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１ 調査区域図・遺跡全体の遺物分布図などの縮尺は、任意であるのですべて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 各石器ブロックの基本的な全遺物分布図の縮尺は、以下のようにしたが、器種別分布図、接合図、

などは統一せず、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。

奥白滝１ １：１５０ 上白滝５ １：１００（Sb－１０・１１は１：１５０）

３ 母岩別・接合資料の接合分布図の縮尺は、以下のようにしたが、いずれの場合も縮尺とスケール

を示した。

奥白滝１ １：２００ 上白滝５ １：２００（一部１：４００）

４ 遺物の縮尺は、実測図・写真とも、石器類は１：２としたが、一部大型の石器については１：３

とした。接合資料および接合破片は、実測図・写真とも、奥白滝１遺跡の Sb－１～１０については

１：２、その他は１：３とした。

５ 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。

６ 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。

７ 接合資料の中で、剥片石器や石核の素材である剥片もしくは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にするものは「個体 a」「個体 b」・・、

分割されたものの場合は「個体 A－１」「個体 A－２」・・と呼称した。

８ 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。

９ 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、素材剥離時の打撃点部分に を付けたものもある。

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

１１ 尖頭器など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、想定される輪郭を示した

ものもある。

１２ 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。

１３ 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 F：赤色土（焼土）

１４ 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 ：二次加工ある剥片 ：石核

：石刃核 ：石鏃・石刃鏃

□：礫石器等（斧形石器・敲石・砥石・台石・原石・礫）

記号等の説明
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１５ 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。

１６ 挿図中の番号は、石器群ごとに単体石器、接合資料、写真のみ掲載接合資料の順で１から付けた。

また、接合破片として接合資料のところに示した場合は、単体石器で付した番号を付けている。

１７ 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、さらに出土発掘区・遺物番号を同時に表示したものもある。

１８ 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。

１９ 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。

２０ 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５種類に分けて示した。

黒曜石１：黒色 黒曜石２：梨肌（黒色） 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）

ただし、黒曜石２の梨肌で、黒曜石５の特徴があるものについては、黒曜石２の５という形で

表現する。この分類は、破片の状態での観察なので、同一母岩でも２種類の特徴がみられる場合

もある。

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。

碧玉については、色調から濃緑色の１、赤色の２、褐～褐黄色の３とした。

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。

２１ 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 碧玉：Ja 珪岩：Qu 安山岩：An

緑色泥岩：Gr－Mu 凝灰岩：Tu 片岩：Sch 粘板岩：Sl 砂岩：Sa
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母岩１５５・接合５１１…………………………５２９

図Ⅳ－１４９ Sb‐６～１１の石器� 母岩１４５・接合４５７、

母岩１３０・接合４０６、母岩１９７・接合３４５……５３０

図Ⅳ－１５０ Sb‐６～１１の石器� 母岩１２２・接合３４４、

母岩１８７・接合６４５…………………………５３１

図Ⅳ－１５１ Sb‐６～１１の石器� 母岩１９４・接合６６１、

母岩１４８・接合４７３、母岩１２９・接合３９７……５３２

図Ⅳ－１５２ Sb‐１２の石器・分布図・遺物…………………５３３

図Ⅳ－１５３ 石器ブロック外の石器、分布図………………５３４

�



Ⅲ 奥白滝１遺跡の調査

図Ⅲ－３５～３７ Sb－１～３の石器
図Ⅲ－３８～４３ Sb－１～３の分布・接合図
図Ⅲ－４４～４９ Sb－１～３の接合資料

図Ⅲ－５０～５８ Sb－４～６の石器
図Ⅲ－５９～６６ Sb－４～６の分布・接合図
図Ⅲ－６７～９４ Sb－４～６の接合資料

図Ⅲ－９５ Sb－１～６石器ブロック外の石器・分布図

図Ⅲ－９６～１１４ Sb－７～１０の石器
図Ⅲ－１１５～１２３ Sb－７～１０の分布・接合図
図Ⅲ－１２４～１８５ Sb－７～１０の接合資料

図Ⅲ－１８６～１９１ Sb－１１・１２の石器
図Ⅲ－１９２～１９６ Sb－１１・１２の分布・接合図
図Ⅲ－１９７～２０３ Sb－１１・１２の接合資料

図Ⅲ－２０４・２０５ Sb－１３・Sb－１４の石器
図Ⅲ－２０６～２０８ Sb－１３・Sb－１４の分布・接合図

図Ⅲ－２０９～２２３ Sb－１５～２１の石器
図Ⅲ－２２４～２３２ Sb－１５～２１の分布・接合図
図Ⅲ－２３３～２５７ Sb－１５～２１の接合資料

図Ⅲ－２５８～２６３ Sb－２２～２５の石器
図Ⅲ－２６４～２６６ Sb－２２～２５の分布・接合図
図Ⅲ－２６７～２８８ Sb－２２～２５の接合資料

図Ⅲ－２８９～２９４ Sb－２６～３０の石器
図Ⅲ－２９５～３００ Sb－２６～３０の分布・接合図
図Ⅲ－３０１～３２１ Sb－２６～３０の接合資料

図Ⅲ－３２２～３２８ Sb－３１～３６の石器
図Ⅲ－３２９～３３７ Sb－３１～３６の分布・接合図
図Ⅲ－３３８～３４５ Sb－３１～３６の接合資料

図Ⅲ－３４６ Sb－３７の石器
図Ⅲ－３４７ Sb－３７の分布・接合図
図Ⅲ－３４８ Sb－３７の接合資料

図Ⅲ－３４９～３７９ Sb－３８～４４の石器
図Ⅲ－３８０～４００ Sb－３８～４４の分布・接合図
図Ⅲ－４０１～４２４ Sb－３８～４４の接合資料

図Ⅲ－４２５～４２７ 石器ブロック外の石器
図Ⅲ－４２８～４３０ 石器ブロック外の石器分布図



図Ⅲ－３５ Sb‐１～３の石器（１） 二次加工ある剥片・掻器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１



