４６

�



図�－２７６ A区（Sb－１～１３）の石器�２１５
母岩１４９・接合３５８�…………………… ２４７

図�－２７７ A区（Sb－１～１３）の石器�２１６
母岩２４３・接合６０１�…………………… ２４８

図�－２７８ A区（Sb－１～１３）の石器�２１７
母岩２４３・接合６０１�…………………… ２４９

図�－２７９ A区（Sb－１～１３）の石器�２１８
母岩２４３・接合６０１�、

母岩２４４・接合６０５�…………………… ２５０

図�－２８０ A区（Sb－１～１３）の石器�２１９
母岩２４４・接合６０５�、

母岩２４２・接合５９３�…………………… ２５１

図�－２８１ A区（Sb－１～１３）の石器�２２０
母岩２４２・接合５９３�…………………… ２５２

図�－２８２ A区（Sb－１～１３）の石器�２２１
母岩２４２・接合５９３�…………………… ２５３

図�－２８３ A区（Sb－１～１３）の石器�２２２
母岩２４２・接合５９３�、

母岩３０４・接合７９９�…………………… ２５４

図�－２８４ A区（Sb－１～１３）の石器�２２３
母岩３０４・接合７９９�…………………… ２５５

図�－２８５ A区（Sb－１～１３）の石器�２２４
母岩１５４・接合３９１�…………………… ２５６

図�－２８６ A区（Sb－１～１３）の石器�２２５
母岩１５４・接合３９１�…………………… ２５７

図�－２８７ A区（Sb－１～１３）の石器�２２６
母岩１５４・接合３９１�…………………… ２５８

図�－２８８ A区（Sb－１～１３）の石器�２２７
母岩１５４・接合３９１�…………………… ２５９

図�－２８９ A区（Sb－１～１３）の石器�２２８
母岩６７・接合１５３、

母岩１４２・接合３３５�…………………… ２６０

図�－２９０ A区（Sb－１～１３）の石器�２２９
母岩１４２・接合３３５�、母岩１３０・接合３０７�、

母岩１３０・接合３１０�…………………… ２６１

図�－２９１ A区（Sb－１～１３）の石器�２３０
母岩１３０・接合３０７�、母岩１３０・接合３１０�、

母岩２２７・接合５４８�…………………… ２６２

図�－２９２ A区（Sb－１～１３）の石器�２３１
母岩２２７・接合５４８�、

母岩３０６・接合８０２�…………………… ２６３

図�－２９３ A区（Sb－１～１３）の石器�２３２
母岩３０６・接合８０２�、

母岩２９０・接合７６７……………………… ２６４

図�－２９４ A区（Sb－１～１３）の石器�２３３
母岩２０７・接合４８９……………………… ２６５

図�－２９５ A区（Sb－１～１３）の石器�２３４
母岩２９４・接合７７２�…………………… ２６６

図�－２９６ A区（Sb－１～１３）の石器�２３５
母岩２９４・接合７７２�、

母岩３０３・接合７９７……………………… ２６７

図�－２９７ A区（Sb－１～１３）の石器�２３６
母岩２８０・接合７５０�…………………… ２６８

図�－２９８ A区（Sb－１～１３）の石器�２３７
母岩２８０・接合７５０�、

母岩２３５・接合５７８�…………………… ２６９

図�－２９９ A区（Sb－１～１３）の石器�２３８
母岩２３５・接合５７８�…………………… ２７０

図�－３００ A区（Sb－１～１３）の石器�２３９
母岩６８・接合１５６、

母岩１４０・接合３３２�…………………… ２７１

図�－３０１ A区（Sb－１～１３）の石器�２４０
母岩１４０・接合３３２�、母岩１３９・接合３３１、

母岩２５３・接合６４５�…………………… ２７２

図�－３０２ A区（Sb－１～１３）の石器�２４１
母岩２５３・接合６４５�…………………… ２７３

図�－３０３ A区（Sb－１～１３）の石器�２４２
母岩２３１・接合５５９�…………………… ２７４

図�－３０４ A区（Sb－１～１３）の石器�２４３
母岩２３１・接合５５９�…………………… ２７５

図�－３０５ A区（Sb－１～１３）の石器�２４４
母岩２３１・接合５５９�…………………… ２７６

図�－３０６ A区（Sb－１～１３）の石器�２４５
母岩２５２・接合６４２�…………………… ２７７

図�－３０７ A区（Sb－１～１３）の石器�２４６
母岩２５２・接合６４２�…………………… ２７８

図�－３０８ A区（Sb－１～１３）の石器�２４７
母岩２５２・接合６４２�、

母岩１５１・接合３７４�…………………… ２７９

図�－３０９ A区（Sb－１～１３）の石器�２４８
母岩１５１・接合３７４�、

母岩２８９・接合７６６�…………………… ２８０

図�－３１０ A区（Sb－１～１３）の石器�２４９
母岩２８９・接合７６６�、

母岩１５８・接合４１２�…………………… ２８１

図�－３１１ A区（Sb－１～１３）の石器�２５０
