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序

わたしたちには,多 くの先人の努力に

よって築かれそして引き継がれてきたい

ろいろな文化的遺産を今後 とも大切に

後々まで伝えていく責任があります。そ

れは,伝統芸能や建造物,工芸品や埋蔵

文化財などわたしたちの生活にとけ込み

よく耳にするものがたくさんあります。

当報告書は,悠久の昔当地一帯に君臨し

た豪族の墳墓であることを確認するため

に調査 した結果報告であります。調査に

つきましては,協和町教育委員会の方々

をはじめ多くの有識者の絶大なる御協力

によって成し遂げられたわけであります

が,それにしても地権者の深いご理解と

ご協力は申すまでもありません。

ここに,こ の報告が成るまでに多 くの

方々のご協力とご努力に厚 く感謝申し上

げまして巻頭のあいさつといたします。

平成 2年 12月

明野町教育委員会

教育長 高 松 武 夫



次目

序

夕」

I

Ⅳ

V

図
PL-1
PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
PL-6
PL-7
PL-8

調査地

調査地

調査前

調査前。トレンチ

レンチ

レンチ

レンチ・調査風景

遺物

文 1

11

1

1

3

4

7

7

12

13

16

Ⅱ

Ⅲ

言  ………………………………………………………………フ・…………………………………………………………………………………………

調査の概要 ・…………………………………………………………………………………………・…

1 調査にいたる経緯 ・…………………………………………………………………………・

2 本調査の概要 ・………………………………………………………………………………・

遺跡の位置と環境 ・…………………………………………………・…………………………………

遺 構 ・………………… ………………Ⅲ………… … ……………Ⅲ…………… ……………… ……………

1 地形測量 ・……………………………………………………………………………………・

2 トレンチ ・… ………………………… ………………………………………………………

遺 物 ・……………………………………………・
i・ …………………………………………………・

小 結 ・…………………………………………………………………………………………………・

版 挿図目次
Fig l遺跡位置図   Fig 9全体図・断面図

Fig 2周 辺遺跡分布図 Fig10墳丘削平状況図

F進 3調査前     F迫 11ト レンチ配置図

Fig 4調査風景    Fig12第 1ト レンチ西壁セクション図

Fig 5調査官の指導  Fig13第 2ト レンチ西壁・北壁セクション図

Fig 6ト レンチ状況  Fig14第 3ト レンチ西壁セクション図

Fig 7航空写真(1)  Fig15第 4ト レンチ西壁セクション図

Fig 8航空写真(2)  Fig16第 5ト レンチ西壁セクション図

Fig17第 6ト レンチ北壁・東壁セクション図

Fig18第 7ト レンチ】し壁セクション図

Fig19第 8ト レンチ東壁セクション図

Fig20第 9ト レンチ西壁セクション図

Fig21遺物実測図(1)

Fig22遺物実測図(2)

Fig23台畑古墳測量図

Fig24灯火山古墳測量図

口

1 本書は,明野町教育委員会が平成 2年度国庫補助事業として,平成 2年 4月 28日 から5月 18日 にかけて明野

町大字村田1508,1509番地に所在する灯火山古墳での確認調査報告書である。

2 調査は,「灯火山古墳発掘調査会」を組織 して事にあたった。

3 調査方法は,古墳の地形測量とトレンチ調査による層序の確認に主眼を置き,調査面積は約 6,417m2に 及ん

だ。

4 本書の編集・執筆は瀬谷昌良が行なった。

5 現地での写真撮影及び遺物の撮影,遺物の実測・拓本, トレースについては瀬谷,阿久津久,安田厚子が分

担 して行なった。

6 本調査にあたり,下記の方々にご協力・ご支援をいただいた。記 して厚 く御礼申し上げます。

灯火山古墳発掘調査会

会長 高松武夫

委員 青木信夫 大木正視 斉藤寛式 新井包保 酒入 登 飯島庄一 谷口 俊

現地調査主任 瀬谷昌良

調査副主任 阿久津久

作 業 員 安田厚子 斉藤 新 片平雅俊 斉藤伸明 山野井哲夫 浅井哲也

小林 優 堤恵美子 加納哲也 蓮沼祐子 渡辺孝男 阿久津司

中里武一 塚田知市 横田友吉 中村正市 日向吉平

測量協力者 飯島 茂 木村 茂 小島裕司

土地地権者  齋藤好雄

事 務 局  古橋四男 関口正行 藤沢重男 島田公夫 中島真一 北島喜惣治

古宇田徳子 皆川昌造 入江敬三 中村美恵子 飯村正成
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I  言同