図Ⅲ－３６ Sb‐１～３の石器（２） 石核

Sb－１～３

２



図Ⅲ－３７ Sb‐１～３の石器（３） 石核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３



図Ⅲ－３８ Sb‐１の分布図・遺物

Sb－１～３

４



図Ⅲ－３９ Sb‐２の分布図

Ⅲ 奥白滝１遺跡

５



図Ⅲ－４０ Sb‐２の遺物

Sb－１～３

６



図Ⅲ－４１ Sb‐３の分布図・遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

７
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接合２１

接合２１分布図

母岩３３７・接合２８

図Ⅲ－４４ Sb‐１～３の石器（４） 接合２１、母岩３３７・接合２８�

Sb－１～３

１０



接合２８分布図

A－段階２

図Ⅲ－４５ Sb‐１～３の石器（５） 母岩３３７・接合２８（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１１



母岩３３８・接合３０

接合３０分布図

図Ⅲ－４６ Sb‐１～３の石器（６） 母岩３３８・接合３０（１）

Sb－１～３

１２



母岩３３５・接合１６

図Ⅲ－４７ Sb‐１～３の石器（７） 母岩３３８・接合３０（２）、母岩３３５・接合１６（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１３



接合１６分布図

図Ⅲ－４８ Sb‐１～３の石器（８） 母岩３３５・接合１６（２）

Sb－１～３

１４



母岩３３６・接合１７

接合１７分布図

図Ⅲ－４９ Sb‐１～３の石器（９） 母岩３３６・接合１７

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１５



図Ⅲ－５０ Sb‐４～６の石器（１） 二次加工ある剥片

Sb－４～６

１６



図Ⅲ－５１ Sb‐４～６の石器（２） 錐形石器・石核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１７



図Ⅲ－５２ Sb‐４～６の石器（３） 石核

Sb－４～６

１８



図Ⅲ－５３ Sb‐４～６の石器（４） 石核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１９



図Ⅲ－５４ Sb‐４～６の石器（５） 石核

Sb－４～６

２０



図Ⅲ－５５ Sb‐４～６の石器（６） 石核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２１



図Ⅲ－５６ Sb‐４～６の石器（７） 石核

Sb－４～６

２２



図Ⅲ－５７ Sb‐４～６の石器（８） 石核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２３



図Ⅲ－５８ Sb‐４～６の石器（９） 石核

Sb－４～６

２４



図Ⅲ－５９ Sb‐４・５の分布図

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２５



図Ⅲ－６０ Sb‐４・５の遺物

Sb－４～６

２６
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接合８５

接合８５分布図

図Ⅲ－６７ Sb‐４～６の石器（１０） 接合８５

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３３



接合４８

接合４８分布図

接合１０５

図Ⅲ－６８ Sb‐４～６の石器（１１） 接合４８、接合１０５（１）

Sb－４～６

３４



接合１０５分布図

図Ⅲ－６９ Sb‐４～６の石器（１２） 接合１０５（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３５



母岩９・接合７６

図Ⅲ－７０ Sb‐４～６の石器（１３） 母岩９・接合７６（１）

Sb－４～６

３６



接合７６分布図

図Ⅲ－７１ Sb‐４～６の石器（１４） 母岩９・接合７６（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３７



母岩１１・接合８２

図Ⅲ－７２ Sb‐４～６の石器（１５） 母岩１１・接合８２（１）

Sb－４～６

３８



接合８２分布図

図Ⅲ－７３ Sb‐４～６の石器（１６） 母岩１１・接合８２（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３９



接合４６

接合４６分布図

接合４７

接合４７分布図

図Ⅲ－７４ Sb‐４～６の石器（１７） 接合４６、接合４７

Sb－４～６

４０



接合８８

接合８８分布図

図Ⅲ－７５ Sb‐４～６の石器（１８） 接合８８

Ⅲ 奥白滝１遺跡

４１



母岩１５・接合９９

図Ⅲ－７６ Sb‐４～６の石器（１９） 母岩１５・接合９９（１）

Sb－４～６

４２



接合９９分布図

図Ⅲ－７７ Sb‐４～６の石器（２０） 母岩１５・接合９９（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

４３



母岩３４０・接合５３

接合５３分布図

図Ⅲ－７８ Sb‐４～６の石器（２１） 母岩３４０・接合５３（１）

Sb－４～６

４４



母岩１３・接合９０

図Ⅲ－７９ Sb‐４～６の石器（２２） 母岩３４０・接合５３（２）、母岩１３・接合９０（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

４５



接合９０分布図

図Ⅲ－８０ Sb‐４～６の石器（２３） 母岩１３・接合９０（２）

Sb－４～６

４６



母岩１７・接合９４

接合９４分布図

図Ⅲ－８１ Sb‐４～６の石器（２４） 母岩１７・接合９４

Ⅲ 奥白滝１遺跡

４７



母岩３３９・接合５２

図Ⅲ－８２ Sb‐４～６の石器（２５） 母岩３３９・接合５２（１）

Sb－４～６

４８



図Ⅲ－８３ Sb‐４～６の石器（２６） 母岩３３９・接合５２（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

４９



接合５２分布図

接合８０

接合８０分布図

図Ⅲ－８４ Sb‐４～６の石器（２７） 母岩３３９・接合５２（３）、接合８０

Sb－４～６

５０



母岩３４１・接合８４

接合８４分布図

図Ⅲ－８５ Sb‐４～６の石器（２８） 母岩３４１・接合８４（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

５１



図Ⅲ－８６ Sb‐４～６の石器（２９） 母岩３４１・接合８４（２）

Sb－４～６

５２



図Ⅲ－８７ Sb‐４～６の石器（３０） 母岩３４１・接合８４（３）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

５３



図Ⅲ－８８ Sb‐４～６の石器（３１） 母岩３４１・接合８４（４）

Sb－４～６

５４



接合８４（個体Ａ）分布図

接合８４（個体Ｂ）分布図

接合８４（個体Ｄ）分布図

図Ⅲ－８９ Sb‐４～６の石器（３２） 母岩３４１・接合８４（５）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

５５



母岩１６・接合９８

図Ⅲ－９０ Sb‐４～６の石器（３３） 母岩１６・接合９８（１）

Sb－４～６

５６



図Ⅲ－９１ Sb‐４～６の石器（３４） 母岩１６・接合９８（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

