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竪穴状遺構 SX63 遺物出土状況（北から）

竪穴状遺構 SX62 東西アゼ （北から） 竪穴状遺構 SX64 東西アゼ （北から）

竪穴状遺構 SX64 南北アゼ （西から） 竪穴状遺構 SX64 底面炉状遺構 （北から）

竪穴状遺構 SX64 底面炉状遺構拡大 竪穴状遺構 SX65 東西アゼ（北から）

竪穴状遺構 SX63 南北アゼ（西から）
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竪穴状遺構 SX66 遺物出土状況（東から） 竪穴状遺構 SX66 東西アゼ（南から）

集石遺構 SZ2（西から）集石遺構 SZ1（北から）

集石遺構 SZ3（南から） 集石遺構 SZ4（南から）

集石遺構 SZ7（西から） 集石遺構 SZ13（北西から）
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集石遺構 SZ18（南から）

集石遺構 SZ22（南から）

集石遺構 SZ14（北から）

集石遺構 SZ18 中央部（南から）

集石遺構 SZ20（南から） 集石遺構 SZ21（西から）

集石遺構 SZ23（南から）

集石遺構 SZ16（南から）
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集石遺構 SZ26（南から）

集石遺構 SZ25（南から）

集石遺構 SZ27（南から）

集石遺構 SZ28（南から） 集石遺構 SZ29（南から）

集石遺構 SZ24（南から）

集石遺構 SZ30 検出状況（西から） 集石遺構 SZ30 埋土状況（南から）
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集石遺構 SZ31（南から） 集石遺構 SZ31 掘削状況（南西から）

集石遺構 SZ32（南から）

集石遺構 SZ32・34・35（南から） 集石遺構 SZ33（西から）

集石遺構 SZ31 下位土坑（南から）集石遺構 SZ31 南北アゼ（東から）

集石遺構 SZ32 遺物出土状況（南から）
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集石遺構 SZ41（南から）

集石遺構 SZ38（南から）

集石遺構 SZ36（南から）

集石遺構 SZ37（南から）

集石遺構 SZ40（北から）

集石遺構 SZ42（南から） 集石遺構 SZ44（西から）

集石遺構 SZ35（南から）
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集石遺構 SZ45 周辺（南から） 集石遺構 SZ46（南から）

炉状遺構 SF3・4（西から）

炉状遺構 SF1・2（東から） 炉状遺構 SF1 完掘状況（南から）

炉状遺構 SF3・4南北アゼ（西から）

炉状遺構 SF5 ～ 8（南から） 炉状遺構 SF6 焼土（南西から）
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炉状遺構 SF12 掘削状況（西から）炉状遺構 SF10（南から）

炉状遺構 SF15（北から）炉状遺構 SF14（南から）

炉状遺構 SF13（北西から）炉状遺構 SF12 完掘状況（西から）

炉状遺構 SF13 埋土状況（南から） 炉状遺構 SF13 ブリッジ下部（北西から）
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炉状遺構 SF16 遺物出土状況（西から）

炉状遺構 SF16 検出状況（南東から） 炉状遺構 SF16 完掘状況（南東から）

炉状遺構 SF16 底面焼土（北西から）

炉状遺構 SF17・18（西から） 炉状遺構 SF18 底面焼土（東から）

炉状遺構 SF19 掘削状況（北から） 炉状遺構 SF19 完掘状況（北から）
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炉状遺構 SF19 南北アゼ（北東から） 炉状遺構 SF19 煙道（西から）

炉状遺構 SF19 焚口部石皿出土状況（南から） 炉状遺構 SF19 焚口部焼土（南から）

炉状遺構 SF20 完掘状況（東から） 炉状遺構 SF20 底面細部（東から）

炉状遺構 SF20 南北アゼ（東から） 炉状遺構 SF21・22 検出状況（北西から）
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炉状遺構 SF24 検出状況（北西から）

