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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－３２２ Sb‐３１～３６の石器（１） 尖頭器

Sb－３１～３６

２８８



図Ⅲ－３２３ Sb‐３１～３６の石器（２） 尖頭器・両面調整石器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２８９



図Ⅲ－３２４ Sb‐３１～３６の石器（３） 掻器・削器・錐形石器・石刃

Sb－３１～３６

２９０



図Ⅲ－３２５ Sb‐３１～３６の石器（４） 石刃・縦長剥片

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２９１



図Ⅲ－３２６ Sb‐３１～３６の石器（５） 縦長剥片・剥片・石刃核

Sb－３１～３６

２９２



図Ⅲ－３２７ Sb‐３１～３６の石器（６） 石刃核・石鏃

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２９３
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図Ⅲ－３２９ Sb‐３１の分布図・遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２９５



図Ⅲ－３３０ Sb‐３２の分布図・遺物

Sb－３１～３６

２９６



図Ⅲ－３３１ Sb‐３３の分布図・遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２９７



図Ⅲ－３３２ Sb‐３４の分布図・遺物

Sb－３１～３６

２９８



図Ⅲ－３３３ Sb‐３５の分布図

Ⅲ 奥白滝１遺跡

２９９



図Ⅲ－３３４ Sb‐３５の遺物

Sb－３１～３６

３００



図Ⅲ－３３５ Sb‐３６の分布図・遺物（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３０１



図Ⅲ－３３６ Sb‐３６の遺物（２）

Sb－３１～３６

３０２
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Ⅲ 奥白滝１遺跡
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母岩１５０・接合３２０５

接合３２０５分布図

図Ⅲ－３３８ Sb‐３１～３６の石器（８） 母岩１５０・接合３２０５

Sb－３１～３６

３０４



母岩１６０・接合３２４４

図Ⅲ－３３９ Sb‐３１～３６の石器（９） 母岩１６０・接合３２４４（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３０５



図Ⅲ－３４０ Sb‐３１～３６の石器（１０） 母岩１６０・接合３２４４（２）

Sb－３１～３６

３０６



接合３２４４分布図

図Ⅲ－３４１ Sb‐３１～３６の石器（１１） 母岩１６０・接合３２４４（３）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３０７



母岩１６５・接合３３０９

接合３３０９分布図

図Ⅲ－３４２ Sb‐３１～３６の石器（１２） 母岩１６５・接合３３０９

Sb－３１～３６

３０８



母岩３８６・接合３３３０ 接合３３３０分布図

図Ⅲ－３４３ Sb‐３１～３６の石器（１３） 母岩３８６・接合３３３０

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３０９



母岩１６４・接合３３０３

接合３３０３分布図

図Ⅲ－３４４ Sb‐３１～３６の石器（１４） 母岩１６４・接合３３０３

Sb－３１～３６

３１０



母岩１４７・接合３１９１
接合３１９１分布図

母岩１６６・接合３３３１

接合３３３１分布図

図Ⅲ－３４５ Sb‐３１～３６の石器（１５） 母岩１４７・接合３１９１、母岩１６６・接合３３３１

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３１１



図Ⅲ－３４６ Sb‐３７の石器（１） 尖頭器・削器・石核

Sb－３７

３１２



図Ⅲ－３４７ Sb‐３７の分布図・遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３１３



全接合分布図

折れ面接合分布図

母岩３８７・接合３４２６

接合３４２６分布図

図Ⅲ－３４８ Sb‐３７の接合分布図・石器（２） 母岩３８７・接合３４２６

Sb－３７

３１４



図Ⅲ－３４９ Sb‐３８～４４の石器（１） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３１５



図Ⅲ－３５０ Sb‐３８～４４の石器（２） 尖頭器

Sb－３８～４４

３１６



図Ⅲ－３５１ Sb‐３８～４４の石器（３） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３１７



図Ⅲ－３５２ Sb‐３８～４４の石器（４） 尖頭器

Sb－３８～４４

３１８



図Ⅲ－３５３ Sb‐３８～４４の石器（５） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３１９



図Ⅲ－３５４ Sb‐３８～４４の石器（６） 尖頭器

Sb－３８～４４

３２０



図Ⅲ－３５５ Sb‐３８～４４の石器（７） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３２１



図Ⅲ－３５６ Sb‐３８～４４の石器（８） 尖頭器

Sb－３８～４４

３２２



図Ⅲ－３５７ Sb‐３８～４４の石器（９） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３２３



図Ⅲ－３５８ Sb‐３８～４４の石器（１０） 尖頭器

Sb－３８～４４

３２４



図Ⅲ－３５９ Sb‐３８～４４の石器（１１） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３２５



図Ⅲ－３６０ Sb‐３８～４４の石器（１２） 尖頭器

Sb－３８～４４

３２６



図Ⅲ－３６１ Sb‐３８～４４の石器（１３） 尖頭器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３２７



