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a. 軽井川南遺跡群　空中写真

b. 軽井川南遺跡群俯瞰（南から）

軽井川南遺跡群空撮



a. 遺構全景完掘（南東から）

b. 遺構全景完掘（南西から）
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a. 軽井川南遺跡群　空中写真

b. 軽井川南遺跡群俯瞰（南から）

軽井川南遺跡群空撮



a. 遺構全景完掘（上から）

b. 東側完掘（上から）
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a. 東側完掘（南東から）

b. 西側完掘（真上から）
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a. 遺構全景完掘（上から）

b. 東側完掘（上から）
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a. 西側完掘（南西から）

b. 遺構検出状況（南から）
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a.１号製鉄炉 (SX-1) 遺構検出（南西から）a.１号製鉄炉 (SX-1) 遺構検出（南西から） b.１号製鉄炉 (SX-1)A ベルト層序（西から）b.１号製鉄炉 (SX-1)A ベルト層序（西から）

c.１号製鉄炉 (SX-1)B ベルト層序（南西から）c.１号製鉄炉 (SX-1)B ベルト層序（南西から） d.１号製鉄炉 (SX-2)C ベルト層序（南から）d.１号製鉄炉 (SX-2)C ベルト層序（南から）

e.１号製鉄炉フイゴ (SX-3)A ベルト層序（南から）e.１号製鉄炉フイゴ (SX-3)A ベルト層序（南から） f.１号製鉄炉 (SX-1・2) 完掘（南から）f.１号製鉄炉 (SX-1・2) 完掘（南から）

g.１号製鉄炉 (SX-1)A ベルト断ち割り（西から）g.１号製鉄炉 (SX-1)A ベルト断ち割り（西から） h.１号製鉄炉 (SX-1)B ベルト断ち割り（南から）h.１号製鉄炉 (SX-1)B ベルト断ち割り（南から）
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a. 西側完掘（南西から）

b. 遺構検出状況（南から）
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a.１号製鉄炉 (SX-1) 掘形（南から）a.１号製鉄炉 (SX-1) 掘形（南から） b.２号製鉄炉 (SX-101) 遺構検出（南から）b.２号製鉄炉 (SX-101) 遺構検出（南から）

c.２号製鉄炉 (SX-101)A ベルト層序（南西から）c.２号製鉄炉 (SX-101)A ベルト層序（南西から） d.２号製鉄炉 (SX-101)B ベルト層序（南西から）d.２号製鉄炉 (SX-101)B ベルト層序（南西から）

e.２号製鉄炉 (SX-101)C ベルト層序（南西から）e.２号製鉄炉 (SX-101)C ベルト層序（南西から） f.２号製鉄炉 (SX-101)D ベルト層序（南西から）f.２号製鉄炉 (SX-101)D ベルト層序（南西から）

g.２号製鉄炉フイゴ (SX-102) 層序（南西から）g.２号製鉄炉フイゴ (SX-102) 層序（南西から） h.２号製鉄炉 (SX-101) 完掘（南西から）h.２号製鉄炉 (SX-101) 完掘（南西から）
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a.２号製鉄炉 (SX-101.102.103) 完掘（南から）a.２号製鉄炉 (SX-101.102.103) 完掘（南から） b.３号製鉄炉 (SX-6) 遺構検出（南東から）b.３号製鉄炉 (SX-6) 遺構検出（南東から）

c.３号製鉄炉 (SX-6)A ベルト層序西（南から）c.３号製鉄炉 (SX-6)A ベルト層序西（南から） d.３号製鉄炉 (SX-6)A ベルト層序東（南から）d.３号製鉄炉 (SX-6)A ベルト層序東（南から）

e.３号製鉄炉 (SX-6)B ベルト層序（東から）e.３号製鉄炉 (SX-6)B ベルト層序（東から） f.３号製鉄炉 (SX-6)C ベルト層序（東から）f.３号製鉄炉 (SX-6)C ベルト層序（東から）

g.３号製鉄炉 (SX-6)D ベルト層序（東から）g.３号製鉄炉 (SX-6)D ベルト層序（東から） h.３号製鉄炉 (SX-6) 完掘（南東から）h.３号製鉄炉 (SX-6) 完掘（南東から）
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a.１号製鉄炉 (SX-1) 掘形（南から）a.１号製鉄炉 (SX-1) 掘形（南から） b.２号製鉄炉 (SX-101) 遺構検出（南から）b.２号製鉄炉 (SX-101) 遺構検出（南から）

c.２号製鉄炉 (SX-101)A ベルト層序（南西から）c.２号製鉄炉 (SX-101)A ベルト層序（南西から） d.２号製鉄炉 (SX-101)B ベルト層序（南西から）d.２号製鉄炉 (SX-101)B ベルト層序（南西から）

e.２号製鉄炉 (SX-101)C ベルト層序（南西から）e.２号製鉄炉 (SX-101)C ベルト層序（南西から） f.２号製鉄炉 (SX-101)D ベルト層序（南西から）f.２号製鉄炉 (SX-101)D ベルト層序（南西から）

g.２号製鉄炉フイゴ (SX-102) 層序（南西から）g.２号製鉄炉フイゴ (SX-102) 層序（南西から） h.２号製鉄炉 (SX-101) 完掘（南西から）h.２号製鉄炉 (SX-101) 完掘（南西から）
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a. 廃滓場 (SX-8)A ベルト西壁層序（北東から）a. 廃滓場 (SX-8)A ベルト西壁層序（北東から） b. 廃滓場 (SX-8)A ベルト東壁層序（南西から）b. 廃滓場 (SX-8)A ベルト東壁層序（南西から）

c. 廃滓場 (SX-8)C ベルト層序（北東から）c. 廃滓場 (SX-8)C ベルト層序（北東から） d. 廃滓場 (SX-8) 第３トレンチ南壁層序（北西から）d. 廃滓場 (SX-8) 第３トレンチ南壁層序（北西から）

e. 廃滓場 (SX-8) 第４トレンチ南壁層序（西から）e. 廃滓場 (SX-8) 第４トレンチ南壁層序（西から） f. 廃滓場 (SX-8) 第５トレンチ南壁層序（東から）f. 廃滓場 (SX-8) 第５トレンチ南壁層序（東から）

g. 廃滓場 (SX-8) 第６トレンチ北壁層序（南から）g. 廃滓場 (SX-8) 第６トレンチ北壁層序（南から） h. 廃滓場 (SX-8) 完掘（東から）h. 廃滓場 (SX-8) 完掘（東から）
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a.１号木炭窯 (SX-12)A ベルト層序（南から）a.１号木炭窯 (SX-12)A ベルト層序（南から） b.１号木炭窯 (SX-12)B ベルト層序（南から）b.１号木炭窯 (SX-12)B ベルト層序（南から）

c.１号木炭窯 (SX-12)C ベルト層序（南から）c.１号木炭窯 (SX-12)C ベルト層序（南から） d.１号木炭窯 (SX-12) 完掘（南から）d.１号木炭窯 (SX-12) 完掘（南から）

e.２号木炭窯 (SX-13)A ベルト層序（南から）e.２号木炭窯 (SX-13)A ベルト層序（南から） f.２号木炭窯 (SX-13)B ベルト層序（南から）f.２号木炭窯 (SX-13)B ベルト層序（南から）

g.２号木炭窯 (SX-13)B ベルト西側層序（南東から）g.２号木炭窯 (SX-13)B ベルト西側層序（南東から） h.２号木炭窯 (SX-13)C ベルト層序（南から）h.２号木炭窯 (SX-13)C ベルト層序（南から）
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a. 廃滓場 (SX-8)A ベルト西壁層序（北東から）a. 廃滓場 (SX-8)A ベルト西壁層序（北東から） b. 廃滓場 (SX-8)A ベルト東壁層序（南西から）b. 廃滓場 (SX-8)A ベルト東壁層序（南西から）

c. 廃滓場 (SX-8)C ベルト層序（北東から）c. 廃滓場 (SX-8)C ベルト層序（北東から） d. 廃滓場 (SX-8) 第３トレンチ南壁層序（北西から）d. 廃滓場 (SX-8) 第３トレンチ南壁層序（北西から）

e. 廃滓場 (SX-8) 第４トレンチ南壁層序（西から）e. 廃滓場 (SX-8) 第４トレンチ南壁層序（西から） f. 廃滓場 (SX-8) 第５トレンチ南壁層序（東から）f. 廃滓場 (SX-8) 第５トレンチ南壁層序（東から）

g. 廃滓場 (SX-8) 第６トレンチ北壁層序（南から）g. 廃滓場 (SX-8) 第６トレンチ北壁層序（南から） h. 廃滓場 (SX-8) 完掘（東から）h. 廃滓場 (SX-8) 完掘（東から）
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a.２号木炭窯 (SX-13)D ベルト北側層序（西から）a.２号木炭窯 (SX-13)D ベルト北側層序（西から） b.２号木炭窯 (SX-13)D ベルト南側層序（西から）b.２号木炭窯 (SX-13)D ベルト南側層序（西から）

c.２号木炭窯 (SX-13) 奥壁検出状況①（南から）c.２号木炭窯 (SX-13) 奥壁検出状況①（南から） d.２号木炭窯 (SX-13) 奥壁検出状況②（南から）d.２号木炭窯 (SX-13) 奥壁検出状況②（南から）

e.２号木炭窯 (SX-13) 東側煙道検出状況（南西から）e.２号木炭窯 (SX-13) 東側煙道検出状況（南西から） f.２号木炭窯 (SX-13) 西側煙道検出状況（南東から）f.２号木炭窯 (SX-13) 西側煙道検出状況（南東から）

g.２号木炭窯 (SX-13) 完掘（南から）g.２号木炭窯 (SX-13) 完掘（南から） h.３号木炭窯 (SX-14) 奥壁煙道検出状況（北から）h.３号木炭窯 (SX-14) 奥壁煙道検出状況（北から）
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a.３号木炭窯 (SX-14)A ベルト層序（南から）a.３号木炭窯 (SX-14)A ベルト層序（南から） b.３号木炭窯 (SX-14)B ベルト層序（南から）b.３号木炭窯 (SX-14)B ベルト層序（南から）

c.３号木炭窯 (SX-14)C ベルト層序（南西から）c.３号木炭窯 (SX-14)C ベルト層序（南西から） d.３号木炭窯 (SX-14)D ベルト層序（南西から）d.３号木炭窯 (SX-14)D ベルト層序（南西から）

e.３号木炭窯 (SX-14)E ベルト上側層序（南西から）e.３号木炭窯 (SX-14)E ベルト上側層序（南西から） f.３号木炭窯 (SX-14)E ベルト下側層序（南西から）f.３号木炭窯 (SX-14)E ベルト下側層序（南西から）

g.３号木炭窯 (SX-14) 奥壁検出状況（南から）g.３号木炭窯 (SX-14) 奥壁検出状況（南から） h.３号木炭窯 (SX-14) 完掘（南から）h.３号木炭窯 (SX-14) 完掘（南から）
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a.２号木炭窯 (SX-13)D ベルト北側層序（西から）a.２号木炭窯 (SX-13)D ベルト北側層序（西から） b.２号木炭窯 (SX-13)D ベルト南側層序（西から）b.２号木炭窯 (SX-13)D ベルト南側層序（西から）

c.２号木炭窯 (SX-13) 奥壁検出状況①（南から）c.２号木炭窯 (SX-13) 奥壁検出状況①（南から） d.２号木炭窯 (SX-13) 奥壁検出状況②（南から）d.２号木炭窯 (SX-13) 奥壁検出状況②（南から）

e.２号木炭窯 (SX-13) 東側煙道検出状況（南西から）e.２号木炭窯 (SX-13) 東側煙道検出状況（南西から） f.２号木炭窯 (SX-13) 西側煙道検出状況（南東から）f.２号木炭窯 (SX-13) 西側煙道検出状況（南東から）

g.２号木炭窯 (SX-13) 完掘（南から）g.２号木炭窯 (SX-13) 完掘（南から） h.３号木炭窯 (SX-14) 奥壁煙道検出状況（北から）h.３号木炭窯 (SX-14) 奥壁煙道検出状況（北から）
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a.４号木炭窯 (SX-16)A ベルト層序（南から）a.４号木炭窯 (SX-16)A ベルト層序（南から） b.４号木炭窯 (SX-16)B ベルト層序（南から）b.４号木炭窯 (SX-16)B ベルト層序（南から）

c.４号木炭窯 (SX-16)C ベルト層序（南から）c.４号木炭窯 (SX-16)C ベルト層序（南から） d.４号木炭窯 (SX-16)D ベルト層序（南から）d.４号木炭窯 (SX-16)D ベルト層序（南から）

e.４号木炭窯 (SX-16)E ベルト上半層序（西から）e.４号木炭窯 (SX-16)E ベルト上半層序（西から） f.４号木炭窯 (SX-16)E ベルト下半層序（南西から）f.４号木炭窯 (SX-16)E ベルト下半層序（南西から）

g.４号木炭窯 (SX-16) 壁面工具痕（南西から）g.４号木炭窯 (SX-16) 壁面工具痕（南西から） h.４号木炭窯 (SX-16) 完掘（南から）h.４号木炭窯 (SX-16) 完掘（南から）
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a.５号木炭窯 (SX-17)A ベルト（南から）a.５号木炭窯 (SX-17)A ベルト（南から） b.５号木炭窯 (SX-17)B ベルト層序（南から）b.５号木炭窯 (SX-17)B ベルト層序（南から）

c.５号木炭窯 (SX-17)C ベルト西側層序（南西から）c.５号木炭窯 (SX-17)C ベルト西側層序（南西から） d.５号木炭窯 (SX-17)C ベルト東側層序（南東から）d.５号木炭窯 (SX-17)C ベルト東側層序（南東から）

e.５号木炭窯 (SX-17)D ベルト層序（南から）e.５号木炭窯 (SX-17)D ベルト層序（南から） f.５号木炭窯 (SX-17)E ベルト上半層序（南西から）f.５号木炭窯 (SX-17)E ベルト上半層序（南西から）

g.５号木炭窯 (SX-17)E ベルト下半層序（西から）g.５号木炭窯 (SX-17)E ベルト下半層序（西から） h.５号木炭窯 (SX-17) 東側煙道半截（南西から）h.５号木炭窯 (SX-17) 東側煙道半截（南西から）
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a.４号木炭窯 (SX-16)A ベルト層序（南から）a.４号木炭窯 (SX-16)A ベルト層序（南から） b.４号木炭窯 (SX-16)B ベルト層序（南から）b.４号木炭窯 (SX-16)B ベルト層序（南から）

c.４号木炭窯 (SX-16)C ベルト層序（南から）c.４号木炭窯 (SX-16)C ベルト層序（南から） d.４号木炭窯 (SX-16)D ベルト層序（南から）d.４号木炭窯 (SX-16)D ベルト層序（南から）

e.４号木炭窯 (SX-16)E ベルト上半層序（西から）e.４号木炭窯 (SX-16)E ベルト上半層序（西から） f.４号木炭窯 (SX-16)E ベルト下半層序（南西から）f.４号木炭窯 (SX-16)E ベルト下半層序（南西から）

g.４号木炭窯 (SX-16) 壁面工具痕（南西から）g.４号木炭窯 (SX-16) 壁面工具痕（南西から） h.４号木炭窯 (SX-16) 完掘（南から）h.４号木炭窯 (SX-16) 完掘（南から）

