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図版81 高橋仏師1号墳 出土遺物13(409～429)

図版82 高橋仏師1号墳 出土遺物14(430～444)

図版83 高橋仏師1号墳 出土遺物15(445～457)

図版84 高橋仏師1号墳 出土遺物16(458～463)

図版85 高橋仏師1号墳 出土遺物17(464～470)

図版86 高橋仏師1号墳 出土遺物18(471～491)

図版87 高橋仏師1号墳 出土遺物19(492～523)

図版88 高橋仏師1号墳 出土遺物20(1123～1154)

図版89 高橋仏師1号墳 出土遺物21(1155～1178)

図版90 高橋仏師2号墳 上:調査区全景(上空より)／下:石室玄門部(東より)

図版91 高橋仏師2号墳 石室全景1(東より)

図版92 高橋仏師2号墳 上:石室内・遺物出土状況1(北西より)

下:石室内・玉砂利検出状況(西より)

図版93 高橋仏師2号墳 上左:調査前風景(西より)

上右:墳丘ベルトセクションA-B(北より)
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中左:周溝・墓壙検出状況(西より)

中右:周溝セクションa-a'(南より)

下左:周溝完掘(北より）

下右:墓道セクションc-c'(西より)

図版94 高橋仏師2号墳 上左:石室内セクションb-b'(西より)

上右:石室全景2(西より)

中左:石室全景3(東より)

中右:石室側壁部(北東より)

下左:石室内・遺物出土状況2(北より)

下右:石室内・遺物出土状況3(西より)

図版95 高橋仏師2号墳 上左:石室内・遺物出土状況4(北西より)

上右:石室内・遺物出土状況5(南より)

中左:石室内・玉砂利検出状況2(東より)

中右:石室内・玉砂利除去状況1(南西より)

下左:石室内・玉砂利除去状況2(東より)

下右:墳丘全景(南西より)

図版96 高橋仏師2号墳 出土遺物1(1179～1196)

図版97 高橋仏師2号墳 出土遺物2(1197～1206)

図版98 高橋仏師2号墳 出土遺物3(1207～1211・1213～1222)

図版99 高橋仏師2号墳 出土遺物4(1212・1223～1261)

図版100 高橋仏師3号墳 上:調査区全景(上空より)

下:箱式石棺・遺物出土状況1(北より)

図版101 高橋仏師3号墳 上左:調査前風景(南西より)

上右:作業風景(南より)

中左:調査区セクションA-B・1(南より)

中右:調査区セクションA-B・2(南より)

下左:調査区セクションC-D(西より)

下右:調査区セクションE-F・1(西より)

図版102 高橋仏師3号墳 上左:調査区セクションE-F・2(西より)

上右:調査区セクションG-H(東より)

中左:箱式石棺検出状況1(北西より)

中右:箱式石棺検出状況2(南より)

下左:箱式石棺・遺物出土状況2(北より)

下右:箱式石棺・遺物出土状況3(北より)

図版103 高橋仏師3号墳 上左:箱式石棺・石材抜取り(東より)

上右:箱式石棺完掘( 北東より)
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中左:SK01セクションa-a'(西より)

中右:SD01検出状況(東より)

下左:SD01セクションa-a'(南より)

下右:SD01完掘(西より)

図版104 高橋仏師3号墳 上左:SX01検出状況(南東より)

上右:SX01セクションc-c'(南西より)

中左:SX01遺物出土状況(南東より)

中右:SX01完掘(西より)

図版105 高橋仏師3号墳 出土遺物(1262～1266)

図版106 高橋仏師4号墳 上:調査区全景(上空より)

下:第1主体部・遺物出土状況1(南西より) 

図版107 高橋仏師4号墳 第1主体部・木棺痕完掘状況( 西より)

図版108 高橋仏師4号墳 上左:調査前風景(東より)

上右:墳丘ベルトセクションC-D(西より)

中左:第1主体部・検出状況(西より)

中右:第1主体部上面・遺物出土状況(南より)

下左:第1主体部側・遺物出土状況(南より)

下右:第1主体部セクションa-a'・1(北より)

図版109 高橋仏師4号墳 上左:第1主体部セクションa-a'・2(南より)

上右:第1主体部セクションb-b'(東より)

中左:第1主体部・木棺痕検出状況(西より)

中右:第1主体部・遺物出土状況2(南西より)

下左:第1主体部・遺物出土状況3(西より)

下右:第1主体部・遺物出土状況4(南より)

図版110 高橋仏師4号墳 上左:第1主体部完掘(西より)

上右:第2主体部セクションa-a'(北西より)

中左:第2主体部・遺物出土状況1(北西より)

中右:第2主体部・遺物出土状況2(南東より）

図版111 高橋仏師4号墳 出土遺物(1267～1301)
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凡　　　　例

1. 遺物写真の縮率は、特に指定のないものについては約1/3である。

2. 遺構写真は各現場担当者が、遺物写真は大野が撮影した。



調査後風景1（北東より）

調査後風景2（上空より）
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調査前風景（北西より） 墳丘ベルトセクションA-A'（西より）

墳丘ベルトセクションB-B'・1（南西より） 墳丘ベルトセクションB-B'・2（南西より）

墳丘ベルトセクションE2-E2'（南東より）墳丘ベルトセクションC1-C2'（南東より）
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墳丘ベルトセクションE1-E1'（南東より） 第1主体部・検出状況（北西より）

第1主体部セクションd-d'（北西より） 第1主体部・遺物出土状況（北より）

第2主体部セクションc-c'・1（北西より） 第2主体部セクションc-c'・2（北西より）
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第2主体部・遺物出土状況1（北より） 第2主体部・遺物出土状況2（西より）

第1・2主体部完掘（北より） 墳丘部完掘（北西より）
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