５７



図Ⅲ－９２ Sb‐４～６の石器（３５） 母岩１６・接合９８（３）

Sb－４～６

５８



接合９８分布図

図Ⅲ－９３ Sb‐４～６の石器（３６） 母岩１６・接合９８（４）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

５９



接合９８（個体Ａ）分布図 接合９８（個体Ｂ－１）分布図

接合９８（個体Ｂ－２）分布図 接合９８（個体Ｂ－３）分布図

接合９８（個体Ｂ－４）分布図 接合９８（個体Ｃ）分布図

図Ⅲ－９４ Sb‐４～６の石器（３７） 母岩１６・接合９８（５）

Sb－４～６

６０



図Ⅲ－９５ Sb‐１～６石器ブロック外の石器・分布図

Ⅲ 奥白滝１遺跡

６１



図Ⅲ－９６ Sb‐７～１０の石器（１） 細石刃

Sb－７～１０

６２



図Ⅲ－９７ Sb‐７～１０の石器（２） 細石刃・石刃

Ⅲ 奥白滝１遺跡

６３



図Ⅲ－９８ Sb‐７～１０の石器（３） 石刃

Sb－７～１０

６４



図Ⅲ－９９ Sb‐７～１０の石器（４） 石刃・縦長剥片

Ⅲ 奥白滝１遺跡

６５



図Ⅲ－１００ Sb‐７～１０の石器（５） 石刃・縦長剥片

Sb－７～１０

６６



図Ⅲ－１０１ Sb‐７～１０の石器（６） 石刃

Ⅲ 奥白滝１遺跡

６７



図Ⅲ－１０２ Sb‐７～１０の石器（７） 石刃・縦長剥片

Sb－７～１０

６８



図Ⅲ－１０３ Sb‐７～１０の石器（８） 石刃・縦長剥片

Ⅲ 奥白滝１遺跡

６９



図Ⅲ－１０４ Sb‐７～１０の石器（９） 石刃・縦長剥片

Sb－７～１０

７０



図Ⅲ－１０５ Sb‐７～１０の石器（１０） 石刃・縦長剥片

Ⅲ 奥白滝１遺跡

７１



図Ⅲ－１０６ Sb‐７～１０の石器（１１） 石刃・縦長剥片

Sb－７～１０

７２



図Ⅲ－１０７ Sb‐７～１０の石器（１２） 石刃・縦長剥片・彫器・削片

Ⅲ 奥白滝１遺跡

７３



図Ⅲ－１０８ Sb‐７～１０の石器（１３） 掻器

Sb－７～１０

７４



図Ⅲ－１０９ Sb‐７～１０の石器（１４） 掻器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

７５



図Ⅲ－１１０ Sb‐７～１０の石器（１５） 錐形石器・二次加工ある剥片

Sb－７～１０

７６



図Ⅲ－１１１ Sb‐７～１０の石器（１６） 細石刃核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

７７



図Ⅲ－１１２ Sb‐７～１０の石器（１７） 細石刃核・石刃核

Sb－７～１０

７８



図Ⅲ－１１３ Sb‐７～１０の石器（１８） 石刃核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

７９



図Ⅲ－１１４ Sb‐７～１０の石器（１９） 石刃核・石核

Sb－７～１０

８０



図Ⅲ－１１５ Sb‐７の分布図・遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

８１



図Ⅲ－１１６ Sb‐８の分布図

Sb－７～１０

８２



図Ⅲ－１１７ Sb‐８の遺物（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

８３



図Ⅲ－１１８ Sb‐８の遺物（２）

Sb－７～１０

８４



図Ⅲ－１１９ Sb‐９の分布図

Ⅲ 奥白滝１遺跡

８５



図Ⅲ－１２０ Sb‐９の遺物

Sb－７～１０

８６



図Ⅲ－１２１ Sb‐１０の分布図

Ⅲ 奥白滝１遺跡

８７



図Ⅲ－１２２ Sb‐１０の遺物

Sb－７～１０

８８



全接合分布図

折れ面接合分布図

図Ⅲ－１２３ Sb‐７～１０の接合分布図

Ⅲ 奥白滝１遺跡

８９



母岩２８・接合１０２６

図Ⅲ－１２４ Sb‐７～１０の石器（２０） 母岩２８・接合１０２６（１）

Sb－７～１０

９０



接合１０２６分布図

母岩４０・接合１０６１

図Ⅲ－１２５ Sb‐７～１０の石器（２１） 母岩２８・接合１０２６（２）、母岩４０・接合１０６１（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

９１



接合１０６１分布図

図Ⅲ－１２６ Sb‐７～１０の石器（２２） 母岩４０・接合１０６１（２）

Sb－７～１０

９２



母岩４３・接合１０８６

接合１０８６分布図

図Ⅲ－１２７ Sb‐７～１０の石器（２３） 母岩４３・接合１０８６

Ⅲ 奥白滝１遺跡

９３



接合１０８９

接合１０８９分布図

図Ⅲ－１２８ Sb‐７～１０の石器（２４） 接合１０８９

Sb－７～１０

９４



母岩３４７・接合１０９３

接合１０９３分布図

図Ⅲ－１２９ Sb‐７～１０の石器（２５） 母岩３４７・接合９３

Ⅲ 奥白滝１遺跡

９５



母岩３１・接合１０３２

図Ⅲ－１３０ Sb‐７～１０の石器（２６） 母岩３１・接合１０３２（１）

Sb－７～１０

９６



接合１０３２分布図

図Ⅲ－１３１ Sb‐７～１０の石器（２７） 母岩３１・接合１０３２（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

９７



母岩２２・接合１００７

図Ⅲ－１３２ Sb‐７～１０の石器（２８） 母岩２２・接合１００７（１）

Sb－７～１０

９８



接合１００７分布図

図Ⅲ－１３３ Sb‐７～１０の石器（２９） 母岩２２・接合１００７（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

９９



接合１０８８

接合１０８８分布図

図Ⅲ－１３４ Sb‐７～１０の石器（３０） 接合１０８８

Sb－７～１０

１００



母岩２６・接合１０１６

接合１０１６分布図

母岩２６・接合１０１５

図Ⅲ－１３５ Sb‐７～１０の石器（３１） 母岩２６・接合１０１６、母岩２６・接合１０１５（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１０１