図版146
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a.５号木炭窯 (SX-17) 奥壁検出状況（南から）a.５号木炭窯 (SX-17) 奥壁検出状況（南から） b.５号木炭窯 (SX-17) 完掘（南から）b.５号木炭窯 (SX-17) 完掘（南から）

c.６号木炭窯 (SX-18)A ベルト層序（南から）c.６号木炭窯 (SX-18)A ベルト層序（南から） d.６号木炭窯 (SX-18)B ベルト層序（南から）d.６号木炭窯 (SX-18)B ベルト層序（南から）

e.６号木炭窯 (SX-18)C ベルト層序（南から）e.６号木炭窯 (SX-18)C ベルト層序（南から） f.６号木炭窯 (SX-18)D ベルト層序（南から）f.６号木炭窯 (SX-18)D ベルト層序（南から）

g.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト上部層序（南西から）g.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト上部層序（南西から） h.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト中部層序（西から）h.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト中部層序（西から）

図版148
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a.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト下部層序（西から）a.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト下部層序（西から） b.６号木炭窯 (SX-18) 完掘（南から）b.６号木炭窯 (SX-18) 完掘（南から）

c.７号木炭窯 (SX-19)A ベルト層序（南から）c.７号木炭窯 (SX-19)A ベルト層序（南から） d.７号木炭窯 (SX-19)B ベルト層序（南から）d.７号木炭窯 (SX-19)B ベルト層序（南から）

e.７号木炭窯 (SX-19)C ベルト西側層序（南から）e.７号木炭窯 (SX-19)C ベルト西側層序（南から） f.７号木炭窯 (SX-19)C ベルト東側層序・８号木炭窯 (SX-20)B ベルト層序（南から）f.７号木炭窯 (SX-19)C ベルト東側層序・８号木炭窯 (SX-20)B ベルト層序（南から）

g.７号木炭窯 (SX-19) 天井検出状況（南から）g.７号木炭窯 (SX-19) 天井検出状況（南から） h.７号木炭窯 (SX-19) 完掘（南から）h.７号木炭窯 (SX-19) 完掘（南から）

図版149
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a.５号木炭窯 (SX-17) 奥壁検出状況（南から）a.５号木炭窯 (SX-17) 奥壁検出状況（南から） b.５号木炭窯 (SX-17) 完掘（南から）b.５号木炭窯 (SX-17) 完掘（南から）

c.６号木炭窯 (SX-18)A ベルト層序（南から）c.６号木炭窯 (SX-18)A ベルト層序（南から） d.６号木炭窯 (SX-18)B ベルト層序（南から）d.６号木炭窯 (SX-18)B ベルト層序（南から）

e.６号木炭窯 (SX-18)C ベルト層序（南から）e.６号木炭窯 (SX-18)C ベルト層序（南から） f.６号木炭窯 (SX-18)D ベルト層序（南から）f.６号木炭窯 (SX-18)D ベルト層序（南から）

g.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト上部層序（南西から）g.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト上部層序（南西から） h.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト中部層序（西から）h.６号木炭窯 (SX-18)E ベルト中部層序（西から）

図版148
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a.８号木炭窯 (SX-20)A ベルト層序（南から）a.８号木炭窯 (SX-20)A ベルト層序（南から） b.８号木炭窯 (SX-20)A ベルト天井検出状況（南から）b.８号木炭窯 (SX-20)A ベルト天井検出状況（南から）

c.８号木炭窯 (SX-20)C ベルト層序（南から）c.８号木炭窯 (SX-20)C ベルト層序（南から） d.８号木炭窯 (SX-20)D ベルト層序（西から）d.８号木炭窯 (SX-20)D ベルト層序（西から）

e.８号木炭窯 (SX-20) 杭痕（東から）e.８号木炭窯 (SX-20) 杭痕（東から） f.８号木炭窯 (SX-20) 完掘（南から）f.８号木炭窯 (SX-20) 完掘（南から）

g.９号木炭窯 (SX-21)A ベルト層序 （南西から）g.９号木炭窯 (SX-21)A ベルト層序 （南西から） h.９号木炭窯 (SX-21)B ベルト層序（南西から）h.９号木炭窯 (SX-21)B ベルト層序（南西から）

図版150
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a.９号木炭窯 (SX-21)C ベルト層序（南西から）a.９号木炭窯 (SX-21)C ベルト層序（南西から） b.９号木炭窯 (SX-21)D ベルト層序（南西から）b.９号木炭窯 (SX-21)D ベルト層序（南西から）

c.９号木炭窯 (SX-21) 完掘（南西から）c.９号木炭窯 (SX-21) 完掘（南西から） d.10 号木炭窯 (SX-51)A ベルト層序（南西から）d.10 号木炭窯 (SX-51)A ベルト層序（南西から）

e.10 号木炭窯 (SX-51)A ベルト煙道部層序（南西から）e.10 号木炭窯 (SX-51)A ベルト煙道部層序（南西から） f.10 号木炭窯 (SX-51)B ベルト層序（南西から）f.10 号木炭窯 (SX-51)B ベルト層序（南西から）

g.10 号木炭窯 (SX-51)C ベルト層序（南から）g.10 号木炭窯 (SX-51)C ベルト層序（南から） h.10 号木炭窯 (SX-51)D ベルト層序（南から）h.10 号木炭窯 (SX-51)D ベルト層序（南から）

図版151
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a.８号木炭窯 (SX-20)A ベルト層序（南から）a.８号木炭窯 (SX-20)A ベルト層序（南から） b.８号木炭窯 (SX-20)A ベルト天井検出状況（南から）b.８号木炭窯 (SX-20)A ベルト天井検出状況（南から）

c.８号木炭窯 (SX-20)C ベルト層序（南から）c.８号木炭窯 (SX-20)C ベルト層序（南から） d.８号木炭窯 (SX-20)D ベルト層序（西から）d.８号木炭窯 (SX-20)D ベルト層序（西から）

e.８号木炭窯 (SX-20) 杭痕（東から）e.８号木炭窯 (SX-20) 杭痕（東から） f.８号木炭窯 (SX-20) 完掘（南から）f.８号木炭窯 (SX-20) 完掘（南から）

g.９号木炭窯 (SX-21)A ベルト層序 （南西から）g.９号木炭窯 (SX-21)A ベルト層序 （南西から） h.９号木炭窯 (SX-21)B ベルト層序（南西から）h.９号木炭窯 (SX-21)B ベルト層序（南西から）

図版150
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a.10 号木炭窯 (SX-51)E ベルト層序（南から）a.10 号木炭窯 (SX-51)E ベルト層序（南から） b.10 号木炭窯 (SX-51)F ベルト層序（南東から）b.10 号木炭窯 (SX-51)F ベルト層序（南東から）

c.１号製鉄炉 (SX-1)・10 号木炭窯 (SX-51) 完掘（南西から）c.１号製鉄炉 (SX-1)・10 号木炭窯 (SX-51) 完掘（南西から） d.11 号木炭窯 (SX-82)A ベルト層序（南から）d.11 号木炭窯 (SX-82)A ベルト層序（南から）

e.11 号木炭窯 (SX-82)A ベルト煙道層序（南西から）e.11 号木炭窯 (SX-82)A ベルト煙道層序（南西から） f.11 号木炭窯 (SX-82)B ベルト層序（南から）f.11 号木炭窯 (SX-82)B ベルト層序（南から）

g.11 号木炭窯 (SX-82)C ベルト層序（南から）g.11 号木炭窯 (SX-82)C ベルト層序（南から） h.11 号木炭窯 (SX-82)D ベルト西側層序（南から）h.11 号木炭窯 (SX-82)D ベルト西側層序（南から）

図版152
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a.11 号木炭窯 (SX-82)D ベルト東側層序（南から）a.11 号木炭窯 (SX-82)D ベルト東側層序（南から） b.11 号木炭窯 (SX-82)E ベルト層序（東から）b.11 号木炭窯 (SX-82)E ベルト層序（東から）

c.11 号木炭窯 (SX-82) 完掘（南西から）c.11 号木炭窯 (SX-82) 完掘（南西から） d.12 号木炭窯 (SX-85)A ベルト層序（南から）d.12 号木炭窯 (SX-85)A ベルト層序（南から）

e.12 号木炭窯 (SX-85)A ベルト煙道層序（南西から）e.12 号木炭窯 (SX-85)A ベルト煙道層序（南西から） f.12 号木炭窯 (SX-85)B ベルト層序（南から）f.12 号木炭窯 (SX-85)B ベルト層序（南から）

g.12 号木炭窯 (SX-85)B ベルト煙道層序（南東から）g.12 号木炭窯 (SX-85)B ベルト煙道層序（南東から） h.12 号木炭窯 (SX-85)C ベルト層序（南から）h.12 号木炭窯 (SX-85)C ベルト層序（南から）

図版153
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a.10 号木炭窯 (SX-51)E ベルト層序（南から）a.10 号木炭窯 (SX-51)E ベルト層序（南から） b.10 号木炭窯 (SX-51)F ベルト層序（南東から）b.10 号木炭窯 (SX-51)F ベルト層序（南東から）

c.１号製鉄炉 (SX-1)・10 号木炭窯 (SX-51) 完掘（南西から）c.１号製鉄炉 (SX-1)・10 号木炭窯 (SX-51) 完掘（南西から） d.11 号木炭窯 (SX-82)A ベルト層序（南から）d.11 号木炭窯 (SX-82)A ベルト層序（南から）

e.11 号木炭窯 (SX-82)A ベルト煙道層序（南西から）e.11 号木炭窯 (SX-82)A ベルト煙道層序（南西から） f.11 号木炭窯 (SX-82)B ベルト層序（南から）f.11 号木炭窯 (SX-82)B ベルト層序（南から）

g.11 号木炭窯 (SX-82)C ベルト層序（南から）g.11 号木炭窯 (SX-82)C ベルト層序（南から） h.11 号木炭窯 (SX-82)D ベルト西側層序（南から）h.11 号木炭窯 (SX-82)D ベルト西側層序（南から）

図版152
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a.12 号木炭窯 (SX-85)D ベルト層序（南から）a.12 号木炭窯 (SX-85)D ベルト層序（南から） b.12 号木炭窯 (SX-85)E ベルト西側層序（南から）b.12 号木炭窯 (SX-85)E ベルト西側層序（南から）

c.12 号木炭窯 (SX-85)E ベルト東側層序（南から）c.12 号木炭窯 (SX-85)E ベルト東側層序（南から） d.12 号木炭窯 (SX-85)F ベルト層序（東から）d.12 号木炭窯 (SX-85)F ベルト層序（東から）

e.12 号木炭窯 (SX-85) 完掘（南から）e.12 号木炭窯 (SX-85) 完掘（南から） f. 木炭窯残土集中区検出状況（南から）f. 木炭窯残土集中区検出状況（南から）

g. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序①（南から）g. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序①（南から） h. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序②（南から）h. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序②（南から）

図版154
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a. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序③（南から）a. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序③（南から） b. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序④（南から）b. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序④（南から）

c. 木炭窯残土集中区 Aベルト東側層序①（南から）c. 木炭窯残土集中区 Aベルト東側層序①（南から） d. 木炭窯残土集中区 Aベルト東側層序②（南から）d. 木炭窯残土集中区 Aベルト東側層序②（南から）

e. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序①（南から）e. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序①（南から） f. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序②（南から）f. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序②（南から）

g. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序③（南から）g. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序③（南から） h. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序④（南から）h. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序④（南から）

図版155
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a.12 号木炭窯 (SX-85)D ベルト層序（南から）a.12 号木炭窯 (SX-85)D ベルト層序（南から） b.12 号木炭窯 (SX-85)E ベルト西側層序（南から）b.12 号木炭窯 (SX-85)E ベルト西側層序（南から）

c.12 号木炭窯 (SX-85)E ベルト東側層序（南から）c.12 号木炭窯 (SX-85)E ベルト東側層序（南から） d.12 号木炭窯 (SX-85)F ベルト層序（東から）d.12 号木炭窯 (SX-85)F ベルト層序（東から）

e.12 号木炭窯 (SX-85) 完掘（南から）e.12 号木炭窯 (SX-85) 完掘（南から） f. 木炭窯残土集中区検出状況（南から）f. 木炭窯残土集中区検出状況（南から）

g. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序①（南から）g. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序①（南から） h. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序②（南から）h. 木炭窯残土集中区 Aベルト西側層序②（南から）

