
【主要参考文献】

【調査報告書】

井守徳男・久保弘幸・松岡千寿2002『勝手野古墳群』兵庫県文化財調査報告第239冊　兵庫県教育

委員会

海連博史2002『善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』7旧練兵場遺跡・

四国学院大学構内遺跡・菊塚古墳　善通寺市教育委員会

海遽博史・渡連淳子ほか2003a『善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』

8菊塚古墳・三井遺跡　善通寺市教育委員会

海遵博史・渡遵淳子ほか2003b『四国学院大学構内遺跡』善通寺市埋蔵文化財発掘調査団・善通

寺市教育委員会

海遵博史・渡連淳子ほか2004『善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』

9菊塚．古墳・善通寺市旧境内・善通寺陣所跡・旧連兵場遺跡　善通寺市教育委員会

香川県教育委員会2003『香川県中世城館跡詳細分布調査報告』

香川県教育委員会2005『香川県の近代化遺産一香川県近代化遺産（建造物等）総合調査報告書－』

片桐孝浩1992『川津元結木遺跡』中小河川大束川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　香

川県教育委員会

片桐孝浩1997「讃岐の土師器」『研究紀要』Ⅴ　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

片桐孝浩2002『原間遺跡』I四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第39冊　香川

県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センタ一

国木健司1993『生野本町遺跡発掘調査報告書』香川県教育委員会

笹川龍一1983『五条遺跡発掘調査報告書』善通寺市教育委員会

笹川龍一1985『彼ノ宗遺跡』弘田川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　善通寺市教育

委員会

笹川龍一1986『仙遊遺跡発掘調査報告書』旧練兵場遺跡仙遊I地区　善通寺市教育委員会

笹川龍一1988『九頭神遺跡発掘調査報告書』九頭神遺跡発掘調査団・善通寺市教育委員会

笹川龍一1989a『稲木遺跡』県道西日方善通寺線樫薮踏切除却工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書　稲木遺跡発掘調査団

笹川龍一1989b『仲村廃寺』善通寺市教育委員会

笹川龍一1991『月信遺跡』県営畑地帯総合整備事業善通寺西部地区碑殿農道建設に伴う埋蔵文化

財発掘調査報告書　月信遺跡発掘調査団

笹川龍一1992『史跡有岡古墳群（王墓山古墳）保存整備事業報告書』善通寺市教育委員会

笹川龍一1993a『御館神社古墳発掘調査報告』善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告書1　善通寺市教育委員会

笹川龍一1993b『史跡有岡古墳群（宮が尾古墳）調査報告』史跡有岡古墳群（宮が尾古墳）保存整備事

業に伴う発掘調査報告書　善通寺市教育委員会

笹川龍一1993C『永井遺跡発掘調査報告書』都市計画道路大通線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調

査報告書　善通寺市埋蔵文化財発掘調査団

笹川龍一1994『青龍古墳発掘調査報告書』善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調

査報告書2　善通寺市教育委員会

笹川龍一1995『九頭神遺跡・宮が尾古墳隣接地調査報告書』善通寺市内遺跡発掘調査事業　に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書3　善通寺市教育委員会

笹川龍一ほか1996『香色山山頂遺跡群発掘調査報告書』善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵

文化財発掘調査報告書4　善通寺市教育委員会　1996年

笹川龍一ほか1997『史跡有岡古墳群（宮が尾古墳）保存整備事業報告書』善通寺市教育委員会
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笹川龍一1999『山南遺跡・彼ノ宗遺跡発掘調査報告書』善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵

文化財発掘調査報告書5　善通寺市教育委員会

笹川龍一2001『鉢伏山北東麓遺跡群・菊塚古墳発掘調査報告書』善通寺市内遺跡発掘調査事業に

伴う埋蔵文化財発掘調査報告書6　善通寺市教育委員会

笹川龍一ほか2003『史跡有岡古墳群（野田院古墳）保存整備事業報告書』善通寺市教育委員会

佐藤竜馬1997「7世紀讃岐における須恵器生産の展開」『研究紀要』Ⅴ　財団法人香川県埋蔵文化

財調査センター

佐藤竜馬2003『生野南口遺跡』香川県教育委員会

角南聡一郎ほか2001『旧練兵場遺跡』市営西仙遊町住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

善通寺市・（財）元興寺文化財研究所

角南聡一郎ほか2002『旧練兵場遺跡』特別養護老人ホーム仙遊荘建替に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書　善通寺市・（財）元興寺文化財研究所

竹村忠洋・太田宏明・海連博史編2003『八十塚古墳群の研究』関西大学文学部考古学研究室・

芦屋市教育委員会

西岡達哉編1989『稲木遺跡』四国横断自動車道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第6冊　香

川県教育委員会

西岡達哉編1995『龍川四条遺跡』四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第15冊

香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

西岡達哉編1997『旧練兵場遺跡』国立善通寺病院看護学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報第

1冊　香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

西岡達哉編1998『旧練兵場遺跡』国立善通寺病院看護学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報第

2冊　香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

信里芳紀2002『小谷窯跡・壕谷古墳』高松東ファクトリーパーク造成事業に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

廣瀬常雄1994『金蔵寺下所遺跡・西碑殿遺跡』四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告第10冊　香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

松本岩雄ほか1999『上塩冶築山古墳の研究』島根県古代文化センター

松本和彦・宮崎哲治2000『雄山古墳群』県道高桧大越坂出線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告　香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

桧本豊胤・森本義臣・東原輝明1983『王墓山古墳調査概報』善通寺市教育委員会

桧本敏三1987『県道西日方善通寺線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』昭和61年度　善

通寺市・香川県教育委員会

真鍋昌宏ほか1987『中村遺跡・乾遺跡・上一坊遺跡』四国横断自動車道路建設に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告第1冊香川県教育委員会

真鍋昌宏・渡部明夫1987『矢ノ塚遺跡』四国横断自動車道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査実績

報告書第3冊　香川県教育委員会

真鍋昌宏2003『山南遺跡』県営住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　香川県教育委員会・財

団法人香川県埋蔵文化財調査センター

森　格也2003『北原2号墳・北原遺跡』県道観音寺善通寺線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告　香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

森下英治1996『旧練兵場遺跡』Ⅲ　平成7年度国立善通寺病院内発掘調査報告香川県教育委員会

森下英治2001「善通寺市旧練兵場遺跡における弥生土器の編年と地域性の検討（上）」『研究紀要』

Ⅸ　財団法人香川県埋蔵文化財調査センター

安田和文・笹川龍一1984『仲村廃寺発掘調査報告』旧練兵場遺跡内　善通寺市教育委員会
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渡部明夫1990『永井遺跡』四国横断自動車道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査実績報告書第9冊