接合１０１５分布図

母岩２９・接合１０２８

接合１０２８分布図

図Ⅲ－１３６ Sb‐７～１０の石器（３２） 母岩２６・接合１０１５（２）、母岩２９・接合１０２８

Sb－７～１０

１０２



母岩２７・接合１０１９

図Ⅲ－１３７ Sb‐７～１０の石器（３３） 母岩２７・接合１０１９

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１０３



母岩２７・接合１０２０

図Ⅲ－１３８ Sb‐７～１０の石器（３４） 母岩２７・接合１０２０（１）

Sb－７～１０

１０４



母岩２７・接合１０１８

図Ⅲ－１３９ Sb‐７～１０の石器（３５） 母岩２７・接合１０２０（２）、母岩２７・接合１０１８（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１０５



接合１０１９分布図

接合１０２０分布図

接合１０１８分布図

図Ⅲ－１４０ Sb‐７～１０の石器（３６） 母岩２７・接合１０１９（２）、母岩２７・接合１０２０（３）、母岩２７・接合１０１８（２）

Sb－７～１０

１０６



母岩３０・接合１０３０

図Ⅲ－１４１ Sb‐７～１０の石器（３７） 母岩３０・接合１０３０（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１０７



母岩３０・接合１０３１

図Ⅲ－１４２ Sb‐７～１０の石器（３８） 母岩３０・接合１０３０（２）、母岩３０・接合１０３１（１）

Sb－７～１０

１０８



接合１０３０分布図

接合１０３１（個体Ａ）分布図 接合１０３１（個体Ｂ）分布図

図Ⅲ－１４３ Sb‐７～１０の石器（３９） 母岩３０・接合１０３０（３）、母岩３０・接合１０３１（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１０９



母岩３９・接合１０５５

図Ⅲ－１４４ Sb‐７～１０の石器（４０） 母岩３９・接合１０５５（１）

Sb－７～１０

１１０



接合１０５５分布図

図Ⅲ－１４５ Sb‐７～１０の石器（４１） 母岩３９・接合１０５５（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１１１



母岩３８・接合１０５１

接合１０５１分布図

図Ⅲ－１４６ Sb‐７～１０の石器（４２） 母岩３８・接合１０５１

Sb－７～１０

１１２



母岩３７・接合１０４８

接合１０４８分布図

図Ⅲ－１４７ Sb‐７～１０の石器（４３） 母岩３７・接合１０４８

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１１３



母岩１９・接合１００３

図Ⅲ－１４８ Sb‐７～１０の石器（４４） 母岩１９・接合１００３（１）

Sb－７～１０

１１４



図Ⅲ－１４９ Sb‐７～１０の石器（４５） 母岩１９・接合１００３（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１１５



図Ⅲ－１５０ Sb‐７～１０の石器（４６） 母岩１９・接合１００３（３）

Sb－７～１０

１１６



図Ⅲ－１５１ Sb‐７～１０の石器（４７） 母岩１９・接合１００３（４）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１１７



図Ⅲ－１５２ Sb‐７～１０の石器（４８） 母岩１９・接合１００３（５）

Sb－７～１０

１１８



図Ⅲ－１５３ Sb‐７～１０の石器（４９） 母岩１９・接合１００３（６）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１１９



奥白滝１遺跡と服部台２遺跡

接合１００３（服部台２遺跡）分布図

接合１００３（奥白滝１遺跡）分布図

図Ⅲ－１５４ Sb‐７～１０の石器（５０） 母岩１９・接合１００３（７）

Sb－７～１０

１２０



母岩２３・接合１００８

図Ⅲ－１５５ Sb‐７～１０の石器（５１） 母岩２３・接合１００８（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１２１



図Ⅲ－１５６ Sb‐７～１０の石器（５２） 母岩２３・接合１００８（２）

Sb－７～１０

１２２



図Ⅲ－１５７ Sb‐７～１０の石器（５３） 母岩２３・接合１００８（３）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１２３



接合１００８（段階１・２）分布図

接合１００８（段階３～７）分布図

図Ⅲ－１５８ Sb‐７～１０の石器（５４） 母岩２３・接合１００８（４）

Sb－７～１０

１２４



母岩３３・接合１０３４

図Ⅲ－１５９ Sb‐７～１０の石器（５５） 母岩３３・接合１０３４（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１２５



接合１０３４分布図

図Ⅲ－１６０ Sb‐７～１０の石器（５６） 母岩３３・接合１０３４（２）

Sb－７～１０

１２６



母岩２０・接合１００４

接合１００４分布図

図Ⅲ－１６１ Sb‐７～１０の石器（５７） 母岩２０・接合１００４

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１２７



母岩４２・接合１０８４

図Ⅲ－１６２ Sb‐７～１０の石器（５８） 母岩４２・接合１０８４（１）

Sb－７～１０

１２８



接合１０８４（固体A）分布図

図Ⅲ－１６３ Sb‐７～１０の石器（５９） 母岩４２・接合１０８４（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１２９



図Ⅲ－１６４ Sb‐７～１０の石器（６０） 母岩４２・接合１０８４（３）

Sb－７～１０

１３０



図Ⅲ－１６５ Sb‐７～１０の石器（６１） 母岩４２・接合１０８４（４）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１３１



図Ⅲ－１６６ Sb‐７～１０の石器（６２） 母岩４２・接合１０８４（５）

Sb－７～１０

１３２



接合１０８４（固体A以外）分布図

図Ⅲ－１６７ Sb‐７～１０の石器（６３） 母岩４２・接合１０８４（６）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１３３



母岩３４・接合１０３９

図Ⅲ－１６８ Sb‐７～１０の石器（６４） 母岩３４・接合１０３９（１）

Sb－７～１０

１３４



接合１０３９分布図

図Ⅲ－１６９ Sb‐７～１０の石器（６５） 母岩３４・接合１０３９（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１３５



母岩３４８・接合１０９４

図Ⅲ－１７０ Sb‐７～１０の石器（６６） 母岩３４８・接合１０９４（１）

Sb－７～１０

１３６



接合１０９４分布図

母岩２４・接合１０１１

図Ⅲ－１７１ Sb‐７～１０の石器（６７） 母岩３４８・接合１０９４（２）、母岩２４・接合１０１１（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１３７