図版154
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a. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序⑤（南から）a. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序⑤（南から） b. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序⑥（南から）b. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序⑥（南から）

c. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序①（西から）c. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序①（西から） d. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序②（西から）d. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序②（西から）

e. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序③（西から）e. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序③（西から） f. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序④（西から）f. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序④（西から）

g. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序⑤（西から）g. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序⑤（西から） h.SX-22 半截（東から）h.SX-22 半截（東から）

図版156
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a.SX-22 完掘 (東から )a.SX-22 完掘 (東から ) b.SX-83A ベルト層序（南から）b.SX-83A ベルト層序（南から）

c.SX-83B ベルト層序（南から）c.SX-83B ベルト層序（南から） d.SX-83 完掘（南東から）d.SX-83 完掘（南東から）

e. 西壁基本層序（北東から）e. 西壁基本層序（北東から） f. 遺跡全景調査前（南から）f. 遺跡全景調査前（南から）

g. 西側木炭窯群検出状況（南西から）g. 西側木炭窯群検出状況（南西から） h. 作業風景１（南から）h. 作業風景１（南から）

図版157
大善寺Ａ遺跡 23

a. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序⑤（南から）a. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序⑤（南から） b. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序⑥（南から）b. 木炭窯残土集中区 Bベルト層序⑥（南から）

c. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序①（西から）c. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序①（西から） d. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序②（西から）d. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序②（西から）

e. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序③（西から）e. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序③（西から） f. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序④（西から）f. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序④（西から）

g. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序⑤（西から）g. 木炭窯残土集中区 Cベルト層序⑤（西から） h.SX-22 半截（東から）h.SX-22 半截（東から）

図版156
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a. 作業風景２（南東から）a. 作業風景２（南東から） b. 現地説明会 1b. 現地説明会 1

c. 現地説明会 2c. 現地説明会 2 d. 小学生見学会d. 小学生見学会

e. 調査指導会e. 調査指導会 f. 窯壁切取りf. 窯壁切取り

g. 窯壁保存処理g. 窯壁保存処理 h. 窯壁展示h. 窯壁展示

図版158
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a. 遺跡全景（上から）

b. 遺跡全景（南西から）

図版159
大善寺Ｂ遺跡１

a. 作業風景２（南東から）a. 作業風景２（南東から） b. 現地説明会 1b. 現地説明会 1

c. 現地説明会 2c. 現地説明会 2 d. 小学生見学会d. 小学生見学会

e. 調査指導会e. 調査指導会 f. 窯壁切取りf. 窯壁切取り

g. 窯壁保存処理g. 窯壁保存処理 h. 窯壁展示h. 窯壁展示

図版158
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a. 遺跡全景（南東から）a. 遺跡全景（南東から） b. 西側全景（北西から）b. 西側全景（北西から）

c.SX-1　A ベルト層序（南から）c.SX-1　A ベルト層序（南から） d.SX-1　完掘（南から）d.SX-1　完掘（南から）

e.SX-3　A ベルト層序（南西から）e.SX-3　A ベルト層序（南西から） f.SX-3　完掘（北東から）f.SX-3　完掘（北東から）

g.SX-4　A ベルト層序（南から）g.SX-4　A ベルト層序（南から） h.SX-4　完掘（北東から）h.SX-4　完掘（北東から）

図版160
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a.SX-5　A ベルト層序（南西から）a.SX-5　A ベルト層序（南西から） b.SX-5 完掘（南西から）b.SX-5 完掘（南西から）

c.SX-12　A ベルト層序（南東から）c.SX-12　A ベルト層序（南東から） d.SX-12　完掘（南東から）d.SX-12　完掘（南東から）

e.SX-13　A ベルト層序（北から）e.SX-13　A ベルト層序（北から） f.SX-13　完掘（南東から）f.SX-13　完掘（南東から）

g. 作業風景表土剥ぎ（北西から）g. 作業風景表土剥ぎ（北西から） h. 作業風景木根処理（南東から）h. 作業風景木根処理（南東から）

図版161
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a. 遺跡全景（南東から）a. 遺跡全景（南東から） b. 西側全景（北西から）b. 西側全景（北西から）

c.SX-1　A ベルト層序（南から）c.SX-1　A ベルト層序（南から） d.SX-1　完掘（南から）d.SX-1　完掘（南から）

e.SX-3　A ベルト層序（南西から）e.SX-3　A ベルト層序（南西から） f.SX-3　完掘（北東から）f.SX-3　完掘（北東から）

g.SX-4　A ベルト層序（南から）g.SX-4　A ベルト層序（南から） h.SX-4　完掘（北東から）h.SX-4　完掘（北東から）

図版160
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a. 遺跡全景 (上から )

b. 遺跡近景 (南から )

図版162
千刈Ｂ遺跡１



b.１号木炭窯 (SX-1) 遺構検出 (南西から )b.１号木炭窯 (SX-1) 遺構検出 (南西から ) c.１号木炭窯 (SX-1)A ベルト (南から )c.１号木炭窯 (SX-1)A ベルト (南から )

d.１号木炭窯 (SX-1)B ベルト (南から )d.１号木炭窯 (SX-1)B ベルト (南から ) e.１号木炭窯 (SX-1)C ベルト (南から )e.１号木炭窯 (SX-1)C ベルト (南から )

a.SX-13 周辺 (上から )

図版163
千刈Ｂ遺跡２

a. 遺跡全景 (上から )

b. 遺跡近景 (南から )

図版162
千刈Ｂ遺跡１



a.１号木炭窯 (SX-1)D ベルト (南から )a.１号木炭窯 (SX-1)D ベルト (南から ) b.１号木炭窯 (SX-1)E ベルト (南から )b.１号木炭窯 (SX-1)E ベルト (南から )

c.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト北側 (西から )c.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト北側 (西から ) d.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト中央 (西から )d.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト中央 (西から )

e.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト南側 (西から )e.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト南側 (西から ) f.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道 (西から )f.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道 (西から )

g.１号木炭窯 (SX-1) 左側煙道 (東から )g.１号木炭窯 (SX-1) 左側煙道 (東から ) h.１号木炭窯 (SX-1) 羽口出土状況 (南西から )h.１号木炭窯 (SX-1) 羽口出土状況 (南西から )

図版164
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a.１号木炭窯 (SX-1) 天井材出土状況 (西から )a.１号木炭窯 (SX-1) 天井材出土状況 (西から ) b.１号木炭窯 (SX-1) 完掘 (南から )b.１号木炭窯 (SX-1) 完掘 (南から )

c.SD-2 A ベルト (南から )c.SD-2 A ベルト (南から ) d.SD-2 B ベルト (南から )d.SD-2 B ベルト (南から )

e.SD-2 完掘 (南から )e.SD-2 完掘 (南から ) f.SD-3・4 A ベルト (南から )f.SD-3・4 A ベルト (南から )

g.SD-3・4・6・7(SD-3) B ベルト (南から )g.SD-3・4・6・7(SD-3) B ベルト (南から ) h.SD-3・4・6・7(SD-4) B ベルト (南から )h.SD-3・4・6・7(SD-4) B ベルト (南から )

図版165
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a.１号木炭窯 (SX-1)D ベルト (南から )a.１号木炭窯 (SX-1)D ベルト (南から ) b.１号木炭窯 (SX-1)E ベルト (南から )b.１号木炭窯 (SX-1)E ベルト (南から )

c.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト北側 (西から )c.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト北側 (西から ) d.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト中央 (西から )d.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト中央 (西から )

e.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト南側 (西から )e.１号木炭窯 (SX-1)F ベルト南側 (西から ) f.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道 (西から )f.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道 (西から )

g.１号木炭窯 (SX-1) 左側煙道 (東から )g.１号木炭窯 (SX-1) 左側煙道 (東から ) h.１号木炭窯 (SX-1) 羽口出土状況 (南西から )h.１号木炭窯 (SX-1) 羽口出土状況 (南西から )

図版164
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a.SD-3・4・6・7(SD-6) B ベルト (南から )a.SD-3・4・6・7(SD-6) B ベルト (南から ) b.SD-3・4・6・7(SD-7) B ベルト (南から )b.SD-3・4・6・7(SD-7) B ベルト (南から )

c.SD-3・4 C ベルト (南から )c.SD-3・4 C ベルト (南から ) d.SD-4・8 D ベルト (南から )d.SD-4・8 D ベルト (南から )

e.SD-4・8・9 E ベルト (南から )e.SD-4・8・9 E ベルト (南から ) f.SD-4・8・9(SD-8) E ベルト (南から )f.SD-4・8・9(SD-8) E ベルト (南から )

g.SD-4 F ベルト (南から )g.SD-4 F ベルト (南から ) h.SD-4 G ベルト (南から )h.SD-4 G ベルト (南から )

図版166
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a.SD-4 H ベルト (南から )a.SD-4 H ベルト (南から ) b.SD-5 A ベルト (南から )b.SD-5 A ベルト (南から )

c.SD-5 B ベルト (南から )c.SD-5 B ベルト (南から ) d.SD-5 完掘 (南東から )d.SD-5 完掘 (南東から )

e.SD-11 A ベルト (南から )e.SD-11 A ベルト (南から ) f.SD-11 B ベルト (南から )f.SD-11 B ベルト (南から )

g.SD-11 C ベルト (西から )g.SD-11 C ベルト (西から ) h.SD-11 D ベルト (西から )h.SD-11 D ベルト (西から )

図版167
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a.SD-3・4・6・7(SD-6) B ベルト (南から )a.SD-3・4・6・7(SD-6) B ベルト (南から ) b.SD-3・4・6・7(SD-7) B ベルト (南から )b.SD-3・4・6・7(SD-7) B ベルト (南から )

c.SD-3・4 C ベルト (南から )c.SD-3・4 C ベルト (南から ) d.SD-4・8 D ベルト (南から )d.SD-4・8 D ベルト (南から )

e.SD-4・8・9 E ベルト (南から )e.SD-4・8・9 E ベルト (南から ) f.SD-4・8・9(SD-8) E ベルト (南から )f.SD-4・8・9(SD-8) E ベルト (南から )

g.SD-4 F ベルト (南から )g.SD-4 F ベルト (南から ) h.SD-4 G ベルト (南から )h.SD-4 G ベルト (南から )

図版166
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a.SD-11 E ベルト (西から )a.SD-11 E ベルト (西から ) b.SD-11 F ベルト (南から )b.SD-11 F ベルト (南から )

c.SD-11 G ベルト (南から )c.SD-11 G ベルト (南から ) d.SD-11 H ベルト (南から )d.SD-11 H ベルト (南から )

e.SD-11 I ベルト (南から )e.SD-11 I ベルト (南から ) f.SD-11 J ベルト (南から )f.SD-11 J ベルト (南から )

g.SD-11 K ベルト (南から )g.SD-11 K ベルト (南から ) h.SD-11 完掘 (南から )h.SD-11 完掘 (南から )

図版168
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a.SD-12 G ベルト (南から )a.SD-12 G ベルト (南から ) b.SD-12 完掘 (南から )b.SD-12 完掘 (南から )

c.SD-18 A ベルト (南西から )c.SD-18 A ベルト (南西から ) d.SD-18 B ベルト (南から )d.SD-18 B ベルト (南から )

e.SD-18 完掘 (南西から )e.SD-18 完掘 (南西から ) f.SK-19 B ベルト (南から )f.SK-19 B ベルト (南から )

g.SK-19 完掘 (南西から )g.SK-19 完掘 (南西から ) h.SD-20・21(SD-20) A ベルト (南から )h.SD-20・21(SD-20) A ベルト (南から )

図版169
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a.SD-11 E ベルト (西から )a.SD-11 E ベルト (西から ) b.SD-11 F ベルト (南から )b.SD-11 F ベルト (南から )

c.SD-11 G ベルト (南から )c.SD-11 G ベルト (南から ) d.SD-11 H ベルト (南から )d.SD-11 H ベルト (南から )

e.SD-11 I ベルト (南から )e.SD-11 I ベルト (南から ) f.SD-11 J ベルト (南から )f.SD-11 J ベルト (南から )

g.SD-11 K ベルト (南から )g.SD-11 K ベルト (南から ) h.SD-11 完掘 (南から )h.SD-11 完掘 (南から )

図版168
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a.SD-20・21(SD-21) A ベルト (南から )a.SD-20・21(SD-21) A ベルト (南から ) b.SD-20・21 B ベルト (南から )b.SD-20・21 B ベルト (南から )

c. 東側溝群完掘 (南から )c. 東側溝群完掘 (南から ) d.SD-20 完掘 (南から )d.SD-20 完掘 (南から )

e.SD-21 完掘 (南から )e.SD-21 完掘 (南から ) f.SX-13 周辺 A ベルト北側 (西から )f.SX-13 周辺 A ベルト北側 (西から )

g.SX-13 周辺 A ベルト中央 (西から )g.SX-13 周辺 A ベルト中央 (西から ) h.SX-13 周辺 A ベルト南側 (西から )h.SX-13 周辺 A ベルト南側 (西から )

図版170
千刈Ｂ遺跡９



a.SX-13 周辺 A ベルト SKp-24( 西から )a.SX-13 周辺 A ベルト SKp-24( 西から ) b.SX-13 周辺 B ベルト (西から )b.SX-13 周辺 B ベルト (西から )

c.SX-13 C ベルト (西から )c.SX-13 C ベルト (西から ) d.SX-13 D ベルト (西から )d.SX-13 D ベルト (西から )

e.SX-13 E ベルト (西から )e.SX-13 E ベルト (西から ) f.SX-13・SK-14 F ベルト北側 (西から )f.SX-13・SK-14 F ベルト北側 (西から )

g.SX-13・SK-14 F ベルト南側 (西から )g.SX-13・SK-14 F ベルト南側 (西から ) h.SX-13 周辺 H ベルト西端 (南から )h.SX-13 周辺 H ベルト西端 (南から )