炉状遺構 SF24 完掘状況（北西から）

炉状遺構 SF23（西から）

炉状遺構 SF24 焚口部石皿出土状況（南東から）

炉状遺構 SF21 断ち割り（南東から）炉状遺構 SF21・22 完掘状況（北西から）

炉状遺構 SF22 断ち割り（南東から）

炉状遺構 SF23 埋土状況（北から）
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第Ⅶ層　第Ⅸ類土器出土状況第Ⅵ層下部　第Ⅷ類土器出土状況②

第Ⅵ層下部　第Ⅷ類土器出土状況①

第Ⅶ層　第Ⅴ類土器出土状況① 第Ⅶ層　第Ⅴ類土器出土状況②

第Ⅶ層　第Ⅶ類土器出土状況

第Ⅶ層　第Ⅴ類土器出土状況④第Ⅶ層　第Ⅴ類土器出土状況③
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G・H区　第Ⅶ層　遺物出土状況①（西から） G・H区　第Ⅶ層　遺物出土状況②（西から）

第Ⅶ層　石斧埋納遺構①（西から） 第Ⅶ層　石斧埋納遺構②（南西から）

第Ⅶ層　第ⅩⅡ類土器出土状況 第Ⅵ層　炭化材出土状況

第Ⅶ層　第ⅩⅢ類土器出土状況① 第Ⅶ層　第ⅩⅢ類土器出土状況②
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第Ⅱ層　空堀 26北西隅土層（東から） 第Ⅱ層　空堀 26南半（北から）

第Ⅱ層　空堀 26埋土堆積状況（北から） 第Ⅱ層　空堀 26埋土下層（北から）

第Ⅱ層　空堀 26全景（北から）

第Ⅱ層　空堀 26側壁（東から）

第Ⅱ層　空堀 26北半（北から）
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第Ⅱ調査区　第Ⅵ・Ⅶ層確認調査区　西壁土層断面（東から） L7・L8 区　第Ⅶ層上面　検出遺構（東から）

第Ⅱ調査区　全景（東から）L7・8区　第Ⅶ層中部　検出遺構（東から）

第Ⅱ調査区　全景（南から）第Ⅱ調査区　全景（西から）

空堀 27第Ⅰ・Ⅱ期重複状況①（東から）空堀 27～ 29 検出状況（東から）
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空堀 29完掘状況（南から）

造成平坦面　土坑群（南から）

空堀 27第Ⅰ・Ⅱ期重複状況③（東から）空堀 27第Ⅰ・Ⅱ期重複状況②（西から）

空堀 29埋土堆積状況（南から）

空堀 29石臼出土状況

第 5試掘溝　空堀 30（南から）造成平坦面　礫だまり検出状況（南から）
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第 6試掘溝　土坑群（北から）

土器埋納遺構（南から）

土器埋納遺構　土器拡大（南から）

調査前全景（南東から）墨書土器出土状況（南から）

第 6試掘溝　蔵骨器埋納土坑（西から）

土器埋納遺構　検出状況（南から）

土器埋納遺構　土坑（南から）
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第Ⅲ調査区　試掘溝全景（左から西側・北側・東側・南側試掘溝）

集石遺構 SZ4（北から）集石遺構 SZ4・5（北から）

集石遺構 SZ5（北から） 集石遺構 SZ3（北から）

史跡指定地　空堀 25確認トレンチ（西から） 曲輪 22（南東から）
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空堀 3（南から）空堀 1（東から）

曲輪 23　トレンチ 1検出土坑（西から）曲輪 23　トレンチ 1・2（西から）

曲輪 23　トレンチ 3～５（北から） 曲輪 23　トレンチ 3検出土坑（北から）

曲輪 8　虎口状遺構（東から） 曲輪 8　虎口状遺構　埋土堆積状況（東から）
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遺跡から見た桜島（北から）整理作業風景（2003 年度）

現地説明会　風景（第Ⅱ調査区）現地説明会　風景（第Ⅰ調査区）

現地説明会　風景（史跡指定地） 発掘調査体験①

発掘調査体験② 発掘調査作業員（2002 年度）