1 調査に至る経緯

灯火山古墳は,町の北西端で県道下館・筑波線の東側台地上に位置し,全体に瓢箪形をなす大型の

古墳である。

今回の調査は,以下のような経緯により調査が実施された。

昭和63年 12月 ,町内の文化財識者から町教育委員会へ古墳削平・竹林伐採の工事を実施 していると

の連絡があった。町教育委員会は,ただちに文化財の保護上工事の中止を指示するとともに古墳の保

護・保存方法について所有者と協議を重ねる。

その結果,所有者は遺跡として承認 したわけではないので,現状保存 も古墳の発掘調査費用も負担

できないと主張,一方県の重要遺跡調査報告書ならびに県遺跡地名表 (遺跡番号2219)へ掲載されて

いる周知の遺跡であるとする町当局と見解の相違が生 じた。

平成元年 8月 25日 ,町教育委員会は
,

「遺跡の範囲・性格」を把握 していない

こともあり,古墳の確認調査を実施する

ことで所有者と合意する。

平成 2年 1月 ,県文化課の指導により

文化財関係補助金に係る事業計画書を提

出すると同時に町一般会計予算 (案 )を

作成。さらに4月 2日 文化財保護法第98

条の 2の規定に基づき,文化庁長官あて

発掘通知書を進達。

4月 17日 ,発掘調査会を設置 し調査主

任の内諾を得る。

4月 25日 ,町文化財保護審議会,発掘

調査会を開催 し,調査に至る経過 。調査

内容などについて説明・協議する。

審議会では全員一致で諮問どおり答申

し,多 くの方々のご協力を受け, 4月 28

日か ら発掘調査 を開始することになっ

た。
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Fig.1 遺跡位置図



Fig.2 周辺遺跡分布図  (明野町史編さん委員会『明野町の遺跡と遺物』昭和58年 より作成)



2 本調査の概要 (PL l～ 4)

遺跡は,現状が山林 。竹林となっており,こ れまで

に詳細な調査の手を拒んでいたが,こ のたびの開発行

為によってその全容をうかがい知る機会を得た。今回

の調査には,調査参加者はもとより地主である斎藤好

雄氏の調査に対する深いご理解とご支援によるところ

が大であることをここに記 して感謝申し上げる次第で

あります。

調査は,第一に墳丘の詳細な測量図を作成すること

に努めた。それは,既に墳丘の一部が削平を受けてお

りその旧状を失 していることや,『重要遺跡調査報告

書 I』 (昭和57年 3月  茨城県教育委員会)に記載さ

れているように,県内でも数少ない前方後円墳を再認

識する意味をも持ち合わせている。

第二に,本遺跡が古墳であることを把握するために

最小限の トレンチ調査によって解明することにある。

このことは,既に後円部の北半部分が宅地の庭先とし

て大きく削 りとられ,ま た,近年にも後円部の中央が

南北に深 く (最深部で約2.5～ 3(層 )削平されており,

同時に トレンチの設定もこの削平部分を中心として実

施することにより遺跡の破壊を最月ヽ限にとどめるとと

もに,確認調査の実施を容易に進めることとした。

トレンチは,幅 1(層 を原則として主軸方位 (南北 )

に,さ らには調査地の制約により前方部と後円部の西

側斜面にそれぞれ設定 して,墳丘の状況や古横の規

模・周溝の確認に努めた。また,広範囲にわたって削

平を受けた前方部 (南側)と 後円部 (北側)に は文化

庁調査官の指示を受け トレンチ,ボーリング調査を実

施 し,最終調査面積は約 6,417m2と なった。

本調査によって,当遺跡は古墳であることは明確 と

なり, しかも,その立地・墳形などの点から見ても茨

城県内でも有数の前期古墳の様相を呈 していることが

判明した。また,出土遺物の多 くは表採ではあるが,

古式上師器の確認とその他多 くの弥生土器の検出など

今後に残された課題は多い。

Figi 4 調査風景

Fig.5 調査官の指導

尉g.3 調査前 (後円部墳頂付近 )