図版171
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a.SD-20・21(SD-21) A ベルト (南から )a.SD-20・21(SD-21) A ベルト (南から ) b.SD-20・21 B ベルト (南から )b.SD-20・21 B ベルト (南から )

c. 東側溝群完掘 (南から )c. 東側溝群完掘 (南から ) d.SD-20 完掘 (南から )d.SD-20 完掘 (南から )

e.SD-21 完掘 (南から )e.SD-21 完掘 (南から ) f.SX-13 周辺 A ベルト北側 (西から )f.SX-13 周辺 A ベルト北側 (西から )

g.SX-13 周辺 A ベルト中央 (西から )g.SX-13 周辺 A ベルト中央 (西から ) h.SX-13 周辺 A ベルト南側 (西から )h.SX-13 周辺 A ベルト南側 (西から )

図版170
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a.SX-13 周辺 H ベルト E-F 間 ( 南から )a.SX-13 周辺 H ベルト E-F 間 ( 南から ) b.SX-13 周辺 H ベルト D-E 間 ( 南から )b.SX-13 周辺 H ベルト D-E 間 ( 南から )

c.SX-13 周辺 H ベルト C-D 間 ( 南から )c.SX-13 周辺 H ベルト C-D 間 ( 南から ) d.SX-13 周辺 H ベルト B-C 間 ( 南から )d.SX-13 周辺 H ベルト B-C 間 ( 南から )

e.SX-13 周辺 H ベルト SKp-41( 南から )e.SX-13 周辺 H ベルト SKp-41( 南から ) f.SX-13 周辺 H ベルト SKp-57( 南から )f.SX-13 周辺 H ベルト SKp-57( 南から )

g.SX-13 周辺 H ベルト SKp-60( 南から )g.SX-13 周辺 H ベルト SKp-60( 南から ) h.SX-13 周辺完掘 (南から )h.SX-13 周辺完掘 (南から )

図版172
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a.SX-13 周辺完掘西側 (南から )a.SX-13 周辺完掘西側 (南から ) b.SX-13 周辺完掘東側 (南から )b.SX-13 周辺完掘東側 (南から )

c.SK-14 I ベルト (南から )c.SK-14 I ベルト (南から ) ｄ.SK-14 完掘 (南から )ｄ.SK-14 完掘 (南から )

e.SK-16 J ベルト (南から )e.SK-16 J ベルト (南から ) f.SK-16 完掘 (南から )f.SK-16 完掘 (南から )

g. 遺構検出状況 (南西から )g. 遺構検出状況 (南西から ) h. 作業風景h. 作業風景

図版173
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a.SX-13 周辺 H ベルト E-F 間 ( 南から )a.SX-13 周辺 H ベルト E-F 間 ( 南から ) b.SX-13 周辺 H ベルト D-E 間 ( 南から )b.SX-13 周辺 H ベルト D-E 間 ( 南から )

c.SX-13 周辺 H ベルト C-D 間 ( 南から )c.SX-13 周辺 H ベルト C-D 間 ( 南から ) d.SX-13 周辺 H ベルト B-C 間 ( 南から )d.SX-13 周辺 H ベルト B-C 間 ( 南から )

e.SX-13 周辺 H ベルト SKp-41( 南から )e.SX-13 周辺 H ベルト SKp-41( 南から ) f.SX-13 周辺 H ベルト SKp-57( 南から )f.SX-13 周辺 H ベルト SKp-57( 南から )

g.SX-13 周辺 H ベルト SKp-60( 南から )g.SX-13 周辺 H ベルト SKp-60( 南から ) h.SX-13 周辺完掘 (南から )h.SX-13 周辺完掘 (南から )

図版172
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a. 調査指導会a. 調査指導会 b. 作業風景 (水洗い１)b. 作業風景 (水洗い１)

c. 作業風景 (水洗い２)c. 作業風景 (水洗い２) d. 作業風景 (水洗い３)d. 作業風景 (水洗い３)

e. 出土遺物写真e. 出土遺物写真

図版174
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a. 遺跡全景完掘 (東から )

b. 遺跡全景完掘 (上から )

図版175
千刈Ｃ遺跡　東地区１
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a. 調査指導会a. 調査指導会 b. 作業風景 (水洗い１)b. 作業風景 (水洗い１)

c. 作業風景 (水洗い２)c. 作業風景 (水洗い２) d. 作業風景 (水洗い３)d. 作業風景 (水洗い３)

e. 出土遺物写真e. 出土遺物写真

図版174
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a. 遺跡全景完掘 (南から )

b. 遺跡全景完掘 (東から )

図版176
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a.１号製鉄炉 (SX-5) 遺構検出①(北から )

b.１号製鉄炉 (SX-5) 遺構検出②(西から )

図版177
千刈Ｃ遺跡　東地区３

a. 遺跡全景完掘 (南から )

b. 遺跡全景完掘 (東から )

図版176
千刈Ｃ遺跡　東地区２



a.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト南半層序 (東から )a.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト南半層序 (東から ) b.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト北半層序 (東から )b.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト北半層序 (東から )

c.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト西半層序 (南から )c.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト西半層序 (南から ) d.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト東半層序 (南から )d.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト東半層序 (南から )

e.１号製鉄炉 (SX-5) 完掘 (南から )e.１号製鉄炉 (SX-5) 完掘 (南から ) f.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト断割り (東から )f.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト断割り (東から )

g.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト断割り (南から )g.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト断割り (南から ) h.１号製鉄炉 (SX-5) 掘形 (南から )h.１号製鉄炉 (SX-5) 掘形 (南から )

図版178
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a. 廃滓場 (SX-10) 遺構検出 (南から )a. 廃滓場 (SX-10) 遺構検出 (南から ) b. 廃滓場 (SX-10)Ａベルト層序 (南から )b. 廃滓場 (SX-10)Ａベルト層序 (南から )

c. 廃滓場 (SX-10)B ベルト層序 (南東から )c. 廃滓場 (SX-10)B ベルト層序 (南東から ) d. 廃滓場 (SX-10)C ベルト層序 (東から )d. 廃滓場 (SX-10)C ベルト層序 (東から )

e. 廃滓場 (SX-10) 完掘 (南東から )e. 廃滓場 (SX-10) 完掘 (南東から ) f.２号製鉄炉 (SX-9・13) 遺構検出①(北東から )f.２号製鉄炉 (SX-9・13) 遺構検出①(北東から )

g.２号製鉄炉 (SX-9・13) 遺構検出②(西から )g.２号製鉄炉 (SX-9・13) 遺構検出②(西から ) h.２号製鉄炉 (SX-9・13)A ベルト上半層序 (南から )h.２号製鉄炉 (SX-9・13)A ベルト上半層序 (南から )

図版179
千刈Ｃ遺跡　東地区５

a.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト南半層序 (東から )a.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト南半層序 (東から ) b.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト北半層序 (東から )b.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト北半層序 (東から )

c.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト西半層序 (南から )c.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト西半層序 (南から ) d.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト東半層序 (南から )d.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト東半層序 (南から )

e.１号製鉄炉 (SX-5) 完掘 (南から )e.１号製鉄炉 (SX-5) 完掘 (南から ) f.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト断割り (東から )f.１号製鉄炉 (SX-5)A ベルト断割り (東から )

g.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト断割り (南から )g.１号製鉄炉 (SX-5)B ベルト断割り (南から ) h.１号製鉄炉 (SX-5) 掘形 (南から )h.１号製鉄炉 (SX-5) 掘形 (南から )

図版178
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a.２号製鉄炉 (SX-9・13)A ベルト下半層序 (南から )a.２号製鉄炉 (SX-9・13)A ベルト下半層序 (南から ) b.２号製鉄炉 (SX-9・13)B ベルト層序 (西から )b.２号製鉄炉 (SX-9・13)B ベルト層序 (西から )

c.２号製鉄炉 (SX-9) 完掘 (東から )c.２号製鉄炉 (SX-9) 完掘 (東から ) d.２号製鉄炉 (SX-9) 完掘 (北から )d.２号製鉄炉 (SX-9) 完掘 (北から )

e.２号製鉄炉 (SX-9・13) 完掘 (東から )e.２号製鉄炉 (SX-9・13) 完掘 (東から ) f.２号製鉄炉 (SX-9)A ベルト断割り (南から )f.２号製鉄炉 (SX-9)A ベルト断割り (南から )

g.２号製鉄炉 (SX-9)B ベルト断割り (北から )g.２号製鉄炉 (SX-9)B ベルト断割り (北から ) h.２号製鉄炉 (SX-9)C ベルト断割り (西から )h.２号製鉄炉 (SX-9)C ベルト断割り (西から )

図版180
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a.２号製鉄炉 (SX-9)D ベルト断割り (東から )a.２号製鉄炉 (SX-9)D ベルト断割り (東から ) b.２号製鉄炉 (SX-9) 掘形 (東から )b.２号製鉄炉 (SX-9) 掘形 (東から )

c.２号製鉄炉 (SX-9) 掘形 (北から )c.２号製鉄炉 (SX-9) 掘形 (北から ) d.１号木炭窯 (SX-1) 遺構検出 (東から )d.１号木炭窯 (SX-1) 遺構検出 (東から )

e.１号木炭窯 (SX-1)A ベルト層序 (東から )e.１号木炭窯 (SX-1)A ベルト層序 (東から ) f.１号木炭窯 (SX-1)B ベルト層序 (東から )f.１号木炭窯 (SX-1)B ベルト層序 (東から )

g.１号木炭窯 (SX-1)C ベルト層序 (東から )g.１号木炭窯 (SX-1)C ベルト層序 (東から ) h.１号木炭窯 (SX-1)D ベルト層序 (南から )h.１号木炭窯 (SX-1)D ベルト層序 (南から )

図版181
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a.２号製鉄炉 (SX-9・13)A ベルト下半層序 (南から )a.２号製鉄炉 (SX-9・13)A ベルト下半層序 (南から ) b.２号製鉄炉 (SX-9・13)B ベルト層序 (西から )b.２号製鉄炉 (SX-9・13)B ベルト層序 (西から )

c.２号製鉄炉 (SX-9) 完掘 (東から )c.２号製鉄炉 (SX-9) 完掘 (東から ) d.２号製鉄炉 (SX-9) 完掘 (北から )d.２号製鉄炉 (SX-9) 完掘 (北から )

e.２号製鉄炉 (SX-9・13) 完掘 (東から )e.２号製鉄炉 (SX-9・13) 完掘 (東から ) f.２号製鉄炉 (SX-9)A ベルト断割り (南から )f.２号製鉄炉 (SX-9)A ベルト断割り (南から )

g.２号製鉄炉 (SX-9)B ベルト断割り (北から )g.２号製鉄炉 (SX-9)B ベルト断割り (北から ) h.２号製鉄炉 (SX-9)C ベルト断割り (西から )h.２号製鉄炉 (SX-9)C ベルト断割り (西から )

図版180
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a.１号木炭窯 (SX-1) 奥壁検出 (東から )a.１号木炭窯 (SX-1) 奥壁検出 (東から ) b.１号木炭窯 (SX-1) 焚口鉄滓検出状況 (東から )b.１号木炭窯 (SX-1) 焚口鉄滓検出状況 (東から )

c.１号木炭窯 (SX-1) 焚口検出 (東から )c.１号木炭窯 (SX-1) 焚口検出 (東から ) d.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道検出 (南から )d.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道検出 (南から )

e.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道断割り (南西から )e.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道断割り (南西から ) f.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道掘形 (南西から )f.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道掘形 (南西から )

g.１号木炭窯 (SX-1) 完掘 (東から )g.１号木炭窯 (SX-1) 完掘 (東から ) h.２号木炭窯 (SX-3) 遺構検出①(東から )h.２号木炭窯 (SX-3) 遺構検出①(東から )

図版182
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a.２号木炭窯 (SX-3) 遺構検出②(東から )a.２号木炭窯 (SX-3) 遺構検出②(東から ) b.２号木炭窯 (SX-3)A ベルト層序 (西から )b.２号木炭窯 (SX-3)A ベルト層序 (西から )

c.２号木炭窯 (SX-3) 完掘 (東から )c.２号木炭窯 (SX-3) 完掘 (東から ) d.３・４号木炭窯 (SX-11・12) 遺構検出 (南から )d.３・４号木炭窯 (SX-11・12) 遺構検出 (南から )

e.３号木炭窯 (SX-11)A ベルト層序 (南から )e.３号木炭窯 (SX-11)A ベルト層序 (南から ) f.３号木炭窯 (SX-11)B ベルト層序 (南から )f.３号木炭窯 (SX-11)B ベルト層序 (南から )

g.３号木炭窯 (SX-11)C ベルト層序 (南から )g.３号木炭窯 (SX-11)C ベルト層序 (南から ) h.３号木炭窯 (SX-11)D ベルト層序 (南から )h.３号木炭窯 (SX-11)D ベルト層序 (南から )

図版183
千刈Ｃ遺跡　東地区９

a.１号木炭窯 (SX-1) 奥壁検出 (東から )a.１号木炭窯 (SX-1) 奥壁検出 (東から ) b.１号木炭窯 (SX-1) 焚口鉄滓検出状況 (東から )b.１号木炭窯 (SX-1) 焚口鉄滓検出状況 (東から )

c.１号木炭窯 (SX-1) 焚口検出 (東から )c.１号木炭窯 (SX-1) 焚口検出 (東から ) d.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道検出 (南から )d.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道検出 (南から )

e.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道断割り (南西から )e.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道断割り (南西から ) f.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道掘形 (南西から )f.１号木炭窯 (SX-1) 右側煙道掘形 (南西から )

g.１号木炭窯 (SX-1) 完掘 (東から )g.１号木炭窯 (SX-1) 完掘 (東から ) h.２号木炭窯 (SX-3) 遺構検出①(東から )h.２号木炭窯 (SX-3) 遺構検出①(東から )

