
鳥取県玉作り関連遺跡データ

番号 遺跡名 遺跡数 所在地 出土遺構 時期 時期細分 材質 器種 点数 報告書等番号
自然科学分析

（材質・産地：分析者）
玉作関連共伴遺

物
備考 文献番号

鳥取5001 百塚第1遺跡 1 米子市淀江町大字小波 17号住居跡床面直上 後期 6世紀初頭 碧玉 素材剥片 12 第30図Ｊ2～１２ 鳥取176
鳥取5002 百塚第1遺跡 2 水晶 素材剥片 4 第31図Ｊ15～18 鳥取176
鳥取5003 百塚第1遺跡 3 赤瑪瑙 剥片 1 第30図Ｊ１３ 鳥取176
鳥取5004 百塚第1遺跡 4 15号住居跡埋土中 中期 碧玉 チップ 鳥取176
鳥取5005 百塚第1遺跡 5 米子市淀江町大字小波 9号住居跡 後期 素材不明 勾玉 1 第23図J1 鳥取136
鳥取5006 百塚第1遺跡 6 15号住居跡 中期 碧玉 チップ 図版15 鳥取136
鳥取5007 百塚第1遺跡 7 19号竪穴住居跡埋土 中期 ＴＫ23併行 碧玉 玉状未成品 1 第34図１９３ 　 鳥取136
鳥取5008 百塚第1遺跡 8 水晶 玉状未成品 第34図１９４ 　 鳥取136
鳥取5009 百塚第4遺跡 1 米子市淀江町大字小波 溝２ 後期 黒曜石？ 玉未成品 1 第108図８ 鳥取176
鳥取5010 百塚第4遺跡 2 ＳＩ７床面付近 後期 不明 玉未成品 1 第17図１３ 鳥取176

鳥取5011 百塚第1遺跡 9 米子市淀江町大字小波
19号竪穴住居跡（埋土
中）

古墳中～後
期

　 碧玉 玉状未成品 1 第34図193 　 　 鳥取136

鳥取5012 百塚第1遺跡 10 米子市淀江町大字小波
19号竪穴住居跡（埋土
中）

古墳中～後
期

　 水晶 玉状未成品 1 第34図194 　 　 鳥取136

鳥取5013 湖山第2遺跡 1 鳥取市 ２２号竪穴住居（主柱 前期 　 碧玉 素材片 25 図版14写真 　 　 鳥取177
鳥取5014 福市遺跡 1 米子市福市 ６８号住居跡 前期 前期末葉 瑪瑙 剥片 1 図Ｙ７９Ｙ６８メノウ石く 鳥取154
鳥取5015 福市遺跡 2 米子市福市 碧玉 素材片 1 図Ｙ７９Ｙ６８碧玉原石 施溝あり 鳥取154
鳥取5016 福市遺跡 3 米子市福市 ８０号住居跡 後期 　 碧玉 素材片 1 図Ｙ７９Ｙ８０碧玉原石 施溝あり 鳥取154
鳥取5017 宇谷第1遺跡 1 東伯郡湯梨浜町大字宇 鳥取085
鳥取5018 長瀬高浜遺跡 1 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ46 前期 不明 管玉未成品 1 挿図136-J1 鳥取090
鳥取5019 長瀬高浜遺跡 2 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ57 前期 不明 勾玉未成品 1 鳥取090
鳥取5020 長瀬高浜遺跡 3 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ57 前期 不明 管玉未成品 3 鳥取090
鳥取5021 長瀬高浜遺跡 4 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ150 前期 軟質碧玉 素材剥片？ 1 挿図36-S1 鳥取093
鳥取5022 長瀬高浜遺跡 5 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ163 前期 軟質碧玉 管玉未成品 1 挿図78-J1 鳥取093
鳥取5023 長瀬高浜遺跡 6 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ163 前期 滑石 管玉未成品 1 挿図78-J2 鳥取093
鳥取5024 長瀬高浜遺跡 7 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ92 中期 碧玉 剥片 1 挿図76-J3 鳥取092
鳥取5025 長瀬高浜8号墳 1 東伯郡湯梨浜町長瀬 第1埋葬 後期 緑色凝灰岩 管玉未成品 1 鳥取093
鳥取5026 長瀬高浜遺跡 8 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ114 前期 軟質碧玉 管玉未成品 1 挿図148-J1 鳥取092
鳥取5027 長瀬高浜遺跡 9 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ115 中期 軟質碧玉 管玉未成品 1 挿図151-J1 鳥取092
鳥取5028 長瀬高浜遺跡 10 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＢ４０ 前期 碧玉 管玉未成品 1 挿図３２０-J2 鳥取092
鳥取5029 長瀬高浜遺跡 11 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ163 前期 管玉未成品 2 挿図78-J1・２ 鳥取092
鳥取5030 長瀬高浜遺跡 12 東伯郡湯梨浜町長瀬 ＳＩ92 前期 　 碧玉 剥片 1 挿図76－J３ 鳥取092
鳥取5031 長瀬高浜7号墳 1 東伯郡湯梨浜町長瀬 第2埋葬施設 中～後期 軟質碧玉 管玉未成品 1 挿図144－J2 鳥取093
鳥取5032 久蔵峰北遺跡 1 東伯郡琴浦町 　 中～後期 軟質碧玉 管玉未成品 1 挿図142－J1 鳥取178
鳥取5033 久蔵峰北遺跡 2 東伯郡琴浦町 ＳＩ１ 中期 水晶 素材片及び剥 第9図１９、２０ 鳥取178
鳥取5034 夏谷遺跡 1 倉吉市 22号住居（床面） 中期 中期後半 碧玉 管玉未成品 1 第166図Ｊ8 鳥取070
鳥取5035 古御堂笹尾山遺 1 西伯郡大山町古御堂 竪穴住居27 古墳後期 後期前葉 碧玉 管玉未成品 1 図97-S33 施溝分割あり 鳥取116
鳥取5036 古御堂笹尾山遺 2 西伯郡大山町古御堂 遺構外 碧玉 管玉未成品 1 施溝分割あり 鳥取116
鳥取5037 天王原遺跡 1 西伯郡南部町朝金 Ｄ区ＳＩ02 後期 碧玉 剥片 1 鳥取179
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