図Ⅲ－３６２ Sb‐３８～４４の石器（１４） 尖頭器・両面調整石器

Sb－３８～４４

３２８



図Ⅲ－３６３ Sb‐３８～４４の石器（１５） 両面調整石器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３２９



図Ⅲ－３６４ Sb‐３８～４４の石器（１６） 両面調整石器

Sb－３８～４４

３３０



図Ⅲ－３６５ Sb‐３８～４４の石器（１７） 彫器・削片・掻器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３３１



図Ⅲ－３６６ Sb‐３８～４４の石器（１８） 掻器・削器

Sb－３８～４４

３３２



図Ⅲ－３６７ Sb‐３８～４４の石器（１９） 削器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３３３



図Ⅲ－３６８ Sb‐３８～４４の石器（２０） 錐形石器・舟底形石器・二次加工ある剥片

Sb－３８～４４

３３４



図Ⅲ－３６９ Sb‐３８～４４の石器（２１） 石刃・縦長剥片・削片・石核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３３５



図Ⅲ－３７０ Sb‐３８～４４の石器（２２） 石刃核

Sb－３８～４４

３３６



図Ⅲ－３７１ Sb‐３８～４４の石器（２３） 石刃核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３３７



図Ⅲ－３７２ Sb‐３８～４４の石器（２４） 石刃核

Sb－３８～４４

３３８



図Ⅲ－３７３ Sb‐３８～４４の石器（２５） 石刃核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３３９



図Ⅲ－３７４ Sb‐３８～４４の石器（２６） 石刃核・石核

Sb－３８～４４

３４０



図Ⅲ－３７５ Sb‐３８～４４の石器（２７） 石核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３４１



図Ⅲ－３７６ Sb‐３８～４４の石器（２８） 石核

Sb－３８～４４

３４２



図Ⅲ－３７７ Sb‐３８～４４の石器（２９） 石核

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３４３



図Ⅲ－３７８ Sb‐３８～４４の石器（３０） 石核

Sb－３８～４４

３４４



図Ⅲ－３７９ Sb‐３８～４４の石器（３１） 斧形石器・敲石・砥石・石鏃・尖頭器・つまみ付きナイフ

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３４５



図Ⅲ－３８０ Sb‐３８の分布図・遺物（１）

Sb－３８～４４

３４６



図Ⅲ－３８１ Sb‐３８の遺物（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３４７



図Ⅲ－３８２ Sb‐３９の分布図

Sb－３８～４４

３４８



図Ⅲ－３８３ Sb‐３９の遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３４９



図Ⅲ－３８４ Sb‐４０の分布図

Sb－３８～４４

３５０



図Ⅲ－３８５ Sb‐４０の遺物（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３５１



図Ⅲ－３８６ Sb‐４０の遺物（２）

Sb－３８～４４

３５２



図Ⅲ－３８７ Sb‐４０の遺物（３）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３５３



図Ⅲ－３８８ Sb‐４０の遺物（４）

Sb－３８～４４

３５４



図Ⅲ－３８９ Sb‐４１の分布図

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３５５



図Ⅲ－３９０ Sb‐４１の遺物

Sb－３８～４４

３５６



図Ⅲ－３９１ Sb‐４２の分布図・遺物

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３５７



図Ⅲ－３９２ Sb‐４３の分布図

Sb－３８～４４

３５８



図Ⅲ－３９３ Sb‐４３の遺物（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３５９



図Ⅲ－３９４ Sb‐４３の遺物（２）

Sb－３８～４４

３６０



図Ⅲ－３９５ Sb‐４４の分布図

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３６１



図Ⅲ－３９６ Sb‐４４の遺物（１）

Sb－３８～４４

３６２



図Ⅲ－３９７ Sb‐４４の遺物（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３６３



図Ⅲ－３９８ Sb‐４４の遺物（３）

Sb－３８～４４

３６４



全接合分布図

図Ⅲ－３９９ Sb‐３８～４４の接合分布図（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３６５



折れ面接合分布図

図Ⅲ－４００ Sb‐３８～４４の接合分布図（２）

Sb－３８～４４

３６６



母岩２９３・接合４１８４

接合４１８４分布図

図Ⅲ－４０１ Sb‐３８～４４の石器（３２） 母岩２９３・接合４１８４

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３６７



母岩３８９・接合３４７７

接合３４７７分布図

図Ⅲ－４０２ Sb‐３８～４４の石器（３３） 母岩３８９・接合３４７７

Sb－３８～４４

３６８



母岩２６３・接合３９３１

図Ⅲ－４０３ Sb‐３８～４４の石器（３４） 母岩２６３・接合３９３１（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３６９



接合３９３１分布図

図Ⅲ－４０４ Sb‐３８～４４の石器（３５） 母岩２６３・接合３９３１（２）

Sb－３８～４４

３７０



母岩２６５・接合３９４０

図Ⅲ－４０５ Sb‐３８～４４の石器（３６） 母岩２６５・接合３９４０（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３７１