図版182
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a.３号木炭窯 (SX-11)E ベルト上半層序 (西から )a.３号木炭窯 (SX-11)E ベルト上半層序 (西から ) b.３号木炭窯 (SX-11)E ベルト下半層序 (西から )b.３号木炭窯 (SX-11)E ベルト下半層序 (西から )

c.３号木炭窯 (SX-11)F ベルト層序 (南から )c.３号木炭窯 (SX-11)F ベルト層序 (南から ) d.３号木炭窯 (SX-11) 左側煙道完掘 (南東から )d.３号木炭窯 (SX-11) 左側煙道完掘 (南東から )

e.３号木炭窯 (SX-11) 完掘 (南から )e.３号木炭窯 (SX-11) 完掘 (南から ) f.４号木炭窯 (SX-12) 遺構検出 (南から )f.４号木炭窯 (SX-12) 遺構検出 (南から )

g.４号木炭窯 (SX-12)A ベルト層序 (南から )g.４号木炭窯 (SX-12)A ベルト層序 (南から ) h.４号木炭窯 (SX-12)B ベルト層序 (南から )h.４号木炭窯 (SX-12)B ベルト層序 (南から )

図版184
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a.４号木炭窯 (SX-12)C ベルト層序 (南から )a.４号木炭窯 (SX-12)C ベルト層序 (南から ) b.４号木炭窯 (SX-12)D ベルト層序 (西から )b.４号木炭窯 (SX-12)D ベルト層序 (西から )

c.４号木炭窯 (SX-12) 焚口鉄滓検出状況 (南から )c.４号木炭窯 (SX-12) 焚口鉄滓検出状況 (南から ) d.４号木炭窯 (SX-12) 完掘 (南から )d.４号木炭窯 (SX-12) 完掘 (南から )

e.５号木炭窯 (SX-4)A ベルト層序 (西から )e.５号木炭窯 (SX-4)A ベルト層序 (西から ) f.５号木炭窯 (SX-4)B ベルト層序 (北から )f.５号木炭窯 (SX-4)B ベルト層序 (北から )

g.５号木炭窯 (SX-4)C ベルト層序 (南から )g.５号木炭窯 (SX-4)C ベルト層序 (南から ) h.５号木炭窯 (SX-4)D ベルト層序 (南から )h.５号木炭窯 (SX-4)D ベルト層序 (南から )

図版185
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a.３号木炭窯 (SX-11)E ベルト上半層序 (西から )a.３号木炭窯 (SX-11)E ベルト上半層序 (西から ) b.３号木炭窯 (SX-11)E ベルト下半層序 (西から )b.３号木炭窯 (SX-11)E ベルト下半層序 (西から )

c.３号木炭窯 (SX-11)F ベルト層序 (南から )c.３号木炭窯 (SX-11)F ベルト層序 (南から ) d.３号木炭窯 (SX-11) 左側煙道完掘 (南東から )d.３号木炭窯 (SX-11) 左側煙道完掘 (南東から )

e.３号木炭窯 (SX-11) 完掘 (南から )e.３号木炭窯 (SX-11) 完掘 (南から ) f.４号木炭窯 (SX-12) 遺構検出 (南から )f.４号木炭窯 (SX-12) 遺構検出 (南から )

g.４号木炭窯 (SX-12)A ベルト層序 (南から )g.４号木炭窯 (SX-12)A ベルト層序 (南から ) h.４号木炭窯 (SX-12)B ベルト層序 (南から )h.４号木炭窯 (SX-12)B ベルト層序 (南から )

図版184
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a.５号木炭窯 (SX-4) 奥壁断割り (南から )a.５号木炭窯 (SX-4) 奥壁断割り (南から ) b.５号木炭窯 (SX-4) 完掘 (南から )b.５号木炭窯 (SX-4) 完掘 (南から )

c.６号木炭窯 (SX-6)A ベルト層序 (南から )c.６号木炭窯 (SX-6)A ベルト層序 (南から ) d.６号木炭窯 (SX-6)B ベルト層序 (南から )d.６号木炭窯 (SX-6)B ベルト層序 (南から )

e.６号木炭窯 (SX-6)C ベルト層序 (南から )e.６号木炭窯 (SX-6)C ベルト層序 (南から ) f.６号木炭窯 (SX-6) 左側煙道鉄滓出土状況 (南東から )f.６号木炭窯 (SX-6) 左側煙道鉄滓出土状況 (南東から )

g.６号木炭窯 (SX-6) 左側煙道完掘 (南東から )g.６号木炭窯 (SX-6) 左側煙道完掘 (南東から ) h.６号木炭窯 (SX-6) 完掘①(南から )h.６号木炭窯 (SX-6) 完掘①(南から )

図版186
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a.６号木炭窯 (SX-6) 完掘②(北から )a.６号木炭窯 (SX-6) 完掘②(北から ) b.６～８号木炭窯 (SX-6 ～ 8) 完掘 (南から )b.６～８号木炭窯 (SX-6 ～ 8) 完掘 (南から )

c.６～８号木炭窯 (SX-6 ～ 8) 遺構検出 (南から )c.６～８号木炭窯 (SX-6 ～ 8) 遺構検出 (南から ) d.７号木炭窯 (SX-7)A ベルト層序 (南から )d.７号木炭窯 (SX-7)A ベルト層序 (南から )

e.７号木炭窯 (SX-7)B ベルト層序 (南から )e.７号木炭窯 (SX-7)B ベルト層序 (南から ) f.７号木炭窯 (SX-7)C ベルト層序 (西から )f.７号木炭窯 (SX-7)C ベルト層序 (西から )

g.７号木炭窯 (SX-7) 奥壁検出 (南から )g.７号木炭窯 (SX-7) 奥壁検出 (南から ) h.７号木炭窯 (SX-7) 完掘 (南から )h.７号木炭窯 (SX-7) 完掘 (南から )

図版187
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a.５号木炭窯 (SX-4) 奥壁断割り (南から )a.５号木炭窯 (SX-4) 奥壁断割り (南から ) b.５号木炭窯 (SX-4) 完掘 (南から )b.５号木炭窯 (SX-4) 完掘 (南から )

c.６号木炭窯 (SX-6)A ベルト層序 (南から )c.６号木炭窯 (SX-6)A ベルト層序 (南から ) d.６号木炭窯 (SX-6)B ベルト層序 (南から )d.６号木炭窯 (SX-6)B ベルト層序 (南から )

e.６号木炭窯 (SX-6)C ベルト層序 (南から )e.６号木炭窯 (SX-6)C ベルト層序 (南から ) f.６号木炭窯 (SX-6) 左側煙道鉄滓出土状況 (南東から )f.６号木炭窯 (SX-6) 左側煙道鉄滓出土状況 (南東から )

g.６号木炭窯 (SX-6) 左側煙道完掘 (南東から )g.６号木炭窯 (SX-6) 左側煙道完掘 (南東から ) h.６号木炭窯 (SX-6) 完掘①(南から )h.６号木炭窯 (SX-6) 完掘①(南から )

図版186
千刈Ｃ遺跡　東地区 12



a.８号木炭窯 (SX-8a)A ベルト層序 (南から )a.８号木炭窯 (SX-8a)A ベルト層序 (南から ) b.８号木炭窯 (SX-8)B ベルト層序 (南から )b.８号木炭窯 (SX-8)B ベルト層序 (南から )

c.８号木炭窯 (SX-8)C ベルト層序 (西から )c.８号木炭窯 (SX-8)C ベルト層序 (西から ) d.８号木炭窯 (SX-8a) 左側煙道 (東から )d.８号木炭窯 (SX-8a) 左側煙道 (東から )

e.８号木炭窯 (SX-8b) 奥壁煙道検出 (南から )e.８号木炭窯 (SX-8b) 奥壁煙道検出 (南から ) f.８号木炭窯 (SX-8b) 奥壁煙道断割り (南西から )f.８号木炭窯 (SX-8b) 奥壁煙道断割り (南西から )

g.８号木炭窯 (SX-8) 完掘 (南から )g.８号木炭窯 (SX-8) 完掘 (南から ) h.８号木炭窯 (SX-8) 完掘 (北から )h.８号木炭窯 (SX-8) 完掘 (北から )

図版188
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a. 粘土採掘坑 (SX-2) 遺構検出 (東から )a. 粘土採掘坑 (SX-2) 遺構検出 (東から ) b. 粘土採掘坑 (SX-2)B ベルト層序 (南西から )b. 粘土採掘坑 (SX-2)B ベルト層序 (南西から )

c. 粘土採掘坑 (SX-2)C ベルト層序 (北から )c. 粘土採掘坑 (SX-2)C ベルト層序 (北から ) d. 粘土採掘坑 (SX-2)D ベルト層序 (南東から )d. 粘土採掘坑 (SX-2)D ベルト層序 (南東から )

e. 粘土採掘坑 (SX-2)E ベルト西半層序 (南から )e. 粘土採掘坑 (SX-2)E ベルト西半層序 (南から ) f. 粘土採掘坑 (SX-2)E ベルト東半層序 (南から )f. 粘土採掘坑 (SX-2)E ベルト東半層序 (南から )

g. 粘土採掘坑 (SX-2)F ベルト西半層序 (南東から )g. 粘土採掘坑 (SX-2)F ベルト西半層序 (南東から ) h. 粘土採掘坑 (SX-2)F ベルト東半層序 (南東から )h. 粘土採掘坑 (SX-2)F ベルト東半層序 (南東から )

図版189
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a.８号木炭窯 (SX-8a)A ベルト層序 (南から )a.８号木炭窯 (SX-8a)A ベルト層序 (南から ) b.８号木炭窯 (SX-8)B ベルト層序 (南から )b.８号木炭窯 (SX-8)B ベルト層序 (南から )

c.８号木炭窯 (SX-8)C ベルト層序 (西から )c.８号木炭窯 (SX-8)C ベルト層序 (西から ) d.８号木炭窯 (SX-8a) 左側煙道 (東から )d.８号木炭窯 (SX-8a) 左側煙道 (東から )

e.８号木炭窯 (SX-8b) 奥壁煙道検出 (南から )e.８号木炭窯 (SX-8b) 奥壁煙道検出 (南から ) f.８号木炭窯 (SX-8b) 奥壁煙道断割り (南西から )f.８号木炭窯 (SX-8b) 奥壁煙道断割り (南西から )

g.８号木炭窯 (SX-8) 完掘 (南から )g.８号木炭窯 (SX-8) 完掘 (南から ) h.８号木炭窯 (SX-8) 完掘 (北から )h.８号木炭窯 (SX-8) 完掘 (北から )
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a. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト南端層序 (東から )a. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト南端層序 (東から ) b. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト中央南層序 (東から )b. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト中央南層序 (東から )

c. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト中央北層序 (東から )c. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト中央北層序 (東から ) d. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト北端層序 (東から )d. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト北端層序 (東から )

e. 粘土採掘坑 (SX-2)J ベルト南側層序 (東から )e. 粘土採掘坑 (SX-2)J ベルト南側層序 (東から ) f. 粘土採掘坑 (SX-2)J ベルト北側層序 (東から )f. 粘土採掘坑 (SX-2)J ベルト北側層序 (東から )

g. 粘土採掘坑 (SX-2)H ベルト層序 (東から )g. 粘土採掘坑 (SX-2)H ベルト層序 (東から ) h. 粘土採掘坑 (SX-2) 完掘 (上から )h. 粘土採掘坑 (SX-2) 完掘 (上から )

図版190
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a. 土坑 (SK-21)A ベルト層序 (東から )a. 土坑 (SK-21)A ベルト層序 (東から ) b. 土坑 (SK-21) 完掘 (東から )b. 土坑 (SK-21) 完掘 (東から )

c. 土坑 (SK-22)A ベルト層序 (東から )c. 土坑 (SK-22)A ベルト層序 (東から ) d. 土坑 (SK-22) 完掘（東から）d. 土坑 (SK-22) 完掘（東から）

e. 土坑 (SK-26) 遺構検出 (北から )e. 土坑 (SK-26) 遺構検出 (北から ) f. 土坑 (SK-26)A ベルト層序 (南から )f. 土坑 (SK-26)A ベルト層序 (南から )

g. 土坑 (SK-26)B ベルト層序 (南から )g. 土坑 (SK-26)B ベルト層序 (南から ) h. 土坑 (SK-26) 完掘 (南から )h. 土坑 (SK-26) 完掘 (南から )

図版191
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a. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト南端層序 (東から )a. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト南端層序 (東から ) b. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト中央南層序 (東から )b. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト中央南層序 (東から )

c. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト中央北層序 (東から )c. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト中央北層序 (東から ) d. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト北端層序 (東から )d. 粘土採掘坑 (SX-2)G ベルト北端層序 (東から )

e. 粘土採掘坑 (SX-2)J ベルト南側層序 (東から )e. 粘土採掘坑 (SX-2)J ベルト南側層序 (東から ) f. 粘土採掘坑 (SX-2)J ベルト北側層序 (東から )f. 粘土採掘坑 (SX-2)J ベルト北側層序 (東から )

g. 粘土採掘坑 (SX-2)H ベルト層序 (東から )g. 粘土採掘坑 (SX-2)H ベルト層序 (東から ) h. 粘土採掘坑 (SX-2) 完掘 (上から )h. 粘土採掘坑 (SX-2) 完掘 (上から )