図Ⅲ－１７２ Sb‐７～１０の石器（６８） 母岩２４・接合１０１１（２）

Sb－７～１０

１３８



接合１０１１分布図

母岩３４９・接合１０９５

図Ⅲ－１７３ Sb‐７～１０の石器（６９） 母岩２４・接合１０１１（３）、母岩３４９・接合１０９５（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１３９



接合１０９５分布図

図Ⅲ－１７４ Sb‐７～１０の石器（７０） 母岩３４９・接合１０９５（２）

Sb－７～１０

１４０



母岩３４５・接合１０９１

図Ⅲ－１７５ Sb‐７～１０の石器（７１） 母岩３４５・接合１０９１（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１４１



接合１０９１分布図

母岩３４６・接合１０９２

接合１０９２分布図

図Ⅲ－１７６ Sb‐７～１０の石器（７２） 母岩３４５・接合１０９１（２）、母岩３４６・接合１０９２

Sb－７～１０

１４２



母岩３６・接合１０４５

接合１０４５分布図

母岩３５・接合１０４４

接合１０４４分布図

図Ⅲ－１７７ Sb‐７～１０の石器（７３） 母岩３６・接合１０４５、母岩３５・接合１０４４

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１４３



母岩２５・接合１０１３

図Ⅲ－１７８ Sb‐７～１０の石器（７４） 母岩２５・接合１０１３（１）

Sb－７～１０

１４４



奥白滝１遺跡と服部台２遺跡

図Ⅲ－１７９ Sb‐７～１０の石器（７５） 母岩２５・接合１０１３（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１４５



接合１０１３（服部台２遺跡）分布図

接合１０１３（奥白滝１遺跡）分布図

図Ⅲ－１８０ Sb‐７～１０の石器（７６） 母岩２５・接合１０１３（３）

Sb－７～１０

１４６



母岩４１・接合１０６４

図Ⅲ－１８１ Sb‐７～１０の石器（７７） 母岩４１・接合１０６４（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１４７



母岩４１・接合１０６６

図Ⅲ－１８２ Sb‐７～１０の石器（７８） 母岩４１・接合１０６４（２）、母岩４１・接合１０６６（１）

Sb－７～１０

１４８



母岩４１・接合１０６７

図Ⅲ－１８３ Sb‐７～１０の石器（７９） 母岩４１・接合１０６６（２）、母岩４１・接合１０６７（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１４９



接合１０６４分布図

接合１０６６分布図

接合１０６７分布図

図Ⅲ－１８４ Sb‐７～１０の石器（８０） 母岩４１・接合１０６４（３）、母岩４１・接合１０６６（３）、母岩４１・接合１０６７（２）

Sb－７～１０

１５０



母岩３４４・接合１０９０

接合１０９０分布図

図Ⅲ－１８５ Sb‐７～１０の石器（８１） 母岩３４４・接合１０９０

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１５１



図Ⅲ－１８６ Sb‐１１・１２の石器（１） 尖頭器・両面調整石器

Sb－１１・１２

１５２



図Ⅲ－１８７ Sb‐１１・１２の石器（２） 両面調整石器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１５３



図Ⅲ－１８８ Sb‐１１・１２の石器（３） 彫器・掻器・削器

Sb－１１・１２

１５４



図Ⅲ－１８９ Sb‐１１・１２の石器（４） 削器・錐形石器・二次加工ある剥片

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１５５



図Ⅲ－１９０ Sb‐１１・１２の石器（５） 石刃・石刃核

Sb－１１・１２

１５６



図Ⅲ－１９１ Sb‐１１・１２の石器（６） 石刃核・石核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１５７



図Ⅲ－１９２ Sb‐１１の分布図

Sb－１１・１２

１５８



図Ⅲ－１９３ Sb‐１１の遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１５９



図Ⅲ－１９４ Sb‐１２の分布図

Sb－１１・１２

１６０



図Ⅲ－１９５ Sb‐１２の遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１６１



全接合分布図

折れ面接合分布図

図Ⅲ－１９６ Sb‐１１・１２の接合分布図

Sb－１１・１２

１６２



母岩１２１・接合２９３９

図Ⅲ－１９７ Sb‐１１・１２の石器（７） 母岩１２１・接合２９３９（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１６３



接合２９３９分布図

母岩１１９・接合２９１１

図Ⅲ－１９８ Sb‐１１・１２の石器（８） 母岩１２１・接合２９３９（２）、母岩１１９・接合２９１１（１）

Sb－１１・１２

１６４



接合２９１１分布図

図Ⅲ－１９９ Sb‐１１・１２の石器（９） 母岩１１９・接合２９１１（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１６５



母岩３５３・接合３００１

図Ⅲ－２００ Sb‐１１・１２の石器（１０） 母岩３５３・接合３００１（１）

Sb－１１・１２

１６６



接合３００１分布図

母岩３５１・接合２９００

図Ⅲ－２０１ Sb‐１１・１２の石器（１１） 母岩３５３・接合３００１（２）、母岩３５１・接合２９００（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１６７