接合３９４０分布図

母岩２６２・接合３９２５

図Ⅲ－４０６ Sb‐３８～４４の石器（３７） 母岩２６５・接合３９４０（２）、母岩２６２・接合３９２５（１）

Sb－３８～４４

３７２



接合３９２５分布図

図Ⅲ－４０７ Sb‐３８～４４の石器（３８） 母岩２６２・接合３９２５（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３７３



母岩２３５・接合３６７８

接合３６７８分布図

図Ⅲ－４０８ Sb‐３８～４４の石器（３９） 母岩２３５・接合３６７８

Sb－３８～４４

３７４



母岩１９４・接合３４６２

接合３４６２分布図

図Ⅲ－４０９ Sb‐３８～４４の石器（４０） 母岩１９４・接合３４６２

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３７５



母岩３９２・接合３７４６

接合３７４６分布図

図Ⅲ－４１０ Sb‐３８～４４の石器（４１） 母岩３９２・接合３７４６

Sb－３８～４４

３７６



母岩２０４・接合３４９９

接合３４９９分布図

図Ⅲ－４１１ Sb‐３８～４４の石器（４２） 母岩２０４・接合３４９９

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３７７



母岩３９９・接合４０４０

接合４０４０分布図

図Ⅲ－４１２ Sb‐３８～４４の石器（４３） 母岩３９９・接合４０４０

Sb－３８～４４

３７８



母岩４０２・接合４１６８

図Ⅲ－４１３ Sb‐３８～４４の石器（４４） 母岩４０２・接合４１６８（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３７９



接合４１６８（個体Ａ）分布図 接合４１６８（固体Ｂ）分布図

母岩３０８・接合４２６６

接合４２６６分布図

図Ⅲ－４１４ Sb‐３８～４４の石器（４５） 母岩４０２・接合４１６８（２）、母岩３０８・接合４２６６

Sb－３８～４４

３８０



母岩３９３・接合３８０７

接合３８０７分布図

図Ⅲ－４１５ Sb‐３８～４４の石器（４６） 母岩３９３・接合３８０７

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３８１



接合４３２７

図Ⅲ－４１６ Sb‐３８～４４の石器（４７） 接合４３２７（１）

Sb－３８～４４

３８２



接合４３２７分布図

図Ⅲ－４１７ Sb‐３８～４４の石器（４８） 接合４３２７（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３８３



母岩３０７・接合４３０８

接合４３０８分布図

図Ⅲ－４１８ Sb‐３８～４４の石器（４９） 母岩３０７・接合４３０８

Sb－３８～４４

３８４



母岩３９７・接合４０２０

図Ⅲ－４１９ Sb‐３８～４４の石器（５０） 母岩３９７・接合４０２０（１）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３８５