母岩１５８・接合４１２�…………………… ２８２

図�－３１２ A区（Sb－１～１３）の石器�２５１
母岩２６０・接合６６３�…………………… ２８３

図�－３１３ A区（Sb－１～１３）の石器�２５２
母岩２６０・接合６６３�、母岩２９２・接合７７０、

母岩２５９・接合６６１�…………………… ２８４

図�－３１４ A区（Sb－１～１３）の石器�２５３
母岩２５９・接合６６１�…………………… ２８５

図�－３１５ A区（Sb－１～１３）の石器�２５４
母岩５９・接合１３１、母岩１０４・接合２６３… ２８６

�



図�－３１６ A区（Sb－１～１３）の石器�２５５
母岩５８・接合１３０、母岩６２・接合１３８ … ２８７

図�－３１７ A区（Sb－１～１３）の石器�２５６
母岩１６６・接合４４２、

母岩１６５・接合４３９�…………………… ２８８

図�－３１８ A区（Sb－１～１３）の石器�２５７
母岩１６５・接合４３９�…………………… ２８９

図�－３１９ A区（Sb－１～１３）の石器�２５８
母岩１６５・接合４３９�…………………… ２９０

図�－３２０ A区（Sb－１～１３）の石器�２５９
母岩１６５・接合４３９�、

母岩４８・接合１１３� …………………… ２９１

図�－３２１ A区（Sb－１～１３）の石器�２６０
母岩４８・接合１１３� …………………… ２９２

図�－３２２ A区（Sb－１～１３）の石器�２６１
母岩４８・接合１１３�、

母岩２１１・接合４９６……………………… ２９３

図�－３２３ A区（Sb－１～１３）の石器�２６２
母岩１１２・接合２７７、

母岩２２８・接合５４９�…………………… ２９４

図�－３２４ A区（Sb－１～１３）の石器�２６３
母岩２２８・接合５４９�…………………… ２９５

図�－３２５ A区（Sb－１～１３）の石器�２６４
母岩２２８・接合５４９�、

母岩８９・接合２３３� …………………… ２９６

図�－３２６ A区（Sb－１～１３）の石器�２６５
母岩８９・接合２３３�、

母岩５４・接合１２５ ……………………… ２９７

図�－３２７ A区（Sb－１～１３）の石器�２６６
母岩６４・接合１４１、

母岩７３・接合１８２� …………………… ２９８

図�－３２８ A区（Sb－１～１３）の石器�２６７
母岩７３・接合１８２� …………………… ２９９

図�－３２９ A区（Sb－１～１３）の石器�２６８
母岩１０２・接合２５８�…………………… ３００

図�－３３０ A区（Sb－１～１３）の石器�２６９
母岩１０２・接合２５８�、

母岩６１・接合１３６� …………………… ３０１

図�－３３１ A区（Sb－１～１３）の石器�２７０
母岩６１・接合１３６�、

母岩５１・接合１２２� …………………… ３０２

図�－３３２ A区（Sb－１～１３）の石器�２７１
母岩５１・接合１２２�、

母岩１０６・接合２６５�…………………… ３０３

図�－３３３ A区（Sb－１～１３）の石器�２７２
母岩１０６・接合２６５�、

母岩７６・接合１９２� …………………… ３０４

図�－３３４ A区（Sb－１～１３）の石器�２７３
母岩７６・接合１９２�、

母岩１５５・接合４０２�…………………… ３０５

図�－３３５ A区（Sb－１～１３）の石器�２７４
母岩１５５・接合４０２�、母岩６３・接合１４０、

母岩１１０・接合２７２�…………………… ３０６

図�－３３６ A区（Sb－１～１３）の石器�２７５
母岩１１０・接合２７２�、

母岩３１８・接合８７２�…………………… ３０７

図�－３３７ A区（Sb－１～１３）の石器�２７６
母岩３１８・接合８７２�、

母岩１５２・接合３７５�…………………… ３０８

図�－３３８ A区（Sb－１～１３）の石器�２７７
母岩１５２・接合３７５�…………………… ３０９

図�－３３９ A区（Sb－１～１３）の石器�２７８
母岩５３・接合１２４� …………………… ３１０
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母岩７５・接合１８６� …………………… ３１１
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母岩４４・接合１０２�、母岩２７７・接合７４３、
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母岩１０９・接合２７１……………………… ３１５
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母岩９３・接合２４２� …………………… ３１８
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母岩４０５・接合１３５６� ………………… ４３４