Fig.6 トレンチ状況 (北から)



Fig.7 航空写真 (1) 1949年 撮影 :日 地サク証 第020516003号

遺跡の位置 と環境

灯火山古墳は,小貝川によって形成された沖積低地を西に望む洪積台地の縁辺部に立地する。低地

との比高差は約 7(層 を測 り,北へ約300+万離れた台畑古墳 とともに町内では数少ない前方後円墳であ

る。また,早 くから周知された遺跡 (茨城県遺跡番号2219,明 野町遺跡番号 2)で もあり,県内でも

有数の大型の古墳である。

周辺の遺跡は,こ の洪積台地を中心 として台地縁辺部や台地上に広 く分布 し (Fig。 2参照),特に

古墳時代から奈良・平安時代にかけての包蔵地が多 く見られる (え んなみ台遺跡,三所宮南遺跡,村

東遺跡,吉田金井遺跡,吉田新田前遺跡,境ノ町遺跡,内淀西遺跡,北浦遺跡,西明遺跡,鍋山東原

遺跡,稲荷前遺跡,石倉西遺跡,石倉東遺跡,中根遺跡,台山遺跡 )。 また,弥生時代の遺跡では
,

えんなみ台遺跡力法日られ,縄文時代では,えんなみ台遺跡,塔 ノ内遺跡,鍋山東原遺跡,台山遺跡が

所在する。

Ⅱ
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Fig.8 航空写真 (2) 1989年 撮影 :ア クリーグ株式会社

明野町における古墳の分布は,既に詳細な踏査によって現存する古墳16基 と消滅 した古墳14基 の所

在が知られている (『明野町史』昭和60年  明野町史編さん委員会 )。 その中において,現存する古墳

で墳形の判明する前方後円墳 3基 (台畑古墳,灯火山古墳,宮山観音古墳)と 円墳10基 は明野町の古

墳文化をうかがい知る貴重な存在となってしまった。

また,同 じ小貝川左岸台地の縁辺部に立地する古墳 (群 )は,こ の村田古墳群 (台畑古墳,灯火山

古墳)の他に南方約 2・ 5キ ロメー トルの地点に藤塚古墳群 (守子塚,鎧塚,稲荷塚,富士塚,人見

塚,浅間塚,台 ノ上および名称不明 1基の計 8基が所在 したが,現在ではすべて湮滅 している)が所

在 し,さ らにその南方約 1キ ロメー トルには鷺島古墳群 (円墳 2基, ともに湮滅)が所在 していた。

いずれもその規模や墳形,埋葬施設,副葬品など詳細は不明である。しかし,藤塚古墳群からは直刀・

鉄鏃・耳環 。刀子,鷺島古墳群からは埴輪 (人物・動物 。円筒)が出上 している。時期的には,いず

れも力誹寸田古墳群より後出する古墳時代後期に属するものと思われる。なお,本古墳 (灯火山古墳 )