接合４０２０分布図

図Ⅲ－４２０ Sb‐３８～４４の石器（５１） 母岩３９７・接合４０２０（２）

Sb－３８～４４

３８６



母岩２７０・接合４０１８

接合４０１８分布図

図Ⅲ－４２１ Sb‐３８～４４の石器（５２） 母岩２７０・接合４０１８

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３８７



母岩４０１・接合４１５７ 接合４１５７分布図

接合３７１７分布図

母岩２４１・接合３７１７

図Ⅲ－４２２ Sb‐３８～４４の石器（５３） 母岩４０１・接合４１５７、母岩２４１・接合３７１７

Sb－３８～４４

３８８



接合３４９４ 接合３４９４分布図

母岩３１４・接合３４３４

接合３４３４分布図

接合３７６０分布図

接合２４４・接合３７６０

図Ⅲ－４２３ Sb‐３８～４４の石器（５４） 接合３４９４、母岩３１４・接合３４３４、母岩２４４・接合３７６０

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３８９



母岩３８８・接合３４３３ 接合３４３３分布図

母岩２９４・接合４１９８

接合４１９８分布図

図Ⅲ－４２４ Sb‐３８～４４の石器（５５） 母岩３８８・接合３４３３、母岩２９４・接合４１９８

Sb－３８～４４

３９０



図Ⅲ－４２５ 石器ブロック外の石器（１） 尖頭器・両面調整石器

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３９１



図Ⅲ－４２６ 石器ブロック外の石器（２） 彫器・掻器・削器・二次加工ある剥片・石刃・舟底形石器

石器ブロック外

３９２



図Ⅲ－４２７ 石器ブロック外の石器（３） 石刃核・石核・斧形石器・石鏃

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３９３



図Ⅲ－４２８ 石器ブロック外の石器分布図（１）

石器ブロック外

３９４



図Ⅲ－４２９ 石器ブロック外の石器分布図（２）

Ⅲ 奥白滝１遺跡

３９５



図Ⅲ－４３０ 石器ブロック外の石器分布図（３）

石器ブロック外

３９６



Ⅳ 上白滝５遺跡の調査

図Ⅳ－１６ Sb－２の石器、Sb－１・２の分布・接合図
図Ⅳ－１７ Sb－２の接合資料

図Ⅳ－１８ Sb－３・４の分布・接合図
図Ⅳ－１９ Sb－３の接合資料

図Ⅳ－２０～３０ Sb－５の石器
図Ⅳ－３１～３４ Sb－５の分布・接合図
図Ⅳ－３５～７７ Sb－５の接合資料

図Ⅳ－７８～ ９６ Sb－６～１１の石器
図Ⅳ－９７～１１０ Sb－６～１１の分布・接合図
図Ⅳ－１１１～１５１ Sb－６～１１の接合資料

図Ⅳ－１５２ Sb－１２の石器、分布・接合図

図Ⅳ－１５３ 石器ブロック外の石器、分布図



図Ⅳ－１６ Sb‐２の石器（１）、Sb‐１・２の分布図・遺物・接合分布図

Ⅳ 上白滝５遺跡

３９７



母岩３・接合１

接合１分布図

図Ⅳ－１７ Sb‐２の石器（２） 母岩３・接合１

Sb－２

３９８



図Ⅳ－１８ Sb‐３・４の遺物・接合分布図

Ⅳ 上白滝５遺跡

３９９



母岩４・接合７０

接合７０分布図

図Ⅳ－１９ Sb‐３の石器 母岩４・接合７０

Sb－３

４００



図Ⅳ－２０ Sb‐５の石器（１） 尖頭器

Ⅳ 上白滝５遺跡

４０１



図Ⅳ－２１ Sb‐５の石器（２） 尖頭器

Sb－５

４０２



図Ⅳ－２２ Sb‐５の石器（３） 尖頭器・掻器

Ⅳ 上白滝５遺跡

４０３



図Ⅳ－２３ Sb‐５の石器（４） 石刃

Sb－５

４０４



図Ⅳ－２４ Sb‐５の石器（５） 石刃

Ⅳ 上白滝５遺跡

４０５



図Ⅳ－２５ Sb‐５の石器（６） 石刃

Sb－５

４０６



図Ⅳ－２６ Sb‐５の石器（７） 石刃核

Ⅳ 上白滝５遺跡

４０７



図Ⅳ－２７ Sb‐５の石器（８） 石刃核

Sb－５

４０８



図Ⅳ－２８ Sb‐５の石器（９） 石刃核

Ⅳ 上白滝５遺跡

４０９



図Ⅳ－２９ Sb‐５の石器（１０） 石刃核・石核

Sb－５

４１０



図Ⅳ－３０ Sb‐５の石器（１１） 石核・剥片

Ⅳ 上白滝５遺跡

４１１



図Ⅳ－３１ Sb‐５の分布図（１）

Sb－５

４１２



図Ⅳ－３２ Sb‐５の分布図（２）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４１３



図Ⅳ－３３ Sb‐５の遺物（１）

Sb－５

４１４



折れ面接合分布図

全接合分布図

図Ⅳ－３４ Sb‐５の遺物（２）・接合分布図

Ⅳ 上白滝５遺跡

４１５



母岩２７・接合４０

図Ⅳ－３５ Sb‐５の石器（１２） 母岩２７・接合４０（１）

Sb－５

４１６



接合４０分布図

図Ⅳ－３６ Sb‐５の石器（１３） 母岩２７・接合４０（２）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４１７



母岩２３・接合２９

母岩２３・接合３０

接合２９分布図 接合３０分布図

図Ⅳ－３７ Sb‐５の石器（１４） 母岩２３・接合２９、母岩２３・接合３０

Sb－５

４１８



母岩１０３・接合２９７

図Ⅳ－３８ Sb‐５の石器（１５） 母岩１０３・接合２９７（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４１９



接合２９７分布図

接合８２分布図

母岩５５・接合８２

図Ⅳ－３９ Sb‐５の石器（１６） 母岩１０３・接合２９７（２）、母岩５５・接合８２

Sb－５

４２０



母岩９２・接合２７１

接合２７１分布図

図Ⅳ－４０ Sb‐５の石器（１７） 母岩９２・接合２７１

Ⅳ 上白滝５遺跡

４２１



母岩６４・接合１８６

接合１８６分布図

図Ⅳ－４１ Sb‐５の石器（１８） 母岩６４・接合１８６

Sb－５

４２２



母岩７７・接合２０９

図Ⅳ－４２ Sb‐５の石器（１９） 母岩７７・接合２０９（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４２３



母岩７７・接合２０８

接合２０９分布図 接合２０８（ 段階７・８、 個体Ｂ）分布図

図Ⅳ－４３ Sb‐５の石器（２０） 母岩７７・接合２０９（２）、母岩７７・接合２０８

Sb－５

４２４



母岩５９・接合８３

母岩５９・接合８４

図Ⅳ－４４ Sb‐５の石器（２１） 母岩５９・接合８３（１）、母岩５９・接合８４（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４２５



