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序      文

　ひたちなか市は，茨城県の中央部からやや北東に位置し，県都水戸市に接し
た那珂川河口部左岸の人口約 16 万人の街です。
　当市は，東京から約 110 ｋｍの距離にあり，観光スポットである国営ひたち
海浜公園，建設中の重要港湾「茨城港常陸那珂港区」，生産量日本一である干し
いも，県内有数の那珂湊漁港，電機・機械等の工場群など，農工商がバランス
よくそろい将来性が見込まれる街であります。
　市域には，太平洋を望む約 13 ｋｍの海岸線が続き，内陸には那珂川をはじ
めとした河川が流れ，その流域は原始・古代から人々の生活の場として栄え，
３百数十箇所の集落跡・古墳・城館跡などの遺跡が確認されています。
　十五郎穴横穴墓群は，彩色壁画を有する国指定史跡の虎塚古墳に隣接した東
中根の台地緑辺部に，約１ｋｍの範囲に築かれた古代の墳墓群です。横穴墓群
はいくつかの支群に分けられており，昭和 15 年に館出支群の一部が，茨城県指
定史跡に指定されており，戦後になり幾度かの発掘調査が行われ，昭和 55 年頃
は約 170 基の横穴墓が確認されておりました。
　同横穴墓群は，東日本を代表する横穴墓群と考えられ，横穴墓の分布範囲と
全体基数の確認や虎塚古墳とのかかわりなど，調査すべきいくつかの課題が提
示されておりました。このため，文化庁の指導を受けて，平成 19 年度から試掘・
確認調査及び測量調査を実施することになり，平成 26 年まで各種調査を実施し
てまいりました。平成 23 年度には，館出支群の未開穴の１基を発掘調査し，正
倉院宝物と同形とみられる刀子や大刀，人骨などの遺物が多数出土しました。
　今回の確認調査により，全体で 274 基もの横穴墓が確認され，また未確認を
含めたその数を算出すると，総数が 500 基を超え，東日本最大級の横穴墓群で
あることが判明し，貴重な知見と大きな成果を上げることができました。私ど
もはこのような貴重な郷土の文化遺産を保存し，適切な活用を図り，子孫へと
伝えていかなければなりません。
　本報告書は，これらの調査の成果をまとめたものであり，学術的な研究資料
としてはもとより，郷土の歴史と文化に対する理解を深めるとともに，教育の
向上の一助として広くご活用いただければ幸いです。
　最後になりますが，今回の調査や報告書刊行にあたり，快く調査のご承諾を
頂きました地権者様や関係各位，また，調査にご指導・ご協力頂きました茨城
県教育庁総務企画部文化課をはじめとする皆様に心から感謝申し上げます。

平成 28 年 10 月
ひたちなか市教育委員会

教育長　木下　正善　 
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2　試掘・確認調査及び整理，報告書作成は，ひたちなか市教育委員会が国庫補助事業として，公益財団法人ひたちなか
市生活・文化・スポーツ公社に委託して実施した。　         

3　試掘・確認調査は，2007 ～ 2009 年度はひたちなか市教育委員会が実施し，2010 年度以降の試掘・確認調査および整
理報告は，ひたちなか市教育委員会総務課文化財室の指導のもとに，公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ
公社の文化課文化財調査事務所が実施したものであり，組織は次のとおりである（2016 年９月現在）。
理 事 長 永盛 啓司
副 理 事 長 木下 正善
常 務 理 事
兼 局 長 鈴木 隆之　　横須賀 重夫

事務局次長 大和田 幸治
理 事 杉山 和子　　大和田 健　　綱川 正　　永井 喜隆　　鈴木 一成　　加藤 恭子　  須藤 雅由
監 事 武藤 猛　　安 智範

文 化 課
文化財調査
事 務 所

参 事 兼 課 長 西野 均
副 参 事 兼 所 長 鈴木 素行
課 長 補 佐 佐々木 義則　　　　　
係 長 稲田 健一
嘱 託 菊池 順子

 4　試掘・確認調査の従事者は次の通りである。
　　2007 ～ 2009 年度
　　　調査員：住谷光男・石井 篤・栗田昌幸（市教育委員会文化課）
　　　調査補助員：河合 匠，栗原昌子，小池 清，飛田とし子，根本 潤，深井 昌，渡部和夫
　　2010 年度以降
　　　調査員：稲田健一（公社）
　　　調査補助員：石井雅志，海老原四郎，菊池順子，坪内治良，廣水一真，福原雅美，矢野徳也，渡辺恵子
 5　整理作業及び本書の作成に従事したものは，次の通りである。
　　　稲田健一，菊池順子，桐嶋美子，栗田昌幸，後藤みち子，佐々木義則，佐藤富美江，鈴鹿八重子，鈴木素行，　　

　 西野陽子
６　地形測量および横穴墓の測量，遺物の出土状況の計測は，有限会社 三井考測に委託した。
７　人骨の形質学的分析は，九州大学比較社会文化研究院基層構造講座に依頼し，岩橋由季氏ほかの皆様（下記参照）　
　　に玉稿をいただいた。
８　人骨の DNA 分析は，北里大学医学部に依頼し，覚張隆史氏・ライアン・シュミット氏・太田博樹氏に玉稿をいただいた。
９　人骨の年代測定と出土鉄製品の樹種同定は，パリノ・サーヴェイ株式会社に委託した。
10　出土鉄製品の X 線 CT 調査は，奈良文化財研究所と株式会社 日立製作所に依頼し，髙妻洋成氏にご協力をいただき，
　　高木寛之氏に玉稿をいただいた。　
11　出土鉄製品の X 線写真撮影には，福島大学行政政策学類考古学研究室と菊地芳朗氏にご協力いただいた。
12　出土した漆片と思われるものの分析については，松井敏也氏と奥山誠義氏にご協力いただいた。
13　出土大刀については，黒済和彦氏に玉稿をいただいた。
14　出土鉄釘については，岡林孝作氏と福田さよ子氏に玉稿をいただいた。
15　出土刀子については，吉澤 悟氏と城倉正祥氏にご指導いただいた。
16　本書は，稲田健一が編集した。
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Ⅰ　遺跡の概要

１　遺跡の位置と環境

１　遺跡の位置

ひたちなか市は，茨城県のほぼ中央の太平洋岸に位置

する。東は太平洋に面し，西は那珂市，南は那珂川を境

に水戸市・大洗町，北は東海村と接している。当市は，

平成６年 11 月１日に勝田市と那珂湊市が合併した市で

ある。市域は，東西約 13 ㎞・南北約 11 ㎞で，総面積は

99.93 ㎢，人口は約 16 万人である。 

十五郎穴横穴墓群は，ひたちなか市のほぼ中央に位置

し，字名では大字が中根，小字が指渋と館出に所在する。

ひたちなか市域の地形は，那珂台地，那珂川段丘，砂

丘，沖積低地の４つの地形面に大別できる。十五郎穴横

穴墓群は，沖積低地を望む標高 30 ｍ前後の那珂台地の

斜面部に位置する。遺跡の東側には本郷川が流れ，その

流れは狭小な支谷を縫うように北上する。本郷川の流れ

は南で中丸川に合流し，さらに国道 245 号線湊大橋付近

で市域の南端を流れる那珂川に合流する。那珂川河口か

らは，直線で約４㎞の位置となる。

　十五郎穴横穴墓群は，那珂川支流の本郷川から樹枝状

に伸びた谷によって形成された，３つの台地それぞれの

凝灰岩層の崖面に造られている。凝灰岩は，通称「部田

野石」と呼ばれる大きな軽石を含む岩で，場所により固

さの強弱がみられる。横穴墓群の範囲は，本郷川に沿っ

て約１㎞の広がりを持つ。

遺跡の現況は，災害等による斜面の崩落や樹木等によ

る腐葉土の堆積により，岩盤が直接観察出来る範囲が少

なく，横穴墓の大半が埋没している状況と考えられる。

　２　周辺の遺跡

十五郎穴横穴墓群周辺には，多くの遺跡が確認されて

いる。第２図は，当遺跡を中心として，約３km 以内の

範囲に分布する遺跡を 25,000 分の１の地図に記したも

のである。遺跡は，那珂川，中丸川，本郷川に臨む台地

の縁辺部にほぼ連続するように分布していることがわか

る。

ここでは，周辺に分布する遺跡を時代ごとにみること

により，当遺跡の歴史的位置を考えたい。

旧石器時代　　後野遺跡や三反田下高井遺跡で石器の

集中地点が，差渋遺跡で礫群が，道理山遺跡・柳沢十二

所遺跡・廻り目遺跡・鷹ノ巣遺跡・部田野西原遺跡・君

ヶ台遺跡・東中根清水遺跡等で石器が確認されている。

縄文時代　　那珂川及び中丸川，本郷川に臨む台地縁

辺部に連なるように 60 の遺跡が分布する。当地域での

縄文時代の調査は，貝塚を中心に調査が行われてきた。

当地域で一番古い時期に形成された貝塚としては，前

期の道理山貝塚がある。道理山貝塚では，花積下層式を

含む関山式が主体的に出土している。貝はヤマトシジミ

ガイを主体とする。

当地域で最大級の貝塚として，三反田蜆塚貝塚がある。

時期は，前期の関山式，中期の加曽利Ｅ３・４式，後期

の称名寺・堀之内１・２式・加曽利Ｂ１・２式に形成さ

れている。貝の他に約 72 種類の食用とした動物の骨も

出土している。

中・後期の貝塚としては，上ノ内貝塚や宮前貝塚，君第１図　遺跡の位置

十五郎穴横穴墓群
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Ⅰ　遺跡の概要

第２図　十五郎穴横穴墓群の位置と環境（Ａ～Ｃ：十五郎穴横穴墓群／ 1 ～ 106の遺跡番号は第1表に対応する／［茨城　
　　県2001］を一部修正・加筆）
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第１表　周辺遺跡一覧表　

＜第１表凡例＞「時代」P：旧石器時代　J：縄文時代　Y：弥生時代　 K：古墳時代　N：奈良・平安時代　T：中世

番号 遺　跡　名
時　　代

Ｐ Ｊ Ｙ Ｋ Ｎ Ｔ

A 十五郎穴横穴墓群
指渋支群 ○ ○

B 十五郎穴横穴墓群
館出支群 ○ ○

C 十五郎穴横穴墓群
笠谷支群 ○ ○

1 道理山古墳群 ○
2 道理山貝塚 ○
3 道理山遺跡 ○ ○ ○ ○
4 寺前古墳 ○
5 寺脇遺跡 ○ ○ ○
6 大田房遺跡 ○ ○
7 柳沢十二所遺跡 ○ ○ ○ ○ ○
8 御所内Ⅰ遺跡 ○ ○ ○
9 御所内Ⅱ遺跡 ○ ○ ○
10 鍛冶屋遺跡 ○ ○
11 前方遺跡 ○ ○ ○
12 坂ノ上遺跡 ○ ○ ○ ○
13 宮前古墳群 ○
14 下高井遺跡 ○ ○ ○ ○ ○
15 柳沢原山遺跡 ○ ○ ○ ○
16 天王前遺跡 ○ ○ ○ ○
17 三反田古墳群 ○
18 上高井遺跡 ○ ○ ○
19 高井古墳群 ○
20 三反田上河原遺跡 ○ ○
21 三反田遺跡 ○ ○
22 蜆塚西貝塚 ○
23 三反田蜆塚貝塚 ○
24 三反田蜆塚遺跡 ○ ○ ○
25 峪遺跡 ○ ○ ○
26 三反田新堀遺跡 ○ ○ ○
27 飯塚前遺跡 ○
28 新平遺跡 ○ ○ ○
29 内手遺跡 ○ ○
30 新堤横穴墓群 ○
31 新堤遺跡 ○ ○
32 小谷金遺跡 ○ ○ ○ ○
33 小谷金東遺跡 ○ ○ ○ ○
34 部田野富士山遺跡 ○ ○ ○ ○
35 部田野古墳群 ○
36 部田野西富士山遺跡 ○ ○ ○ ○
37 部田野横穴墓群 ○
38 上ノ内遺跡 ○ ○ ○
39 上ノ内貝塚 ○
40 宮前貝塚 ○
41 尼ヶ袮館跡 ○
42 尼ヶ袮遺跡 ○ ○ ○
43 釜神山遺跡 ○ ○
44 宮後遺跡 ○ ○ ○
45 鷹ノ巣遺跡 ○ ○ ○ ○ ○
46 部田野西原遺跡 ○ ○
47 差渋遺跡 ○ ○ ○ ○
48 中浦見遺跡 ○ ○
49 石沢遺跡 ○ ○ ○
50 西浦見遺跡 ○ ○ ○
51 北西原遺跡 ○ ○ ○