からは,明治38年 の県道拡張工事の際に前方部の突端付近から直刀が出土 したとされているが詳細は

不明である。
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Fig.9 全体図・断面図



中` ^

退 構

1 地形測量

遺跡は,そ の後円部の北側部分が既に早 く(明

治期かそれ以前)に削平されて,宅地の庭先と

なっていた。また,調査に及ぶにあたっては
,

既に山林・竹林は切 り開かれ,重機による削平

が進んでぃた (Fig.10)。 特に後円部中央付近

と前方部の削平には痛々しいほどであった。調

査は速やかに墳丘測量を行ない,その全容を把

握するに至った (Fig.9)。 古墳は,南北に延

びる洪積台地の西側縁辺部に,ち ょうど町の西

側を流れる小貝川と並行 し対岸を威圧するかの

ようにほぼ南北に築造されている。低地から望

めば,後円部の高さはらくに10術 を越えるくら

ぃ Ll

)     20    40M

Fig.10 墳丘削平状況図

いに見間違えるほどの墳丘を築いている。それ

はまさしく墳丘測量の結果によって示されてい

る。墳丘は,広範囲にわたって削平を受けてい

るとはいえ標高37術 ラインにおいて見事な前方

後円形を形作っている。墳丘の東側一帯 (前方

部の東斜面から後円部の東斜面にかけて)は旧

】犬をよく残 し,西側 もかろうじて旧状をとどめ

ていた。後円部の北半部も図上での復元を可能

にしている。

本古墳は,全長約70桁 ,後円部径約46(予 ,後

円部高さ約 8術,前方部幅約22(〒,前方部高さ

約2.5(万 を測る前方後円墳を推測することが出

来る。また,前方部は後円部に比べて幅が狭 く

高さも低いことや,地形を最大限に利用 して構

築 した状況がよみ取れるものである。

噛

第

ト

M

Fig.11 トレンチ配置図
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締 土 層 名 備考 器 土 層 名 備考