接合８３分布図 接合８４分布図

母岩８１・接合２３３

図Ⅳ－４５ Sb‐５の石器（２２） 母岩５９・接合８３（２）、母岩５９・接合８４（２）、母岩８１・接合２３３（１）

Sb－５

４２６



接合２３３（個体Ａ以外）分布図

接合２３３（個体Ａ）分布図

図Ⅳ－４６ Sb‐５の石器（２３） 母岩８１・接合２３３（２）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４２７



母岩６２・接合６９

図Ⅳ－４７ Sb‐５の石器（２４） 母岩６２・接合６９（１）

Sb－５

４２８



図Ⅳ－４８ Sb‐５の石器（２５） 母岩６２・接合６９（２）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４２９



図Ⅳ－４９ Sb‐５の石器（２６） 母岩６２・接合６９（３）

Sb－５

４３０



図Ⅳ－５０ Sb‐５の石器（２７） 母岩６２・接合６９（４）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４３１



接合６９（全体）分布図

図Ⅳ－５１ Sb‐５の石器（２８） 母岩６２・接合６９（５）

Sb－５

４３２



図Ⅳ－５２ Sb‐５の石器（２９） 母岩６２・接合６９（６）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４３３



母岩４７・接合９１

接合９１分布図

図Ⅳ－５３ Sb‐５の石器（３０） 母岩６２・接合６９（７）、母岩４７・接合９１

Sb－５

４３４



母岩５３・接合８０

図Ⅳ－５４ Sb‐５の石器（３１） 母岩５３・接合８０（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４３５



接合８０分布図

母岩４６・接合９０

接合９０分布図

図Ⅳ－５５ Sb‐５の石器（３２） 母岩５３・接合８０（２）、母岩４６・接合９０

Sb－５

４３６



母岩２９・接合６２

図Ⅳ－５６ Sb‐５の石器（３３） 母岩２９・接合６２（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４３７



図Ⅳ－５７ Sb‐５の石器（３４） 母岩２９・接合６２（２）

Sb－５

４３８



個体Ａ（段階１～３）分布図

個体Ａ（段階４～６）分布図

図Ⅳ－５８ Sb‐５の石器（３５） 母岩２９・接合６２（３）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４３９



図Ⅳ－５９ Sb‐５の石器（３６） 母岩２９・接合６２（４）

Sb－５

４４０



図Ⅳ－６０ Sb‐５の石器（３７） 母岩２９・接合６２（５）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４４１



個体Ｂ（段階１～１０）分布図 個体Ｂ（段階１１～１７）分布図

図Ⅳ－６１ Sb‐５の石器（３８） 母岩２９・接合６２（６）

Sb－５

４４２



母岩２８・接合７４

図Ⅳ－６２ Sb‐５の石器（３９） 母岩２８・接合７４（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４４３



図Ⅳ－６３ Sb‐５の石器（４０） 母岩２８・接合７４（２）

Sb－５

４４４



接合７４（段階１～７）分布図 接合７４（段階８）分布図

図Ⅳ－６４ Sb‐５の石器（４１） 母岩２８・接合７４（３）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４４５



母岩５６・接合７７

図Ⅳ－６５ Sb‐５の石器（４２） 母岩５６・接合７７（１）

Sb－５

４４６



接合７７分布図

図Ⅳ－６６ Sb‐５の石器（４３） 母岩５６・接合７７（２）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４４７



母岩５７・接合７３

接合７３分布図

図Ⅳ－６７ Sb‐５の石器（４４） 母岩５７・接合７３

Sb－５

４４８



母岩６０・接合７２

図Ⅳ－６８ Sb‐５の石器（４５） 母岩６０・接合７２（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４４９



接合７２（個体Ａ）分布図

図Ⅳ－６９ Sb‐５の石器（４６） 母岩６０・接合７２（２）

Sb－５

４５０



接合７２（段階２・４）分布図 接合７２（段階３・５・６・石刃核）分布図

母岩６１・接合４４

図Ⅳ－７０ Sb‐５の石器（４７） 母岩６０・接合７２（３）、母岩６１・接合４４（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４５１



接合４４（個体Ａ）分布図 接合４４（個体Ａ以外）分布図

図Ⅳ－７１ Sb‐５の石器（４８） 母岩６１・接合４４（２）

Sb－５

４５２



母岩３４・接合１１８

図Ⅳ－７２ Sb‐５の石器（４９） 母岩３４・接合１１８（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４５３