図�－４６４ 斜面部の石器�６２集中域「ク」

母岩４０５・接合１３５６� ………………… ４３５

図�－４６５ 斜面部の石器�６３集中域「ク」

母岩４０５・接合１３５６� ………………… ４３６

図�－４６６ 斜面部の石器�６４集中域「ク」

母岩４０５・接合１３５６	 ………………… ４３７

図�－４６７ 斜面部の石器�６５集中域「ク」

母岩４０５・接合１３５６
 ………………… ４３８

図�－４６８ 斜面部の石器�６６集中域「ク」

母岩４０５・接合１３５６�、

母岩４１５・接合１３９９� ………………… ４３９

図�－４６９ 斜面部の石器�６７集中域「ク」

母岩４１５・接合１３９９�、

母岩４１９・接合１４２４� ………………… ４４０

図�－４７０ 斜面部の石器�６８集中域「ク」

母岩４１９・接合１４２４� ………………… ４４１

図�－４７１ 斜面部の石器�６９集中域「ク」

母岩４１６・接合１４０９� ………………… ４４２

図�－４７２ 斜面部の石器�７０集中域「ク」

母岩４１６・接合１４０９� ………………… ４４３

図�－４７３ 石器ブロック外の石器・石器分布図…… ４４４

��



� 旧白滝５遺跡の調査

図�－３０～１０７ Sb－１～１３の石器
図�－１０８～１３９ Sb－１～１３の分布図
図�－１４０～３４８ Sb－１～１３の接合資料

図�－３４９～３５７ Sb－１４～１７の石器
図�－３５８～３６２ Sb－１４～１７の分布図
図�－３６３～３８５ Sb－１４～１７の接合資料

図�－３８６～３８８ Sb－１８～２１の石器
図�－３８８～３９３ Sb－１８～２１の分布図
図�－３９４～３９６ Sb－１８～２１の接合資料

図�－３９７～４１３ 斜面部の石器
図�－４１３～４１９ 斜面部の分布図
図�－４２０～４７２ 斜面部の接合資料

図�－４７３ 石器ブロック外の石器、分布図
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図�－３０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１） 尖頭器