番号 遺　跡　名
時　　代

Ｐ Ｊ Ｙ Ｋ Ｎ Ｔ

52 部田野狢Ⅰ遺跡 ○ ○
53 部田野狢Ⅱ遺跡 ○ ○
54 部田野狢Ⅲ遺跡 ○ ○
55 部田野山崎Ⅰ遺跡 ○ ○ ○ ○
56 部田野山崎Ⅱ遺跡 ○ ○ ○ ○
57 山崎遺跡 ○
58 前原Ａ遺跡 ○ ○
59 西並木下遺跡 ○ ○ ○
60 前原Ｂ遺跡 ○ ○ ○
61 馬渡古墳群 ○
62 前原Ｃ遺跡 ○ ○
63 西下宿南遺跡 ○ ○
64 馬渡古墳群 ○
65 本郷東遺跡 ○ ○ ○
66 本郷西遺跡 ○ ○ ○
67 馬渡下宿西遺跡 ○
68 馬渡中宿西遺跡 ○ ○ ○
69 指渋遺跡 ○ ○ ○ ○
70 虎塚古墳群 ○
71 下原遺跡 ○
72 北谷遺跡 ○ ○ ○
73 中根北谷北遺跡 ○ ○ ○ ○
74 君ヶ台遺跡 ○ ○ ○ ○ ○
75 君ヶ台貝塚 ○
76 笠谷古墳群 ○
77 館出遺跡 ○ ○ ○ ○
78 笠谷遺跡 ○ ○
79 大和田遺跡 ○ ○ ○ ○
80 東中根清水遺跡 ○ ○ ○ ○ ○
81 中根城跡 ○
82 東中根堂山遺跡 ○
83 野沢前遺跡 ○ ○ ○ ○
84 石光遺跡 ○ ○ ○
85 中根中区古墳群 ○
86 中根中区遺跡 ○
87 西中根遺跡 ○ ○
88 宮前遺跡 ○ ○
89 柴田遺跡 ○
90 枯松戸遺跡 ○ ○
91 中根塙遺跡 ○ ○
92 中根富士山遺跡 ○
93 深谷津遺跡 ○
94 後野遺跡 ○ ○
95 西谷津遺跡 ○ ○ ○
96 後谷津遺跡 ○
97 大山館跡 ○
98 馬渡遺跡 ○
99 向野Ｂ遺跡 ○ ○
100 馬渡埴輪製作遺跡 ○
101 向野Ａ遺跡 ○
102 西谷津北遺跡 ○ ○ ○
103 向野Ｅ遺跡 ○ ○ ○
104 向野Ｄ遺跡 ○ ○ ○
105 馬渡上宿西遺跡 ○ ○
106 大沼経塚 ○
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Ⅰ　遺跡の概要

ヶ台貝塚等がある。上ノ内貝塚では，中期の阿玉台式・

加曽利ＥⅠ式・加曽利Ｅ２～４式が出土している。貝は

ハマグリを主体とする。宮前貝塚はＡ地点とＢ地点に分

かれ，Ａ地点からは後期の曽谷式と安行１式が，Ｂ地点

からは後期の堀之内１・２式と加曽利Ｂ１～３式が出土

している。貝はヤマトシジミガイを主体とする。

晩期の貝塚としては，大田房貝塚等がある。大田房貝

塚では，大洞Ｃ２式の住居跡 1 基が調査されている。

弥生時代　　縄文時代同様，台地縁辺部に連なるよう

に 48 の遺跡が分布する。

中期の遺跡には，中期後半と推定される住居跡５基

が検出したとされる新堤遺跡（傾斜窪遺跡）や土器棺墓

が検出した柳沢十二所遺跡，差渋遺跡，笠谷遺跡等 14

の遺跡が確認されている。当遺跡に近接する差渋遺跡は，

発掘調査により弥生土器を伴う土壙 32 基，土器棺墓２

基，炉穴１基，土坑 10 基が検出されている。出土した

土器の時期は「足洗式直前」に相当するとされる。

後期の遺跡は多く，東中根式土器や十王台式土器を

伴う住居跡が確認されている。当遺跡の台地上西側には，

後期前半の東中根式土器の標式遺跡である「東中根遺跡

群」が位置する。「東中根遺跡群」は，指渋・館出・笠谷・

大和田・東中根清水・東中根堂山・野沢前遺跡の総称で

ある。大和田遺跡は現在までに５次の調査が実施され，

住居跡５基やそれらを取り巻く環状の溝が確認されてい

る。鷹ノ巣遺跡や部田野山崎Ⅰ・Ⅱ遺跡では，発掘調査

により十王台式土器を伴う住居跡が検出されている。

古墳時代　　縄文・弥生時代とほぼ同様の場所に 73

の遺跡が分布する。

集落跡では，前期の外来系土器を主体とする三反田遺

跡や，三反田遺跡下の水田域に位置し，長さ約 10 ｍの

丸木船２艘と前期の土器が出土した上河原遺跡，中期の

鍛冶工房跡５基を検出した三反田下高井遺跡などがあ

る。当遺跡の対岸の台地上に位置する鷹ノ巣遺跡では，

後期の住居跡 22 基を確認し，内 12 基が長軸６ｍ以上の

大型住居跡で占められる特徴がある。鷹ノ巣遺跡のほぼ

東隣に位置する宮後遺跡でも，後期の７ｍを超える大型

住居跡が確認されている。

古墳は，主に河川を望む台地縁辺部に，道理山古墳群，

寺前古墳，宮前古墳群，三反田古墳群，高井古墳群，ぼ

んぼり山古墳，部田野古墳群，馬渡古墳群，虎塚古墳群，

笠谷古墳群，中根中区古墳群が点々と分布する。古墳の

時期は，前期の可能性のある寺前古墳を除くと，６世紀

以降の時期に比定される。笠谷古墳群は，現在前方後円

墳２基，円墳８基から成る古墳群である。第６号墳は，

全長約 43 ｍの前方後円墳である。埋葬施設は，後円部

に横穴式石室が存在しており，石室内からは馬具等が出

土した。時期は６世紀後半とされる。笠谷古墳群に続い

て，虎塚古墳群が形成される。虎塚古墳群第１号墳（以

下，「虎塚古墳」）は，全長約 56 ｍの前方後円墳で，埋

葬施設の横穴式石室にはベンガラによる彩色が施される

装飾古墳である。時期は７世紀前葉とされ，市内で最後

の前方後円墳である。

集落跡と古墳以外には，当遺跡の前を流れる本郷川の

上流に５世紀後半から６世紀の時期の馬渡埴輪製作遺跡

が存在する。

奈良・平安時代　　前の時代に比べ確認されている遺

跡数が若干少なく，59 の遺跡が分布する。

集落跡として東中根清水遺跡では，８世紀第２四半期

から 10 世紀にかけての住居跡 19 基，掘立柱建物跡１

基，版築遺構１ヵ所が確認されている。掘立柱建物跡周

辺からは瓦片も出土している。鷹ノ巣遺跡では，８世紀

第１四半期から９世紀にかけての住居跡 20 基が確認さ

れている。注目されるのは，８世紀第２四半期の長軸

8.61 ｍを測る大型住居跡の存在や，８世紀第３四半期の

住居跡から出土した「山田文マ子夜児」の箆書の文字瓦

があげられる。宮後遺跡では，９基の住居跡が確認され，

奈良時代の円面硯や平安時代の銭貨「隆平永寶」が出土

している。三反田下高井遺跡では，８世紀から 10 世紀

の住居跡 99 基，掘立柱建物跡２基が確認され，円面硯，

風字硯，緑釉陶器，灰釉陶器，帯金具などが出土している。

横穴墓は，館山横穴墓群，新堤横穴墓群，部田野横穴

墓群が確認されているが，詳細は不明で，当遺跡との関

連は検討できない。

生産遺跡は製鉄跡と瓦窯跡がある。製鉄跡の後谷津遺

跡は，長方形箱形炉が確認され，時期は８世紀前半頃に

位置づけられている。当遺跡の北側約５km に位置する

瓦窯跡の原の寺瓦窯跡と奥山瓦窯跡では，窯跡や工房址

が確認され，８世紀前葉から中葉にかけて瓦や須恵器が

生産されている。これらの生産遺跡の製品は，水戸市の

台渡里遺跡群に供給されたものと考えられている。　
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2　十五郎穴横穴墓群の研究・調査歴

このように当遺跡周辺には，旧石器時代から平安時代

まで各時代の遺跡が多く存在していることがわかる。ま

た，谷を挟んで東側の台地上の鷹ノ巣遺跡の集落や，本

郷川上流の生産遺跡は，立地や時期から当遺跡との関連

性が重要視される。

２　十五郎穴横穴墓群の研究・調査歴

１　名前の由来

　十五郎穴横穴墓群の「十五郎穴」という名前の由来は，

地元に伝わる昔話の登場人物「十郎・五郎」という二人

の兄弟の名に由来する［勝田市史編さん委員会 1974］。

「十郎・五郎」という人物は，鎌倉時代の父の仇討ちの

物語である『曽我物語』に登場する。地元に伝わる物語

では，「十郎・五郎」が仇討ちの後，追っ手を逃れて横

穴墓に逃げ隠れていたと言うことから「十五郎穴」と名

前が付いたとされている。この「十郎・五郎」の物語は，

江戸時代末の水戸藩の小宮山楓軒が記した文献に見られ

ることから，約 200 年以上前から伝わる物語と考えられ

る。ちなみに，虎塚古墳群の「虎」は，十郎と関係する

女性の「虎御前」の名前に由来する。

　２　遺跡の周知

　十五郎穴横穴墓群についての記述は，古くは江戸時代

の 1763（宝暦 13）年に久方蘭渓が著した『松岡郡鑑』や，

1807（文化 4）年頃に編纂された小宮山楓軒の『水府志料』

に登場する。『水府志料』は水戸藩士の小宮山が水戸領

全域の地誌をまとめた書物で，十五郎穴横穴墓群につい

ては「十郎岩屋」と題して紹介されている。小宮山はそ

の後も当遺跡について「中根村石窟考」を著し，その中

で当遺跡を墓と考え，横穴墓の規模や被葬者像等にも言

及している。「横穴」が「墓」であるということが考古

学界で認められるのは，1897（明治 30）年代以降のこ

となので，江戸時代にすでに墓と考察していた小宮山に

は，その見識の高さが窺える。当遺跡については，その

後も栗田維良の『事蹟雑纂』や，大内義比の「常陸國那

珂郡中根村に於ける横穴」『考古界』［大内 1908］等の

江戸から明治時代の文献にも記載が見られる。

　1924（大正 13）年１月頃，石材採掘のため横穴墓の

一部が破壊され，さらに継続採掘される事態が生じた。

この場所は，第８図の館出支群Ⅰ区と思われる。この

事態に対して，大内義比らが採掘反対の要望を提出し，

採掘は中止となる。これを契機として，1925（大正 14）

年８月１日に「保旧会」が組織される。この会は後に「中

根村史跡保存会」となり，この会の活動が県指定史跡認

定に重要な役割を果たすこととなる［佐藤 2004］。

1940 年代には横穴墓の測量などの調査が実施される

ようになる。塙瑞比古は，1940（昭和 15）年３月 11 日

の県指定史跡の認定（館出支群Ⅰ区）に際し，館出支群

と指渋支群の横穴墓の配置図や主要横穴墓の測量を実施

している。この調査を踏まえて，当遺跡は「県下希にみ

る横穴群」であり，多くの横穴墓の密集と「個々の横穴

が比較的に既往の破壊を免れて」いると評価し，指定

の理由とした。1942（昭和 17）年には，石井周作が横

穴墓の測量調査を実施し，その著書『古墳研究』［石井

1942］に約 50 頁もの論考を記し，館出支群の貴重な写

真も掲載した。

３　調査歴

　十五郎穴横穴墓群における調査は，1950（昭和 25）

年に井上義らによって未開口で確認された館出支群第

32 号墓が最初となる。この調査では，玄室内から銅装

黒作大刀１口，釘 36 点，把手状金具４点，羨道部から

須恵器 40 点が出土している。また，翌年の 1951（昭和

26）年にも未開口の館出支群第 33 号墓が調査され，玄

室内から火葬骨，刀子２口，鉄鏃 30 数点，鉄釘数点，

羨道部から須恵器 49 点が出土している［佐藤 1974］。

　1972 年には，虎塚古墳の関連調査として，館出支群

とその上部に位置する墳丘（旧虎塚古墳群第２号墳）の第３図　『考古界』に掲載された「館出支群」　
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測量調査が実施された。この測量図には，館出支群の横

穴墓の配置や番号，墳丘の形や周溝が記録されている（第

７図）が，刊行物として公表されていない。

　1976（昭和 51）年から 1980（昭和 55）年には，指渋

３　十五郎穴横穴墓群の支群名称

　支群の名称については，過去の報告文に様々な表記が

あり，やや混乱が生じている。

　最初の表記と思われるものには，1940年の茨城県指定

の際に，「第１区横穴群」，「第２区横穴群」，「第３区横

穴群」という３つの支群名が付されている。場所につい

ては，文章から推測すると，「第１区横穴群」が第８図の

館出支群Ⅰ区，「第２区横穴群」が指渋支群Ⅵ区，「第３

区横穴群」が館出支群Ⅶ区の地点となる。

　1966年発行の［伊東1966］の文献には，「十五郎穴は，

勝田市中根の東面する台地端に，（途中省略）70餘の横

穴墓群であり，さらに二つの支群に分けることができる。

これを私は，南側のものを獅子ヶ舞墓群，北側のものを

八重崎墓群とよびたい」とある。場所については，文献

の中で館出支群Ⅰ区第32号墓について「八重崎墓群の南

端」としているので，八重崎墓群は第８図の館出支群Ⅰ

区となろう。獅子ヶ舞墓群についてはどの地点を指すの

か文章からは判断できない。

　1981年発行の『十五郎穴横穴群発掘調査報告書』[大塚・

小林1981]では，字名から「館出支群」・「指澁支群」・「獅子

舞支群」と呼称している。場所については，「館出支群」

が第８図の館出支群Ⅰ区，「指澁支群」が指渋支群Ⅵ区と

なる。「獅子舞支群」については，現在この小字を確認す

ることが出来ず，字名から場所を特定することできない

が，報告文に「（指澁支群）119号は獅子舞支群と近接し

ていて、いままで獅子舞支群と呼んでいたものは、指澁

支群と連続して存在する可能性」があるとしていること

から，「獅子舞支群」は指渋支群Ⅲ区付近と考えられる。

「獅子舞支群」がこの地点となると，館出支群の北側とな

り，館出支群の南側とされる伊東氏の「獅子ヶ舞墓群」と

は場所が異なる。

　2005年度に市教育委員会が行った分布調査では，北か

ら「指渋支群」・「館出支群」・「館出南支群」・「笠谷支群」と

された。「笠谷支群」については文献に登場したことがな

（旧虎塚2号墳）

虎塚古墳

墳丘

指渋支群

館出支群

笠谷支群

第４図　横穴墓の分布範囲と支群の位置

支群において，勝田（現：ひたちなか）市と明治大学が

発掘調査を実施し，119 基の横穴墓を調査している［大

塚・小林 1981］。

　

　