図版190
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a. 作業風景 (シューター設置 )a. 作業風景 (シューター設置 ) b. 作業風景 (木炭窯発掘 )b. 作業風景 (木炭窯発掘 )

c. 作業風景 (粘土採掘坑発掘 )c. 作業風景 (粘土採掘坑発掘 ) d. 作業風景 (廃滓場発掘 )d. 作業風景 (廃滓場発掘 )

e. 作業風景 (１号製鉄炉発掘 )e. 作業風景 (１号製鉄炉発掘 ) f. 現地説明会f. 現地説明会

g. 小学生見学会g. 小学生見学会 h. 調査指導会h. 調査指導会

図版192
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a. 刈払後 (北東から )a. 刈払後 (北東から ) b. 刈払後 (西から )b. 刈払後 (西から )

c.SX-31( 北から )c.SX-31( 北から ) d.SX-32( 東から )d.SX-32( 東から )

e.SX-36 木炭回収 (北から )e.SX-36 木炭回収 (北から ) f.SX-34( 北東から )f.SX-34( 北東から )

g. 清掃 (南から )g. 清掃 (南から ) h. 除雪復旧作業 (西から )h. 除雪復旧作業 (西から )

調　査

図版193
千刈Ｃ遺跡　西地区１

a. 作業風景 (シューター設置 )a. 作業風景 (シューター設置 ) b. 作業風景 (木炭窯発掘 )b. 作業風景 (木炭窯発掘 )

c. 作業風景 (粘土採掘坑発掘 )c. 作業風景 (粘土採掘坑発掘 ) d. 作業風景 (廃滓場発掘 )d. 作業風景 (廃滓場発掘 )

e. 作業風景 (１号製鉄炉発掘 )e. 作業風景 (１号製鉄炉発掘 ) f. 現地説明会f. 現地説明会

g. 小学生見学会g. 小学生見学会 h. 調査指導会h. 調査指導会

図版192
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a. 完掘全景 (南から )

b. 完掘全景 (北東から )

完掘全景

図版194
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a. 完掘全景 (南から )

b. 完掘全景 (南から )

完掘全景

図版195
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a. 完掘全景 (南から )

b. 完掘全景 (北東から )

完掘全景

図版194
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a. 完掘全景 (北東から )

ｂ.完掘全景 (南から )

完掘全景

図版196
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a. 完掘 (南から )

b. 完掘 (南東から )

SX-31 製鉄炉・SX-32 廃滓場

図版197
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a. 完掘全景 (北東から )

ｂ.完掘全景 (南から )

完掘全景

図版196
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a. 遺物出土状況 (南から )

b. フイゴ座・座炉床 (南から )

SX-31 製鉄炉　１

図版198
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a. フイゴ座・炉床 (南から )

b. 地下構造 (南から )

SX-31 製鉄炉　２

図版199
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a. 遺物出土状況 (南から )

b. フイゴ座・座炉床 (南から )

SX-31 製鉄炉　１

図版198
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a.A 断面 (西から )a.A 断面 (西から ) b. 遺物出土状況 (南から )b. 遺物出土状況 (南から )

c. フイゴ座・炉床 (西から )c. フイゴ座・炉床 (西から ) d. フイゴ座・炉床 (東から )d. フイゴ座・炉床 (東から )

e. フイゴ座 (南から )e. フイゴ座 (南から ) f. 炉f. 炉

g. 地下構造完掘 (北から )g. 地下構造完掘 (北から ) h. 地下構造完掘 (南から )h. 地下構造完掘 (南から )

SX-31 製鉄炉　３

図版200
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a. 地下構造完掘 (西から )a. 地下構造完掘 (西から ) b. 地下構造完掘 (東から )b. 地下構造完掘 (東から )

c.D・E 断面 (南から )c.D・E 断面 (南から ) d.A 断面 (西から )d.A 断面 (西から )

e.A・E 断面 (南西から )e.A・E 断面 (南西から ) f. フイゴ座 D断面 (南東から )f. フイゴ座 D断面 (南東から )

g.E 断面 (南から )g.E 断面 (南から ) h. 炉本体 (西から )h. 炉本体 (西から )

SX-31 製鉄炉　４

図版201
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a.A 断面 (西から )a.A 断面 (西から ) b. 遺物出土状況 (南から )b. 遺物出土状況 (南から )

c. フイゴ座・炉床 (西から )c. フイゴ座・炉床 (西から ) d. フイゴ座・炉床 (東から )d. フイゴ座・炉床 (東から )

e. フイゴ座 (南から )e. フイゴ座 (南から ) f. 炉f. 炉

g. 地下構造完掘 (北から )g. 地下構造完掘 (北から ) h. 地下構造完掘 (南から )h. 地下構造完掘 (南から )

SX-31 製鉄炉　３

図版200
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a.F・G 断面 (北から )a.F・G 断面 (北から ) b.G 断面 (北から )b.G 断面 (北から )

c. フイゴ座 A断面 (西から )c. フイゴ座 A断面 (西から ) d.F 断面 (北東から )d.F 断面 (北東から )

e. フイゴ座 D断面 (南から )e. フイゴ座 D断面 (南から ) f. 地下構造 A断面 (南から )f. 地下構造 A断面 (南から )

g. 地下構造 E断面 (南から )g. 地下構造 E断面 (南から ) h. 地下構造 E断面 (南から )h. 地下構造 E断面 (南から )

SX-31 製鉄炉　５

図版202
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a. 完掘 (南西から )

b. 完掘 (南から )

SX-32 廃滓場　１

図版203
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a.F・G 断面 (北から )a.F・G 断面 (北から ) b.G 断面 (北から )b.G 断面 (北から )

c. フイゴ座 A断面 (西から )c. フイゴ座 A断面 (西から ) d.F 断面 (北東から )d.F 断面 (北東から )

e. フイゴ座 D断面 (南から )e. フイゴ座 D断面 (南から ) f. 地下構造 A断面 (南から )f. 地下構造 A断面 (南から )

g. 地下構造 E断面 (南から )g. 地下構造 E断面 (南から ) h. 地下構造 E断面 (南から )h. 地下構造 E断面 (南から )

SX-31 製鉄炉　５

図版202
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a. 完掘 (西から )

b. 完掘 (南東から )

SX-32 廃滓場　２

図版204
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a.A・B 断面 (西から )a.A・B 断面 (西から ) b.C 断面東側 (南西から )b.C 断面東側 (南西から )

c.C 断面 (南から )c.C 断面 (南から ) d.C 断面西側 (南東から )d.C 断面西側 (南東から )

e.A・C 断面 (南西から )e.A・C 断面 (南西から ) f.A・B 断面 (西から )f.A・B 断面 (西から )

g.B・C 断面 (南西から )g.B・C 断面 (南西から ) h.B 断面 (北西から )h.B 断面 (北西から )

SX-32 廃滓場　３

図版205
千刈Ｃ遺跡　西地区 13

a. 完掘 (西から )

b. 完掘 (南東から )

SX-32 廃滓場　２

図版204
千刈Ｃ遺跡　西地区 12



a.C 断面 (西側 )( 南から )a.C 断面 (西側 )( 南から ) b.C 断面 (A-B 間 )( 南から )b.C 断面 (A-B 間 )( 南から )

c.A 断面 (北西から )c.A 断面 (北西から ) d.C 断面 (東側 )( 南から )d.C 断面 (東側 )( 南から )

e.B 断面 (南西から )e.B 断面 (南西から ) f.D 断面 (西から )f.D 断面 (西から )

g.C 断面 (南東から )g.C 断面 (南東から ) h.C 断面 (南から )h.C 断面 (南から )

SX-32 廃滓場　４

図版206
千刈Ｃ遺跡　西地区 14



a. 完掘 (南東から )a. 完掘 (南東から ) b. 完掘 (北西から )b. 完掘 (北西から )

c.２区構築材 (南東から )c.２区構築材 (南東から ) d. 構築材 (南東から )d. 構築材 (南東から )

e. 煙道 a( 東から )e. 煙道 a( 東から ) f. 煙道 b( 西から )f. 煙道 b( 西から )

SX-33 木炭窯　１

図版207
千刈Ｃ遺跡　西地区 15

a.C 断面 (西側 )( 南から )a.C 断面 (西側 )( 南から ) b.C 断面 (A-B 間 )( 南から )b.C 断面 (A-B 間 )( 南から )

c.A 断面 (北西から )c.A 断面 (北西から ) d.C 断面 (東側 )( 南から )d.C 断面 (東側 )( 南から )

e.B 断面 (南西から )e.B 断面 (南西から ) f.D 断面 (西から )f.D 断面 (西から )

g.C 断面 (南東から )g.C 断面 (南東から ) h.C 断面 (南から )h.C 断面 (南から )

SX-32 廃滓場　４

図版206
千刈Ｃ遺跡　西地区 14



a.A ～ D 断面 (南から )a.A ～ D 断面 (南から ) b.A 断面 (南から )b.A 断面 (南から )

c.B 断面 (南西から )c.B 断面 (南西から ) d.B 断面 (南から )d.B 断面 (南から )

e.C 断面 (南から )e.C 断面 (南から ) f.D 断面 (南から )f.D 断面 (南から )

g.D・E 断面 (南西から )g.D・E 断面 (南西から ) h. 撮影準備 (南東から )h. 撮影準備 (南東から )

SX-33 木炭窯　２

図版208
千刈Ｃ遺跡　西地区 16



a. 構築材 (南から )

b. 完掘 (南から )

SX-35・36 木炭窯

図版209
千刈Ｃ遺跡　西地区 17

a.A ～ D 断面 (南から )a.A ～ D 断面 (南から ) b.A 断面 (南から )b.A 断面 (南から )

c.B 断面 (南西から )c.B 断面 (南西から ) d.B 断面 (南から )d.B 断面 (南から )

e.C 断面 (南から )e.C 断面 (南から ) f.D 断面 (南から )f.D 断面 (南から )

g.D・E 断面 (南西から )g.D・E 断面 (南西から ) h. 撮影準備 (南東から )h. 撮影準備 (南東から )

SX-33 木炭窯　２

図版208
千刈Ｃ遺跡　西地区 16



b. 構築材 (北から )b. 構築材 (北から )

a. 完掘 (南から )a. 完掘 (南から ) c. 構築材 (西側 )( 南東から )c. 構築材 (西側 )( 南東から )

e. 煙道 a( 東から )e. 煙道 a( 東から ) d. 構築材 (東側 )( 南西から )d. 構築材 (東側 )( 南西から )

f. 煙道 b( 西から )f. 煙道 b( 西から ) g. 完掘作業 (北から )g. 完掘作業 (北から )

SX-35 木炭窯　１

図版210
千刈Ｃ遺跡　西地区 18



a.A 断面 (南から )a.A 断面 (南から ) e.D・E・F 断面 (南西から )e.D・E・F 断面 (南西から )

b.B 断面 (南から )b.B 断面 (南から ) f.D・E 断面５区 (南西から )f.D・E 断面５区 (南西から )

c.C 断面 (南から )c.C 断面 (南から ) g.F 断面６区 (西から )g.F 断面６区 (西から )

d.D 断面 (南から )d.D 断面 (南から ) h.D・E 断面 (南から )h.D・E 断面 (南から )

SX-35 木炭窯　２

図版211
千刈Ｃ遺跡　西地区 19

b. 構築材 (北から )b. 構築材 (北から )

a. 完掘 (南から )a. 完掘 (南から ) c. 構築材 (西側 )( 南東から )c. 構築材 (西側 )( 南東から )

e. 煙道 a( 東から )e. 煙道 a( 東から ) d. 構築材 (東側 )( 南西から )d. 構築材 (東側 )( 南西から )

f. 煙道 b( 西から )f. 煙道 b( 西から ) g. 完掘作業 (北から )g. 完掘作業 (北から )

SX-35 木炭窯　１

図版210
千刈Ｃ遺跡　西地区 18



a. 構築材 (南から )a. 構築材 (南から ) d. 完掘 (南から )d. 完掘 (南から )

b. 構築材 (南から )b. 構築材 (南から ) c. 構築材 (北から )c. 構築材 (北から )

SX-36 木炭窯　１

図版212
千刈Ｃ遺跡　西地区 20



a. 構築材 (南東から )a. 構築材 (南東から ) b. 構築材 (南西から )b. 構築材 (南西から )

c. 構築材 (南東から )c. 構築材 (南東から ) d. 西側構築材 (東から )d. 西側構築材 (東から )

e.１区構築材 (北東から )e.１区構築材 (北東から ) f.２区構築材 (南東から )f.２区構築材 (南東から )

g. 煙道 a( 東から )g. 煙道 a( 東から ) h. 煙道 b( 西から )h. 煙道 b( 西から )

SX-36 木炭窯　２

図版213
千刈Ｃ遺跡　西地区 21

a. 構築材 (南から )a. 構築材 (南から ) d. 完掘 (南から )d. 完掘 (南から )

b. 構築材 (南から )b. 構築材 (南から ) c. 構築材 (北から )c. 構築材 (北から )

SX-36 木炭窯　１

図版212
千刈Ｃ遺跡　西地区 20



a.A ～ E 断面 (南から )a.A ～ E 断面 (南から ) e.D 断面 (南から )e.D 断面 (南から )

b.A 断面 (南から )b.A 断面 (南から ) f.C ～ E 断面 (南から )f.C ～ E 断面 (南から )

c.B 断面 (南西から )c.B 断面 (南西から ) g.D ～ F 断面　５a・６a区 (南西から )g.D ～ F 断面　５a・６a区 (南西から )

d.C 断面 (南から )d.C 断面 (南から ) h.F 断面　５a・６a区 (西から )h.F 断面　５a・６a区 (西から )

SX-36 木炭窯　３

図版214
千刈Ｃ遺跡　西地区 22



a. 完掘 (南から )a. 完掘 (南から ) b. 完掘 (西から )b. 完掘 (西から )

c.A・B 完掘 (西から )c.A・B 完掘 (西から ) f.SX-38b 完掘 (南から )f.SX-38b 完掘 (南から )

d.A 断面　南北ベルト (北西から )d.A 断面　南北ベルト (北西から ) g.SX-38b 完掘 (北から )g.SX-38b 完掘 (北から )

e.C 断面 (北から )e.C 断面 (北から ) h.SX-38c 完掘 (北から )h.SX-38c 完掘 (北から )

