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SD-04・05完掘(南東より)

SD-06～11完掘(北東より)
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SD-06土層断面(南東より)

SD-08～10土層断面(北西より)
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SD-10遺物出土状況(北西より)

SK-02遺物出土状況(南西より)



図
版

大
久
保
遺
跡(

Ｅ
地
区)

4

小柱穴群01完掘(東より)

SX-01完掘(南東より)
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4区土層Ｖ-Ｖ'(南東より)

SI-01完掘(南東より)
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SI-02遺物出土状況1(北東より)

SI-02遺物出土状況2(北東より)SI-02遺物(分銅形土製品)出土状況(東より)

SI-02遺物出土状況3(東より)SI-02石器出土状況(東より)
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SI-02完掘(南東より)

SI-03遺物出土状況(南東より)



図
版

大
開
遺
跡

9

SI-03遺物出土状況1(南より)

SI-03遺物出土状況2(南より)
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SI-03完掘(南東より)

SI-04完掘(南東より)
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SK-01遺物出土状況(南東より)

SB-02完掘(南東より)
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SK-06遺物出土状況2(北東より)

SK-06遺物出土状況1(北東より)SK-05完掘(北西より)

SK-04完掘(東より)SK-01完掘(南東より)
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SK-07遺物出土状況(西より)

SK-07完掘(東より)
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SK-08～10遺物出土状況(南西より)

SK-08遺物出土状況(南東より)
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SK-09遺物出土状況(南東より)

SK-11遺物出土状況(北西より)
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SK-12遺物出土状況(北より)

SK-14遺物出土状況(南東より)
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SK-15遺物出土状況1(東より)

SK-15遺物出土状況2(南東より)
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SD-01a遺物出土状況1(東より)

SX-01土層断面・完掘(北東より)SK-16遺物出土状況(北西より)

SK-15完掘状況(北東より)SK-15土層断面(南東より)



図
版

大
開
遺
跡

19

SD-01a・01b完掘(北東より)

SD-01a遺物出土状況2(北より) SD-01a・01b土層断面(北東より)

SD-01c土層断面(南西より) SD-01c遺物出土状況2(南東より)
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SD-01c遺物出土状況1(西より)

SD-01c完掘(北東より)
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SD-02a～02c・03a・03b・04a・05a完掘2(北東より)

SD-02a～02c・03a・03b・04a・05a完掘1(南西より)
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SD-03c・03d・34・35など完掘(南西より)

SD-03b・03c・10～12完掘(南西より)
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SD-03c・03d・13～15など完掘(南より)

SD-03d～03f完掘(北東より)
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SD-03d・16・17完掘(南東より)

SD-03d・17完掘(南東より)
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SD-03g・04d・05b・20・22完掘(南東より)

SD-03h・03i・04c完掘(南西より)



図
版

大
開
遺
跡

26

1区SB-01・04完掘(北西より)

SD-24・25完掘(南東より)SD-22完掘(西より)

SD-21b・21c(西より)SD-19・41完掘(南東より)
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1区SB-03完掘2(北東より)

1区SB-02完掘(南西より) 1区SB-02P1完掘(北東より)

1区SB-02P14完掘(南西より) 1区SB-03完掘1(北西より)
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1区SB-05～07完掘(北西より)

2区SI-01土層断面(南東より)1区SP-375遺物出土状況(北より)

1区SK-01遺物出土状況(北東より)1区SB-07P12遺物出土状況(南より)
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2区SI-01遺物出土状況(東より)

2区SI-01完掘(東より)
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2区SB-01完掘(南西より)

2区SB-01～03,SA-03完掘(南西より)2区SB-01P8完掘(南東より)

2区SB-01P8断面(南西より)2区SB-01P2完掘(南東より)
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2区SB-01～03,SA-02・03完掘(北西より)

2区SK-01遺物出土状況(西より) 2区SK-02断面(南東より)

2区SK-03遺物出土状況(西より) 2区SK-02～05完掘(南西より)
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2区SX-01完掘(北西より)

2区SD-21a,SK-14・15完掘(南西より)2区SK-12完掘(北西より)

2区SK-10・11・16完掘(南西より)2区SK-10断面(南より)
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3区SB-01完掘(南東より)

2区SP-28遺物出土状況(南より) 2区SP-85遺物出土状況(南東より)
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3区SB-02完掘(南東より)

3区SB-02P8完掘(南東より)3区SB-02P4完掘(南東より)
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3区SA-01・03完掘(南東より)

3区SA-02・04完掘(南東より)
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3区SC-01完掘(南東より)

3区SX-01完掘(南東より)

3区SC-01断面(南東より)3区SK-02完掘(北西より)
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4区SB-01完掘(南東より)

4区SB-01P1断面(北西より) 4区SB-01P2完掘(南東より)

4区SB-01P7完掘(南東より) 4区SB-01P10完掘(南東より)
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4区SB-03完掘(北西より)