く，「笠谷古墳群」の台地斜面部に位置することから，通

称「笠谷支群」と呼称していた。

　以上のように，当横穴墓群の支群の名称は多数存在し，

わかりづらい状態にあった。今回の調査の結果，横穴墓

の分布範囲が，谷津によって大きく３つの地区に分布す

ることがわかったことから，この３つの地区を支群とし，

名称を付すこととなった。各支群の名称は，字名を基準

とすることが妥当と考えたが，当概地区の字名は「指渋」

と「館出」しかない［志田1978］。そこで，北側の支群を「指

渋支群」，中央の支群を「館出支群」と字名を採用し，南

側の支群は字名の「館出」ではなく，台地上の笠谷古墳群

との関連を考慮し「笠谷支群」とした。よって，支群名は

第４図のように，「指
さ し ぶ

渋支群」，「館
たてだし

出支群」，「笠
か さ や

谷支群」

と呼称する。

註３

註２

註１
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４　十五郎穴横穴墓群各支群の本調査前の状況

４　十五郎穴横穴墓群各支群の本調査前の状況

第５図　指渋支群と虎塚古墳の位置図（［大塚・小林1981］に加筆）　

　ここでは，本調査前の各支群の状況について記述する。

調査前の 2005 年にひたちなか市教育委員会が確認した

横穴墓の基数は，指渋支群で 120 基，館出支群で 45 基，

笠谷支群で 16 基の合計 181 基であった。

　１　指渋支群

　指渋支群は，当横穴墓群の北側の舌状台地崖面に位置

する。支群の範囲は，谷津と本郷川に面する崖面に広く

分布する。台地上には，虎塚古墳が存在する。1940 年

の報告には，当支群が「中根第２区横穴群」と称され，

中根村史跡保存会による調査で 31 基の横穴墓の存在と

２基の実測図が報告されている［塙 1940］。1976 年か

ら 1980 年には，旧勝田市と明治大学によっ

て発掘調査が実施され，119 基の横穴墓が確

認されている（第５図）［大塚・小林 1981］。

横穴墓は地形によって，第１～ 38 号墓，第

39 ～ 107 号墓，108 ～ 113 号墓の３つの密集

がみられ，その他に距離を置いて６基の横穴

墓が点在する。横穴墓については，南側から

東側に開口し，小型横穴墓を伴う。特徴的な

玄室構造については，矩形平面形で奥壁に平

行して低い無縁棺座を設けるもの（第 32・

38・44・81・85・119 号墓）や高い棺座を設

けるもの（第 76 号墓），側壁と平行して低い

無縁棺座を設けるもの（第 57 号墓）がある。

矩形平面形で奥壁に平行して低い無縁棺座を

設けるものとして，第 81 号墓は壁に軒表現

の削り出しがみられ，天井部はドーム形を呈

する。壁面の加工は非常に丁寧で，表面が平

坦に仕上げられている。その隣に位置する第

85 号横穴墓は，第 81 号墓同様に軒表現の削

り出しはみられるが，天井部はアーチ形で，

壁面には肋状に加工痕が残る。この二つの横

穴墓は，台地の先端部の目立つ場所に位置し，

玄室構造から当横穴墓群の初現期のものと考

えられ，天井形や加工痕から第 81 号墓が古

く，第 85 号墓へと変遷すると推測される。

２　館出支群

　館出支群は，指渋支群との間に小さな谷津を挟んで南

側の台地崖面に位置する。本調査以前は，横穴墓の確認

状況から，台地北側を「館出支群」，台地南側を「館出

南支群」と区別していた。

　「館出支群」は，1940 年に県指定史跡となった地区で，

指定地の管理者には，地域の人々で結成された「中根村

史跡保存会」の名が記されている。指定から 10 年後の

1950 年には，未開口の第 32 号墓が，翌年の 1951 年に

は第 33 号墓が調査されている［伊東 1966，佐藤 1974］。

横穴墓については，ほぼ南東側に開口し，小型横穴墓を

伴う。玄室構造については，平面形は矩形でアーチ形天

井のものが基本で，軒表現と思われる削り出しがみられ
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るものが１基（第 14 号墓）存在する。また，第 33

号墓の玄室内には低い棺座が確認されている。

　「館出南支群」では調査歴はなく，横穴墓の一部

は個人宅の物置や建物建設に伴う工事で削平や改変

をうけている。本調査前の現地での観察では，横穴

墓玄室内の構造が平天井と思われる大型の横穴墓の

存在が指摘されていた。

　３　笠谷支群

　笠谷支群は，館出支群と深い谷津を挟んで西側に

対面する舌状台地の先端部に位置する。本調査以前

に調査歴はなく，横穴墓の一部は個人宅の庭や物置

として改変をうけている。台地上には，古墳時代後

期に造られた笠谷古墳群が存在する。　

第６図　指渋支群の初現期と思われる横穴墓（［大塚・小林1981］）

墳丘（旧虎塚２号墳）

第７図　1972年に作図された「館出支群」と墳丘の位置図（黒線：上段／青線：下段）　
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５　調査の経緯と概要

　１　調査の経緯

　十五郎穴横穴墓群については，かねてより国指定史跡

へ向けての動きがあり，文化庁からの指導を受け，横穴

墓の分布範囲・基数の確定のほか，最古の横穴墓や同横穴

墓群築造展開のストーリー，そして虎塚古墳群とのかか

わりなど，いくつかの課題が提示され，その解決方法が

模索されてきた。

　2007年度から文化庁の補助を受けて確認調査等に着手

し，同年度は虎塚２号墳の調査を行い，十五郎穴横穴墓

群の性格等を把握するための調査の第一歩とした。これ

に続けて2008年度より分布調査及び地形測量が開始され，

その成果をもとに2010年度から分布範囲及び基数の確定

を行うことを目的として確認調査を実施していくことと

なった。調査は2014年度まで継続された。

　

　２　調査の目的と方法

　調査の目的は，横穴墓の分布範囲と基数を確認し，さ

らに当横穴墓群の性格を明らかにすることにある。調査

の方法では，まず遺跡全域（約187,000㎡）にわたり分布

調査と地形測量を実施し，次に埋没している横穴墓を確

認するためのトレンチによる確認調査を行った。

　分布調査は，地形測量のための下草刈りを兼ねて実施

し，対象地域全域を踏査した。

　地形測量は，有限会社三井考測に委託し，３次元測量

によって50㎝間隔の３次元等高線図を作成した。

　確認調査は，全域にわたる表土除去は不可能なため，

開口している横穴墓の周辺や，測量調査の際に地形的に

横穴墓があるのではないかと推定した地点を調査対象と

し，トレンチを設定した。また，当横穴墓群の性格を明

らかにするため，トレンチ調査で確認された一部の横穴

墓について，発掘調査や玄室等の実測調査も併せて実施

した。さらに，館出支群Ⅰ区直上に位置する墳丘（旧虎

塚２号墳）の測量とトレンチによる調査，虎塚古墳と笠

谷古墳群の測量調査を実施し，当横穴墓群との関係性を

探った。

　なお，確認調査を実施した場所については，自然地形

の小谷津を境界として，便宜的に第８図のように各支群

内を区分し，ローマ数字を配した。また，館出支群と笠

谷支群で確認した横穴墓の番号については，将来確認さ

れる横穴墓を考慮し，支群ごとの通し番号ではなく，地

区ごとに確認した順に配し，表記を支群名・地区名・番号

（例：「館出支群Ⅰ区第１号墓」）とした。

　３　各年度の調査の概要

（１）2007年度

・調査期間：2008年２月26日～３月13日

・内容：館出支群Ⅰ区墳丘（旧虎塚２号墳）を対象とし，

墳丘及び周溝の測量とトレンチ調査を実施した。

（２）2008年度

・調査期間：2009年２月19日～６月５日

・内容：指渋支群Ⅰ～Ⅵ区の分布調査と地形測量を実施

し，新たに横穴墓２基を確認した。

（３）2009年度

・調査期間：2009年10月28日～ 2010年３月15日

第２表　十五郎穴横穴墓群における調査経過
年  度 分布・地形測量 確 認 調 査 発 掘 調 査・実 測 調 査

2007（平成 19）年度 − 館出支群Ⅰ区墳丘（旧虎塚２号墳） −
2008（平成 20）年度 指渋支群Ⅰ～Ⅵ区 − −
2009（平成 21）年度 館出支群Ⅰ～Ⅲ区 − −
2010（平成 22）年度 館出支群Ⅳ～Ⅷ区 指渋支群Ⅰ～Ⅴ区，館出支群Ⅰ区 −
2011（平成 23）年度 笠谷支群Ⅳ区 館出支群Ⅱ区 館出支群Ⅰ区第 35 号墓
2012（平成 24）年度 笠谷支群 館出支群Ⅲ～Ⅷ区 −
2013（平成 25）年度 虎塚古墳周辺 笠谷支群 −

2014（平成 26）年度 指渋支群の北側 −
館出支群Ⅰ区第 32・33 号墓，同Ⅲ区
第５号墓，同Ⅶ区第３号墓，笠谷支群
Ⅴ区第 13 号墓，同Ⅵ区第１号墓

註４
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Ⅰ　遺跡の概要

第８図　指渋支群・館出支群・笠谷支群調査区設定図（赤点は横穴墓）
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５　調査の経緯と概要

2007年度の調査風景　館出支群Ⅰ区墳丘（旧虎塚2号墳）

2011年度の調査風景　館出支群Ⅰ区第35号墓

2011年度館出支群Ⅰ区第35号墓現地説明会

・内容：館出支群Ⅰ～Ⅲ区の分布調査と地形測量を実施

し，新たに４基の横穴墓を確認した。

（４）2010年度

・調査期間：2010年６月１日～６月４日，11月16日～　　

2011年１月21日

・内容：館出支群Ⅳ～Ⅷ区の地形測量と分布調査と，指渋

支群Ⅰ～Ⅴ区と館出支群Ⅰ区のトレンチによる確認調査

を実施した。その結果，分布調査で９基の横穴墓を，確

認調査で１基の横穴墓を新たに確認した。

（５）2011年度

・調査期間：2011年10月12日～ 2012年３月23日

・内容：笠谷支群Ⅳ区周辺の地形測量と分布調査，館出支

群Ⅱ区のトレンチによる確認調査，館出支群Ⅰ区第35号墓

の発掘調査を実施した。館出支群Ⅱ区では，９基の横穴

墓を新たに確認した。館出支群Ⅰ区第35号墓の発掘調査

では，人骨や大刀，刀子などの遺物が多数出土し，２月11
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Ⅰ　遺跡の概要

日に開催した現地説明会では，485名の参加者があった。

（６）2012年度

・調査期間：2013年１月17日～３月15日

・内容：笠谷支群の地形測量と分布調査，館出支群Ⅲ～Ⅷ

区のトレンチによる確認調査を実施した。その結果，笠

谷支群の分布調査で３基の横穴墓を，館出支群Ⅲ～Ⅷ区

の確認調査で28基の横穴墓を新たに確認した。

（７）2013年度

・調査期間：2013年12月３日～ 2014年３月20日

・内容：虎塚古墳およびその周辺の地形測量，笠谷支群の

トレンチによる確認調査を実施した。その結果，笠谷支

群で36基の横穴墓を新たに確認した。

（８）2014年度

・調査期間：2014年10月23日～ 2015年３月20日

・内容：指渋支群の北側の地形測量と分布調査，館出支群

でⅠ区第32号墓，Ⅰ区第33号墓，Ⅲ区第５号墓，Ⅶ区第

３号墓の実測調査，笠谷支群でⅤ区第13号墓とⅥ区第１

号墓の実測調査を実施した。
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註
註１　場所が異なる件について，伊東が「南側のものを獅子ヶ舞墓群，　

　　北側のものを八重崎墓群」とした文章で，南側と北側の表記が誤っ

　　ていたと仮定して，「北側のものが獅子ヶ舞墓群、南側のものを八

　　重崎墓群」と訂正すると，ほぼ同じ場所を示すことになる。

註２　「笠谷」という字名は，台地上ではなく，台地下の低地に付けられ

　　ている字名なので，「笠谷古墳群」という名称がどういう経緯で付け

　　られたのかは不明である。

註３　「館出」の字は，土地の登記簿などをみると「舘出」と表記されてい

　　るため，正確には「舘」の字を使用するべきではあるが，これまでの

　　報告で「館出」という表記が一般的に使用されてきたため，「館出」と

　　いう表記とした。

註４　工期延長のため，６月まで実施した。
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１　指渋支群

Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

１　指渋支群

指渋支群は，当遺跡の中で北側に位置する（第９図）。

台地上には，虎塚古墳やひたちなか市埋蔵文化財調査セ

ンターが存在する。指渋支群では，1976年から1980年に

かけて119基の横穴墓が調査されており，当横穴墓群で

唯一，複数の横穴墓の状況を知ることが出来る支群で

あった。

今回の調査では，自然地形の小谷津を境界として，便

宜的に北から順にⅠ区からⅥ区を設定し，報告を行う。

確認された横穴墓の番号については，館出支群や笠谷支

群では調査区ごとに番号を付したが，指渋支群では過去

の調査ですでに番号が付けられており，今回の調査で新

たに確認された横穴墓も少数であったため，混乱を避け

るために過去の通し番号を採用することとした。

１　Ⅰ区（第10図）

当地区では，分布調査で横穴墓の存在が予想された窪

地に，トレンチ２箇所を設定して調査を行った。その結

果，窪地は人為的なものではなく自然地形であることが

判明した。また，凝灰岩の岩盤も軟質で，横穴墓を構築

するには不適な場所であることから，横穴墓の存在はな

いものと判断した。

補足調査として，当支群の谷津を挟んで北側の台地の

一部で地形測量と分布調査を実施したが，この地点でも

横穴墓の存在は確認できなかった。

２　Ⅱ区（第10・13図）

当地区は，分布調査によって横穴墓１基を確認した地

区である。確認した横穴墓の近くには，太平洋戦争時に

構築された地下壕（SX１）が存在する。トレンチは横穴

墓周辺を含め５箇所を設定し，調査を実施した。

Ⅱ区第121号墓　　玄門部の天井が崩落し開放した状

態で確認された。また，羨道部東側は用水路工事によっ

て削られている。羨道部は埋没し，玄室内には土砂が流

入している。羨道部のみ埋土を除去した結果，玄門部か

ら羨道部にかけて排水溝を確認した。玄室形態は平面形

が逆台形，横断面形がアーチ形と思われる。主軸方位

はN−52°−Wで，南東方向に開口する。羨道部前の約

１ｍ低い地点から，須恵器のフラスコ形瓶１点と凝灰岩

ブロックが多数出土した。須恵器はほぼ完形で，底部付

近のみ破損しており，その破片が周辺から出土しないこ

指渋支群遠景（南東方向から）
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物
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第９図　指渋支群全体図（赤点は横穴墓）
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１　指渋支群
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第10図　指渋支群Ⅰ・Ⅱ区（赤点は横穴墓／青数字はトレンチ番号）