接合１１８（全体）分布図 接合１１８（段階１～４）分布図

接合１１８（段階５・６）分布図 接合１１８（段階７～１０）分布図

図Ⅳ－７３ Sb‐５の石器（５０） 母岩３４・接合１１８（２）

Sb－５

４５４



母岩４５・接合８９ 接合８９分布図

母岩５４・接合８１

接合８１分布図

図Ⅳ－７４ Sb‐５の石器（５１） 母岩４５・接合８９、母岩５４・接合８１

Ⅳ 上白滝５遺跡

４５５



母岩１０４・接合３００ 接合３００（個体Ａ）分布図 接合３００（個体Ｂ）分布図

母岩６３・接合１７８

接合１７８分布図

図Ⅳ－７５ Sb‐５の石器（５２） 母岩１０４・接合３００、母岩６３・接合１７８

Sb－５

４５６



母岩８６・接合２４９

接合２４９（全体）分布図

図Ⅳ－７６ Sb‐５の石器（５３） 母岩８６・接合２４９

Ⅳ 上白滝５遺跡

４５７



母岩１０２・接合２９０ 母岩８７・接合２６０ 接合２６０分布図

接合２９０（段階１～３）分布図 接合２９０（段階４）分布図

母岩７３・接合１４０ 母岩７６・接合２０７接合１４０分布図 接合２０７分布図

図Ⅳ－７７ Sb‐５の石器（５４） 母岩１０２・接合２９０、母岩８７・接合２６０、母岩７３・接合１４０、母岩７６・接合２０７

Sb－５

４５８



図Ⅳ－７８ Sb‐６～１１の石器（１） 尖頭器

Ⅳ 上白滝５遺跡

４５９



図Ⅳ－７９ Sb‐６～１１の石器（２） 尖頭器

Sb－６～１１

４６０



図Ⅳ－８０ Sb‐６～１１の石器（３） 尖頭器・彫器

Ⅳ 上白滝５遺跡

４６１



図Ⅳ－８１ Sb‐６～１１の石器（４） 彫器

Sb－６～１１

４６２



図Ⅳ－８２ Sb‐６～１１の石器（５） 彫器・彫器削片

Ⅳ 上白滝５遺跡

４６３



図Ⅳ－８３ Sb‐６～１１の石器（６） 彫器削片・掻器

Sb－６～１１

４６４



図Ⅳ－８４ Sb‐６～１１の石器（７） 掻器

Ⅳ 上白滝５遺跡

４６５



図Ⅳ－８５ Sb‐６～１１の石器（８） 掻器・錐形石器・削器・二次加工ある剥片

Sb－６～１１

４６６



図Ⅳ－８６ Sb‐６～１１の石器（９） 舟底形石器

Ⅳ 上白滝５遺跡

４６７



図Ⅳ－８７ Sb‐６～１１の石器（１０） 舟底形石器

Sb－６～１１

４６８



図Ⅳ－８８ Sb‐６～１１の石器（１１） 舟底形石器

Ⅳ 上白滝５遺跡

４６９



図Ⅳ－８９ Sb‐６～１１の石器（１２） 舟底形石器

Sb－６～１１

４７０



図Ⅳ－９０ Sb‐６～１１の石器（１３） 舟底形石器・舟底形石器削片・縦長剥片・石刃

Ⅳ 上白滝５遺跡

４７１



図Ⅳ－９１ Sb‐６～１１の石器（１４） 石刃核

Sb－６～１１

４７２



図Ⅳ－９２ Sb‐６～１１の石器（１５） 石刃核・石核

Ⅳ 上白滝５遺跡

４７３



図Ⅳ－９３ Sb‐６～１１の石器（１６） 石核

Sb－６～１１

４７４



図Ⅳ－９４ Sb‐６～１１の石器（１７） 石核

Ⅳ 上白滝５遺跡

４７５



図Ⅳ－９５ Sb‐６～１１の石器（１８） 石核

Sb－６～１１

４７６



図Ⅳ－９６ Sb‐６～１１の石器（１９） 石核・斧形石器

Ⅳ 上白滝５遺跡

４７７



図Ⅳ－９７ Sb‐６の分布図

Sb－６～１１

４７８



図Ⅳ－９８ Sb‐６の遺物

Ⅳ 上白滝５遺跡

４７９
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Ⅳ 上白滝５遺跡

４８１



図Ⅳ－１０１ Sb‐８の分布図・遺物（１）

Sb－６～１１

４８２



図Ⅳ－１０２ Sb‐８の遺物（２）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４８３
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Ⅳ 上白滝５遺跡

４８５



図Ⅳ－１０５ Sb‐１０の分布図・遺物

Sb－６～１１

４８６
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図

Ⅳ 上白滝５遺跡

４８７



図Ⅳ－１０７ Sb‐１１の遺物（１）

Sb－６～１１

４８８



全接合分布図

図Ⅳ－１０８ Sb‐１１の遺物（２）・Sb‐６～１１の接合分布図（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４８９



母岩１０５～１３８・１９７・１９９・２００分布図

母岩１３９～１４６・１４８～１６６・１９８・２０１・２０２分布図

図Ⅳ－１０９ Sb‐６～１１の接合分布図（２）

Sb－６～１１

４９０



母岩１６７～１９６分布図

折れ面接合分布図

図Ⅳ－１１０ Sb‐６～１１の接合分布図（３）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４９１



母岩１５１・接合４８１

接合４８１分布図

図Ⅳ－１１１ Sb‐６～１１の石器（２０） 母岩１５１・接合４８１

Sb－６～１１

４９２



母岩１５１・接合４８２

接合４８２分布図

図Ⅳ－１１２ Sb‐６～１１の石器（２１） 母岩１５１・接合４８２

Ⅳ 上白滝５遺跡

４９３



母岩１５０・接合４７４

母岩１５０・接合４７５

図Ⅳ－１１３ Sb‐６～１１の石器（２２） 母岩１５０・接合４７４（１）、母岩１５０・接合４７５（１）

Sb－６～１１

４９４



接合４７４分布図

接合４７５分布図

母岩１１６・接合３２２

図Ⅳ－１１４ Sb‐６～１１の石器（２３） 母岩１５０・接合４７４（２）、母岩１５０・接合４７５（２）、母岩１１６・接合３２２（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４９５