香川県教育委員会

渡部明夫・森格也・古野徳久1997「打越窯跡出土須恵器について」『研究紀要』Ⅴ　財団法人香川

県埋蔵文化財調査センター

渡遽淳子・海連博史ほか2005『善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』

10善通寺市旧境内・善通寺陣所跡・四国学院大学構内遺跡・菊塚古墳・樽池西手山頂墳3号

善通寺市教育委員会

【論文ほか】

安藤文良編1974『古瓦百選』讃岐の古瓦　美巧社

安藤文良1987「歴史時代・古瓦」『香川県史』第13巻　資料編考古　香川県

井上和人2003「古代土器製作技法考再説一近畿地方の瓦器椀・土師器杯類と丸底嚢－」

『文化財論叢一奈良文化財研究所創立50周年記念論文集－』Ⅲ

岡林孝作1994「木棺系統論」『橿原考古学研究所論集』11吉川弘文館

金田善敬1999「古墳時代後期の鉄釘にみられる地域間交流」『国家形成期の考古学一大阪大学考

古学研究室10周年記念論集－』真陽社

川畑　聴1996『讃岐の古瓦展』高松市歴史資料館

新編香川叢書刊行企画委員会1983『新編香川叢書』考古篇　香川県教育委員会

柴垣勇夫2001「装飾付須恵器の器種と分布」『考古学ジャーナル』476　ニューサイエンス社

柴垣勇夫2003「装飾付須恵器と特殊須恵器」『考古資料大観』3弥生・古墳時代土器Ⅲ　小学館

角南聡一郎2003「讃岐近世～近代の砂糖竃」『民具集積』四国民具研究会

善通寺市1977『善通寺市史』第一巻

田中彩太1978「古墳時代木棺に用いられた緊結金具」『考古学研究』第25巻第2号　考古学研究会

田辺昭三1981『須恵器大成』角川書店

中世土器研究会編1995『概説中世の土器・陶磁器』真陽社

辻　美紀1999「古墳時代中・後期の土師器に関する一考察」『国家形成期の考古学一大阪大学考

古学研究室10周年記念論集－』真陽社

寺沢　薫1986

究所

西　弘海1979

藤井直正1983

矢原高幸1973

山田邦和1998

山田邦和2001

「論考　畿内古式土師器の編年と二・三ノ問題」『矢部遺跡』奈良県橿原考古学研

「西日本の土師器」『世界陶磁全集』2日本古代　小学館

「讃岐国古代寺院の研究」『藤澤一夫先生古希記念論集　古文化論叢』

『善通寺市の古代文化』善通寺市

『須恵器生産の研究』学生社

「装飾付須恵器の時期編年」『考古学ジャーナル』476　ニューサイエンス社
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写真図版



善通寺旧境内　図版1

1．第1・2トレンチ
遠景（北東から）

2，第3・4トレンチ
遠景（東から）
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3．第5トレンチ遠景（南西から）
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4．第6トレンチ遠景（南東から）



図版2　善通寺旧境内

6．第5トレンチ全景（南東から）

1．第1トレンチ全景
（南東から）

3．第2トレンチ全景（北東から）

J
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7．第6トレンチ全景（南東から）



1．調査区遠景（南西から）

2．調査区南東部（東から）

善通寺陣所跡　図版3



図版4　善通寺陣所跡

一86－

1．調査区北壁（南西から）

2．北壁遺構面（南東から）

3．北壁遺構面深掘
（南西から）



旧善通寺僧行社　図版5

1．調査区遠景（東から）

2．調査区北壁（南から）

3．調査区全景（東から）
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図版6　菊塚古墳

1．遠景（南西から）
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2．遠景（西から）

3．主体部現況（北西から）



菊塚古墳（第1トレンチ）図版7

3．拡張区南壁（北から）
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図版8　菊塚古墳（第2トレンチ）

5．調査区遠景（北東から）
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菊塚古墳（第3トレンチ）図版9

1．周溝完掘状況
（南西から）

2．トレンチ東部
（南西から）

3．周溝検出状況（南東から）
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4．調査区遠景（北西から）



図版10　菊塚古墳出土遺物
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菊塚古墳出土遺物　図版11

菊塚古墳主体部出土大型器台
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図版12　樽池西手山頂墳3号
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1．平成16年度調査前
（南東から）

2．落葉除去後（南から）

3．平成17年度調査前
（南から）



樽池西手山頂墳3号　図版13
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図版14　樽池西手山頂墳3号
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樽池西手山頂墳3号　図版15

1．玄室（南西から）

2．玄室（南東から）
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図版16　樽池西手山頂墳3号

1．仕切石と閉塞石
（西から）

2．閉塞部より玄室を望む（南から）

3．奥壁より開口部を望む
4．仕切石と閉塞石
5．閉塞石と開石部



樽池西手山頂墳3号　図版17

1．玄室　人骨出土状況
（北西から）

2．撹乱土中遺物出土状況
（南東から）

3．羨道部遺物出土状況
（東から）
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図版18　樽池西手山頂墳3号
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1．玄室遺物出土状況
（南から）