� 旧白滝５遺跡

1



図�－３１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２） 尖頭器

Sb－１～１３

2



図�－３２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３） 尖頭器

� 旧白滝５遺跡

3



図�－３３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４） 尖頭器・削片・両面調整石器

Sb－１～１３

4



図�－３４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５） 両面調整石器

� 旧白滝５遺跡

5



図�－３５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６） 両面調整石器

Sb－１～１３

6



図�－３６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７） 両面調整石器

� 旧白滝５遺跡

7



図�－３７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８） 両面調整石器

Sb－１～１３

8



図�－３８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９） 両面調整石器

� 旧白滝５遺跡

9



図�－３９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０） 両面調整石器

Sb－１～１３

10



図�－４０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１） 細石刃

� 旧白滝５遺跡

11



図�－４１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２） 細石刃核

Sb－１～１３

12



図�－４２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３） 細石刃核

� 旧白滝５遺跡

13



図�－４３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４） 細石刃核・削片

Sb－１～１３

14



図�－４４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５） 削片

� 旧白滝５遺跡

15



図�－４５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６） 削片

Sb－１～１３

16



図�－４６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７） 削片

� 旧白滝５遺跡

17



図�－４７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８） 削片

Sb－１～１３

18



図�－４８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１９） 削片

� 旧白滝５遺跡

19



図�－４９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２０） 削片・舟底形石器

Sb－１～１３

20



図�－５０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２１） 舟底形石器

� 旧白滝５遺跡

21



図�－５１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２２） 舟底形石器

Sb－１～１３

22



図�－５２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２３） 舟底形石器

� 旧白滝５遺跡

23



図�－５３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２４） 舟底形石器

Sb－１～１３

24



図�－５４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２５） 舟底形石器

� 旧白滝５遺跡

25



図�－５５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２６） 舟底形石器

Sb－１～１３

26



図�－５６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２７） 舟底形石器

� 旧白滝５遺跡

27



図�－５７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２８） 舟底形石器

Sb－１～１３

28



図�－５８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（２９） 舟底形石器

� 旧白滝５遺跡

29



図�－５９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３０） 舟底形石器

Sb－１～１３

30



図�－６０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３１） 舟底形石器

� 旧白滝５遺跡

31



図�－６１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３２） 舟底形石器・削片・彫器・掻器

Sb－１～１３

32



図�－６２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３３） 掻器・錐形石器

� 旧白滝５遺跡

33



図�－６３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３４） 錐形石器・削器

Sb－１～１３

34



図�－６４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３５） 削器

� 旧白滝５遺跡

35



図�－６５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３６） 削器

Sb－１～１３

36



図�－６６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３７） 削器・台形石器・二次加工ある剥片

� 旧白滝５遺跡

37



図�－６７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３８） 二次加工ある剥片

Sb－１～１３

38



図�－６８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（３９） 二次加工ある剥片

� 旧白滝５遺跡

39



図�－６９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４０） 二次加工ある剥片

Sb－１～１３

40



図�－７０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４１） 二次加工ある剥片

� 旧白滝５遺跡

41



図�－７１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４２） 二次加工ある剥片

Sb－１～１３

42



図�－７２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４３） 二次加工ある剥片

� 旧白滝５遺跡

43



図�－７３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４４） 石刃

Sb－１～１３

44



図�－７４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４５） 石刃

� 旧白滝５遺跡

45



図�－７５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４６） 石刃・縦長剥片

Sb－１～１３

46



図�－７６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４７） 石刃

� 旧白滝５遺跡

47



図�－７７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４８） 石刃

Sb－１～１３

48



図�－７８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（４９） 石刃・縦長剥片

� 旧白滝５遺跡

49



図�－７９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５０） 石刃

Sb－１～１３

50



図�－８０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５１） 石刃・石刃核

� 旧白滝５遺跡

51



図�－８１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５２） 石刃核

Sb－１～１３

52



図�－８２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５３） 石刃核

� 旧白滝５遺跡

53



図�－８３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５４） 石刃核

Sb－１～１３

54



図�－８４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５５） 石刃核

� 旧白滝５遺跡

55



図�－８５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５６） 石刃核

Sb－１～１３

56



図�－８６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５７） 石刃核

� 旧白滝５遺跡

57



図�－８７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５８） 石刃核

Sb－１～１３

58



図�－８８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（５９） 石刃核

� 旧白滝５遺跡

59



図�－８９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６０） 石核

Sb－１～１３

60



図�－９０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６１） 石核

� 旧白滝５遺跡

61



図�－９１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６２） 石核

Sb－１～１３

62



図�－９２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６３） 石核

� 旧白滝５遺跡

63



図�－９３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６４） 石核

Sb－１～１３

64



図�－９４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６５） 石核

� 旧白滝５遺跡

65



図�－９５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６６） 石核

Sb－１～１３

66



図�－９６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６７） 石核

� 旧白滝５遺跡

67



図�－９７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６８） 石核

Sb－１～１３

68



図�－９８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（６９） 石核

� 旧白滝５遺跡

69



図�－９９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７０） 石核

Sb－１～１３

70



図�－１００ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７１） 石核

� 旧白滝５遺跡

71



図�－１０１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７２） 石核

Sb－１～１３

72



図�－１０２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７３） 石核

� 旧白滝５遺跡

73



図�－１０３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７４） 石核

Sb－１～１３

74



図�－１０４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７５） 石核

� 旧白滝５遺跡

75



図�－１０５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７６） 石核

Sb－１～１３

76



図�－１０６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７７） 石核

� 旧白滝５遺跡

77



図�－１０７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７８） 石核・石鏃

Sb－１～１３

78



図�－１０８ Sb―１の分布図

� 旧白滝５遺跡

79



Sb
-４
へ

図�－１０９ Sb―１の遺物

Sb－１～１３

80



Sb-５へ

図�－１１０ Sb―２・３の分布図・遺物

� 旧白滝５遺跡

