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図　　　　版



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.　遺構写真は各年度の現場担当者が、遺物写真は眞鍋が撮影した。
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今若遺跡より笠松山を望む(北西より)

今若遺跡より燧灘を望む(南より)
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2B区調査前風景(南西より)

2A区中央南東側調査前風景(西より)

3C区南側調査前風景(北東より)

2A区中央北西側調査前風景(北東より)
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2A区北西壁土層断面(南東より)

2A区2面完掘(南西より)
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2A区北西壁土層断面(北東より)

2A区2面完掘状況(南西より)
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2A区2面完掘状況(北西より)

2A区北東壁土層断面(南より) 2A区北西壁土層断面(北東より)
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2B区完掘状況(北西より)

2B区北西壁土層断面(南西より)

2B区完掘状況(南東より)

2B区南西壁土層断面(北西より)
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2B区完掘状況(南西より)

2B区完掘状況(北東より)
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2B区完掘状況(南西より)

2B区完掘状況(南西より)

2B区南東壁土層断面(南西より)

2B区北西壁土層断面(南東より)
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3B区完掘状況(南東より)

2B区南東壁土層断面(南西より)
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3B区北東壁土層断面(南西より) 3B区北西壁土層断面(南西より)

3B区完掘状況(北東より)
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4区完掘状況(北東より)

4区南東壁土層断面(南西より) 4区南東壁土層断面(北東より)
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4区完掘状況(南より) 5C区完掘状況(北東より)

5B区完掘状況(南東より)
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5B区北壁土層断面(南より)

5B区南東壁土層断面(西より)

2A区完掘状況(北西より)

5B区南東壁土層断面(西より)
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2A区1面南西側完掘状況(北西より) 2A区1面北東側完掘状況(西より)

2A区1面完掘状況(北西より)
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SI1遺物出土状況(南西より)

SI1完掘状況(南西より)

SI1土層断面(南東より)

SI1-SK1土層断面(南西より)
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SI2完掘状況(北西より)

SI2遺物(勾玉)出土状況(南西より)SI2土層断面2(北東より)

SI2土層断面1(南西より) SI2炭化材検出状況(南西より)
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SI3完掘状況(北東より) SI3土層断面(北東より)

SI4完掘状況(南東より)

SI4ベッド施設構築後土層断面(南西より) SI4-SK1土層断面(南東より)　
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SI6完掘状況(東より) SI6土層断面(北西より)

SI5完掘状況(北東より) SI5土層断面(北西より)

SI4-SK1完掘状況(南東より)

SI4床面遺物出土状況2(南西より) SI4床面遺物出土状況3

SI4床面遺物出土状況1(北より)
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SI7遺物出土状況(北東より)

SI7完掘状況(西より)

SI7遺物(勾玉)出土状況(西より)

SI7土層断面(北西より)
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SI8完掘状況(南東より)

SI8遺物出土状況1 SI8遺物出土状況2

SI8-SK1焼土・遺物出土状況(南東より) SI8-SK1完掘状況(南東より)
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SI12完掘状況(南西より) SI12土層断面(北東より)

SI11完掘状況(南西より) SI11土層断面(北東より)

SI9完掘状況(南東より)

SI10完掘状況(南東より) SI10土層断面(南東より)

SI9土層断面(南西より)
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SI12上層遺物出土状況(南東より)

SI12床面直上遺物出土状況(南西より)
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SI14・SI9・SD25完掘状況(北東より) SI14土層断面(南西より)

SI13完掘状況(南西より) SI13土層断面(西より)

SI14遺物出土状況(西より)
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SI15・SI16完掘状況(南東より)

SI16-SK1検出状況(南より) SI16-SK1土層断面(北東より)

SI15土層断面(北より) SI15-SK1土層断面(南東より)
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SI17焼失建物検出状況(南西より)

SI17完掘状況(南より)
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SI18土層断面(北西より) SI18遺物出土状況(西より)

SI17土層断面(西より) SI17-SK1土層断面(南西より)

SI18完掘状況(北西より)
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SI18炭化材・遺物出土状況(北東より)

SK1土層断面(北東より) SK1炭化材・遺物出土状況(北東より)

SI18遺物出土状況(北東より) SK1完掘状況(北東より)



図
版
28
　

SK5遺物出土状況(北東より) SK5土層断面(北西より)

SK4完掘状況(南より) SK4土層断面(南より)

SK2完掘状況(南東より)

SK3完掘状況(北東より) SK3土層断面(北東より)

SK2土層断面(南東より)
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SD9完掘状況(北西より) SD9完掘状況(北西より)

SK8完掘状況(北西より) SK8土層断面(北西より)

2A区溝・自然流路完掘状況(南西より)
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SD16完掘状況(南東より) SD18西側完掘状況(南東より)

SD15完掘状況(北東より) SD15土層断面(西より)

SD10土層断面(北東より)

SD14完掘状況(北より) SD14土層断面(東より)

SD11土層断面(北東より)
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SD19完掘状況(南東より) SD21土層断面(南東より)

SD20土層断面(南西より)

SD18土層断面(南東より)

SD19土層断面(南より) SD19遺物出土状況(東より)

SD18遺物出土状況(南より)
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SD21完掘状況(北西より)

SD23完掘状況(北より) SD23土層断面(東より)

SD22完掘状況(南東より) SD22土層断面(北より)

SD21遺物出土状況(南より)

SD21土層断面(北西より)
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SX5完掘状況(南西より) SX5土層断面(南東より)

SX3遺物出土状況(南より) SX4遺物出土状況(南東より)