SX-38 木炭窯

図版215
千刈Ｃ遺跡　西地区 23

a.A ～ E 断面 (南から )a.A ～ E 断面 (南から ) e.D 断面 (南から )e.D 断面 (南から )

b.A 断面 (南から )b.A 断面 (南から ) f.C ～ E 断面 (南から )f.C ～ E 断面 (南から )

c.B 断面 (南西から )c.B 断面 (南西から ) g.D ～ F 断面　５a・６a区 (南西から )g.D ～ F 断面　５a・６a区 (南西から )

d.C 断面 (南から )d.C 断面 (南から ) h.F 断面　５a・６a区 (西から )h.F 断面　５a・６a区 (西から )

SX-36 木炭窯　３

図版214
千刈Ｃ遺跡　西地区 22



a.SK-34 完掘 (南東から )a.SK-34 完掘 (南東から ) b.SK-34　A 断面 (南東から )b.SK-34　A 断面 (南東から )

c.SK-34　A 断面 (南東から )c.SK-34　A 断面 (南東から ) d.SK-34 最深部断面 (南から )d.SK-34 最深部断面 (南から )

e.SK-39 完掘 (南西から )e.SK-39 完掘 (南西から ) g.SK-37 完掘 (南から )g.SK-37 完掘 (南から )

f.SK-39　A 断面 (西から )f.SK-39　A 断面 (西から ) h.SK-37　A 断面 (西から )h.SK-37　A 断面 (西から )

図版216
千刈Ｃ遺跡　西地区 24



a. 調査指導委員会　SX-31a. 調査指導委員会　SX-31 b. 調査指導委員会　SX-31b. 調査指導委員会　SX-31

c. 調査指導委員会　SX-31c. 調査指導委員会　SX-31 d. 調査指導委員会　SX-36d. 調査指導委員会　SX-36

e. 調査スタッフe. 調査スタッフ

図版217
千刈Ｃ遺跡　西地区 25

a.SK-34 完掘 (南東から )a.SK-34 完掘 (南東から ) b.SK-34　A 断面 (南東から )b.SK-34　A 断面 (南東から )

c.SK-34　A 断面 (南東から )c.SK-34　A 断面 (南東から ) d.SK-34 最深部断面 (南から )d.SK-34 最深部断面 (南から )

e.SK-39 完掘 (南西から )e.SK-39 完掘 (南西から ) g.SK-37 完掘 (南から )g.SK-37 完掘 (南から )

f.SK-39　A 断面 (西から )f.SK-39　A 断面 (西から ) h.SK-37　A 断面 (西から )h.SK-37　A 断面 (西から )

図版216
千刈Ｃ遺跡　西地区 24



a. 千刈 D・F遠景 (北東から )a. 千刈 D・F遠景 (北東から ) b. 千刈 D遠景 (北西から )b. 千刈 D遠景 (北西から )

c. 千刈 F表土剥ぎ (南から )c. 千刈 F表土剥ぎ (南から ) d. 千刈 F表土剥ぎ (北から )d. 千刈 F表土剥ぎ (北から )

e. 千刈 F遠景 (北西から )e. 千刈 F遠景 (北西から ) f. 千刈 Fジョレンがけ (北東から )f. 千刈 Fジョレンがけ (北東から )

g. 千刈 F木根処理 (北から )g. 千刈 F木根処理 (北から ) h. 千刈 F木根処理 (北西から )h. 千刈 F木根処理 (北西から )

調　査　１

図版218
千刈Ｄ・Ｆ遺跡１



a. 千刈 Fジョレンがけ (南東から )a. 千刈 Fジョレンがけ (南東から ) b. 千刈 F検出状況遠景 (北東から )b. 千刈 F検出状況遠景 (北東から )

c. 千刈 F検出状況近景 (北東から )c. 千刈 F検出状況近景 (北東から ) d. 千刈 Fグリッド撮影 (北東から )d. 千刈 Fグリッド撮影 (北東から )

e. 千刈 F　SX-6・9 発掘開始 (南東から )e. 千刈 F　SX-6・9 発掘開始 (南東から ) f. 千刈 F　SX-5 作業風景 (南東から )f. 千刈 F　SX-5 作業風景 (南東から )

g. 千刈 F　SX-5 作業風景 (西から )g. 千刈 F　SX-5 作業風景 (西から ) h. 千刈 F　SX-5 作業風景 (北から )h. 千刈 F　SX-5 作業風景 (北から )

調　査 ２

図版219
千刈Ｄ・Ｆ遺跡２

a. 千刈 D・F遠景 (北東から )a. 千刈 D・F遠景 (北東から ) b. 千刈 D遠景 (北西から )b. 千刈 D遠景 (北西から )

c. 千刈 F表土剥ぎ (南から )c. 千刈 F表土剥ぎ (南から ) d. 千刈 F表土剥ぎ (北から )d. 千刈 F表土剥ぎ (北から )

e. 千刈 F遠景 (北西から )e. 千刈 F遠景 (北西から ) f. 千刈 Fジョレンがけ (北東から )f. 千刈 Fジョレンがけ (北東から )

g. 千刈 F木根処理 (北から )g. 千刈 F木根処理 (北から ) h. 千刈 F木根処理 (北西から )h. 千刈 F木根処理 (北西から )

調　査　１

図版218
千刈Ｄ・Ｆ遺跡１



a. 千刈 F清掃 (北東から )a. 千刈 F清掃 (北東から ) b. 千刈 Fサブトレ発掘 (北から )b. 千刈 Fサブトレ発掘 (北から )

c. 千刈 D表土剥ぎ (南西から )c. 千刈 D表土剥ぎ (南西から ) d. 千刈 D表土剥ぎ (北西から )d. 千刈 D表土剥ぎ (北西から )

e. 千刈 Dジョレンがけ (南から )e. 千刈 Dジョレンがけ (南から ) f. 千刈 D遺構確認 (東から )f. 千刈 D遺構確認 (東から )

g. 千刈 D作業風景 (南から )g. 千刈 D作業風景 (南から ) h. 千刈 D・F完掘遠景 (北東から )h. 千刈 D・F完掘遠景 (北東から )

調　査　３

図版220
千刈Ｄ・Ｆ遺跡３



a. 完掘全景 (東から )

b. 完掘全景 (南東から )

完掘全景

図版221
千刈Ｄ・Ｆ遺跡４

a. 千刈 F清掃 (北東から )a. 千刈 F清掃 (北東から ) b. 千刈 Fサブトレ発掘 (北から )b. 千刈 Fサブトレ発掘 (北から )

c. 千刈 D表土剥ぎ (南西から )c. 千刈 D表土剥ぎ (南西から ) d. 千刈 D表土剥ぎ (北西から )d. 千刈 D表土剥ぎ (北西から )

e. 千刈 Dジョレンがけ (南から )e. 千刈 Dジョレンがけ (南から ) f. 千刈 D遺構確認 (東から )f. 千刈 D遺構確認 (東から )

g. 千刈 D作業風景 (南から )g. 千刈 D作業風景 (南から ) h. 千刈 D・F完掘遠景 (北東から )h. 千刈 D・F完掘遠景 (北東から )

調　査　３

図版220
千刈Ｄ・Ｆ遺跡３



a. 完掘全景 (北から )

b. 完掘全景 (東から )

完掘全景

図版222
千刈Ｄ・Ｆ遺跡５



a. 完掘全景 (東から )a. 完掘全景 (東から )

b.SK-1 完掘 (南から )b.SK-1 完掘 (南から ) c.SX-2 完掘 (西から )c.SX-2 完掘 (西から )

d.SX-2 完掘 (東から )d.SX-2 完掘 (東から ) e.SX-2　１～２区完掘 (南から )e.SX-2　１～２区完掘 (南から )

図版223
千刈Ｄ遺跡１

a. 完掘全景 (北から )

b. 完掘全景 (東から )

完掘全景

図版222
千刈Ｄ・Ｆ遺跡５



a.E 断面 (南東から )

b.E 断面１～２区 (南東から )

SX-2 粘土採掘坑　１

図版224
千刈Ｄ遺跡２



a.E 断面２～４区 (南西から )

b.E 断面１～４区 (南西から )

SX-2 粘土採掘坑　２

図版225
千刈Ｄ遺跡３

a.E 断面 (南東から )

b.E 断面１～２区 (南東から )

SX-2 粘土採掘坑　１

図版224
千刈Ｄ遺跡２



a.SX-2　B 断面 (南東から )a.SX-2　B 断面 (南東から ) b.SX-5　B 断面 (東から )b.SX-5　B 断面 (東から )

c.SK-1・SX-2　C・D 断面 (東から )c.SK-1・SX-2　C・D 断面 (東から ) f.SX-2　C 断面３b区 (東から )f.SX-2　C 断面３b区 (東から )

d.SX-2　C 断面３a区 (東から )d.SX-2　C 断面３a区 (東から ) g.SX-2　D 断面４b区 (東から )g.SX-2　D 断面４b区 (東から )

e.SX-2　D 断面４a区 (東から )e.SX-2　D 断面４a区 (東から ) h.SX-2　E 断面４a区 (東から )h.SX-2　E 断面４a区 (東から )

図版226
千刈Ｄ遺跡４



a. 南斜面検出状況 (東から )

b. 南斜面検出状況 (南東から )

南斜面検出状況

図版227
千刈Ｆ遺跡１

a.SX-2　B 断面 (南東から )a.SX-2　B 断面 (南東から ) b.SX-5　B 断面 (東から )b.SX-5　B 断面 (東から )

c.SK-1・SX-2　C・D 断面 (東から )c.SK-1・SX-2　C・D 断面 (東から ) f.SX-2　C 断面３b区 (東から )f.SX-2　C 断面３b区 (東から )

d.SX-2　C 断面３a区 (東から )d.SX-2　C 断面３a区 (東から ) g.SX-2　D 断面４b区 (東から )g.SX-2　D 断面４b区 (東から )

e.SX-2　D 断面４a区 (東から )e.SX-2　D 断面４a区 (東から ) h.SX-2　E 断面４a区 (東から )h.SX-2　E 断面４a区 (東から )

図版226
千刈Ｄ遺跡４



a. 完掘全景 (東から )

b. 完掘全景 (東から )

完掘全景

図版228
千刈Ｆ遺跡２



a. 完掘全景 (東から )

b. 完掘全景 (南から )

完掘全景

図版229
千刈Ｆ遺跡３

a. 完掘全景 (東から )

b. 完掘全景 (東から )

完掘全景

図版228
千刈Ｆ遺跡２



a. 南側木炭窯全景 (南から )a. 南側木炭窯全景 (南から )

b. 完掘 (南から )b. 完掘 (南から ) c. 完掘 (北から )c. 完掘 (北から )

d. 煙道 a( 西から )d. 煙道 a( 西から ) e.A 断面 (北から )e.A 断面 (北から )

SX-1 木炭窯

図版230
千刈Ｆ遺跡４



a. 完掘 (南から )a. 完掘 (南から ) b. 完掘 (北から )b. 完掘 (北から )

c.A 断面 (南から )c.A 断面 (南から ) d.B 断面 (南から )d.B 断面 (南から )

e.C 断面 (北から )e.C 断面 (北から ) f.D 断面 (西から )f.D 断面 (西から )

SX-2 木炭窯

図版231
千刈Ｆ遺跡５

a. 南側木炭窯全景 (南から )a. 南側木炭窯全景 (南から )

b. 完掘 (南から )b. 完掘 (南から ) c. 完掘 (北から )c. 完掘 (北から )

d. 煙道 a( 西から )d. 煙道 a( 西から ) e.A 断面 (北から )e.A 断面 (北から )

SX-1 木炭窯

図版230
千刈Ｆ遺跡４



b. 完掘 (北から )b. 完掘 (北から )

a. 完掘 (南から )a. 完掘 (南から ) c. 完掘 (北から )c. 完掘 (北から )

d.A・B 断面 (南から )d.A・B 断面 (南から ) f.A 断面 (南から )f.A 断面 (南から )

e.C 断面 (北から )e.C 断面 (北から ) g.B 断面 (南から )g.B 断面 (南から )

SX-3 木炭窯

図版232
千刈Ｆ遺跡６



a.SX-10 完掘 (南から )a.SX-10 完掘 (南から ) b.SX-10 完掘 (北西から )b.SX-10 完掘 (北西から )

c.SX-10　A・B 断面 (南から )c.SX-10　A・B 断面 (南から ) d.SX-10　A 断面 (南から )d.SX-10　A 断面 (南から )

e.SX-15 完掘 (南から )e.SX-15 完掘 (南から ) g.SX-15　A 断面下部 (北から )g.SX-15　A 断面下部 (北から )

f.SX-15　A 断面 (北から )f.SX-15　A 断面 (北から ) h.SX-15 断割下部 (北から )h.SX-15 断割下部 (北から )

SX-10 不整形土坑・SX-15 木炭窯

図版233
千刈Ｆ遺跡７

b. 完掘 (北から )b. 完掘 (北から )

a. 完掘 (南から )a. 完掘 (南から ) c. 完掘 (北から )c. 完掘 (北から )

d.A・B 断面 (南から )d.A・B 断面 (南から ) f.A 断面 (南から )f.A 断面 (南から )

e.C 断面 (北から )e.C 断面 (北から ) g.B 断面 (南から )g.B 断面 (南から )