とから，意図的に壊

したものと考えられ

る。時期は，球形の

体部と口頸部の高

さ，口縁部の形状か

ら，７世紀中葉のも

のと比定される。多

数出土した凝灰岩ブ

ロックは，閉塞の際

に使用された可能性

がある。

トレンチ調査　　

第１号トレンチで

は，東側の岩盤が用

水路設置工事の際に

重機で削られている

ことがわかった。第

２・４・５号トレンチ

では，横穴墓を造る

ために必要な固さの

凝灰岩が確認できな

かった。第３号トレ

ンチは，丘状の小さ

な高まり部分に設定

した。掘り下げの結

果，その高まりが凝

灰岩の削りクズであ

ることがわかった。

厚さは最大で約150

㎝ある。これは，太

平洋戦争時の地下壕

SX1の掘削に伴う残

土と思われる。

当 地 区 で は， 第

121号墓周囲に横穴

墓があるかどうかを

調査したが，新たに

横穴墓を確認するこ

とはできなかった。

また，第121号墓よ
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

指渋支群Ⅰ区１トレ

指渋支群Ⅰ区２トレ
玄室

（羨道部）

調査区

1

2

1
2

S

S

 

C D

C D

A
B

A
B

P1

2m0

S
S

S

S S S

S

S
S
S

S S

L=6.60m

L
=6
.6
0m

第11図　指渋支群Ⅱ区第121号墓実測図・遺物出土状況図

指渋支群Ⅱ区第121号墓確認状況１

指渋支群Ⅱ区第121号墓確認状況２

指渋支群Ⅱ区第121号墓玄室 指渋支群Ⅱ区第121号墓遺物出土状況

堆積覆土
第１層：暗褐色土層（径５㎝程度の凝灰岩ブロック多量含む　締まりなし）
第２層：暗褐色土と灰色粘土の混合層（径５㎝程度の凝灰岩ブロック・明
　　　　褐色粘土ブロック少量含む　締まり・粘り強くあり）
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１　指渋支群

１　台帳：121 号墓 P1　材質：須恵器　器種：フラスコ形長頸瓶　残存：ほぼ完形，底面の一部欠失　法量：口径 8.0，体部最大径 14.7，器高（21.8），口
頸部高 7.7 ～ 8.3　色調：外面灰白（5Y8/1）～灰オリーブ色，内面灰白（2.5Y6/1）～灰オリーブ色　胎土：砂（白微）技法等：ロクロナデ，回転ヘラ削り。
頸部に沈線を配し，口縁は複合口縁を呈す。体部を輪積み成形し上部を閉塞。横位に置き孔を穿ち頸部を接合。口頸部の内外面と体部の一部に灰オリーブ
色の自然釉が掛かる。　使用痕：口縁端部の一部が欠失している　備考：湖西窯産か。底面は人為的に破壊されている。

第12図　指渋支群Ⅱ区第121号墓出土遺物

り北の地区に横穴墓を造るために必要な固さの凝灰岩も

確認できなかった。よって，第121号墓を当横穴墓群で

確認できる北端と判断した。ただし，地下壕SX1が横穴

墓を転用した可能性は残る。

３　Ⅲ区（第13図）

当地区には，過去の調査で確認された指渋支群第120

号墓があるため，その周辺や分布調査で横穴墓の可能性

を指摘した地点に３箇所トレンチを設定して調査を実施

した。

Ⅲ区第120号墓　　当横穴墓は，1976年から1980年の

調査時に確認され，横穴墓を保護する方法を調査するた

め，玄門部周辺を薬剤で固める処置が施された横穴墓で

ある。玄室はやや大型で，横断面形がドーム形と思われ

る。

トレンチ調査　　３箇所にトレンチを設定して調査を

行ったが，新たな横穴墓は確認できなかった。第１・２

号トレンチでは，岩盤に石切の際の「矢穴」を確認した。

よって，時期は近代と思われるが，当場所が石切場であっ

たことを確認した。

４　Ⅳ区（第14図）

当地区は，過去に調査された指渋支群第118・119号墓

が存在する場所である。第118号墓は小型の横穴墓，第

119号墓はやや大型の横穴墓で玄室床面には奥壁に並行

して低い屍床がみられる。第119号墓の玄門部には凝灰

10cm0
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

指渋支群Ⅱ区１トレ東側 指渋支群Ⅱ区１トレ南側

指渋支群Ⅱ区２トレ 指渋支群Ⅱ区３トレ

指渋支群Ⅱ区４トレ 指渋支群Ⅱ区５トレ

指渋支群Ⅱ区SX１ 指渋支群Ⅱ区SX１内部
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１　指渋支群
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岩板石による閉塞がみられる。

これらの横穴墓の北側の崖面は，斜面ではなくほぼ垂

直で，石の固さの強弱が原因なのか，激しく凸凹した崖

面となっていることから横穴墓の構築は困難で，既知の

２基以外には横穴墓はないと判断した。
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

指渋支群Ⅲ区１トレ

指渋支群Ⅲ区１トレ矢穴部分

指渋支群Ⅲ区２トレ

指渋支群Ⅲ区３トレ

指渋支群Ⅲ区第120号墓 指渋支群Ⅲ区第120号墓玄室（手前上は蜂の巣）

指渋支群Ⅲ区２トレ矢穴部分
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１　指渋支群
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第14図　指渋支群Ⅳ・Ⅴ区
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５　Ⅴ区（第14図）

当地区は，過去に調査された指渋支群第116・117号墓

が存在する場所である。２基ともに調査後埋め戻されて

いる。なお，第116号墓の玄門部には凝灰岩板石による

閉塞がみられる。

トレンチは既知の横穴墓周辺で，分布調査で横穴墓の

可能性を指摘した地点４箇所にトレンチを設定して調査

を行ったが，新たな横穴墓は確認できなかった。

なお，当地区には，太平洋戦争時の防空壕SX２が存

在する。

６　Ⅵ区（第15図）

当地区は，斜面部のほぼ全面の埋土を除去し横穴墓を

調査している地点で，指渋支群第１～ 115号墓が確認さ

れている。調査後は横穴墓保護のため全面にシートが張

られていたため，地形測量はシートを外して実施した。

測量と併せて各横穴墓の写真撮影を行ったが，横穴墓は

シートにより良好な状態を保っていた。また，測量の際

に，新たに第122号墓を確認した。

Ⅵ区第 122 号墓　　標高約７ｍの場所で，玄門部と

思われる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明で

ある。

７　小結

指渋支群での調査では，分布調査により新たに２基の

横穴墓が確認された。よって，指渋支群の横穴墓総数は，

122 基となった。
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

指渋支群Ⅳ区 指渋支群Ⅳ区第118・119号墓

指渋支群Ⅳ区第119号墓埋め戻し状況

指渋支群Ⅴ区１・２トレ

指渋支群Ⅴ区第116・117号墓埋め戻し状況

指渋支群Ⅴ区３トレ

指渋支群Ⅴ区４トレ

指渋支群Ⅳ区第119号墓玄室

118

119

116
117
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１　指渋支群
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

指渋支群Ⅵ区遠景 指渋支群Ⅵ区第81号墓周辺

指渋支群Ⅵ区第44号墓周辺 指渋支群Ⅵ区第28号墓周辺

指渋支群Ⅵ区第11号墓周辺 指渋支群Ⅵ区第111号墓周辺

指渋支群Ⅵ区第122号墓確認状況 指渋支群Ⅵ区第114・115号墓

114

115



–25–

１　指渋支群

指渋支群Ⅵ区第11号墓１ 指渋支群Ⅵ区第11号墓２

指渋支群Ⅵ区第17号墓１ 指渋支群Ⅵ区第17号墓２

指渋支群Ⅵ区第38号墓１ 指渋支群Ⅵ区第38号墓２

指渋支群Ⅵ区第44号墓１ 指渋支群Ⅵ区第44号墓２
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

指渋支群Ⅵ区第57号墓１ 指渋支群Ⅵ区第57号墓２

指渋支群Ⅵ区第76号墓 指渋支群Ⅵ区第78号墓１

指渋支群Ⅵ区第78号墓２ 指渋支群Ⅵ区第81号墓１

指渋支群Ⅵ区第81号墓２ 指渋支群Ⅵ区第85号墓
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２　館出支群

　館出支群は，当遺跡の中央に位置する（第16図）。台地

上には畑が広がり，縄文時代から平安時代の土器の散布

が認められる指渋遺跡が存在するが，その詳細は不明で

ある。また，Ⅰ区には，「虎塚２号墳」と称される墳丘が

存在する。今回はこの墳丘についても調査を実施してお

り，その報告については４節に記載する。本調査以前に

確認していた横穴墓の数は45基である。

　調査では，指渋支群同様に自然地形の小谷津を境界と

して，便宜的に北から順にⅠ区からⅧ区を設定し，報告

を行う。確認された横穴墓の番号については，調査区ご

とに番号を付した。

　

　１　Ⅰ区（第17図）

　当地区は，茨城県の史跡指定を受けている地区である。

発掘調査は，1950年にⅠ区第32号墓で，1951年にⅠ区第

33号墓で実施され，また，1972年には全体図作成の測量

調査が実施されている。この測量調査で，横穴墓に１～

31の番号（第７図）が付されているため，今回の調査でも

それを踏襲した。ただし，Ⅰ区第26号墓については確認

できないため，欠番としている。また，Ⅰ区第34号墓に

ついても，過去の調査でⅠ区第33号墓を「第34号墓」と称

して報告している文献があり，混乱を避けるために欠番

とした。

　当地区では，分布調査で４基の横穴墓（Ⅰ区第38 ～ 41

号墓）を確認した。また，確認調査では，トレンチを５

箇所設定し，調査後に埋没していたⅠ区第33号墓と，新

規横穴墓を１基（Ⅰ区第35号墓），さらにⅠ区第１～ 31

号墓前の平場で，近代の石切に伴うと思われる遺構を確

認した。ここでは，新たに確認した横穴墓と，1972年の

調査に記載のないⅠ区第36・37号墓，トレンチ調査の結

果を報告する。なお，Ⅰ区第32・33・35号墓については，

第Ⅲ章で報告する。

　Ⅰ区第36号墓　　標高約13ｍの場所で，羨道部と玄

門部の上部を確認した。主軸方位はＳ−７°−Ｗである。

玄室構造は，カメラによる確認では，平面形長方形，横

断面形アーチ形と思われる。羨門部からの主軸長は約2.9

ｍを測る。

　Ⅰ区第37号墓　　標高約13ｍの場所で，玄門部の上

部を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅰ区第38号墓　　標高約８ｍの場所で，玄門部の上部

を確認した。主軸方位はＮ−14°−Ｗである。玄室構造は，

カメラによる確認では，平面形長方形，横断面形アーチ

形と思われる。玄門部からの主軸長は約1.5ｍを測る。

　Ⅰ区第39号墓　　標高約８ｍの場所で，玄門部の上部

を確認した。主軸方位はＮ−69°−Ｗである。玄室構造

は，カメラによる確認では，平面形長方形，横断面形ドー

ム形と思われる。玄門部からの主軸長は約1.8ｍを測る。

　Ⅰ区第40号墓　　標高約８ｍの場所で，玄門部の上

２　館出支群

館出支群遠景（北東方向から）
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館出支群Ⅰ区第12号墓周辺館出支群Ⅰ区

館出支群Ⅰ区第12号墓 館出支群Ⅰ区第25号墓周辺

館出支群Ⅰ区第９号墓玄室（奥壁に梵字あり） 館出支群Ⅰ区第14号墓玄室

館出支群Ⅰ区（1970年代） 館出支群Ⅰ区（1970年代）
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館出支群Ⅰ区第36号墓確認状況 館出支群Ⅰ区第36号墓玄室

館出支群Ⅰ区第37号墓確認状況 館出支群Ⅰ区第38号墓確認状況

館出支群Ⅰ区第39号墓確認状況館出支群Ⅰ区第38号墓玄室

館出支群Ⅰ区第40号墓確認状況館出支群Ⅰ区第39号墓玄室
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館出支群Ⅰ区第41号墓確認状況館出支群Ⅰ区第40号墓玄室