暗黄福色土 67 明黄褐色土,鶴色土

必 暗黄褐色土,蔵洛土 明黄褐也■.黒褐色土

■ 暗黄褐色土,鹿沼土,明褐色プロ,夕土 69 淡鶴色土,淡灰白色粘ム イ妙 利

鑑黄褐色五 鹿沼■.暴色土 70 誨橙砂騒

5 暗黄褐色土,朗褐色|メロック土 凝尿自色土 粘質

暗策縛色二 黒色土 黄橙色土 粘質

暗費鶴色土■淡費褐色プロゥタ士 淡灰白色上.費橙色主

a 暗黄褥色土,鹿超上 暗灰 EH色土

0 暗黄禍色二 ―鹿沼■,茶禰色ブElァ ク土 暗黄白色土

賠貨褐色■,斑沼■,検灰白色粘土,決橙色粘土 76 暗黄灰色主

11 暗黄褐色主,茶衡色プロンク土 77 費褐色主

暗賓縄色土す淡褐色土 73 鉛 色■,RL■

la 暗責禍色土,暗恭脅●■ 寅鶴色土,1黒色主 濠灰自色瑞土

14 暗黄褐色土,明黄褐色五 黒黄縄色土 80 驚褐色■,I17Hlatプ ロラク土

IS 暗贅鶴色■,黄禍色プロック■ 黄鶴色と,黒黄褐色土

暗黄縫 工.黄褐色土 黄福色■1暗機色土,鹿 fg土

暗驚僑色■,1濃黒黄褐色土 舞鶴色主,景色粒子

暗資鶴色■,黒黄褐色上 84 羨黒黄褐色土

暗黄褐色土 黒黄褐色主, 鞠 色土 35 漆黒黄褐色土,黒色粒子

20 晴黄桐他土,黒黄掲色土,黒色土 86 淡黒黄鶴色土,明褐色アロッタ土

暗費褐色土,巣衰縄色主 寵沼土 87 淡黒黄協色土,淡灰白色粘土

22 曙騨絶二 韓 、艶 経子 88 黒黄褐色圭

23 1暗黄縛色■,暗福色土 89 黒黄鶴色土 黄禍色土

24 暗賛鶴色■,態褐色■,黒色粒子 90 . 黒資褐色■,黄絡色上,1淡床白色継士

25 暗責褐色■,暗褐色土,鹿・IB土 黒AtB色■,黒色主

26 暗黄機色■,浜秦鵜色主 黒黄褐色主,礎沼土

暗黄掲色■,亀脅色土 纂黄褐色■,淡灰白色粘土

暗糞鶴色二 淡灰自色粘土 暴黄褐色主,濾灰白色粘土,淡笹色粘土

一ｐ 暗黄褐色土 自色措土 鶴色土

30 暗黄鶴色土,白色粘土 飩 紐色土,黒色粒子

弱褐色ブロッタ土 得色上 現鶴色ブ0ッ ク土

32 淡明鶴色土 98 褐色土,黒色土

“

淡隅褐色主,盗囁白色粘土 ∞
一

褐色土,淡黄鶴色ブロッタ土

族朗福色土,茨茂占色粘■,淡種色粘土 鶴色土,魔沼士

明褐色ブ●ック土,鹿沼土 鶴色■,暗鶴色■

36 明翔色ブ

“

ック■,IAFA白色粘土 鴇色土;涙茶掲色上

暴色土 掛色■,族灰白色粘土

38 1黒色■,族黄褐色アロック上 一田 櫛色■,浚尿白色椎二 】鬱刑

最色土,鹿 YB■ 105 暗鵜色土

黒色主.淡床EH色粘■,流橙色粘土 106 暗褐t土′黒色粒子

嬢 縁色上 107 晴褐色土
`黒

色粒子,淡灰自色粘土

淡黄褐色プロッタ土 10B 暗褐色土,明福也プロメケ上
―
淡黄褐色土 109 階褐色土,現褐色プロ′ク土;鹿招主

鹿沼土 l10 書籠 ■,黒色土

離沼土.禁毎色アロ,夕 土 略 色土,黒色二 鹿沼土

残沼二 淡縛色主 賂 t土,鹿沼主

蔑沼土,映茶鶴色土 ぽ褐色■,淡茶掲色士

茶褐色ブロック土 鵠 色■,淡灰白色粘土

茶褐色土 1お 8tStt,漆医白色粘上,淡種色粘土

帥 茶褐色ブロ,ク土,淡灰白色粘土 暗鶴色土,白 色盤土

浜褐色上 淡秦絡色土

52 談褐色主:淡尿白色粘土 118 ,舟燕衛色土,単色土

淡咎色土,淡床白色絡土, 濠澄色粘土 災茶籍色■,明褐色プロック土

54 暗茶褐色土 感 褐色土i淡黄褐色ブ,ッ タ■

暗茶褐色主,淡戻含色絡土 た泰掲色土,決灰白色粘土

56 明泰褐色土 央茶鶴色土,4紗利

暗褐色土,自色培土混入 雫褐色土

58 瞬黄褐●土 期え自色粘土

明1費掲色■,鹿沼土 125 災灰自色絡土,小砂利

60 調黄鶴色■,鹿沼1土 i巣色土,茶絡色プ●ッタ土 12G た兵白色粘五 睡 緒主

1明黄脅色主 1鹿沼■i綾黄褐色プロウク載 127 淡灰自色粘■,濠橙●粘土,諌黄組色粘土

62 明資掲色土,鹿沼■,褐色土 128 淡箕褐色粘土

63 璃黄鶴色土,鹿沼土
=暗

鶴色土 1か 白色粘土

切責綺色■,廊沼土 ユ30 炭灰層

明黄鶴色上 黒黄福色■ 瓢

努黄掲色土,黒黄褐色土i淡灰白色粘主

日g・ 17 第6ト レンチ北登・東壁セクション図
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日g.18 第 7ト レンチ西壁セクション図 Fig.19 第 8ト レンチ東壁セクション図
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Fig.20 第 9ト レンチ西壁セクション図

トレンチ (PL 4～ 7)