接合２９００分布図

図Ⅲ－２０２ Sb‐１１・１２の石器（１２） 母岩３５１・接合２９００（２）

Sb－１１・１２

１６８



母岩１１１・接合２８２４

接合２８２４分布図

図Ⅲ－２０３ Sb‐１１・１２の石器（１３） 母岩１１１・接合２８２４

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１６９



図Ⅲ－２０４ Sb‐１３の石器（１） 尖頭器・彫器・掻器

Sb－１３

１７０



図Ⅲ－２０５ Sb‐１３の石器（２） Sb‐１４の石器 削器・舟底形石器・二次加工ある剥片・尖頭器・石核・台石

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１７１



図Ⅲ－２０６ Sb‐１３の分布図・遺物

Sb－１３

１７２



図Ⅲ－２０７ Sb‐１４の分布図・遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１７３



全接合分布図

折れ面接合分布図

図Ⅲ－２０８ Sb‐１３、Sb‐１４の接合分布図

Sb－１３、Sb－１４

１７４



図Ⅲ－２０９ Sb‐１５～２１の石器（１） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１７５



図Ⅲ－２１０ Sb‐１５～２１の石器（２） 尖頭器

Sb－１５～２１

１７６



図Ⅲ－２１１ Sb‐１５～２１の石器（３） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１７７



図Ⅲ－２１２ Sb‐１５～２１の石器（４） 尖頭器

Sb－１５～２１

１７８



図Ⅲ－２１３ Sb‐１５～２１の石器（５） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１７９



図Ⅲ－２１４ Sb‐１５～２１の石器（６） 尖頭器

Sb－１５～２１

１８０



図Ⅲ－２１５ Sb‐１５～２１の石器（７） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１８１



図Ⅲ－２１６ Sb‐１５～２１の石器（８） 尖頭器

Sb－１５～２１

１８２



図Ⅲ－２１７ Sb‐１５～２１の石器（９） 両面調整石器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１８３



図Ⅲ－２１８ Sb‐１５～２１の石器（１０） 両面調整石器・彫器・削片・掻器

Sb－１５～２１

１８４



図Ⅲ－２１９ Sb‐１５～２１の石器（１１） 掻器・削器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１８５



図Ⅲ－２２０ Sb‐１５～２１の石器（１２） 削器

Sb－１５～２１

１８６



図Ⅲ－２２１ Sb‐１５～２１の石器（１３） 錐形石器・二次加工ある剥片・舟底形石器・削片・縦長剥片

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１８７



図Ⅲ－２２２ Sb‐１５～２１の石器（１４） 石刃核・石核

Sb－１５～２１

１８８



図Ⅲ－２２３ Sb‐１５～２１の石器（１５） 石核・斧形石器・剥片

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１８９



図Ⅲ－２２４ Sb‐１５の分布図・遺物

Sb－１５～２１

１９０



図Ⅲ－２２５ Sb‐１６・１７の分布図・遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１９１



図Ⅲ－２２６ Sb‐１８・１９の分布図・遺物

Sb－１５～２１

１９２



図Ⅲ－２２７ Sb‐２０の分布図・遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１９３



図Ⅲ－２２８ Sb‐２１の分布図

Sb－１５～２１

１９４



図Ⅲ－２２９ Sb‐２１の遺物（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１９５
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図Ⅲ－２３０ Sb‐２１の遺物（２）

Sb－１５～２１

１９６



図Ⅲ－２３１ Sb‐２１の遺物（３）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１９７



全接合分布図

折れ面接合分布図

図Ⅲ－２３２ Sb‐１５～２１の接合分布図

Sb－１５～２１

１９８



接合３１８７

図Ⅲ－２３３ Sb‐１５～２１の石器（１６） 接合３１８７（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

１９９



接合３１８７分布図

母岩１３７・接合３１３５

図Ⅲ－２３４ Sb‐１５～２１の石器（１７） 接合３１８７（２）、母岩１３７・接合３１３５（１）

Sb－１５～２１

２００



接合３１３５分布図

接合２５１０

接合２５１０分布図

図Ⅲ－２３５ Sb‐１５～２１の石器（１８） 母岩１３７・接合３１３５（２）、接合２５１０

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２０１



接合３１３４

接合３１３４分布図

図Ⅲ－２３６ Sb‐１５～２１の石器（１９） 接合３１３４

Sb－１５～２１

２０２



接合２５０９

接合２５０９分布図

接合２４２９

接合２４２９分布図

図Ⅲ－２３７ Sb‐１５～２１の石器（２０） 接合２５０９、接合２４２９

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２０３



母岩３５９・接合２４９４

図Ⅲ－２３８ Sb‐１５～２１の石器（２１） 母岩３５９・接合２４９４（１）

Sb－１５～２１

２０４



接合２４９４分布図

母岩１２３・接合３０４９

図Ⅲ－２３９ Sb‐１５～２１の石器（２２） 母岩３５９・接合２４９４（２）、母岩１２３・接合３０４９（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２０５



接合３０４９分布図

図Ⅲ－２４０ Sb‐１５～２１の石器（２３） 母岩１２３・接合３０４９（２）

Sb－１５～２１

２０６



母岩８３・接合２５４０

図Ⅲ－２４１ Sb‐１５～２１の石器（２４） 母岩８３・接合２５４０（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２０７



接合２５４０分布図

図Ⅲ－２４２ Sb‐１５～２１の石器（２５） 母岩８３・接合２５４０（２）

Sb－１５～２１

２０８



母岩８７・接合２５７６

図Ⅲ－２４３ Sb‐１５～２１の石器（２６） 母岩８７・接合２５７６（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２０９



図Ⅲ－２４４ Sb‐１５～２１の石器（２７） 母岩８７・接合２５７６（２）

Sb－１５～２１

２１０



接合２５７６（段階３）分布図

接合２５７６（段階１・２、４～７）分布図

接合２５７６（段階８以降）分布図

図Ⅲ－２４５ Sb‐１５～２１の石器（２８） 母岩８７・接合２５７６（３）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２１１



母岩７９・接合２５２６

図Ⅲ－２４６ Sb‐１５～２１の石器（２９） 母岩７９・接合２５２６（１）

Sb－１５～２１

２１２



接合２５２６分布図

図Ⅲ－２４７ Sb‐１５～２１の石器（３０） 母岩７９・接合２５２６（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２１３



母岩３５８・接合２４５８

接合２４５８分布図

母岩３６０・接合２５７５

図Ⅲ－２４８ Sb‐１５～２１の石器（３１） 母岩３５８・接合２４５８、母岩３６０・接合２５７５（１）

Sb－１５～２１

２１４



接合２５７５分布図

母岩３５４・接合２０９０

図Ⅲ－２４９ Sb‐１５～２１の石器（３２） 母岩３６０・接合２５７５（２）、母岩３５４・接合２０９０（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２１５



接合２０９０分布図

図Ⅲ－２５０ Sb‐１５～２１の石器（３３） 母岩３５４・接合２０９０（２）

Sb－１５～２１

２１６



母岩８２・接合２５３９

図Ⅲ－２５１ Sb‐１５～２１の石器（３４） 母岩８２・接合２５３９（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２１７