81



尖頭器、両面調整石器、細石刃核、舟底形石器

Sb-１３へ

図�－１１１ Sb―２の遺物（１）

Sb－１～１３

82



細石刃 細石刃核削片

図�－１１２ Sb―２の遺物（２）

� 旧白滝５遺跡

83



彫器、掻器、錐形石器、削器、二次加工ある剥片

図�－１１３ Sb―２の遺物（３）

Sb－１～１３

84



石刃核、石核（Ｅ１５・１６区以外）

図�－１１４ Sb―２の遺物（４）

� 旧白滝５遺跡

85



石刃核、石核（Ｅ１５・１６区）

図�－１１５ Sb―２の遺物（５）

Sb－１～１３

86



Sb-１１
へSb-１へ

図�－１１６ Sb―４の分布図・遺物

� 旧白滝５遺跡

87



細石刃

図�－１１７ Sb―５の分布図・遺物（１）

Sb－１～１３

88



細石刃核削片

細石刃核

図�－１１８ Sb―５の分布図・遺物（２）

� 旧白滝５遺跡

89



尖頭器、尖頭器削片

図�－１１９ Sb―５の分布図・遺物（３）

Sb－１～１３

90



両面調整石器

図�－１２０ Sb―５の分布図・遺物（４）

� 旧白滝５遺跡

91



彫器、彫器削片、掻器、錐形石器、削器、台形石器、二次加工ある剥片

図�－１２１ Sb―５の分布図・遺物（５）

Sb－１～１３

92



舟底形石器

Sb-１３へ

図�－１２２ Sb―５の分布図・遺物（６）

� 旧白滝５遺跡

93



石刃核、石核、原石

Sb-３へ

図�－１２３ Sb―５の分布図・遺物（７）

Sb－１～１３

94



石刃核、石核、原石以外

図�－１２４ Sb―６の分布図・遺物（１）

� 旧白滝５遺跡

95



石刃核、石核、原石

図�－１２５ Sb―６の遺物（２）

Sb－１～１３

96



図�－１２６ Sb―７の分布図

� 旧白滝５遺跡

97



Sb-１２
、１１９

区
へ

図�－１２７ Sb―７の遺物

Sb－１～１３

98



図�－１２８ Sb―８の分布図・遺物

� 旧白滝５遺跡

99



図�－１２９ Sb―９の分布図・遺物

Sb－１～１３

100



図�－１３０ Sb―１０の分布図・遺物

� 旧白滝５遺跡

101



細石刃核、細石刃核削片

図�－１３１ Sb―１１の分布図・遺物（１）

Sb－１～１３

102



細石刃核、細石刃核削片以外

Sb-４
へ

図�－１３２ Sb―１１の遺物（２）

� 旧白滝５遺跡

103



細石刃、細石刃核削片

図�－１３３ Sb―１２の分布図・遺物（１）

Sb－１～１３

104



細石刃、細石刃核削片、石刃核、石核以外

Sb-５
へ

図�－１３４ Sb―１２の遺物（２）

� 旧白滝５遺跡

105



石刃核、石核

図�－１３５ Sb―１２の遺物（３）

Sb－１～１３
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Sb-２・５へ

Sb-７
へ

図�－１３６ Sb―１３の分布図・遺物

� 旧白滝５遺跡
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全接合分布図

折れ面接合分布図

図�－１３７ Ａ区（Sb―１～１３）の接合分布図

Sb－１～１３
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１a�類 １e 類

２a 類 ２b・２c 類

２d 類 ２e 類

３a�類 ３a�類

図�－１３８ Ａ区（Sb―１～１３）の製作内容別母岩分布図（１）

� 旧白滝５遺跡
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３b 類 ４a�類

４b�類 ４c�類

４c�類 ５a�・５a�類

５b�・５b�類 ５c�・５c�・５c�類

図�－１３９ Ａ区（Sb―１～１３）の製作内容別母岩分布図（２）

Sb－１～１３
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母岩１０・接合３１

接合３１分布図 接合３１（個体以外）分布図

接合３１（個体A）分布図 接合３１（個体B）分布図

図�－１４０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（７９） 母岩１０・接合３１

� 旧白滝５遺跡
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母岩１０３・接合２６０

図�－１４１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８０） 母岩１０３・接合２６０（１）

Sb－１～１３

112



接合２６０分布図

母岩１０１・接合２５６

図�－１４２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８１） 母岩１０３・接合２６０（２）、母岩１０１・接合２５６（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合２５６分布図

図�－１４３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８２） 母岩１０１・接合２５６（２）

Sb－１～１３
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母岩１０８・接合２７０

図�－１４４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８３） 母岩１０８・接合２７０（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合２７０分布図

図�－１４５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８４） 母岩１０８・接合２７０（２）

Sb－１～１３
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母岩１４３・接合３４０

接合３４０分布図

図�－１４６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８５） 母岩１４３・接合３４０

� 旧白滝５遺跡
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母岩１７４・接合４５８

接合４５８分布図

図�－１４７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８６） 母岩１７４・接合４５８

Sb－１～１３
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母岩１５３・接合３７７

接合３７７分布図（１）

同一母岩非接合資料

図�－１４８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８７） 母岩１５３・接合３７７（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合３７７分布図（２）

母岩２３２・接合５６２

図�－１４９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８８） 母岩１５３・接合３７７（２）、母岩２３２・接合５６２（１）

Sb－１～１３
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図�－１５０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（８９） 母岩２３２・接合５６２（２）

� 旧白滝５遺跡
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図�－１５１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９０） 母岩２３２・接合５６２（３）

Sb－１～１３
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接合５６２分布図

図�－１５２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９１） 母岩２３２・接合５６２（４）

� 旧白滝５遺跡
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母岩２７１・接合７１７

接合７１７分布図

同一母岩非接合資料

図�－１５３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９２） 母岩２７１・接合７１７

Sb－１～１３

124



母岩２６１・接合６７０

接合６７０分布図

図�－１５４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９３） 母岩２６１・接合６７０（１）

� 旧白滝５遺跡
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図�－１５５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９４） 母岩２６１・接合６７０（２）

Sb－１～１３
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図�－１５７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９６） 母岩２８７・接合７６１（２）

Sb－１～１３
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接合７６１分布図

母岩２５７・接合６５０

図�－１５８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９７） 母岩２８７・接合７６１（３）、母岩２５７・接合６５０（１）

� 旧白滝５遺跡
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図�－１５９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９８） 母岩２５７・接合６５０（２）

Sb－１～１３
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接合６５０分布図

母岩２５７・接合６５１

接合６５１分布図

図�－１６０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（９９） 母岩２５７・接合６５０（３）、母岩２５７・接合６５１

� 旧白滝５遺跡
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母岩２５８・接合６５５

接合６５５分布図

図�－１６１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１００） 母岩２５８・接合６５５（１）

Sb－１～１３
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母岩２５８・接合６５６

図�－１６２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０１） 母岩２５８・接合６５５（２）、母岩２５８・接合６５６（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合６５６分布図

図�－１６３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０２） 母岩２５８・接合６５６（２）

Sb－１～１３
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母岩１３６・接合３２３

接合３２３分布図

母岩９０・接合２３７

接合２３７分布図（１）

接合２３７分布図（２） 接合２３７分布図（３）

図�－１６４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０３） 母岩１３６・接合３２３、母岩９０・接合２３７

� 旧白滝５遺跡
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母岩２７８・接合７４４

接合７４４分布図（１）

接合７４４分布図（２）

母岩１００・接合２５３

図�－１６５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０４） 母岩２７８・接合７４４、母岩１００・接合２５３（１）

Sb－１～１３
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接合２５３分布図

図�－１６６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０５） 母岩１００・接合２５３（２）

� 旧白滝５遺跡
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母岩８０・接合２０６

接合２０６分布図

図�－１６７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０６） 母岩８０・接合２０６

Sb－１～１３
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母岩１５０・接合３７３

接合３７３分布図

図�－１６８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０７） 母岩１５０・接合３７３

� 旧白滝５遺跡
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母岩２８６・接合７６０

接合７６０分布図

図�－１６９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０８） 母岩２８６・接合７６０

Sb－１～１３
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母岩８４・接合２１２

図�－１７０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１０９） 母岩８４・接合２１２（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合２１２分布図