2．玄室床面遺物出土状況
（南から）

3．玄室床面敷石検出状況
（南から）



樽池西手山頂墳3号　図版19

1．土器・鉄釘出土
状況（南から）

4．鉄釘出土状況（D（No．27・南東から）
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図版20　樽池西手山頂墳3号

1．前庭部全景（南から）
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樽池西手山頂墳3号　図版21

2．北トレンチ全景（北から）

3．北トレンチ西壁周溝土居（北東から）
4．前庭部墳丘裾（西から）
5．前庭部墳丘裾遺物出土状況（南から）

1．北トレンチ全景
（南東から）



図版22　樽池西手山頂墳3号

1．西トレンチ全景
（北西から）
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4．調査地理戻し状況
（南から）



樽池西手山頂墳3号出土土器　図版23



図版24　樽池西手山頂墳3号出土土器
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樽池西手山頂墳3号出土土器　図版25
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図版26　樽池西手山頂墳3号出土鉄器
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樽池西手山頂墳3号出土鉄器　図版27

石突・鉄釘X線写真
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発行年月日 平成18 （2006）年 3 月31日

ふ　り　が な

所収遺跡名
所在地

コード番号
北緯 東経 調査期間 調査面積 調査原因

市町村 遺跡番号

ぜん　　つう　　　じ
善　 通　 寺
きゅう　　けい　　だい
旧　 境　 内

善通寺市善通

寺町3－5

2048

0002 34014′35〝 133046′26〝
20060110－

20060112
30．1Id

善 通 寺

市内遺跡

発掘調査

事　　 業

（遺跡確認

調査事業）

ぜん　　つう　　　じ善　 通　 寺

じん　　しょ　　あと
陣　 所　 跡

善通寺市善通

寺市3－3－1
0530 34013′18〝 133046′19〝

20060112－

20060113
56．9Id

きゅうぜん　つう　じ
旧 善通寺
かい　　こう　　しゃ
倍　 行　 社

善通寺市文京

町2－1－1
0515 34013′30〝 133042′35〝

20050905－

20050906
1．7Id

きく　づか　こ　ふん菊塚 古墳
善通寺市善通

寺町字大池東
0012 34012′35〝 133046′15〝

20050831－

20050930
46．5適

たる　いけ　にし　て樽池 西手
さん　ちょう　　ふん
山　 頂　 墳
さん　　　　　　ごう
3　　　 号

善通寺市善通

寺町字伏見奥
0383 34012′30〝 133046′53〝

20050210～
20050310
20051101－
20051201

26．2Id

所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

善通寺旧境内 寺院
－ －

縄文土器・瓦

土器・陶磁器

善通寺陣所跡 寺院
－ －

瓦・土器

旧善通寺

借行社

近代化

遺産
明治 借行社基礎

－
「たたき」工法使用確認

菊塚古墳 古墳 古墳時代 墳丘裾、周溝 須恵器 ・周溝埋没自然木
前方部墳丘盛土検出

後円部周溝幅確認

樽池西手

山頂墳3号
古墳 古墳時代

横穴式石室

周溝、墓道
須恵器・土師器・鉄釘 閉塞石 ・人骨2体分出土



善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う
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善　通　寺　陣　所　跡

旧善通寺倍行社

菊　　塚　　古　　墳

樽池西手山頂墳3号

平成18（2006）年3月31日

発　行　　善通寺市教育委員会

〒765－0013　香川県善通寺市文京町二丁目1番4号
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裏表紙写真：樽池西手山頂墳3号出土土器集合

奥付イラスト：菊塚．古墳出土器台付装飾壷



報告書仕様

紙質　表紙：レザック　215kg　こそめ

本文：マットコート　76．5kg

写真図版・扉：マットアート　93．5kg

見返し：タント　N－8130kg

写真図版175線
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