第18図　館出支群Ⅰ区第１号トレンチ実測図

1
0

9

5
S
　

　
　8

7
S

S
S

2
S

5
S

S
S

S
S

S

S
S

S

5
4

3

2

15
5

16

14

L=6.3m

L
=
6
.
7
m

12 7
13

2
11

12
5

612

A

C D

C D

A

B B

2m0

トレンチ
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層

Ⅰ区第１号トレンチ堆積覆土
第１層：表土
第２層：暗褐色土層（凝灰岩ブロ

ックを少量含む　締まりや
や有り）

第３層：褐色土層（凝灰岩砂粒を
多量，直径５㎝ほどの凝灰
岩ブロック・炭化物を少量
含む　締まりやや有り）

第４層：黄灰白色土層（凝灰岩砂
粒主体　締まりなし）

第５層：灰色土層（凝灰岩砂粒主
体　締まりなし）

第６層：黒色土層（炭化物主体　
締まりなし）

第７層：褐色土層（凝灰岩砂粒を
多量，直径５㎝ほどの凝灰
岩ブロックを少量含む　締
まりやや有り）

第８層：暗褐色土層（凝灰岩ブロ
ックを少量含む　締まりや
や有り）

第９層：灰色土層（凝灰岩砂粒主
体　締まり強く有り）

第 10 層：黄褐色土層（直径１～
10 ㎝の凝灰岩ブロックを
多量に含む　締まりなし）

第 11 層：黒色土層（凝灰岩ブロッ
クを多量に含む　締まりや
や有り）

第 12 層：明褐色土層（ローム土を
固めたような土層，上面に
焼土と炭化物有り　締まり
有り）

第 13 層：明褐色土層（ローム土が
被熱して固まったような土
層　締まり有り）

第 14 層：暗褐色土と黄白色土の混
合層（凝灰岩砂粒主体　締
まり有り）

第 15 層：黒色土と黄白色土の混合
層（凝灰岩砂粒主体，炭化
物を含む　締まり有り）

第 16 層：褐色土と黒色土の混合層
（炭化物を含む　締まりや
や有り）
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館出支群Ⅰ区１トレ敷石遺構検出状況１（南東から） 館出支群Ⅰ区１トレ敷石遺構検出状況２（北東から）

館出支群Ⅰ区１トレＣＤ断面 1940年頃に撮影された館出支群Ⅰ区（赤丸内が建物）

第19図　館出支群Ⅰ区第２号トレンチ実測図
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第２層：褐色土層（凝灰岩砂粒を多量に含む　締まり有り）
第３層：暗褐色土層（凝灰岩砂粒を多量，炭化物を微量に含む　締まり

なし）
第４層：黄白色土層（凝灰岩砂粒を多量，直径１～３㎝の礫を少量含む

　締まり有り）
第５層：暗褐色土層（凝灰岩砂粒を多量に含む　締まり有り）
第６層：黒色土層（炭化粒主体　締まりなし）
第７層：暗褐色土層（凝灰岩砂粒を少量含む　締まり有り）
第８層：灰白色土層（凝灰岩砂粒主体　締まり有り）
第９層：黒褐色土層（直径１～３㎝の礫を少量含む　締まり強く有り）
第 10 層：明褐色土層（直径１㎝ほどの礫を多量に含む　締まり強く有り）
第 11 層：灰白色土と黄白色土の混合層（凝灰岩砂粒主体　締まり強く有

り）



–34–

Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

11.16
4.63

4.62

16.03

7.83

20.47

19.40

6.48 5.0

10.0

15.
0

20.0

C
4C

4 118-4

H
=7.957ｍ

118-3A

H
=9.304ｍ

118-2B

H
=19.934ｍ

Ⅱ
-4

Ⅱ
-5Ⅱ
-7Ⅱ
-8

Ⅱ
-1

Ⅱ
-9

Ⅱ
-12

Ⅱ
-3

Ⅱ
-11 Ⅱ

-6

Ⅱ
-2

Ⅱ
-10

Ｎ

0 20m

Ⅱ区

第20図　館出支群Ⅱ区

10m

5m

15m

78
6

1

23 4
5

9

11

10
12

館出支群Ⅱ区

番号 現況 確認状況 主軸 主軸長 (m)
Ⅱ１ 露出 分布 玄門部 － －
Ⅱ２ 露出 分布 玄門部 N － 36°－ W 1.7
Ⅱ３ 露出 分布 玄門部 N － 40°－ W －
Ⅱ４ 埋没 確認 玄門部 － －
Ⅱ５ 埋没 確認 玄門部 － －
Ⅱ６ 埋没 確認 玄門部 － －
Ⅱ７ 埋没 確認 玄門部 － －
Ⅱ８ 埋没 確認 玄門部 N － 74°－ W －
Ⅱ９ 埋没 確認 玄門部 N － 43°－ W －
Ⅱ 10 埋没 確認 玄門部 N － 63°－ W －
Ⅱ 11 埋没 確認 玄室・玄門部 N － 41°－ W 1.9
Ⅱ 12 埋没 確認 玄門部 N － 49°－ W －

第３表　館出支群Ⅱ区横穴墓一覧
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館出支群Ⅱ区第１号墓確認状況 館出支群Ⅱ区第２号墓確認状況

館出支群Ⅱ区第３号墓確認状況館出支群Ⅱ区第２号墓玄室

館出支群Ⅱ区第10・12号墓確認状況

館出支群Ⅱ区第11号墓確認状況

12

10

館出支群Ⅱ区第４・５・６号墓確認状況

館出支群Ⅱ区第７・８号墓確認状況

４５

６

８

７
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館出支群Ⅱ区第９号墓確認状況 館出支群Ⅱ区１トレ 館出支群Ⅱ区２トレ

館出支群Ⅱ区３トレ 館出支群Ⅱ区４トレ 館出支群Ⅱ区５トレ

館出支群Ⅱ区９トレ 館出支群Ⅱ区13トレ

部を確認した。主軸方位はＮ−59°−Ｗである。玄室構

造は，カメラによる確認では，平面形長方形，横断面形

アーチ形と思われる。玄門部からの主軸長は約1.8ｍを

測る。

　Ⅰ区第41号墓　　標高約５ｍの場所で，玄室の一部

と思われる部分を確認した。自然崩落もしくは人為的に

壊されているため，主軸方位や玄室構造は不明である。

　トレンチ調査　　第１・２号トレンチは，Ⅰ区第１～

31号墓前の平場に設定した。調査の結果，第１号トレン

チで加工痕がある凝灰岩の切石が並んだような

状態で確認された（第18図）。切石の大きさは，

長辺が50 ～ 60㎝，短辺が20 ～ 30㎝，厚さが約

10㎝を測る。切石の下には焼土や炭化物もみら

れる。覆土は粉状の凝灰岩が主体である。1940

年頃の写真を見ると，ちょうどこの場所に建物

のようなものが写っており，Ⅰ区第１号墓の北

側には近代の石切場が存在することから，この

遺構は石切に関係するものと思われる。

　第２号トレンチ（第19図）では，凝灰岩ブロッ

クや凝灰岩粒が堆積しており，確認できた厚さ

は約１ｍであるが，それ以上の堆積が推測される。この

堆積層は，横穴墓構築の際に生じた石屑が堆積したもの

と考えられる。第３号トレンチでは，崖面の西方向への

回り込む部分を確認した。よって，このトレンチより南

西側は人為的な地形となる。

　小結　　Ⅰ区の横穴墓については，ほぼ南東側に開口

し，小型横穴墓を伴う。垂直分布では，標高８ｍ，10ｍ，

13ｍの３段にわたって構築されている。玄室構造につい

ては，平面形矩形で横断面形アーチ形のものを基本とし，
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第４表　館出支群Ⅲ区横穴墓一覧
番号 現況 確認状況 主軸 主軸長 (m)
Ⅲ１ 露出 分布 玄室 W － 53°－ S 1.9
Ⅲ２ 露出 既知 玄室 W － 41°－ S 1.9
Ⅲ３ 露出 確認 玄室 － －
Ⅲ４ 埋没 確認 玄門部 － －
Ⅲ５ 埋没 確認 玄室・玄門部・羨道部 N － 87°－ W 3.0
Ⅲ６ 埋没 確認 羨門部 － －
Ⅲ７ 露出 分布 玄室・玄門部・羨道部 N － 50°－ W 3.0
Ⅲ８ 埋没 確認 玄門部・羨道部 － －

軒表現と思われる削り出しをもつものが１基（Ⅰ区第14

号墓）存在する。Ⅰ区第32・33・35号墓は，他の横穴墓と

違い南側に開口し，それぞれ広い墓前域を有する。また，

第33号墓は玄室の奥壁に平行して，第35号墓は「コの字」

状に低い無縁屍床をもつ床面構造である。 
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館出支群Ⅲ区第１号墓確認状況 館出支群Ⅲ区第２号墓確認状況

館出支群Ⅲ区第３号墓確認状況 館出支群Ⅲ区第４号墓確認状況

館出支群Ⅲ区第６号墓確認状況 館出支群Ⅲ区第７号墓確認状況

館出支群Ⅲ区第７号墓玄室 館出支群Ⅲ区第８号墓確認状況
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館出支群Ⅲ区１トレ 館出支群Ⅲ区２トレ 館出支群Ⅲ区３トレ

館出支群Ⅲ区４トレ

　

２　Ⅱ区（第20図）

　当地区は，分布調査により横穴墓の存在が判明した地

区である。分布調査では３基の横穴墓（Ⅱ区第１～３号

墓）を確認した。確認調査では，トレンチを13箇所設定

して実施し，埋没していた横穴墓９基（Ⅱ区第４～ 12号

墓）を確認した。

　Ⅱ区第１号墓　　標高約11ｍの場所で，玄門部と思わ

れる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅱ区第２号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と玄門

部，玄室を確認した。当横穴墓は開口していた。主軸方

位はＮ−36°−Ｗである。玄室構造は，平面形長方形，

横断面形未整アーチ形と思われる。確認できる玄門部か

らの主軸長は約1.7ｍを測る。

　Ⅱ区第３号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と玄門

部を確認した。主軸方位はＮ−40°−Ｗである。玄室構

造は確認できない。

　Ⅱ区第４・５・６号墓　　　第７号トレンチ内，標高約

９～ 10ｍの場所で，玄門部と思われる部分を確認した。

第５号墓は小型横穴墓と思われる。主軸方位や玄室構造

は不明である。

　Ⅱ区第７・８号墓　　第６号トレンチ内，標高約９ｍ

の場所で，玄門部と思われる部分を確認した。第８号墓

の主軸方位は，Ｎ−74°−Ｗと推定される。玄室構造は

不明である。

　Ⅱ区第９号墓　　標高約６ｍの場所で，玄門部と思

われる部分を確認した。主軸方位はＮ−43°−Ｗと推

定される。玄室構造は不明であるが，小型横穴墓と思

われる。

　Ⅱ区第10・12号墓　　第11号トレンチ内，標高約７～

８ｍの場所で，玄門部と思われる部分を確認した。２基

とも小型横穴墓と思われる。主軸方位は，第10号墓がＮ

−63°−Ｗ，第12号墓がＮ−49°−Ｗと推定される。玄

室構造は不明である。

　Ⅱ区第11号墓　　第12号トレンチ内，標高約９ｍの場

所で，羨道部と玄門部を確認した。主軸方位はＮ−41°

−Ｗである。玄室内には土砂が堆積しているため，構造

は不明である。確認できる玄門部からの主軸長は約1.9

ｍを測る。

　トレンチ調査　　第１～５号トレンチでは，軟質な凝

灰岩盤であることを確認し，横穴墓の構築には適さない

岩盤と判断した。第13号トレンチでは凝灰岩の上に表土

が厚く堆積している。第８号トレンチでは，標高約12ｍ

で凝灰岩と礫層の境界を確認した。

　小結　　Ⅱ区の横穴墓については，ほぼ東側に開口し，

小型横穴墓を伴う。分布範囲は，トレンチ調査の結果を

踏まえて第４号墓から第11号墓の範囲と推定される。垂

直分布では，トレンチ調査から凝灰岩層の上端が標高約
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第５表　館出支群Ⅳ区横穴墓一覧
番号 現況 確認状況 主軸 主軸長 (m)
Ⅳ１ 露出 分布 玄室 N-77° -W ー
Ⅳ２ 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅳ３ 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅳ４ 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅳ５ 埋没 確認 玄門部・羨門部 ー ー
Ⅳ６ 埋没 確認 玄室 N-24° -W 1.0
Ⅳ７ 埋没 確認 玄室・玄門部・羨道部 N-26° -W 2.3
Ⅳ８ 埋没 確認 玄門部・羨道部 ー ー
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館出支群Ⅳ区第１・２・３・４号墓確認状況 館出支群Ⅳ区第５号墓確認状況

館出支群Ⅳ区第６号墓確認状況 館出支群Ⅳ区第７号墓確認状況

館出支群Ⅳ区第７号墓玄室 館出支群Ⅳ区第８号墓確認状況

１

２
３

４

12ｍと判断されることを参考に，標高６ｍと９ｍ付近に

２段にわたって構築されていると考えられる。玄室構造

については，平面形長方形で横断面形未整アーチ形を１

基確認した。 

　３　Ⅲ区（第21図）

　当地区は，１基の横穴墓（Ⅲ区第２号墓）を確認してい

た地区である。分布調査では２基の横穴墓（Ⅲ区第１・７

号墓）を確認した。確認調査では，既知の横穴墓周辺に

トレンチを５箇所設定して実施し，埋没していた横穴墓

５基（Ⅲ区第３～６・８号墓）を確認した。

　Ⅲ区第１号墓　　標高約10ｍの場所で，玄室を確認し

た。玄門部と玄室の一部が崩落している。主軸方位はＷ

−53°−Ｓである。玄室構造は，平面形長方形，横断面

形アーチ形と思われる。残存している主軸長は約1.9ｍ

を測る。

　Ⅲ区第２号墓　　標高約８ｍの場所で玄室を確認し

た。玄門部と玄室の一部が崩落している。主軸方位は
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館出支群Ⅳ区１トレ 館出支群Ⅳ区２トレ

館出支群Ⅳ区４トレ

館出支群Ⅳ区３トレ

Ｗ−41°−Ｓである。玄室構造は，平面形長方形，横

断面形アーチ形と思われる。残存している主軸長は約1.9

ｍを測る。

　Ⅲ区第３号墓　　標高約８ｍの場所で，玄室を確認し

た。玄室構造は小型横穴墓である。

　Ⅲ区第４号墓　　標高約８ｍの場所で，玄門部と思わ

れる部分を確認した。玄門部前にブロック状の凝灰岩が

あることから，これらは閉塞石と思われる。主軸方位や

玄室構造は不明である。

　Ⅲ区第５号墓　　標高約８ｍの場所で，羨門部と思わ

れる部分を確認した。2014年度に測量調査を実施してい

る。主軸方位は，Ｎ−87°−Ｗである。玄室構造は，平

面形長方形，横断面形アーチ形で，床面に敷石がみられ

る。玄門部からの主軸長は約3.0ｍを測る。詳細につい

ては，第Ⅲ章で報告する。

　Ⅲ区第６号墓　　標高約８ｍの場所で，羨門部と思わ

れる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅲ区第７号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と玄門