SD26・27土層断面(北より)

SX1完掘状況(北東より) SX1遺物出土状況

SD28土層断面(南西より)
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2A区掘立柱建物完掘状況(南西より)

SB1・SB2完掘状況(南より) SB1-SP8遺物出土状況(北西より)

SB1完掘状況(南より) SB2完掘状況(南より)
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SB4・SB5完掘状況(南西より) SB4-SP7礎盤出土状況(南西より)

SB4完掘状況(南西より) SB5完掘状況(南西より)

SB3完掘状況(南西より)

SA1完掘状況(北東より) SA1-SP1土層断面(北東より)

SB3-SP1土層断面(南西より)
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SB12完掘状況(南東より) SB13完掘状況(南西より)

SB11完掘状況(東より) SB11-SP2柱材出土状況(南西より)

SB6完掘状況(北西より)

SB8完掘状況(北西より) SB10完掘状況(南西より)

SB6-SP2土層断面(北東より)
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SK23完掘状況(南東より) SK23土層断面(東より)

SK22完掘状況(東より) SK22土層断面(東より)

SK20完掘状況(北東より)

SK21完掘状況(南東より) SK21土層断面(東より)

SK20遺物出土状況(南より)
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SD1〜5完掘状況(東より)

SD4土層断面(南より) SD4遺物出土状況(東より)

SD2土層断面(南東より) SD3土層断面(南より)
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SD6・7完掘状況(南東より) SD12・13完掘状況(南東より)

SD7土層断面(南より) SD13土層断面(北より)

SD6土層断面(南東より) SD12土層断面(北より)
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SD24南西側完掘状況(北西より)

SD24北東側完掘状況(北西より)
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SP688遺物出土状況(北より) SP817遺物出土状況(北東より)

SP660遺物出土状況(北西より) SP661遺物出土状況(南西より)

SP61礎盤出土状況(南東より)

SP315礎盤出土状況(北より) SP345遺物出土状況(南西より)

SP262遺物出土状況(北西より)
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SB7完掘状況(南東より) SB7-SP1遺物出土状況(南西より)

SI22土層断面(南西より) SI22遺物出土状況(北東より)

SI19土層断面(北より)

SI21完掘状況(南より) SI21土層断面(北東より)

SI20土層断面(南西より)
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SK13遺物出土状況(北より) SK13完掘状況(南より)

SK12完掘状況(西より) SK12土層断面(西より)

SK10遺物出土状況(北より)

SK11完掘状況(北より) SK11土層断面(南より)

SK10完掘状況(北より)
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SK17遺物出土状況 SK18土層断面(南西より)

SK17完掘状況(南東より) SK17土層断面(北より)

SK14完掘状況(北西より)

SK15遺物出土状況(南より) SK15土層断面(北西より)

SK14土層断面(北東より)
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SD43土層断面(南西より) SD44土層断面(北東より)

SD35完掘状況(南より) SD36土層断面(西より)

SD31完掘状況(北より)

SD33完掘状況(北西より) SD34完掘状況(南西より)

SD31遺物出土状況(北より)
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SR2完掘状況(南東より)

SD43・44完掘状況(北東より)
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SD44遺物出土状況(東より)

SR2土層断面(北西より) SR2南側遺物出土状況(南東より)

SD44南側遺物出土状況(東より)

SR2遺物出土状況(北西より) SR2北側遺物出土状況(北より)
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SB19-SP1礎盤出土状況(北より) SB20完掘状況(南西より)

SB18完掘状況(北より) SB19完掘状況(北西より)

SB15完掘状況(東より)

SB16-SP5礎盤出土状況(西より) SB17完掘状況(東より)

SB16完掘状況(東より)
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SB23完掘状況(南西より) SB23-SP11杭痕出土状況(北西より)

SB22-SP1土層断面(北より) SB23検出状況(北東より)

SB20-SP3杭痕出土状況(南より)

SB21-SP2土層断面(西より) SB22完掘状況(南東より)

SB21完掘状況(南西より)
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SD47土層断面(北より) SD48土層断面(東より)

SB25完掘状況(北西より) SB25-SP3礎盤出土状況(南西より)

SB24検出状況(北東より)

SB24-SP1礎盤出土状況(北東より) SB25検出状況(北東より)

SB24完掘状況(南東より)
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SD51完掘状況(北より)

SD47完掘状況(北より)

SD52完掘状況(北西より)

SD48完掘状況(東より)
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SD53完掘状況(北東より)

SD55完掘状況(北東より) SD56完掘状況(北西より)

SD54完掘状況(北東より)

SD57〜60完掘状況(北西より) SD58遺物出土状況(西より)

SD58土層断面(北より)



図
版
53
　

SB26検出状況(北より)

SB28検出状況(北より) SB29検出状況(北東より)

SB27検出状況(東より)

SX14完掘状況(西より)



図
版
54
　

SB37-SP4礎盤出土状況(東より) SK27土層断面(南西より)

SB36完掘状況(北東より) SB37完掘状況(北東より)

SB30完掘状況(南より)

SB34完掘状況(北東より) SB35完掘状況(南東より)

SB31完掘状況(西より)
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SK27遺物出土状況(南東より)

SK30土層断面(南東より) SK30完掘状況(西より)

SK27完掘状況(南西より)

2A区中世面南西側完掘状況(北西より)
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2A区中世面完掘状況(北西より)

SR4完掘状況(南東より) SR5土器溜まり遺物出土状況2(南より)

SR5土器溜まり遺物出土状況1(北より)
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