4区SP-05遺物出土状況(西より)4区SK-13完掘(北西より)
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Ｓ=1/2（87～95:Ｓ=1/3）
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SI-01完掘(南東より)

SI-01断面(北東より) SI-01カマド完掘(南東より)
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SI-02完掘(南東より)

SI-03～05完掘(西より)
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SI-03断面(南東より)

SI-04断面(南東より)
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SI-05完掘(南東より)

SI-06～10完掘(南より)
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SI-06完掘(南より)

SI-07完掘(南より)
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SI-08,SA-03完掘(南東より)

SI-08遺物出土状況(北東より)
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SI-09完掘(東より)

SI-10完掘(南より)
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SI-11完掘(南東より)

SI-11P1遺物出土状況(南より)
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SB-01,SK-15完掘(南東より)

SB-01P1完掘(南東より) SB-01P5完掘(南東より)

SB-01P6完掘(南東より) SB-01P8完掘(南東より)
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SB-02完掘(南東より)

SB-02P3・4完掘(東より)SB-02P2完掘(南西より)

SB-01P10完掘(南東より)SB-01P9完掘(南東より)
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SB-02・03・15完掘(北西より)

SB-02P5完掘(南東より) SB-02P6完掘(南東より)

SB-02P7完掘(南東より) SB-02P8完掘(南東より)
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SB-04,SD-03・04完掘(南東より)

SB-04P1遺物出土状況(北東より) SB-04P2・3完掘(北東より)
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SB-05完掘(南東より)

SB-05P4遺物出土状況(南西より) SB-05P9遺物出土状況(南東より)
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SB-06,SA-01・02,SD-06～08完掘(南東より)

SB-06P15完掘(北東より)

SB-06P7完掘(北東より)SB-06P3完掘(北東より)
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SB-07完掘(南東より)

SB-07P3完掘(北東より) SB-07P8完掘(北東より)

SB-08完掘(南東より) SB-09,SD-10完掘(南東より)
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SD-01a,小柱穴群,SA-05,SX-01完掘(北西より)

SD-11・12,小柱穴群完掘(北東より)SD-01b完掘(南東より)

SD-01a,小柱穴群完掘全景(北西より)SA-03P1遺物出土状況(南東より)
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SP-44遺物出土状況(南西より) SP-46遺物出土状況(南西より)

SP-47遺物出土状況(東より) SP-312遺物出土状況(南東より)

SK-03完掘(南東より)SK-01断面(南東より)

SX-04完掘(南東より)SX-02・03完掘(南西より)



図
版

松
ノ
丁
遺
跡(

１
次)

出
土
遺
物

70

Ｓ=1/3

1 2

3

4
6

5 8

7 9

10
11

12 13 14

15
16 17

18 19

20

21 22

23

24

25

26 27



図
版

松
ノ
丁
遺
跡(

１
次)

出
土
遺
物

71

Ｓ=1/3

29

28

30

31

32

33 34

36 37

40

38 39

41 42

43 44

45

46 47 48
49

50 51

35



図
版

松
ノ
丁
遺
跡(

１
次)

出
土
遺
物

72

Ｓ=1/3

54 55 56

59
58

57
60 61

62 63

64 65

66

67

68

69

70 71

72 73

74 77

52 53



図
版

松
ノ
丁
遺
跡(

１
次)

出
土
遺
物

73

Ｓ=1/3

75
76

80 81 82

83 84 85 86

87

88
89 90

91

92

9493

97 98

78 79



図
版

松
ノ
丁
遺
跡(

１
次)

出
土
遺
物

74

Ｓ=1/3（95:Ｓ=1/4）
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Ｓ=1/3（石器1・2:Ｓ=1/2）
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石原地区l-1g～o-4g完掘全景(南東より)

石原地区p-4g～s-6g完掘(北西より)
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77

石原地区j-3g～m-5g完掘(北西より)

石原地区o-7g～r-8g完掘(北西より)
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松ノ丁地区B-9g～z-10g完掘(南西より)

松ノ丁地区H-15g～J-16g完掘(北西より)
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松ノ丁地区x-12g～y-13g完掘(南東より)

松ノ丁地区h-19g～E-16g完掘(南東より)
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松ノ丁地区I-19g～L-21g完掘(北西より) 松ノ丁地区K-17g～P-20g完掘(北西より)

井手ノ向地区V-23g～W-25g完掘(南東より)

基本土層Ｂ-Ｂ'(北東より)
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81

基本土層Ｇ-Ｇ'(南西より)

基本土層Ｈ-Ｈ'付近(北東より)
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跡(
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次)
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SB-02完掘(南東より)

SB-01完掘(南東より)
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SA-01完掘(南東より)

SD-01・15完掘(北東より)
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SD-07・08完掘(南西より)

SD-09遺物出土状況(南より)
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SD-19検出(北東より)SD-06完掘(北西より)

SX-01完掘(西より)SK-01遺物出土状況(東より)

SX-04検出焼土(東より)SX-02完掘(西より)

SX-06・07,SR-02完掘(南東より)SX-04完掘(東より)
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