図Ⅲ－２５２ Sb‐１５～２１の石器（３５） 母岩８２・接合２５３９（２）

Sb－１５～２１

２１８



接合２５３９分布図

母岩１４５・接合３１８８

図Ⅲ－２５３ Sb‐１５～２１の石器（３６） 母岩８２・接合２５３９（３）、母岩１４５・接合３１８８（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２１９



接合３１８８分布図

図Ⅲ－２５４ Sb‐１５～２１の石器（３７） 母岩１４５・接合３１８８（２）

Sb－１５～２１

２２０



母岩１２４・接合３０６０

接合３０６０分布図

図Ⅲ－２５５ Sb‐１５～２１の石器（３８） 母岩１２４・接合３０６０

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２２１



母岩６８・接合２４３３

接合２４３３分布図

母岩５０・接合２０８７

接合２０８７分布図

図Ⅲ－２５６ Sb‐１５～２１の石器（３９） 母岩６８・接合２４３３、母岩５０・接合２０８７

Sb－１５～２１

２２２



母岩７１・接合２４６９

接合２４６９分布図

母岩３５６・接合２３９７

接合２３９７分布図

図Ⅲ－２５７ Sb‐１５～２１の石器（４０） 母岩７１・接合２４６９、母岩３５６・接合２３９７

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２２３



図Ⅲ－２５８ Sb‐２２～２５の石器（１） 尖頭器

Sb－２２～２５

２２４



図Ⅲ－２５９ Sb‐２２～２５の石器（２） 尖頭器・両面調整石器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２２５



図Ⅲ－２６０ Sb‐２２～２５の石器（３） 両面調整石器

Sb－２２～２５

２２６



図Ⅲ－２６１ Sb‐２２～２５の石器（４） 彫器・掻器・二次加工ある剥片・石刃

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２２７



図Ⅲ－２６２ Sb‐２２～２５の石器（５） 石刃核

Sb－２２～２５

２２８



図Ⅲ－２６３ Sb‐２２～２５の石器（６） 石刃核・台石

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２２９



図Ⅲ－２６４ Sb‐２２～２４の分布図・遺物

Sb－２２～２５

２３０



図Ⅲ－２６５ Sb‐２５の分布図・遺物（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２３１



全接合分布図

折れ面接合分布図

図Ⅲ－２６６ Sb‐２５の遺物（２）、Sb‐２２～２５の接合分布図

Sb－２２～２５

２３２



母岩３６７・接合２３１２

図Ⅲ－２６７ Sb‐２２～２５の石器（７） 母岩３６７・接合２３１２（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２３３



接合２３１２分布図

図Ⅲ－２６８ Sb‐２２～２５の石器（８） 母岩３６７・接合２３１２（２）

Sb－２２～２５

２３４



母岩６１・接合２３１４

図Ⅲ－２６９ Sb‐２２～２５の石器（９） 母岩６１・接合２３１４（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２３５



図Ⅲ－２７０ Sb‐２２～２５の石器（１０） 母岩６１・接合２３１４（２）

Sb－２２～２５

２３６



接合２３１４分布図

図Ⅲ－２７１ Sb‐２２～２５の石器（１１） 母岩６１・接合２３１４（３）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２３７



母岩５６・接合２１２４

図Ⅲ－２７２ Sb‐２２～２５の石器（１２） 母岩５６・接合２１２４（１）

Sb－２２～２５

２３８



接合２１２４分布図

図Ⅲ－２７３ Sb‐２２～２５の石器（１３） 母岩５６・接合２１２４（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２３９



母岩３７１・接合２３６４

図Ⅲ－２７４ Sb‐２２～２５の石器（１４） 母岩３７１・接合２３６４（１）

Sb－２２～２５

２４０



接合２３６４分布図

図Ⅲ－２７５ Sb‐２２～２５の石器（１５） 母岩３７１・接合２３６４（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２４１



母岩３６４・接合２３０８

接合２３０８分布図

図Ⅲ－２７６ Sb‐２２～２５の石器（１６） 母岩３６４・接合２３０８

Sb－２２～２５

２４２



母岩６２・接合２３２０

接合２３２０分布図

図Ⅲ－２７７ Sb‐２２～２５の石器（１７） 母岩６２・接合２３２０

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２４３



母岩３６９・接合２３２１

接合２３２１分布図

図Ⅲ－２７８ Sb‐２２～２５の石器（１８） 母岩３６９・接合２３２１

Sb－２２～２５

２４４



母岩３７２・接合２３６５

接合２３６５分布図

図Ⅲ－２７９ Sb‐２２～２５の石器（１９） 母岩３７２・接合２３６５

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２４５



母岩３７０・接合２３６３

接合２３６３分布図

図Ⅲ－２８０ Sb‐２２～２５の石器（２０） 母岩３７０・接合２３６３

Sb－２２～２５

２４６



母岩３６５・接合２３０９

図Ⅲ－２８１ Sb‐２２～２５の石器（２１） 母岩３６５・接合２３０９（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２４７



接合２３０９分布図

母岩６４・接合２３３９

図Ⅲ－２８２ Sb‐２２～２５の石器（２２） 母岩３６５・接合２３０９（２）、母岩６４・接合２３３９（１）

Sb－２２～２５

２４８



接合２３３９分布図

図Ⅲ－２８３ Sb‐２２～２５の石器（２３） 母岩６４・接合２３３９（２）
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２４９



母岩３７３・接合２５９６

接合２５９６分布図

母岩３７６・接合２５９９

図Ⅲ－２８４ Sb‐２２～２５の石器（２４） 母岩３７３・接合２５９６、母岩３７６・接合２５９９（１）

Sb－２２～２５

２５０



接合２５９９分布図

母岩３７５・接合２５９８

接合２５９８分布図

図Ⅲ－２８５ Sb‐２２～２５の石器（２５） 母岩３７６・接合２５９９（２）、母岩３７５・接合２５９８
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母岩３６２・接合２２７２