母岩１１６・接合３２３

接合３２２分布図 接合３２３分布図

図Ⅳ－１１５ Sb‐６～１１の石器（２４） 母岩１１６・接合３２２（２）、母岩１１６・接合３２３

Sb－６～１１

４９６



母岩１５４・接合５０６ 母岩１５４・接合５０７

接合５０７分布図

接合５０６分布図

図Ⅳ－１１６ Sb‐６～１１の石器（２５） 母岩１５４・接合５０６、母岩１５４・接合５０７

Ⅳ 上白滝５遺跡

４９７



母岩１３７・接合４３９

図Ⅳ－１１７ Sb‐６～１１の石器（２６） 母岩１３７・接合４３９（１）

Sb－６～１１

４９８



接合４３９分布図

図Ⅳ－１１８ Sb‐６～１１の石器（２７） 母岩１３７・接合４３９（２）

Ⅳ 上白滝５遺跡

４９９



母岩１６７・接合５７３

母岩１６７・接合５７４

接合５７３分布図

接合５７４分布図

図Ⅳ－１１９ Sb‐６～１１の石器（２８） 母岩１６７・接合５７３、母岩１６７・接合５７４

Sb－６～１１

５００



母岩１５８・接合５３２

図Ⅳ－１２０ Sb‐６～１１の石器（２９） 母岩１５８・接合５３２（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５０１



接合５３２（全体）分布図

図Ⅳ－１２１ Sb‐６～１１の石器（３０） 母岩１５８・接合５３２（２）

Sb－６～１１

５０２



母岩１４０・接合４４７

図Ⅳ－１２２ Sb‐６～１１の石器（３１） 母岩１４０・接合４４７（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５０３



図Ⅳ－１２３ Sb‐６～１１の石器（３２） 母岩１４０・接合４４７（２）

Sb－６～１１

５０４



接合４４７（全体）分布図

図Ⅳ－１２４ Sb‐６～１１の石器（３３） 母岩１４０・接合４４７（３）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５０５



母岩１３９・接合４４１

図Ⅳ－１２５ Sb‐６～１１の石器（３４） 母岩１３９・接合４４１（１）

Sb－６～１１

５０６



図Ⅳ－１２６ Sb‐６～１１の石器（３５） 母岩１３９・接合４４１（２）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５０７



接合４４１（全体）分布図

接合４４１（全体）一括遺物点数

図Ⅳ－１２７ Sb‐６～１１の石器（３６） 母岩１３９・接合４４１（３）

Sb－６～１１

５０８



母岩１１９・接合３３８

接合３３８分布図

図Ⅳ－１２８ Sb‐６～１１の石器（３７） 母岩１１９・接合３３８

Ⅳ 上白滝５遺跡

５０９



母岩１１８・接合３３５

接合３３５（個体Ａ）分布図 接合３３５（個体Ａ以外）分布図

母岩１７０・接合５９２

図Ⅳ－１２９ Sb‐６～１１の石器（３８） 母岩１１８・接合３３５、母岩１７０・接合５９２（１）

Sb－６～１１

５１０



接合５９２分布図

母岩１２０・接合３３９

図Ⅳ－１３０ Sb‐６～１１の石器（３９） 母岩１７０・接合５９２（２）、母岩１２０・接合３３９（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５１１



接合３３９（個体A）分布図

接合３３９（個体A以外）分布図

図Ⅳ－１３１ Sb‐６～１１の石器（４０） 母岩１２０・接合３３９（２）

Sb－６～１１

５１２



母岩１１７・接合３２７

図Ⅳ－１３２ Sb‐６～１１の石器（４１） 母岩１１７・接合３２７（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５１３



図Ⅳ－１３３ Sb‐６～１１の石器（４２） 母岩１１７・接合３２７（２）

Sb－６～１１

５１４



接合３２７（全体）分布図

図Ⅳ－１３４ Sb‐６～１１の石器（４３） 母岩１１７・接合３２７（３）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５１５