トレンチの設定 (Fig.11)は ,後円部のほぼ中央に削平された部分が古墳の主軸と一致するために,

このラインを延長 して主軸 トレンチとした。主軸 トレンチには,後円部に幅 1(予,長 さ24.9行 を第 1

トレンチ,後円部から前方部に変換するくびれ部上に幅 1術,長 さ11(万 を第 2ト レンチ,前方部上か

ら南裾部分にかけて幅 1(元,長 さ29.6(万 を第 3ト レンチとして設定 した。また,こ の第 3ト レンチに

直交するように前方部上から西側斜面にかけて幅 1(T,長さ15.5(「 を第 4ト レンチとし, さらには同

じ前方部の南東部分に幅 1(「,長 さ20(予 を第 5ト レンチとして設定 した。後円部には,その西側斜面

上から裾部分にかけて幅 1(予,長 さ10(万 を第 6ト レンチとした。なお,当地の開発に際して重機によ

る焼却穴が 2箇所掘られていた。これらの穴は, ともに台地の地山層を深 く掘 り込んだもので今回の

調査に利用させていただいた。一ヶ所は,西狽1く びれ都の裾付近でありその北壁の上層状況を第 7ト

レンチとして, もう―ヶ所は,後円部の北西部でその東壁の上層状況を第 8ト レンチとした。さらに

は,こ の第 8ト レンチを延長する形で,後円部の痕跡や周溝の存在を確認するために幅 1+万,長 さ

8術 を設定 して第 9ト レンチとした。

第 1ト レンチ (Fig。 12)に おいては,後円部中央の削平された西壁をベースとして掘 り下げを行なっ

た。基底面 (地 山層)ま での確認には至らなかったが,部分的に約 2(万 まで深掘 りを行ない土層状況

を確認 した。その結果,基本的には黒色土 。責褐色土の互層であり,部分的に白色粘土・鹿沼土ブロッ

ク上の混入など多彩な変化を見せている。層序は,南半部でレンズ状にほぼ平行積みとし,北半部で

はやや乱れている。墳頂付近においては壁面の風化が著 しく,土層の細分には至らなかったが,広範

囲にわたる乱れを感 じ取れるものであった。また,こ の後円部の西半部の墳頂には幅 1～ 2行の範囲

に多量の小円礫が散乱 していた。後円部の北側約 3分の 1は既に湮滅 しており,現在はその撹乱土 (切

り崩 し上)が残土としてまた,墳丘上が風化 して流れだしている。

第 2ト レンチ (Fig.13)は ,後円部 と前方部の変換点 (く びれ部)を 中心 とし,北側の後円部側

で約 3(7,南側の前方部で約 2(「 まで掘 り下げて地山層までを確認 した。その結果,黒色土や責褐色

土を基調とする互層ではあるが,後円部から徐々に広が りを示 しつつ積み上げている状況を把握 した。

12
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また,変換点 (く びれ部)付近には厚い白色粘上の堆積を確認 した。同 トレンチにおいては,標高約

39.5(予上に地山層である黒色土とローム土を検出した。この黒色土中からは,唯―の トレンチ内出土

遺物として弥生土器片 2点 を検出している。

第 3ト レンチ (Fig。 14)は ,前方部の裾部 と周溝の有無についてを主 とした。その結果,標高約

37術付近で前方部の裾の立ち上が りを確認 した。裾部は地山 (ロ ーム層)を削 りだしており,旧表土

である黒色上の上には黄褐色土や白色粘土をレンズ状に積み上げている。また,周滞についてはその

存在を肯定するものではなかった。

第 4ト レンチ (Fig。 15)は ,前方部の西半部の状況を明らかとした。それは,旧表上である黒色

上の上に黄褐色土や白色粘土をレンズ状に積み上げ,特に斜面付近においては粘質土を多用 している

ことが判明した。また,標高約39怖以下は地山層であるが,丹念に標高約37術 まで削 りだしているこ

とがわかった。同 トレンチにおいても周溝は確認できなかった。

第 5ト レンチ (Flg。 16)は ,第 3ト レンチとともに前方部の裾と周溝確認のために設定 したもの

である。その結果,第 3ト レンチと同様に標高約37(「付近で裾部の立ち上が りを確認 した。裾は,地

山 (ロ ーム層)を 削 りだしていることや重機によって削平された土砂の堆積が広範囲にわたって特に

南側に集中していることを確認 した。また,周溝を確認するには至らなかった。

第 6ト レンチ (Fig,17)は ,後円部の斜面から裾部にかけての状況を調査 したものである。その

結果,標高約39術付近に旧表土を確認 し,こ の上に後円部の盛 り土がなされていることが半」明した。

盛 り上はレンズ状に互層積みとなっており,部分的に白色粘土や鹿沼土ブロックを混入した土塊を積

み上げている。また,地山の削 りだしは標高約37(万付近から始まっていることを確認 した。周溝につ

いては確認できなかった。

第 7ト レンチ (Fig。 18)と 第 8ト レンチ (Fig。 19)は , ともにその層序は地山層そのものであ り

人為的な変化を認めるものではなかった。

第 9ト レンチ (Fig。 20)は ,第 8ト レンチをさらに北に延長 して後円部の周溝を調査するために

設定 した。その結果,部分的に後世の撹乱を見いだしたものの,古墳の周溝を確認するには至らなかっ

た。さらには,同 トレンチを中心として 2(万 間隔で12ヶ 所のボーリング調査を試みたが,結果は同じ

でローム層を確認 したに過ぎなかった。

｀
主

退 物 (趾 働

本調査によって得 られた遺物のほとんどは表採資料であるが,わずかに弥生土器 (Fig。 22-16)