部，玄室を確認した。当横穴墓は開口していた。主軸方

位は，Ｎ−50°−Ｗである。玄室構造は，平面形長方形，

横断面形アーチ形である。玄門部からの主軸長は約3.0

ｍを測る。

　Ⅲ区第８号墓　　標高約９ｍの場所で，玄門部と思わ

れる部分を確認した。玄門部前にブロック状の凝灰岩が

あることから，これらは閉塞石と思われる。主軸方位や

玄室構造は不明である。

　トレンチ調査　　第１号トレンチでは，凝灰岩盤が谷

に向かって深く入り込んでいる状況を確認した。第２・

３号トレンチでは軟質な凝灰岩盤であることを確認し，

横穴墓の構築には適さない岩盤と判断した。第４号トレ

ンチでは，標高約11ｍで凝灰岩層の上端を確認した。

　小結　　Ⅲ区の横穴墓については，凝灰岩の突出部を

挟んで北東側と東側に開口し，小型横穴墓を伴う。分布

範囲は，トレンチ調査の結果を踏まえて第１号墓から第

８号墓の範囲と推定される。垂直分布では，トレンチ調

査から凝灰岩層の上端が標高約11ｍと判断されることを

参考に，標高８ｍと10ｍ付近に２段にわたって構築され

ていると考えられる。玄室構造については，平面形長方

形，横断面形アーチ形を２基確認した。 

　４　Ⅳ区（第22図）

　当地区は，分布調査により横穴墓の存在が判明した地

区である。分布調査では１基の横穴墓（Ⅳ区第１号墓）を

確認した。確認調査では，既知の横穴墓周辺にトレンチ
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を７箇所設定して実施し，埋没していた横穴墓７基（Ⅳ

区第２～８号墓）を確認した。

　Ⅳ区第１号墓　　標高約７ｍの場所で，玄室を確認し

た。主軸方位はＮ−77°−Ｗである。当横穴墓は小型横

穴墓である。

　Ⅳ区第２～４号墓　　標高約６～７ｍの場所で玄門部

を確認した。３基とも小型横穴墓と思われる。玄室構造

は不明である。

　Ⅳ区第５号墓　　標高約６ｍの場所で，羨門部と玄門

部を確認した。玄門部前にブロック状の凝灰岩の閉塞が

みられる。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅳ区第６号墓　　標高約８ｍの場所で，玄室を確認し

た。玄門部は崩落している。主軸方位はＮ−24°−Ｗで

ある。玄室構造は不明である。確認できる主軸長は約1.0

ｍである。

第６表　館出支群Ⅴ区横穴墓一覧
番号 現況 確認状況 主軸 主軸長 (m)
Ⅴ１ 露出 分布 玄室・玄門部・羨道部 N － 12°－ W 2.7
Ⅴ２ 露出 確認 玄室・玄門部・羨道部 N － 56°－ W 2.3
Ⅴ３ 埋没 確認 玄門部・羨道部 ー ー
Ⅴ４ 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅴ５ 埋没 確認 玄門部・羨道部 ー ー



–44–

Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

館出支群Ⅴ区第１号墓確認状況１ 館出支群Ⅴ区第１号墓確認状況２

館出支群Ⅴ区第１号墓 館出支群Ⅴ区第２号墓確認状況

館出支群Ⅴ区第２号墓玄室 館出支群Ⅴ区第３号墓確認状況

館出支群Ⅴ区第３号墓閉塞状況 館出支群Ⅴ区第４号墓確認状況
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館出支群Ⅴ区第５号墓確認状況 館出支群Ⅴ区第５号墓閉塞状況

館出支群Ⅴ区１トレ 館出支群Ⅴ区２トレ

館出支群Ⅴ区３トレ

館出支群Ⅴ区４トレ

　Ⅳ区第７号墓　　標高約７ｍの場所で，羨道部と玄門

部を確認した。主軸方位は，Ｎ−26°−Ｗである。玄室

構造は，平面形矩形，横断面形未整アーチ形と思われる。

玄門部からの主軸長は約2.3ｍを測る。

　Ⅳ区第８号墓　　標高約７ｍの場所で，羨道部と玄門

部を確認した。玄門部前にブロック状の凝灰岩の閉塞が

みられる。主軸方位や玄室構造は不明である。

　トレンチ調査　　第１号トレンチでは，凝灰岩盤を確

認したが，周囲の地形改変から近代の石切場の可能性が

ある。第２号トレンチでは凝灰岩盤を確認した。第４号

トレンチでは，凝灰岩盤を確認できない。

　小結　　Ⅳ区の横穴墓については，東側から南東側に

開口し，小型横穴墓を伴う。分布範囲は，トレンチ調査

の結果を踏まえて第２号墓から第８号墓の範囲と推定さ
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れる。垂直分布では，標高６ｍと８ｍ付近に２段にわたっ

て構築されていると考えられる。玄室構造については，

平面形矩形，横断面形未整アーチ形と思われる横穴墓を

１基確認した。 

第７表　館出支群Ⅵ区横穴墓一覧
番号 現況 確認状況 主軸 主軸長 (m)
Ⅵ１ 露出 既知 玄室・玄門部・羨道部 N － 46°－ W 2.6
Ⅵ２ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 36°－ W 0.8
Ⅵ３ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 71°－ W 2.0
Ⅵ４ 露出 分布 玄室 N － 33°－ W ー
Ⅵ５ 埋没 確認 羨門部 ー ー



２　館出支群

–47–

館出支群Ⅵ区第１号墓確認状況 館出支群Ⅴ区第１号墓玄室１

館出支群Ⅵ区第１号墓玄室２ 館出支群Ⅵ区第２号墓確認状況

館出支群Ⅵ区第３号墓確認状況 館出支群Ⅵ区第４号墓確認状況

館出支群Ⅵ区第５号墓確認状況

　

　５　Ⅴ区（第23図）

　当地区は，分布調査により横穴墓の存在が判明した地

区である。分布調査では１基の横穴墓（Ⅴ区第１号墓）を

確認した。確認調査では，第１号墓周辺にトレンチを８

箇所設定して実施し，埋没していた横穴墓４基（Ⅴ区第

２～５号墓）を確認した。

　Ⅴ区第１号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と玄門

部，玄室を確認した。当横穴墓は開口していた。主軸方
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館出支群Ⅵ区１トレ 館出支群Ⅵ区２トレ

位は，Ｎ−12°−Ｗである。玄室構造は，平面形長方形，

横断面形未整アーチ形である。玄門部からの主軸長は約

2.7ｍを測る。玄門部には飾り縁がみられる。羨道部は，

岩盤を長さ約2.1ｍ，先端幅約1.5ｍ，玄門部側で幅1.8ｍ

にわたって掘り込んで構築している。

　Ⅴ区第２号墓　　標高約７ｍの場所で，玄門部と玄室

を確認した。当横穴墓は開口していた。主軸方位は，Ｎ

−56°−Ｗである。玄室構造は，平面形長方形，横断面

形未整アーチ形と思われる。玄門部からの主軸長は約2.3

ｍを測る。壁面には茶色の堆積層が帯状にめぐり，その

帯線がちょうど軒線のように見える。

　Ⅴ区第３号墓　　標高約７ｍの場所で，羨道部と玄門

部を確認した。玄門部前には，厚さ約10㎝，最大幅約68

㎝，推定高さ約87㎝の山形で板状の凝灰岩の閉塞石がみ

られる。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第４号墓　　標高約６ｍの場所で玄門部を確認し

た。確認できる玄門部の規模は，幅0.5ｍ，高さ0.25ｍで，

小型横穴墓と思われる。玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第５号墓　　第４・５号トレンチ内で，標高約８

ｍの場所で，羨道部と玄門部を確認した。玄門部前にブ

ロック状の凝灰岩の閉塞がみられる。主軸方位や玄室構

造は不明である。第１号墓と並列しており，同じような

長い羨道部を有するものと推測する。羨道部の長さは約

2.3ｍである。

　トレンチ調査　　第１～３号トレンチでは軟質な凝灰

岩盤であることを確認し，横穴墓の構築には適さない岩

盤と判断した。

　小結　　Ⅴ区の横穴墓については，凝灰岩の突出部を

挟んで，東側から南東側に開口し，小型横穴墓を伴う。

分布範囲は，トレンチ調査の結果を踏まえて第３号墓か

ら第５号墓の範囲と推定される。垂直分布では，標高６

ｍと８ｍ付近に２段にわたって構築されていると考えら

れる。玄室構造については，平面形長方形，横断面形未

整アーチ形と思われる横穴墓を２基確認した。また，当

横穴墓群では比較的長い羨道部を有する横穴墓２基を確

認した。

　６　Ⅵ区（第24図）

　当地区は，民家と道により地形改変をうけている場所

で，３基の横穴墓（Ⅵ区第１～３号墓）が確認されていた。

分布調査では１基の横穴墓（Ⅵ区第４号墓）を確認した。

確認調査では，Ⅵ区第１号墓北側にトレンチを３箇所設

定して実施し，埋没していた横穴墓１基（Ⅵ区第５号墓）

を確認した。

　Ⅵ区第１号墓　　標高約７ｍの場所で，羨道部と玄門

部，玄室を確認した。当横穴墓は開口していた。主軸方

位は，Ｎ−46°−Ｗである。玄室構造は，平面形矩形，

横断面形未整アーチ形である。羨門部から奥壁までの

主軸長は約3.9ｍ，玄門部からの主軸長は約2.6ｍを測る。

玄室の最大高は約1.5ｍである。玄門部には飾り縁がみ

られる。羨道部は，幅約1.87ｍ，高さ約1.27ｍで，上部

に肋状の加工痕がみられる。また，羨道部には，比較的

大きな凝灰岩のブロックが置かれており，閉塞石の可能

性がある。

　Ⅵ区第２号墓　　標高約７ｍの場所で，玄門部と玄室

を確認した。当横穴墓は開口していた。主軸方位は，Ｎ

−36°−Ｗである。玄室構造は，平面形逆台形，横断面

形アーチ形である。玄門部からの主軸長は約0.8ｍ，高
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第25図　館出支群Ⅶ区
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さ約0.38ｍを測る，小型横穴墓である。玄門部手前には，

閉塞石を置いたと思われる幅約0.41ｍの平坦面がみられ

る。

　Ⅵ区第３号墓　　標高約７ｍの場所で，玄門部と玄室

を確認した。当横穴墓は開口していた。主軸方位は，Ｎ

−71°−Ｗである。玄室構造は，平面形逆台形，横断面

第８表　館出支群Ⅶ区横穴墓一覧
番号 現況 確認状況 主軸 主軸長 (m)
Ⅶ１ 露出 既知 玄室 N － 22°－ E 1.39
Ⅶ２ 露出 既知 玄室 N － 22°－ E 0.85
Ⅶ３ 露出 既知 玄室 N － 18°－ E 2.1
Ⅶ４ 露出 既知 玄室 ー ー
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館出支群Ⅶ区第１・２・３号墓確認状況 館出支群Ⅶ区第１・２号墓確認状況

館出支群Ⅶ区第２号墓玄室１ 館出支群Ⅶ区第２号墓玄室２

館出支群Ⅶ区第４号墓確認状況

形アーチ形である。規模は，玄門部からの主軸長約2.0ｍ，

玄室高さ約0.73ｍ，玄門部幅約0.66ｍを測る。

　Ⅵ区第４号墓　　標高約８ｍの場所で玄室を確認し

た。玄門部と玄室の一部が崩落している。主軸方位は，

Ｎ−33°−Ｗである。玄室構造は不明である。

　Ⅵ区第５号墓　　第３号トレンチ内で，標高約７ｍの

場所で，羨門部を確認した。主軸方位や玄室構造は不明

である。第１号墓と並列し，羨門部の規模から第１号墓

と同様の横穴墓が想定される。

　トレンチ調査　　第１・２号トレンチでは凝灰岩盤を

確認したが，横穴墓は確認できない。第１・３号トレン

チの表土は礫を非常に多く含んでいるため，第１・３号

トレンチ前に突出する地形は，トレンチ西側の切り通し

掘削の際に生じた残土による人為的な地形の可能性があ

る。

　小結　　Ⅵ区の横穴墓については，南東側に開口し，

小型横穴墓を伴う。分布範囲は，第４号墓から第５号墓

の範囲と推定される。垂直分布では，標高７ｍ周辺で１

段に構築されていると考えられる。玄室構造については，

平面形矩形，横断面形未整アーチ形の横穴墓１基と，平

面形逆台形の横穴墓１基，さらに小型横穴墓１基を確認

した。

　７　Ⅶ区（第25図）

　当地区は，民家で地形改変をうけている場所で，４基

の横穴墓（Ⅶ区第１～４号墓）が確認されていた。４基と

も天井部の標高は約７ｍで，一列に並んだ状態である。

Ⅶ区第１～３号墓は玄室奥壁部分，第４号墓は玄室の奥
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第９表　館出支群Ⅷ区横穴墓一覧

番号 現況 確認状況 主軸 主軸長 (m)
Ⅷ１ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅷ２ 露出 分布 玄室・玄門部 N － 34°－ E 1.8
Ⅷ３ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 21°－ E 2.9
Ⅷ４ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 5°－ E ー
Ⅷ５ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 26°－ E ー
Ⅷ６ 埋没 確認 玄室・玄門部・羨道部 N － 12°－ W 2.6
Ⅷ７ 埋没 確認 玄門部・羨道部 ー ー
Ⅷ８ 埋没 確認 玄門部・羨道部 ー ー

番号 現況 確認状況 主軸 主軸長 (m)
Ⅷ９ 埋没 確認 玄門部・羨道部 ー ー
Ⅷ 10 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅷ 11 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅷ 12 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅷ 13 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅷ 14 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅷ 15 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅷ 16 埋没 確認 玄門部 ー ー
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第27図　館出支群Ⅷ区２