母岩１２１・接合３４０

図Ⅳ－１３５ Sb‐６～１１の石器（４４） 母岩１２１・接合３４０（１）

Sb－６～１１

５１６



母岩３４０（全体）分布図

母岩１１３・接合３１８

接合３１８分布図

図Ⅳ－１３６ Sb‐６～１１の石器（４５） 母岩１２１・接合３４０（２）、母岩１１３・接合３１８

Ⅳ 上白滝５遺跡

５１７



母岩１３３・接合４１９

接合４１９分布図

図Ⅳ－１３７ Sb‐６～１１の石器（４６） 母岩１３３・接合４１９

Sb－６～１１

５１８



母岩１４７・接合４７０ 接合４７０分布図

母岩１６８・接合５８３

図Ⅳ－１３８ Sb‐６～１１の石器（４７） 母岩１４７・接合４７０、母岩１６８・接合５８３（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５１９



接合５８３（全体）分布図

図Ⅳ－１３９ Sb‐６～１１の石器（４８） 母岩１６８・接合５８３（２）

Sb－６～１１

５２０



母岩１６０・接合５４３

図Ⅳ－１４０ Sb‐６～１１の石器（４９） 母岩１６０・接合５４３（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５２１



接合５４３（全体）分布図

図Ⅳ－１４１ Sb‐６～１１の石器（５０） 母岩１６０・接合５４３（２）

Sb－６～１１

５２２



母岩１５７・接合５２８

図Ⅳ－１４２ Sb‐６～１１の石器（５１） 母岩１５７・接合５２８（１）

Ⅳ 上白滝５遺跡

５２３



接合５２８分布図

母岩１４１・接合４５３ 接合４５３分布図

母岩１０５・接合３０５

母岩１０６・接合３０８

接合３０８分布図 接合３０５分布図

図Ⅳ－１４３ Sb‐６～１１の石器（５２） 母岩１５７・接合５２８（２）、母岩１４１・接合４５３、母岩１０６・接合３０８、母岩１０５・接合３０５

Sb－６～１１

５２４



母岩１９８・接合７３０ 母岩１１９・接合３３７

母岩２０１・接合７３２ 母岩２０２・接合７３３

母岩１４０・接合７２５母岩１４０・接合７２４

母岩１４９・接合７３６母岩１４９・接合７３５

母岩１４９・接合７３７ 母岩１３９・接合７１６ 母岩２０９・接合７４８

図Ⅳ－１４４ Sb‐６～１１の石器（５３） 母岩１９８・接合７３０、母岩１１９・接合３３７、母岩２０１・接合７３２、母岩２０２・接合７３３、
母岩１４０・接合７２４、母岩１４０・接合７２５、母岩１４９・接合７３５、母岩１４９・接合７３６、
母岩１４９・接合７３７、母岩１３９・接合７１６、母岩２０９・接合７４８

Ⅳ 上白滝５遺跡

５２５



母岩１５２・接合４８９ 接合４８９分布図

母岩１６３・接合５５３

接合５５３分布図

図Ⅳ－１４５ Sb‐６～１１の石器（５４） 母岩１５２・接合４８９、母岩１６３・接合５５３

Sb－６～１１

５２６



母岩１３６・接合４３４

接合４３４分布図

母岩１５３・接合４９４ 接合４９４分布図

図Ⅳ－１４６ Sb‐６～１１の石器（５５） 母岩１３６・接合４３４、母岩１５３・接合４９４

Ⅳ 上白滝５遺跡

５２７



母岩１５３・接合４９３・４９５ 接合４９３分布図

接合４９５分布図

母岩１５６・接合５２１

接合５２１分布図

図Ⅳ－１４７ Sb‐６～１１の石器（５６） 母岩１５３・接合４９３・４９５、母岩１５６・接合５２１

Sb－６～１１

５２８



母岩１６６・接合５６８

接合５６８（全体）分布図

母岩１５５・接合５１１

接合５１１（全体）分布図

図Ⅳ－１４８ Sb‐６～１１の石器（５７） 母岩１６６・接合５６８、母岩１５５・接合５１１

Ⅳ 上白滝５遺跡

５２９



母岩１４５・接合４５７
接合４５７分布図

母岩１３０・接合４０６

接合４０６分布図

母岩１９７・接合３４５

接合３４５分布図

図Ⅳ－１４９ Sb‐６～１１の石器（５８） 母岩１４５・接合４５７、母岩１３０・接合４０６、母岩１９７・接合３４５

Sb－６～１１

５３０



母岩１２２・接合３４４

接合３４４分布図

母岩１８７・接合６４５

接合６４５分布図

図Ⅳ－１５０ Sb‐６～１１の石器（５９） 母岩１２２・接合３４４、母岩１８７・接合６４５

Ⅳ 上白滝５遺跡

５３１



母岩１９４・接合６６１ 接合６６１分布図

母岩１４８・接合４７３ 接合４７３分布図

母岩１２９・接合３９７ 接合３９７分布図

図Ⅳ－１５１ Sb‐６～１１の石器（６０） 母岩１９４・接合６６１、母岩１４８・接合４７３、母岩１２９・接合３９７

Sb－６～１１

５３２



図Ⅳ－１５２ Sb‐１２の石器・分布図・遺物

Ⅳ 上白滝５遺跡

５３３



図Ⅳ－１５３ 石器ブロック外の石器、分布図

石器ブロック外

５３４
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