接合２２７２分布図

母岩３７４・接合２５９７

図Ⅲ－２８６ Sb‐２２～２５の石器（２６） 母岩３６２・接合２２７２、母岩３７４・接合２５９７（１）

Sb－２２～２５

２５２



接合２５９７分布図

接合２１０５

接合２１０５分布図

図Ⅲ－２８７ Sb‐２２～２５の石器（２７） 母岩３７４・接合２５９７（２）、接合２１０５
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母岩３６３・接合２２７４

接合２２７４分布図

接合２２７６

接合２２７６分布図

接合２３１１

接合２３１１分布図

図Ⅲ－２８８ Sb‐２２～２５の石器（２８） 母岩３６３・接合２２７４、接合２２７６、接合２３１１

Sb－２２～２５

２５４



図Ⅲ－２８９ Sb‐２６～３０の石器（１） 尖頭器
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図Ⅲ－２９０ Sb‐２６～３０の石器（２） 尖頭器

Sb－２６～３０

２５６



図Ⅲ－２９１ Sb‐２６～３０の石器（３） 尖頭器・両面調整石器
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図Ⅲ－２９２ Sb‐２６～３０の石器（４） 両面調整石器

Sb－２６～３０

２５８



図Ⅲ－２９３ Sb‐２６～３０の石器（５） 両面調整石器
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図Ⅲ－２９４ Sb‐２６～３０の石器（６） 彫器・掻器・削器・石刃・縦長剥片・石核

Sb－２６～３０
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図Ⅲ－２９５ Sb‐２６の分布図・遺物
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図Ⅲ－２９６ Sb‐２７の分布図・遺物

Sb－２６～３０
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図Ⅲ－２９７ Sb‐２８の分布図
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図Ⅲ－２９８ Sb‐２８の遺物

Sb－２６～３０
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図Ⅲ－２９９ Sb‐２９・３０の分布図・遺物
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全接合分布図

折れ面接合分布図

図Ⅲ－３００ Sb‐２６～３０の接合分布図

Sb－２６～３０

２６６



母岩１２８・接合３０９４

接合３０９４分布図

母岩８８・接合２６０５

図Ⅲ－３０１ Sb‐２６～３０の石器（７） 母岩１２８・接合３０９４、母岩８８・接合２６０５（１）
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２６７



接合２６０５分布図

母岩３７８・接合２６８８

図Ⅲ－３０２ Sb‐２６～３０の石器（８） 母岩８８・接合２６０５（２）、母岩３７８・接合２６８８（１）

Sb－２６～３０

２６８



接合２６８８分布図

図Ⅲ－３０３ Sb‐２６～３０の石器（９） 母岩３７８・接合２６８８（２）
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母岩３８０・接合２６９０

図Ⅲ－３０４ Sb‐２６～３０の石器（１０） 母岩３８０・接合２６９０（１）

Sb－２６～３０

２７０



接合２６９０分布図

母岩３８３・接合３０７０

接合３０７０分布図

図Ⅲ－３０５ Sb‐２６～３０の石器（１１） 母岩３８０・接合２６９０（２）、母岩３８３・接合３０７０
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２７１



母岩３８５・接合３１８６

図Ⅲ－３０６ Sb‐２６～３０の石器（１２） 母岩３８５・接合３１８６（１）

Sb－２６～３０

２７２



接合３１８６分布図

図Ⅲ－３０７ Sb‐２６～３０の石器（１３） 母岩３８５・接合３１８６（２）
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母岩１２９・接合３０９７

図Ⅲ－３０８ Sb‐２６～３０の石器（１４） 母岩１２９・接合３０９７（１）

Sb－２６～３０

２７４



接合３０９７分布図

図Ⅲ－３０９ Sb‐２６～３０の石器（１５） 母岩１２９・接合３０９７（２）
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母岩９７・接合２７０９

図Ⅲ－３１０ Sb‐２６～３０の石器（１６） 母岩９７・接合２７０９（１）

Sb－２６～３０

２７６



接合２７０９分布図

母岩１４３・接合３１７６

図Ⅲ－３１１ Sb‐２６～３０の石器（１７） 母岩９７・接合２７０９（２）、母岩１４３・接合３１７６（１）
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２７７



接合３１７６分布図

図Ⅲ－３１２ Sb‐２６～３０の石器（１８） 母岩１４３・接合３１７６（２）

Sb－２６～３０

２７８



母岩３７７・接合２６７２

接合２６７２分布図

図Ⅲ－３１３ Sb‐２６～３０の石器（１９） 母岩３７７・接合２６７２
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２７９



母岩９６・接合２６９１

接合２６９１分布図

図Ⅲ－３１４ Sb‐２６～３０の石器（２０） 母岩９６・接合２６９１

Sb－２６～３０

２８０



母岩９５・接合２６８６

母岩９５・接合２６８７

図Ⅲ－３１５ Sb‐２６～３０の石器（２１） 母岩９５・接合２６８６（１）、母岩９５・接合２６８７（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２８１



接合２６８６分布図

接合２６８７分布図

母岩３７９・接合２６８９

図Ⅲ－３１６ Sb‐２６～３０の石器（２２） 母岩９５・接合２６８６（２）、母岩９５・接合２６８７（２）、母岩３７９・接合２６８９（１）

Sb－２６～３０

２８２



接合２６８９分布図

図Ⅲ－３１７ Sb‐２６～３０の石器（２３） 母岩３７９・接合２６８９（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２８３



母岩１２５・接合３０７２

接合３０７２分布図

母岩３８１・接合３０６８

接合３０６８分布図

図Ⅲ－３１８ Sb‐２６～３０の石器（２４） 母岩１２５・接合３０７２、母岩３８１・接合３０６８

Sb－２６～３０

２８４



母岩３１５・接合３１８４

接合３１８４分布図

図Ⅲ－３１９ Sb‐２６～３０の石器（２５） 母岩３１５・接合３１８４

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２８５



母岩３８４・接合３１８５

接合３１８５分布図

図Ⅲ－３２０ Sb‐２６～３０の石器（２６） 母岩３８４・接合３１８５

Sb－２６～３０

２８６



母岩１３１・接合３１０２

接合３１０２分布図

母岩１３２・接合３１０７

接合３１０７分布図

図Ⅲ－３２１ Sb‐２６～３０の石器（２７） 母岩１３１・接合３１０２、母岩１３２・接合３１０７

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２８７
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