壁の一部が残存するのみで，４基とも地形改変時に生じ

た土が詰められていた。

　Ⅶ区第１・２号墓　　奥壁に直交する主軸方位は，Ｎ

−22°−Ｅである。玄室構造は，奥壁台形，平天井である。

残存している玄室規模は，第１号墓が長さ1.39ｍ，幅1.4

ｍ，高さ1.17ｍ，第２号墓が長さ0.85ｍ，幅1.52ｍ，高さ0.83

ｍを測る。

　Ⅶ区第３号墓　　奥壁に直交する主軸方位は，Ｎ−

18°−Ｅである。玄室構造は，奥壁方形，平天井である。

残存している玄室規模は，長さ2.1ｍ，幅2.64ｍ，高さ1.5

ｍを測る。2014年度に測量調査を実施している。詳細に

ついては，第Ⅲ章で報告する。

　Ⅶ区第４号墓　　大半が破壊されているため詳細は不

明である。ただし，残存している部分からは，第３号墓

同様かそれ以上の大型の横穴墓である可能性が高い。

　小結　　Ⅶ区の横穴墓については，南側に開口し，大

型で平天井の横穴墓を伴う。分布範囲は，第１号墓から

第４号墓の範囲と推定される。垂直分布では，標高７ｍ

周辺で１段に構築されていると考えられる。当地区は舌

状台地の先端部で，低地からの眺望は非常に目立つ場所

である。

　８　Ⅷ区（第26・27図）

　当地区は，３基の横穴墓（Ⅷ区第３～５号墓）が確認さ

れていた。分布調査では１基の横穴墓（Ⅷ区第２号墓）を

確認した。確認調査では，既知の横穴墓周辺にトレンチ

を17箇所設定して実施し，埋没していた横穴墓12基（Ⅷ

区第１・６～ 16号墓）を確認した。

　Ⅷ区第１号墓　　標高約６ｍの場所で，羨道部を確認

した。主軸方位や玄室構造は不明である。確認できた羨

道部の高さは0.75ｍである。

　Ⅷ区第２号墓　　標高約９ｍの場所で，玄門部と玄室

を確認した。当横穴墓は開口していた。主軸方位は，Ｎ

−34°−Ｅである。玄室構造は，平面形長方形，横断

面形はドーム形である。玄門部からの主軸長は約1.8ｍ，

玄室の高さは計測できないが低い。

　Ⅷ区第３号墓　　標高約６ｍの場所で，玄門部と玄室

の一部を確認した。当横穴墓は大きな改変をうけている。
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館出支群Ⅷ区第１号墓確認状況 館出支群Ⅷ区第２号墓確認状況

館出支群Ⅷ区第２号墓玄室 館出支群Ⅷ区第３号墓確認状況１

館出支群Ⅷ区第３号墓確認状況２ 館出支群Ⅷ区第３号墓玄室１

館出支群Ⅷ区第３号墓玄室２ 館出支群Ⅷ区第４号墓確認状況（玄門部）
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館出支群Ⅷ区第４・５号墓確認状況 館出支群Ⅷ区第５号墓玄室

館出支群Ⅷ区第６号墓確認状況 館出支群Ⅷ区第６号墓閉塞状況

館出支群Ⅷ区第６号墓玄室 館出支群Ⅷ区第７号墓確認状況

館出支群Ⅷ区第８号墓確認状況 館出支群Ⅷ区第９号墓確認状況
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館出支群Ⅷ区第10号墓確認状況 館出支群Ⅷ区第11号墓確認状況

館出支群Ⅷ区第12号墓確認状況 館出支群Ⅷ区第13号墓確認状況

館出支群Ⅷ区第14号墓確認状況

館出支群Ⅷ区第15号墓確認状況

館出支群Ⅷ区第16号墓確認状況
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館出支群Ⅷ区１トレ 館出支群Ⅷ区２トレ 館出支群Ⅷ区３トレ

館出支群Ⅷ区４トレ 館出支群Ⅷ区５トレ 館出支群Ⅷ区６トレ 館出支群Ⅷ区７トレ

館出支群Ⅷ区８トレ

館出支群Ⅷ区トレンチ設置状況（西側）

主軸方位は，Ｎ−21°−Ｅ

である。玄室構造は，平面

形矩形，横断面形ドーム形

と思われる。玄門部からの

主軸長は約2.9ｍ，高さ約1.6

ｍを測る。玄門部前では，

長さ1.13ｍの羨道部を確認

した。

　Ⅷ区第４・５号墓　　標

高約６ｍの場所で，２基と

も大きな改変をうけてお

り，玄門部の一部と玄室の

奥壁部分しか確認出来な

い。主軸方位は，第４号墓

がＮ−５°−Ｅ，第５号墓がＮ−26°−Ｅである。玄室

構造は不明である。

　Ⅷ区第６号墓　　トレンチ内で，標高約７ｍの場所

で，玄門部と玄室を確認した。玄門部前には，厚さ約13

㎝，最大幅約66㎝の方形で板状の凝灰岩の閉塞石がみら

れ，その前には人頭大の凝灰岩ブロックが多数置かれて

いた。板状の閉塞石は玄門部すべてを閉塞する大きさで

はなく，玄門上部に閉塞石はみられない。閉塞されてい

ない部分からカメラを入れて撮影した写真から玄室構造

は，平面形長方形，横断面形未整アーチ形と思われる。

玄門部からの主軸長は約2.6ｍを測る。壁面には茶色の

堆積層が帯状にめぐり，その帯線がちょうど軒線のよう

に見える。

　Ⅷ区第７号墓　　トレンチ内で，標高約７ｍの場所で，

羨道部と玄門部を確認した。羨道部の幅は約0.6ｍ。玄
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門部前には幅約0.3ｍ，高さ約0.4ｍの凝灰岩の閉塞石を

確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅷ区第８～１６号墓　　トレンチ内で，標高約８ｍ周辺

に並列した状態で確認した。確認した部分は，玄門部と

思われる。第９・14号墓では，凝灰岩ブロックの閉塞石

がある。確認できる玄門部の規模は，第８号墓が幅0.5ｍ，

高さ0.56ｍ，第９号墓が幅0.76ｍ，高さ0.66ｍ，第10号

墓が高さ0.62ｍ，第11号墓が高さ0.51ｍ，第12号墓が高

さ0.46ｍ，第13号墓が高さ0.48ｍ，第14号墓が高さ0.51ｍ，

第15号墓が高さ0.5ｍ，第16号墓が高さ0.5ｍである。主

軸方位や玄室構造は不明である。なお，第15・16号墓の

トレンチ上部では凝灰岩が確認できないことから，第14

号墓から第16号墓に向かって，凝灰岩層の上端が緩やか

に下降していることが予想される。

　トレンチ調査　　第１～３，６・８号トレンチでは表土

が厚く，凝灰岩盤を確認できなかった。また，第４・５・

７号トレンチでは凝灰岩を確認したが，表土が非常に厚

く，横穴墓を確認できなかった。

　小結　　Ⅷ区の横穴墓については，台地の突出部に

沿って，南側と南西側に開口する。分布範囲は，トレン

チ調査の結果を踏まえて第７号墓から第16号墓にかけて

分布するものと推定される。また，第16号墓より北西側

の横穴墓の有無については，斜面の等高線が直線的で変

化が少なく，台地の反対側のように小谷津や横穴墓が存

在する凝灰岩の突出部がないことから，第16号墓より北

西側には横穴墓がないものと判断した。垂直分布では，

標高６ｍと８ｍ付近に２段にわたって，他の地区よりも

多くの横穴墓が構築されていると考えられる。玄室構造

については，平面形矩形，横断面形未整アーチ形の横穴

墓を１基と，平面形長方形，横断面形ドーム形の横穴墓

１基を確認した。また，凝灰岩板石やブロックの閉塞を

４基確認した。第６号墓の方形板石の閉塞石とその前に

積まれた凝灰岩ブロックを使った閉塞方法は，虎塚古墳

の閉塞と類似する。

９　小結

館出支群での調査では，分布調査で 13 基，確認調査

で 39 基の合計 52 基の横穴墓が新たに確認された。よっ

て，館出支群の横穴墓総数は，97 基となった。

館出支群Ⅰ区（1967年前後撮影・ひたちなか市広報広聴課提供）
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３　笠谷支群

笠谷支群遠景（南東方向から）

　笠谷支群は，当遺跡の中で南側に位置する（第28図）。

指渋支群や館出支群が所在する舌状台地とは，深い谷津

によって区別される台地となる。台地上には６世紀後半

から７世紀の時期で，前方後円墳２基を含む笠谷古墳群

が存在する。台地南端には民家があり，その下の斜面部

で横穴墓が確認されていた。本調査以前に確認していた

横穴墓の数は16基である。

　調査では，他の支群同様に自然地形の小谷津を境界と

して，便宜的に北から順にⅠ区からⅨ区を設定し，報告

を行う。確認された横穴墓の番号については，調査区ご

とに番号を付した。

　

　１　Ⅰ区（第29図）

　当地区は谷津奥に位置する。凝灰岩の露頭があり，太

平洋戦争時のものと思われる防空壕（SX１）がある。確認

調査では，凝灰岩の露頭部分にトレンチを11箇所設定し

て実施し，埋没していた横穴墓１基（Ⅰ区第１号墓）を確

認した。

　Ⅰ区第１号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と玄門

部を確認した。確認できた規模は，羨道部幅1.7ｍ，玄

門部幅0.4ｍ，高さ0.35ｍを測る。主軸方位や玄室構造は

不明である。

　トレンチ調査　　すべてのトレンチで凝灰岩盤を確認

したが，７号トレンチ以外で横穴墓は確認できなかった。

　小結　　Ⅰ区の横穴墓については，南東側に開口する

１基しか確認できなかった。谷津奥で１基しか確認でき

ない状況は，指渋支群第121号墓と同じである。第１号

墓のすぐ西側には，太平洋戦争時のものと考えられる防

空壕SX１がある。このSX１が横穴墓を改変して構築さ

れた可能性はある。横穴墓の分布範囲は，トレンチ調査

の結果を踏まえて第１号墓周辺のみと推定される。また，

第１号墓より北側の横穴墓の有無については，斜面の等

高線が直線的で変化が少なく，館出支群のように横穴墓

が多くみられた凝灰岩の突出部がないことから，第１号

墓より北側には横穴墓がないものと判断した。

　２　Ⅱ区（第30図）

　当地区では，凝灰岩の突出部を中心にトレンチを４箇

所設定し調査を実施した。その結果，第１～３号トレン

チで凝灰岩を確認したが，横穴墓は検出できなかった。

また，第４号トレンチでは凝灰岩を確認できない。横穴

墓の存在を否定出来ない場所ではあるが，表土が厚く，

当調査では横穴墓を確認できなかった。

　３　Ⅲ区（第31図）

　当地区は，１基の横穴墓（Ⅲ区第２号墓）を確認してい

た地区である。確認調査では，第２号墓周辺にトレンチ

を11箇所設定して実施し，埋没していた横穴墓８基（Ⅲ
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第10表　笠谷支群Ⅰ区横穴墓一覧
番号 現況 確認状況 主軸 主軸長（ｍ）
Ⅰ１ 埋没 確認 玄門・羨道部 ー ー
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笠谷支群Ⅰ区第１号墓確認状況１ 笠谷支群Ⅰ区第１号墓確認状況２

笠谷支群Ⅰ区１トレ 笠谷支群Ⅰ区２トレ 笠谷支群Ⅰ区３トレ

笠谷支群Ⅰ区４トレ 笠谷支群Ⅰ区５トレ 笠谷支群Ⅰ区６トレ
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笠谷支群Ⅰ区11トレ 笠谷支群Ⅰ区SX１

笠谷支群Ⅰ区８トレ 笠谷支群Ⅰ区９トレ 笠谷支群Ⅰ区10トレ

笠谷支群Ⅰ区

区第１・３～９号墓）を確認した。

　Ⅲ区第１号墓　　標高約６ｍの場所で，玄室奥壁の一

部を確認した。玄門部と玄室の一部は道路建設時に壊さ

れたものと思われる。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅲ区第２号墓　　標高約８ｍの場所で玄室を確認し

た。羨道部と玄門部は，第１号墓同様に破壊されている。

主軸方位はＮ−26°−Ｗである。玄室構造は，平面形矩

形，横断面形未整アーチ形と思われる。残存している主

軸長は約1.7ｍを測る。

　Ⅲ区第３号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と玄門

部を確認した。羨道部は第２号墓と並列する。主軸方位

や玄室構造は不明である。

　Ⅲ区第４号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と思わ

れる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

羨道部床面からは，須恵器の杯形土器２点が出土した（第

32図）。１点は正位で，もう１点は倒位の状態であった。

これらの須恵器は木葉下窯産杯編年の杯１Ｂ類である。

杯１Ｂ類の時期は，８世紀第１～２四半期に位置づけら

れている。
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　Ⅲ区第５号墓　　標高約８ｍの

場所で，羨道部と思われる部分を

確認した。主軸方位や玄室構造は

不明である。

　Ⅲ区第６号墓　　標高約８ｍの

場所で，玄室と思われる部分を確

認した。玄門部や天井部が崩落し

ていると考えられる。主軸方位や

玄室構造は不明である。

　Ⅲ区第７号墓　　標高約８ｍの

場所で，羨道部と思われる部分を

確認した。主軸方位や玄室構造は

不明である。

　Ⅲ区第８号墓　　標高約８ｍの

場所で，羨道部と思われる部分を

確認した。主軸方位や玄室構造は

不明である。

　Ⅲ区第９号墓　　標高約８ｍの

場所で，羨道部と思われる部分を

確認した。主軸方位や玄室構造は

不明である。

　トレンチ調査　　第８・９・１１号

トレンチでは，凝灰岩盤を確認し

たが，横穴墓は検出できなかった。

なお，第８・11号トレンチでは水

が染み出てくる。

　小結　　Ⅲ区の横穴墓について

は，標高約６～８ｍの位置で，南

東側に開口する。分布範囲は，ト

レンチ調査の結果を踏まえて第１

号墓から第８号墓の範囲と推定さ

れる。垂直分布では，標高６・８

ｍ付近に２段に構築されていると

考えられる。玄室構造について

は，平面形矩形，横断面形未整

アーチ形を１基確認した。また，

横穴墓に伴う遺物として，８世紀

第１～２四半期に位置づけられる

杯形土器２点を検出した。
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笠谷支群Ⅱ区１トレ 笠谷支群Ⅱ区２トレ 笠谷支群Ⅱ区３トレ