母岩４７・接合１０６

接合１０６分布図

図�－１７１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１０） 母岩８４・接合２１２（２）、母岩４７・接合１０６

Sb－１～１３

142



母岩４７・接合１０５

接合１０５分布図

図�－１７２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１１） 母岩４７・接合１０５

� 旧白滝５遺跡

143



母岩２５１・接合６４１

接合６４１分布図

図�－１７３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１２） 母岩２５１・接合６４１

Sb－１～１３

144



母岩９４・接合２４３

図�－１７４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１３） 母岩９４・接合２４３（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合２４３分布図

母岩１０７・接合２６７

図�－１７５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１４） 母岩９４・接合２４３（２）、母岩１０７・接合２６７（１）

Sb－１～１３
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接合２６７分布図

図�－１７６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１５） 母岩１０７・接合２６７（２）

� 旧白滝５遺跡

147



母岩８５・接合２１６

接合２１６分布図

母岩８５・接合２１７

図�－１７７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１６） 母岩８５・接合２１６、母岩８５・接合２１７（１）

Sb－１～１３
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接合２１７分布図

母岩１７２・接合４５３

図�－１７８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１７） 母岩８５・接合２１７（２）、母岩１７２・接合４５３（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合４５３分布図

図�－１７９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１８） 母岩１７２・接合４５３（２）

Sb－１～１３
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母岩２８１・接合７５１

図�－１８０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１１９） 母岩２８１・接合７５１（１）

� 旧白滝５遺跡
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図�－１８１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２０） 母岩２８１・接合７５１（２）

Sb－１～１３
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図�－１８２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２１） 母岩２８１・接合７５１（３）

� 旧白滝５遺跡
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図�－１８３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２２） 母岩２８１・接合７５１（４）

Sb－１～１３
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図�－１８４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２３） 母岩２８１・接合７５１（５）

� 旧白滝５遺跡
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接合７５１分布図

母岩５５・接合１２６

図�－１８５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２４） 母岩２８１・接合７５１（６）、母岩５５・接合１２６（１）

Sb－１～１３
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接合１２６分布図

図�－１８６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２５） 母岩５５・接合１２６（２）

� 旧白滝５遺跡
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接合１２６（個体以外）分布図 接合１２６（個体A）分布図

接合１２６（個体B）分布図

母岩９２・接合２４０

図�－１８７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２６） 母岩５５・接合１２６（３）、母岩９２・接合２４０（１）

Sb－１～１３
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同一母岩非接合資料

図�－１８８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２７） 母岩９２・接合２４０（２）

� 旧白滝５遺跡
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接合２４０分布図

母岩２５６・接合６４７

図�－１８９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２８） 母岩９２・接合２４０（３）、母岩２５６・接合６４７（１）

Sb－１～１３
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図�－１９０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１２９） 母岩２５６・接合６４７（２）

� 旧白滝５遺跡
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接合６４７分布図

母岩１６８・接合４４５

図�－１９１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３０） 母岩２５６・接合６４７（３）、母岩１６８・接合４４５（１）

Sb－１～１３
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接合４４５分布図

母岩１６８・接合４４６

接合４４６分布図

図�－１９２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３１） 母岩１６８・接合４４５（２）、母岩１６８・接合４４６

� 旧白滝５遺跡
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母岩１６９・接合４４８

接合４４８分布図

図�－１９３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３２） 母岩１６９・接合４４８

Sb－１～１３
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母岩２３０・接合５５４

図�－１９４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３３） 母岩２３０・接合５５４（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合５５４分布図

母岩２３０・接合５５５

接合５５５分布図

図�－１９５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３４） 母岩２３０・接合５５４（２）、母岩２３０・接合５５５

Sb－１～１３
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母岩１１９・接合２９１
同一母岩非接合資料

接合２９２分布図

接合２９１分布図

母岩１１９・接合２９２

母岩１２２・接合２９４ 同一母岩非接合資料
接合２９５分布図

接合２９４分布図

母岩１２２・接合２９５

接合４７１分布図

母岩１８２・接合４７１
同一母岩非接合資料

母岩１８７・接合４７３
接合４７３分布図

同一母岩非接合資料

図�－１９６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３５） 母岩１１９・接合２９１、母岩１１９・接合２９２、母岩１２２・接合２９４、
母岩１２２・接合２９５、母岩１８２・接合４７１、母岩１８７・接合４７３

� 旧白滝５遺跡
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母岩１９８・接合４８２ 接合４８２分布図
同一母岩非接合資料

接合４７９分布図

母岩１９４・接合４７９ 同一母岩非接合資料

接合４７４分布図

母岩１８８・接合４７４

母岩１８・接合７５３ 接合７５３分布図

図�－１９７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３６） 母岩１９８・接合４８２、母岩１９４・接合４７９、母岩１８８・接合４７４、
母岩１８・接合７５３