のみが トレンチ内の黒色土中 (十日表土 )よ りの出土である。出土遺物は,縄文土器 (4点 ),石製品 (3

点),弥生土器 (20点 ),土師器 (13点 )で総数40点 を数えるがそのほとんどが小破片であるために図

化 しがたいものであった。縄文土器 (Fig。 21-1～ 4)と 石製品 (Fig.21-5～ 7)は縄文時代中

期を主とするものであり,弥生土器 (Fig.22-1～ 18)は弥生時代後期のものである。土師器 (Fig。 22

-19)は ,前方部の西斜面において表採された古式土師器 (五領期)の壼形土器である。顎部は直立

気味に立ち上が り,日縁部はラッパ状に大きく外反する。本古墳の時期推定には有力な資料である。
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日g.21 遺物実測図 (1)
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Fig.22 遺物実測図 (2)
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/Jヽ 結

今回の調査によって,本古墳の全体像を把握することが出来た。それは,県西地域において全長約

70(万 を測る前方後円墳の存在 と, しかも台地縁辺部の自然地形を有効に利用 した古墳の築造技術を垣

間見ることが出来た。古墳は,前方部において標高約39缶付近から1行前後の盛 り上を行ない,後円

部においてもやはり標高約39イ万付近から約 6メ ー トル前後の盛 り上が考えられるものである。これら

の盛 り上は,墳丘の基底面を整形 した切 り上や古墳の東西に見られる全形の整形 (台地の掘削など)

によったものと思われる。特に,東側の地形からは強 く感 じとれるものがある。また,後円部に比べ

て前方部が未発達であり周溝を持たないこと,築造技術の観点,遺物の状況などにより本古墳には古

墳時代前期末～中期初頭の様相を強 く受けとれるものである。また,北に隣接する台畑古墳 (Fig.23)

よりも先行することは確かであろう。

本古墳の時期決定には,埋葬施設の問題などもあり速断しがたいものがあるが,後円部の墳頂部に

散乱する小円礫などには注目したいものがある。しかし,現状ではその可能性が少なくなっているこ

とは歪めない事実である。

」口
占
卸
Φ
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(後円部 )

(前方部 )

|>

自|ロ

=l  c
(後円部 )

E F
45.OM(前方部 )
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日g.23 台畑古墳測量図 (昭和60年測量 )
Fig.24 灯火山古墳測量図
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PL-1 調査地

遺跡遠景 (中央部分 )

遺跡近景 (南から)∞場



PL-2 調査地

後円部 (南 から)

前方部 (北 から)
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東側くびれ部 (北 から)
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PLi 3 調査前

幹群1韓鐸|

(北西から)

後円部西側の墳丘状況 (南から) 後円部東側の墳丘状況

(北 から) 前方部東側の墳丘遺存状況 (北 から)



PL-4 調査前・ トレンチ
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一
西側くびれ部 (北 から)

第 1ト レンチの南側土層状況

後田部西側斜面の状況 第 1ト レンチの中央部土層状況

第 1ト レンチの北側土層状況



PL-5 トレンチ

トレンチの状況 (南 から)

第 3ト レンチの土層状況 (前方部の裾部分 )

第 5ト レンチ (北西から)

第 3ト レンチ (南 から)

判Ⅲ―.ゞ■・

第 5ト レンチの上層状況 (前方部の裾部分 )

L
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|■|||||■ |||●|■
第 4ト レンチの状況 (西 から)

FL-6 勝防ンチ

第 4ト レンチの土層状況
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第 6ト レンチの状況 (面 から)
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第 6ト レンチの上層状況
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議

第 アトレンチの土層状況 第 gト レンチの土層状況



PL― フ トレンチ・調査風景

第 9ト レンチの状況 (南 から) 第 9ト レンチの上層状況

ボーリング調査風景 (後 円部北側 ) 後円部北側・調査前 (北 から) 後円部北側・調査前 (北 から)

後円部北側・調査前 (東 から)

調査風景 (第 2ト レンチ排土・他 )
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PL-8 遺 物

磯 /

遺物出土状況 (第 2ト レンチ内出上)
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