SX-3 木炭窯

図版232
千刈Ｆ遺跡６



a. 完掘 (北東から )a. 完掘 (北東から )

b. 完掘 (東から )b. 完掘 (東から ) c. 完掘 (南西から )c. 完掘 (南西から )

d. 煙道 (左側 )( 北から )d. 煙道 (左側 )( 北から ) e. 煙道 (右側 )( 南から )e. 煙道 (右側 )( 南から )

SX-5 木炭窯　１

図版234
千刈Ｆ遺跡８



a.A・B・C・X・Y 断面 (東から )a.A・B・C・X・Y 断面 (東から ) e.C 断面 (東から )e.C 断面 (東から )

b.A 断面 (北東から )b.A 断面 (北東から ) f.２区下半遺物出土状況 (南東から )f.２区下半遺物出土状況 (南東から )

c.B 断面 (北東から )c.B 断面 (北東から ) g.X 断面 (北東から )g.X 断面 (北東から )

d.B 断面断割 (北東から )d.B 断面断割 (北東から ) h.Y 断面 (北東から )h.Y 断面 (北東から )

SX-5 木炭窯　２

図版235
千刈Ｆ遺跡９

a. 完掘 (北東から )a. 完掘 (北東から )

b. 完掘 (東から )b. 完掘 (東から ) c. 完掘 (南西から )c. 完掘 (南西から )

d. 煙道 (左側 )( 北から )d. 煙道 (左側 )( 北から ) e. 煙道 (右側 )( 南から )e. 煙道 (右側 )( 南から )

SX-5 木炭窯　１

図版234
千刈Ｆ遺跡８



a. 完掘 (北東から )a. 完掘 (北東から )

b. 完掘 (東から )b. 完掘 (東から ) c. 完掘 (南西から )c. 完掘 (南西から )

d. 完掘 (北東から )d. 完掘 (北東から ) e. 煙道 a( 東から )e. 煙道 a( 東から )

SX-6 木炭窯　１

図版236
千刈Ｆ遺跡 10



a. 煙道 b( 北から )a. 煙道 b( 北から ) b. 煙道 c( 南から )b. 煙道 c( 南から )

c.A ～ C 断面 (北東から )c.A ～ C 断面 (北東から ) f.A 断面 (北東から )f.A 断面 (北東から )

d.D 断面３区 (南東から )d.D 断面３区 (南東から ) g.B 断面 (北東から )g.B 断面 (北東から )

e.C・D 断面４区 (東から )e.C・D 断面４区 (東から ) h.C 断面 (北東から )h.C 断面 (北東から )

SX-6 木炭窯　２

図版237
千刈Ｆ遺跡 11

a. 完掘 (北東から )a. 完掘 (北東から )

b. 完掘 (東から )b. 完掘 (東から ) c. 完掘 (南西から )c. 完掘 (南西から )

d. 完掘 (北東から )d. 完掘 (北東から ) e. 煙道 a( 東から )e. 煙道 a( 東から )

SX-6 木炭窯　１

図版236
千刈Ｆ遺跡 10



a. 完掘 (東から )

b. 完掘 (西から )

SX-7 木炭窯　１

図版238
千刈Ｆ遺跡 12



a.SX-7a( 新 ) 完掘 (西から )a.SX-7a( 新 ) 完掘 (西から ) b.SX-7a( 新 )２区 (東から )b.SX-7a( 新 )２区 (東から )

c.SX-7b( 古 ) 煙道 a・b( 北から )c.SX-7b( 古 ) 煙道 a・b( 北から ) e.SX-7b( 古 ) 煙道ｄ(南から )e.SX-7b( 古 ) 煙道ｄ(南から )

d.SX-7b( 古 ) 煙道 c( 南から )d.SX-7b( 古 ) 煙道 c( 南から ) f.SX-7b( 古 ) 煙道 d炉壁 (南東から )f.SX-7b( 古 ) 煙道 d炉壁 (南東から )

g.SX-7b( 古 ) 木炭 (東から )g.SX-7b( 古 ) 木炭 (東から ) h.SX-7b( 古 ) 木炭 (南東から )h.SX-7b( 古 ) 木炭 (南東から )

SX-7 木炭窯　２

図版239
千刈Ｆ遺跡 13

a. 完掘 (東から )

b. 完掘 (西から )

SX-7 木炭窯　１

図版238
千刈Ｆ遺跡 12



a.A 断面煙道 (東から )a.A 断面煙道 (東から ) b.A 断面 (東から )b.A 断面 (東から )

c.B・D 断面３区 (東から )c.B・D 断面３区 (東から ) f.BB 断面 (西から )f.BB 断面 (西から )

d.D 断面３区 (南から )d.D 断面３区 (南から ) g.B 断面 (東から )g.B 断面 (東から )

e.D 断面４区 (南から )e.D 断面４区 (南から ) h.B・C 断面 (東から )h.B・C 断面 (東から )

SX-7 木炭窯　３

図版240
千刈Ｆ遺跡 14



a. 完掘 (東から )

b. 完掘 (北東から )

SX-8 木炭窯　１

図版241
千刈Ｆ遺跡 15

a.A 断面煙道 (東から )a.A 断面煙道 (東から ) b.A 断面 (東から )b.A 断面 (東から )

c.B・D 断面３区 (東から )c.B・D 断面３区 (東から ) f.BB 断面 (西から )f.BB 断面 (西から )

d.D 断面３区 (南から )d.D 断面３区 (南から ) g.B 断面 (東から )g.B 断面 (東から )

e.D 断面４区 (南から )e.D 断面４区 (南から ) h.B・C 断面 (東から )h.B・C 断面 (東から )

SX-7 木炭窯　３

図版240
千刈Ｆ遺跡 14



a. 完掘 (西から )a. 完掘 (西から ) b. 完掘 (東から )b. 完掘 (東から )

c. 壁面 (北東から )c. 壁面 (北東から ) d. 煙道 d( 東から )d. 煙道 d( 東から )

e. 煙道 e( 北から )e. 煙道 e( 北から ) f. 煙道 a( 南から )f. 煙道 a( 南から )

g. 煙道 b( 北西から )g. 煙道 b( 北西から ) h. 煙道 c( 発掘前 )( 北西から )h. 煙道 c( 発掘前 )( 北西から )

SX-8 木炭窯　２

図版242
千刈Ｆ遺跡 16



a.３a・４a・５a区断面 (東から )a.３a・４a・５a区断面 (東から ) e.C 断面３区 (南東から )e.C 断面３区 (南東から )

b.A 断面 (北東から )b.A 断面 (北東から ) f.C 断面４区 (南東から )f.C 断面４区 (南東から )

c.B・X 断面 (東から )c.B・X 断面 (東から ) g.４b 区遺物 (北東から )g.４b 区遺物 (北東から )

d.Y 断面 (東から )d.Y 断面 (東から ) h.A 断面断割 (南西から )h.A 断面断割 (南西から )

SX-8 木炭窯　３

図版243
千刈Ｆ遺跡 17

a. 完掘 (西から )a. 完掘 (西から ) b. 完掘 (東から )b. 完掘 (東から )

c. 壁面 (北東から )c. 壁面 (北東から ) d. 煙道 d( 東から )d. 煙道 d( 東から )

e. 煙道 e( 北から )e. 煙道 e( 北から ) f. 煙道 a( 南から )f. 煙道 a( 南から )

g. 煙道 b( 北西から )g. 煙道 b( 北西から ) h. 煙道 c( 発掘前 )( 北西から )h. 煙道 c( 発掘前 )( 北西から )

SX-8 木炭窯　２

図版242
千刈Ｆ遺跡 16



a. 完掘 (北東から )

b. 完掘 (南西から )

SX-9a・9b 木炭窯　１

図版244
千刈Ｆ遺跡 18



b. 完掘 (北東から )b. 完掘 (北東から )

a. 完掘 (北東から )a. 完掘 (北東から ) c. 完掘 (北東から )c. 完掘 (北東から )

d. 煙道 (南側 )( 北から )d. 煙道 (南側 )( 北から ) f. 煙道 (北側 )( 南から )f. 煙道 (北側 )( 南から )

e. 煙道 b・c( 北から )e. 煙道 b・c( 北から ) g. 煙道 a・d( 南から )g. 煙道 a・d( 南から )

SX-9a 木炭窯　２

図版245
千刈Ｆ遺跡 19

a. 完掘 (北東から )

b. 完掘 (南西から )

SX-9a・9b 木炭窯　１

図版244
千刈Ｆ遺跡 18



a. 煙道 b下部 (北から )a. 煙道 b下部 (北から ) b. 煙道 d下部 (南東から )b. 煙道 d下部 (南東から )

c. 煙道 d鉄滓 (東から )c. 煙道 d鉄滓 (東から ) d.A 断面断割 (北東から )d.A 断面断割 (北東から )

e.A 断面 (北東から )e.A 断面 (北東から ) g.C 断面 (北東から )g.C 断面 (北東から )

f.B 断面 (北東から )f.B 断面 (北東から ) h.C・F 断面３区 (東から )h.C・F 断面３区 (東から )

SX-9a 木炭窯　３

図版246
千刈Ｆ遺跡 20



a. 完掘 (北東から )a. 完掘 (北東から )

b 奥壁 (北東から )b 奥壁 (北東から ) d. 煙道 b( 南東から )d. 煙道 b( 南東から )

c. 煙道 a( 北西から )c. 煙道 a( 北西から ) e. 煙道 c( 南東から )e. 煙道 c( 南東から )

SX-9b 木炭窯　４

図版247
千刈Ｆ遺跡 21

a. 煙道 b下部 (北から )a. 煙道 b下部 (北から ) b. 煙道 d下部 (南東から )b. 煙道 d下部 (南東から )

c. 煙道 d鉄滓 (東から )c. 煙道 d鉄滓 (東から ) d.A 断面断割 (北東から )d.A 断面断割 (北東から )

e.A 断面 (北東から )e.A 断面 (北東から ) g.C 断面 (北東から )g.C 断面 (北東から )

f.B 断面 (北東から )f.B 断面 (北東から ) h.C・F 断面３区 (東から )h.C・F 断面３区 (東から )

SX-9a 木炭窯　３

図版246
千刈Ｆ遺跡 20



a.C 断面 (北東から )a.C 断面 (北東から ) e.F 断面３区 (南東から )e.F 断面３区 (南東から )

b.D 断面 (北東から )b.D 断面 (北東から ) f.C・F 断面４区 (東から )f.C・F 断面４区 (東から )

c.E 断面 (北東から )c.E 断面 (北東から ) g.F 断面５区 (南東から )g.F 断面５区 (南東から )

d.C 断面断割 (北東から )d.C 断面断割 (北東から ) h.F 断面６区 (南東から )h.F 断面６区 (南東から )

SX-9b 木炭窯　５

図版248
千刈Ｆ遺跡 22



a.SK-11 土坑 (北東から )a.SK-11 土坑 (北東から ) c.SK-11 完掘 (南から )c.SK-11 完掘 (南から )

b.SK-11 完掘 (北東から )b.SK-11 完掘 (北東から ) d.SK-11　D 断面 (東から )d.SK-11　D 断面 (東から )

f.SK-16 土坑 (北東から )f.SK-16 土坑 (北東から ) e.SK-11　A・B 断面 (北東から )e.SK-11　A・B 断面 (北東から )

g.βサブトレ (東から )g.βサブトレ (東から ) h.SK-16　B 断面 (北東から )h.SK-16　B 断面 (北東から )

図版249
千刈Ｆ遺跡 23

a.C 断面 (北東から )a.C 断面 (北東から ) e.F 断面３区 (南東から )e.F 断面３区 (南東から )

b.D 断面 (北東から )b.D 断面 (北東から ) f.C・F 断面４区 (東から )f.C・F 断面４区 (東から )

c.E 断面 (北東から )c.E 断面 (北東から ) g.F 断面５区 (南東から )g.F 断面５区 (南東から )

d.C 断面断割 (北東から )d.C 断面断割 (北東から ) h.F 断面６区 (南東から )h.F 断面６区 (南東から )

SX-9b 木炭窯　５

図版248
千刈Ｆ遺跡 22



a.SK-4 焼土坑 (西から )a.SK-4 焼土坑 (西から ) c.SK-12 土坑 (東から )c.SK-12 土坑 (東から )

b.SK-4 焼土坑 (西から )b.SK-4 焼土坑 (西から ) d.SK-12 土坑 (東から )d.SK-12 土坑 (東から )

e.SK-13 風倒木痕 (北から )e.SK-13 風倒木痕 (北から ) g.SK-14 風倒木痕 (東から )g.SK-14 風倒木痕 (東から )

f.SK-13 風倒木痕 (北から )f.SK-13 風倒木痕 (北から ) h.SK-14 風倒木痕 (東から )h.SK-14 風倒木痕 (東から )

図版250
千刈Ｆ遺跡 24



図版251
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大善寺Ａ遺跡１

a.SK-4 焼土坑 (西から )a.SK-4 焼土坑 (西から ) c.SK-12 土坑 (東から )c.SK-12 土坑 (東から )

b.SK-4 焼土坑 (西から )b.SK-4 焼土坑 (西から ) d.SK-12 土坑 (東から )d.SK-12 土坑 (東から )

e.SK-13 風倒木痕 (北から )e.SK-13 風倒木痕 (北から ) g.SK-14 風倒木痕 (東から )g.SK-14 風倒木痕 (東から )

f.SK-13 風倒木痕 (北から )f.SK-13 風倒木痕 (北から ) h.SK-14 風倒木痕 (東から )h.SK-14 風倒木痕 (東から )
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〈 鉄生産関連遺物 （１号炉） 〉

〈 鉄生産関連遺物 （２号炉） 〉

1

2

3 4 5

6 7

2

3 4

5

6

7

8

9

10

1

11 12

13

14

15 16

17 18 19 20 21

図版254
千刈Ｃ遺跡　東地区



〈 鉄生産関連遺物 〉〈 鉄生産関連遺物 〉
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千刈Ｃ西地区・Ｄ・Ｆ遺跡１
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