Sb－１～１３
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母岩１９３・接合４７８ 同一母岩非接合資料

接合４７８分布図

母岩１１８・接合２９０
接合２９０分布図

母岩９７・接合２５０

接合２５０分布図
同一母岩非接合資料

母岩１８１・接合４６９
接合４６９分布図

図�－１９８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３７） 母岩１９３・接合４７８、母岩１１８・接合２９０、母岩９７・接合２５０、
母岩１８１・接合４６９

� 旧白滝５遺跡
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母岩１１７・接合２８９
同一母岩非接合資料

接合２８９分布図

母岩１８９・接合４７５

同一母岩非接合資料

接合４７５分布図

母岩１２１・接合２９３
同一母岩非接合資料

図�－１９９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３８） 母岩１１７・接合２８９、母岩１８９・接合４７５、母岩１２１・接合２９３（１）

Sb－１～１３

170



接合２９３分布図

母岩２３６・接合５８３

接合５８３分布図

母岩１９１・接合４７６ 母岩１９１・接合４７７

同一母岩非接合資料

図�－２００ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１３９） 母岩１２１・接合２９３（２）、母岩２３６・接合５８３、母岩１９１・接合４７６（１）、
母岩１９１・接合４７７（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合４７６分布図 接合４７７分布図

接合３５１分布図

母岩１４８・接合３５１

母岩１８３・接合４７２

接合４７２分布図

同一母岩非接合資料

図�－２０１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４０） 母岩１９１・接合４７６（２）、母岩１９１・接合４７７（２）、母岩１４８・接合３５１、
母岩１８３・接合４７２

Sb－１～１３
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母岩１１６・接合２８８

接合２８８分布図

同一母岩非接合資料

母岩１４６・接合３４９

接合３４９分布図

母岩９６・接合２４８

図�－２０２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４１） 母岩１１６・接合２８８、母岩１４６・接合３４９、母岩９６・接合２４８（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合２４８分布図

母岩１２３・接合２９６

接合２９６分布図

同一母岩非接合資料

母岩１１５・接合２８５

接合２８５分布図

母岩１１５・接合２８６ 接合２８６分布図

母岩１１５・接合２８７
接合２８７分布図

同一母岩非接合資料

図�－２０３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４２） 母岩９６・接合２４８（２）、母岩１２３・接合２９６、母岩１１５・接合２８５、
母岩１１５・接合２８６、母岩１１５・接合２８７

Sb－１～１３
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母岩１３３・接合３２０

図�－２０４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４３） 母岩１３３・接合３２０（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合３２０分布図 接合３２０（個体以外）分布図

接合３２０（個体A）分布図

接合３２０（個体B）分布図

接合３２０（個体C）分布図

図�－２０５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４４） 母岩１３３・接合３２０（２）

Sb－１～１３

176



母岩６６・接合１４３

図�－２０６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４５） 母岩６６・接合１４３（１）

� 旧白滝５遺跡
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図�－２０７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４６） 母岩６６・接合１４３（２）

Sb－１～１３

178



図�－２０８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４７） 母岩６６・接合１４３（３）

� 旧白滝５遺跡
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接合１４３（個体A−b）分布図

接合１４３（個体A−a）分布図

接合１４３（個体B）分布図

図�－２０９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４８） 母岩６６・接合１４３（４）

Sb－１～１３

180



接合１４３分布図

Sb-6

接合１４３（個体A）分布図 ※個体A−a・b を除く

図�－２１０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１４９） 母岩６６・接合１４３（５）

� 旧白滝５遺跡
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母岩１２８・接合３０２

図�－２１１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５０） 母岩１２８・接合３０２（１）

Sb－１～１３

182



図�－２１２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５１） 母岩１２８・接合３０２（２）

� 旧白滝５遺跡
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接合３０２分布図

母岩１２８・接合３０３

接合３０３分布図

図�－２１３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５２） 母岩１２８・接合３０２（３）、母岩１２８・接合３０３

Sb－１～１３
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母岩９９・接合２５２

図�－２１４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５３） 母岩９９・接合２５２（１）

� 旧白滝５遺跡
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図�－２１５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５４） 母岩９９・接合２５２（２）

Sb－１～１３
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接合２５２分布図

接合２５２（個体A）分布図

接合２５２（個体以外）分布図（１） 接合２５２（個体B）分布図

接合２５２（個体以外）分布図（２）

図�－２１６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５５） 母岩９９・接合２５２（３）

� 旧白滝５遺跡
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母岩５０・接合１１６

図�－２１７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５６） 母岩５０・接合１１６（１）

Sb－１～１３
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図�－２１８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５７） 母岩５０・接合１１６（２）
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図�－２１９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５８） 母岩５０・接合１１６（３）

Sb－１～１３
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図�－２２０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１５９） 母岩５０・接合１１６（４）

� 旧白滝５遺跡
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図�－２２１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６０） 母岩５０・接合１１６（５）

