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　　　　４　SD120 出土木器（１）

図版63　１　SD120 出土木器（２）

　　　　２　SD120 出土木器（３）

　　　　３　SD120 出土木器（４）

　　　　４　SD120 出土木器（５）

図版64　１　SD120 出土木器（６）　

　　　　２　SD120 出土木器（７）　

　　　　３　SD120 出土木器（８）

　　　　４　SD120 出土木器（９）

図版65　１　SD120・SA5 出土木器　

　　　　２　SD120・SA5 ほか出土木器

　　　　３　SA5 ほか出土木器

　　　　４　SA5 出土土器　

図版66　１　SA5 出土木器

　　　　２　Ⅲ層出土土器（１）

　　　　３　Ⅲ層出土木器（１）

　　　　４　Ⅲ層出土土器（２）

図版67　１　Ⅲ層出土木器（２）

　　　　２　第 14 次調査区出土土器

　　　　３　 第 13 次・第 14 次調査区出土鉄器

　　　　４　第 13 次調査区出土石器

図版68　１　第 13 次・第 14 次調査区出土石器

　　　　２　 第 13 次・第 14 次調査区出土ガラス製品・

玉作関連遺物　

　　　　３　第 14 次調査区出土木器

　　　　４　第 13 次調査区（⑥層）出土木器

図版69　１　第 13 次調査区出土土製品

　　　　２　SD11‒４ｂ出土土製品

　　　　３　第 14 次調査区出土土製品

図版70　 第 13 次調査区Ⅰ－１層・Ⅰ－２層 ･ Ⅲ層の

堆積構造

図版71　 第 13 次調査区Ⅰ－２層・Ⅲ層の堆積構造

図版72　 第14次調査区にみられる前置堆積構造（Ⅳ層）

図版73　Ⅳ層にみられるラミナの構造（１）

図版74　Ⅳ層にみられるラミナの構造（２）

図版75　Ⅳ層にみられるラミナの構造（３）

図版76　Ⅳ層にみられるラミナの構造（４）

図版77　Ⅳ層にみられるラミナの構造（５）

図版78　 第 14 次調査区砂礫層（㉟層）を構成する礫

群

図版79　SF1 の堆積構造

図版80　SM1 の堆積構造

図版81　第 14 次調査出土木材顕微鏡写真（１）

図版82　第 14 次調査出土木材顕微鏡写真（２）

図版83　第 14 次調査出土木材顕微鏡写真（３）

図版84　SF1 出土木材顕微鏡写真（１）

図版85　SF1 出土木材顕微鏡写真（２）

図版86　SF1 出土木材顕微鏡写真（３）

図版87　SF1 出土木材顕微鏡写真（４）

図版88　SF1 出土木材顕微鏡写真（５）

図版89　SF1 出土木材顕微鏡写真（６）

図版90　SF1 出土木材顕微鏡写真（７）

図版91　SF1 出土木材顕微鏡写真（８）

図版92　SF1 出土木材顕微鏡写真（９）

図版93　SF1 出土木材顕微鏡写真（10）

図版94　SF1 出土木材顕微鏡写真（11）

図版95　SF1 出土木材顕微鏡写真（12）

図版96　SF1 出土木材顕微鏡写真（13）

図版97　SF1 出土木材顕微鏡写真（14）

図版98　SF1 出土木材顕微鏡写真（15）

図版99　SF1 出土木材顕微鏡写真（16）

図版100　SF1 出土木材顕微鏡写真（17）

図版101　SF1 出土葉遺体

図版102　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（１）

図版103　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（２）

図版104　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（３）

図版105　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（４）

図版106　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（５）

図版107　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（６）

図版108　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（７）
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図版109　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（８）

図版110　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（９）

図版111　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（10）

図版112　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（11）

図版113　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（12）

図版114　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（13）

図版115　 第 13 次・第 14 次調査出土木器顕微鏡写真

（14）

図版116　 第 14 次調査土壌薄片偏光顕微鏡写真

図版117　 第 14 次調査土壌薄片実体顕微鏡写真

図版118　第 13 次調査出土大型植物遺体（１）

図版119　第 13 次調査出土大型植物遺体（２）

図版120　第 13 次調査出土大型植物遺体（３）

図版121　第 13 次調査出土大型植物遺体（４） 

図版122　第 13 次調査出土大型植物遺体（５） 

図版123　第 14 次調査出土大型植物遺体（１）

図版124　第 14 次調査出土大型植物遺体（２）

図版125　１　護穎の付いた炭化モミ群塊

　　　　 ２　イネ炭化種実（胚乳部）の塊

図版126　１　 第 13 次調査出土カエル類・ヘビ類

　　　　 ２　第 13 次調査出土大型獣・ヒト

図版127　第 13 次調査出土中小型獣

図版128　第 13 次調査出土鳥骨

図版129　第 13 次調査出土魚骨
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