Sb－１～１３

192



接合１１６分布図 接合１１６（個体以外）分布図

接合１１６（個体A）分布図 接合１１６（個体B）分布図 接合１１６（個体C）分布図

図�－２２２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６１） 母岩５０・接合１１６（６）

� 旧白滝５遺跡
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接合１１６（個体D）分布図

母岩５０・接合１１８

接合１１６（個体E）分布図

接合１１８分布図

接合１１７分布図

母岩５０・接合１１７

図�－２２３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６２） 母岩５０・接合１１６（７）、母岩５０・接合１１８、母岩５０・接合１１７

Sb－１～１３
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母岩１２７・接合２９９

図�－２２４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６３） 母岩１２７・接合２９９（１）

� 旧白滝５遺跡
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図�－２２５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６４） 母岩１２７・接合２９９（２）

Sb－１～１３
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図�－２２６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６５） 母岩１２７・接合２９９（３）

� 旧白滝５遺跡
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接合２９９（個体A−b）分布図 接合２９９分布図

接合２９９（個体以外）分布図

接合２９９（個体A−a）分布図

接合２９９（個体C）分布図

接合２９９（個体B）分布図

図�－２２７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６６） 母岩１２７・接合２９９（４）

Sb－１～１３

198



母岩７２・接合１７２

図�－２２８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６７） 母岩７２・接合１７２（１）
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図�－２２９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６８） 母岩７２・接合１７２（２）

Sb－１～１３
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図�－２３０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１６９） 母岩７２・接合１７２（３）
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201



接合１７２分布図 接合１７２（個体A）分布図

接合１７２（個体B）分布図

接合１７２（個体以外）分布図 接合１７２（個体C）分布図

母岩７４・接合１８３

図�－２３１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７０） 母岩７２・接合１７２（４）、母岩７４・接合１８３（１）

Sb－１～１３
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接合１８３分布図

接合１８３（個体以外）分布図 接合１８３（個体A）分布図 接合１８３（個体B）分布図

図�－２３２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７１） 母岩７４・接合１８３（２）

� 旧白滝５遺跡
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母岩１３１・接合１８７

接合１８７分布図 接合１８７（個体以外）分布図 接合１８７（個体A）分布図

母岩８６・接合２２０

図�－２３３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７２） 母岩１３１・接合１８７、母岩８６・接合２２０（１）

Sb－１～１３
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同一母岩非接合資料
接合２２０分布図 接合２２０（個体A）分布図

接合２２０（個体以外）分布図

母岩５２・接合１２３

図�－２３４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７３） 母岩８６・接合２２０（２）、母岩５２・接合１２３（１）
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図�－２３５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７４） 母岩５２・接合１２３（２）

Sb－１～１３
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接合１２３分布図 接合１２３（個体A）分布図

接合１２３（個体以外）分布図

接合１２３（個体B）分布図

母岩１７０・接合４５０

図�－２３６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７５） 母岩５２・接合１２３（３）、母岩１７０・接合４５０（１）

� 旧白滝５遺跡
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接合４５０分布図 接合４５０（個体A）分布図

接合４５０（個体以外）分布図

図�－２３７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７６） 母岩１７０・接合４５０（２）

Sb－１～１３

208



母岩７１・接合１６１

図�－２３８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７７） 母岩７１・接合１６１（１）
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図�－２３９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７８） 母岩７１・接合１６１（２）

Sb－１～１３
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接合１６１分布図 接合１６１（個体以外）分布図 接合１６１（個体A）分布図 接合１６１（個体B）分布図

母岩７１・接合１６２

接合１６２分布図

接合１６２（個体A）分布図

図�－２４０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１７９） 母岩７１・接合１６１（３）、母岩７１・接合１６２
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母岩２０９・接合４９３

接合４９３分布図

母岩２０９・接合４９４

接合４９４分布図

同一母岩非接合資料

図�－２４１ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８０） 母岩２０９・接合４９３、母岩２０９・接合４９４

Sb－１～１３

212



母岩８２・接合２０９

接合２０９分布図

母岩１３７・接合３２５

図�－２４２ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８１） 母岩８２・接合２０９、母岩１３７・接合３２５（１）

� 旧白滝５遺跡
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図�－２４３ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８２） 母岩１３７・接合３２５（２）

Sb－１～１３

214



接合３２５分布図

接合３２５（個体以外）分布図 接合３２５（個体A）分布図

図�－２４４ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８３） 母岩１３７・接合３２５（３）
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215



母岩１３５・接合３２２

接合３２２分布図

母岩２４１・接合５９１

接合５９１分布図

母岩９５・接合２４６

図�－２４５ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８４） 母岩１３５・接合３２２、母岩２４１・接合５９１、母岩９５・接合２４６（１）

Sb－１～１３
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接合２４６分布図

同一母岩非接合資料

母岩２８３・接合７５６

図�－２４６ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８５） 母岩９５・接合２４６（２）、母岩２８３・接合７５６（１）
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接合７５６分布図

図�－２４７ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８６） 母岩２８３・接合７５６（２）

Sb－１～１３

218



母岩４９・接合１１５

図�－２４８ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８７） 母岩４９・接合１１５（１）
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図�－２４９ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８８） 母岩４９・接合１１５（２）

Sb－１～１３
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接合１１５分布図

図�－２５０ Ａ区（Sb―１～１３）の石器（１８９） 母岩４９・接合１１５（３）
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