笠谷支群Ⅱ区４トレ

笠谷支群Ⅱ区調査風景

　４　Ⅳ区（第33図）

　当地区では，凝灰岩の突出部を中心にトレンチを６箇

所設定し調査を実施した。その結果，埋没していた横穴

墓３基（Ⅳ区第１～３号墓）を確認した。

　Ⅳ区第１号墓　　標高約８ｍの場所で羨道部と玄門

部，玄室の一部を確認した。玄門部と玄室天井部の一部

は，崩落しているようである。玄門部前には，板石状の

凝灰岩があり，これは閉塞石と思われる。主軸方位や玄

室構造は不明である。

　Ⅳ区第２号墓　　標高約８ｍの場所で羨道部と玄門部

を確認した。玄門部の一部は，崩落しているようである。

主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅳ区第３号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部を確認

した。羨道部には，板石状の凝灰岩があり，これは閉塞

石と思われる。主軸方位や玄室構造は不明である。

　トレンチ調査　　第１・５・６号トレンチでは，凝灰岩

盤を確認したが，横穴墓は検出できなかった。第２号ト

レンチでは表土が厚く，凝灰岩は確認できない。第５号

トレンチでは，凝灰岩が東西方向に面をもち，北側には

表土が堆積している状態を確認した。

　小結　　Ⅳ区の横穴墓については，標高約８ｍの位置

で，南側に開口する。分布範囲は，トレンチ調査の結果

を踏まえて第１号墓から第３号墓の狭い範囲と推定され

る。垂直分布では，標高８ｍ付近に１段に構築されてい

ると考えられる。

　５　Ⅴ区（第34図）

　当地区は，１基の横穴墓（Ⅴ区第１号墓）を確認してい

た地区である。確認調査では，既知の横穴墓周辺にトレ

ンチを16箇所設定して実施し，埋没していた横穴墓17基

（Ⅴ区第２～ 18号墓）を確認した。

　Ⅴ区第１号墓　　標高約６ｍの場所で，玄室の一部を

確認した。玄門部と玄室の一部は道路建設時に壊された
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番号 現況 確認状況 主軸 主軸長（ｍ）
Ⅲ１ 露出 確認 玄室（奥壁のみ残存） ー ー
Ⅲ２ 露出 分布 玄室 N － 26°－ W 1.7
Ⅲ３ 埋没 確認 玄門・羨道部 ー ー
Ⅲ４ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅲ５ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅲ６ 埋没 確認 玄室？ ー ー
Ⅲ７ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅲ８ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅲ９ 埋没 確認 羨道部 ー ー

第11表　笠谷支群Ⅲ区横穴墓一覧
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笠谷支群Ⅲ区第１号墓確認状況 笠谷支群Ⅲ区第２号墓確認状況

笠谷支群Ⅲ区第２号墓玄室 笠谷支群Ⅲ区第３号墓確認状況

笠谷支群Ⅲ区第４号墓確認状況 笠谷支群Ⅲ区第４号墓遺物出土状況

笠谷支群Ⅲ区第５号墓確認状況 笠谷支群Ⅲ区第６号墓確認状況
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３　笠谷支群

笠谷支群Ⅲ区１トレ 笠谷支群Ⅲ区８トレ 笠谷支群Ⅲ区11トレ

笠谷支群Ⅲ区第７号墓確認状況

笠谷支群Ⅲ区第９号墓確認状況

笠谷支群Ⅲ区第８号墓確認状況

ものと思われる。主軸方位は不明である。玄室構造は，

平面形長方形と思われる。玄室の主軸長は約1.9ｍ，奥

壁幅は約1.7ｍを測る。

　Ⅴ区第２号墓　　標高約６ｍの場所で玄門部を確認し

た。確認できる玄門部の規模は，幅0.44ｍで，小型横穴

墓と思われる。玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第３号墓　　標高約６ｍの場所で，玄室と思われ

る部分を確認した。第１号墓同様に大半が破壊されてお

り，主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第４号墓　　標高約７ｍの場所で，羨道部と思わ

れる部分を確認した。羨道部の幅は約１ｍである。主軸

方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第５号墓　　標高約６ｍの場所で，羨道部と思わ

れる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第６号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と玄門

部と思われる部分を確認した。玄門部の幅は約0.6mを

測る。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第７号墓　　標高約６ｍの場所で，羨道部と思わ
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

0 10cm(1/4)

1 2

DL=7.70m

50cm0

１２

１２

1　台帳：P1　材質：須恵器　器種：杯　残存：口唇部 30％欠失　法量：

口径 13.5，器高 4.1，底径 10.1　色調：明灰色　胎土：礫（白，灰少），

骨針少　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面に摩滅は

みられない。　備考：木葉下窯産か

2　台帳：P2　材質：須恵器　器種：杯　残存：口縁部 10％欠失　法量：

口径 13.2，器高 4.3，底径 10.0　色調：灰色，口縁部外面暗灰色　胎土：

小石（白少），礫（白，灰少），骨針少　技法等：底部外面回転ヘラ削り。

焼成硬質。器面に摩滅はみられない。口縁部外面が黒化することか

らみて，身のみの重ね焼きと思われる。底部内面の一部に褐色付着

物がみられる。　備考：木葉下窯産か

れる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第８号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と思わ

れる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第９号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と思わ

れる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第10号墓　　標高約７ｍの場所で，羨道部と思

われる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明であ

る。

　Ⅴ区第11号墓　　標高約７ｍの場所で，羨道部と思

われる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明であ

る。

　Ⅴ区第12号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と玄

門部と思われる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は

不明である。

　Ⅴ区第13号墓　　標高約６ｍの場所で，羨門部と思

われる部分を確認し，2014年度に測量調査を実施してい

る。主軸方位は，Ｎ−５°−Ｗである。玄室構造は，平

面形矩形，立面形穹窿形である。玄門部からの主軸長は

約2.8ｍを測る。詳細については，第Ⅲ章で報告する。

　Ⅴ区第14号墓　　標高約10ｍの場所で，羨道部と思わ

れる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第15号墓　　標高約６ｍの場所で，玄門部と思

われる部分を確認した。玄門部前には凝灰岩の閉塞石が

みられる。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第16号墓　　標高約４ｍの場所で，玄室と思わ

れる部分を確認した。天井部が崩落しているようで，主

軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅴ区第17号墓　　標高約７ｍの場所で，羨道部と思

われる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明であ

る。

　Ⅴ区第18号墓　　標高約８ｍの場所で，玄室を確認

した。玄門部や玄室天井部の一部は崩落している。主軸

方位は不明である。玄室構造は，カメラによる調査で平

天井であることを確認した。

　トレンチ調査　　第15号トレンチでは，凝灰岩盤を確

認したが，横穴墓は検出できなかった。第４号トレンチ

では表土が厚く，凝灰岩を確認できない。

　小結　　Ⅴ区の横穴墓については，凝灰岩の突出部を

挟んで東側と南側に開口し，小型横穴墓を伴う。分布範

囲は，第15号墓と第18号墓の間を調査することが出来ず，

横穴墓の存在を確認していないが，地形が館出支群Ⅰ区

に類似するため，この間にも横穴墓が存在する可能性が

第32図　笠谷支群Ⅲ区第４号墓遺物出土状況図・出土遺物
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３　笠谷支群
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ある。そうなると，分布範囲は第４号墓から第18号墓と

広範囲となる。垂直分布では，標高６・８・10ｍ付近に３

段にわたって構築されていると考えられる。玄室構造に

ついては，平面形矩形，立面形穹窿形１基と平天井のも

の１基を確認した。

番号 現況 確認状況 主軸 主軸長（ｍ）
Ⅳ１ 埋没 確認 玄門・羨道部 ー ー
Ⅳ２ 埋没 確認 玄門・羨道部 ー ー
Ⅳ３ 埋没 確認 羨道部 ー ー

第12表　笠谷支群Ⅳ区横穴墓一覧
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

笠谷支群Ⅳ区第１号墓確認状況１
笠谷支群Ⅳ区第１号墓確認状況２

（左に閉塞石がみられる） 笠谷支群Ⅳ区第２号墓確認状況

笠谷支群Ⅳ区第３号墓確認状況
笠谷支群Ⅳ区１トレ

笠谷支群Ⅳ区２トレ

笠谷支群Ⅳ区５トレ

笠谷支群Ⅳ区６トレ

　当地区は，台地の先端で，那珂川河口部を一望できる

場所である。また，第14号墓上には，前方後円墳の笠谷

古墳群第７号墳が存在し，横穴墓との関連も考えられる。

　６　Ⅵ区（第35図）

　当地区は，台地先端から突出した凝灰岩盤に１基の横

穴墓（Ⅵ区第１号墓）を確認していた地区である。第１号

墓の両側は民家や畑地造成による地形改変がみられる
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３　笠谷支群
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番号 現況 確認状況 主軸 主軸長（ｍ）
Ⅴ１ 露出 既知 玄室 ー ー
Ⅴ２ 露出 分布 玄門部 ー ー
Ⅴ３ 埋没 確認 玄室 ー ー
Ⅴ４ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅴ５ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅴ６ 埋没 確認 玄門・羨道部 ー ー
Ⅴ７ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅴ８ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅴ９ 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅴ 10 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅴ 11 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅴ 12 埋没 確認 玄門・羨道部 ー ー
Ⅴ 13 埋没 確認 玄室・玄門・羨道部 N － 5°－ W 2.8
Ⅴ 14 埋没 確認 玄門・羨道部 ー ー
Ⅴ 15 埋没 確認 玄門部 ー ー
Ⅴ 16 埋没 確認 玄室？ ー ー
Ⅴ 17 埋没 確認 羨道部 ー ー
Ⅴ 18 埋没 確認 玄室・玄門・羨道部 ー ー

第13表　笠谷支群Ⅴ区横穴墓一覧
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

笠谷支群Ⅴ区第１号墓確認状況 笠谷支群Ⅴ区第２号墓確認状況

笠谷支群Ⅴ区第３号墓確認状況 笠谷支群Ⅴ区第４号墓確認状況

笠谷支群Ⅴ区第５号墓確認状況 笠谷支群Ⅴ区第６号墓確認状況

笠谷支群Ⅴ区第７号墓確認状況 笠谷支群Ⅴ区第８号墓確認状況
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３　笠谷支群

笠谷支群Ⅴ区第９号墓確認状況 笠谷支群Ⅴ区第10号墓確認状況

笠谷支群Ⅴ区第11号墓確認状況 笠谷支群Ⅴ区第12号墓確認状況

笠谷支群Ⅴ区第14号墓確認状況 笠谷支群Ⅴ区第15号墓確認状況

笠谷支群Ⅴ区第16号墓確認状況 笠谷支群Ⅴ区第17号墓確認状況
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

笠谷支群Ⅴ区第18号墓玄室奥壁

笠谷支群Ⅴ区４トレ 笠谷支群Ⅴ区15トレ
が，横穴墓が壊された痕跡はなく，当初から第１号墓１基

のみが存在していたと思われる。

　Ⅵ区第１号墓　　標高約６ｍの場所に位置する。2014

年度に測量調査を実施している。主軸方位は，Ｎ−48°−

Ｅである。玄室構造は，平面形ほぼ矩形，横断面形アー

チ形であるが，奥壁と南東壁には軒線がみられるため，家

形ともいえる。床面は礫敷である。玄門部からの主軸長

は約1.8ｍを測る。玄門部には飾り縁と排水溝がみられる。

詳細については，第Ⅲ章で報告する。

　７　Ⅶ区（第36図）

　当地区は，14基の横穴墓（Ⅶ区第１～９・12 ～ 15号墓）を

確認していた地区で，笠谷支群を代表する場所であった。

地形や横穴墓の一部は，民家の造成によって改変がみら

れる。確認調査では，トレンチを設定することが困難なた

め，ピンポールによるボーリング調査を実施し，埋没して

いる横穴墓３基（Ⅶ区第10・11・16号墓）を確認した。

　Ⅶ区第１号墓　　標高約７ｍの場所で，玄門部と玄室

を確認した。玄室は改変されており，第１・２・３号墓は３

基とも繋がった状態である。主軸方位はＮ−37°−Ｗであ

る。玄室構造は不明である。確認できた玄門部から奥壁ま

での主軸長は，約2.5ｍを測る。

　Ⅶ区第２号墓　　標高約７ｍの場所で，玄門部と玄室

を確認した。玄室は改変されている。主軸方位はＮ−

40°−Ｗである。玄室構造は不明である。確認できた玄門

部から奥壁までの主軸長は，約1.9ｍを測る。

　Ⅶ区第３号墓　　標高約７ｍの場所で，玄門部と玄室

を確認した。玄室は改変されている。主軸方位はＮ−

29°−Ｗである。玄室構造は不明である。確認できた玄門

部から奥壁までの主軸長は，約2.2ｍを測る。

　Ⅶ区第４号墓　　標高約６ｍの場所で，玄門部と玄室

を確認した。主軸方位はＮ−49°−Ｗである。玄室構造は

不明である。確認できた玄門部から奥壁までの主軸長は

約0.58ｍを測る。

　Ⅶ区第５号墓　　標高約６ｍの場所で，玄室を確認し

た。玄門部や玄室の一部は破壊されている。主軸方位は

Ｎ−34°−Ｅである。玄室構造は不明である。確認できた

奥壁までの主軸長は，約2.0ｍを測る。

　Ⅶ区第６号墓　　標高約７ｍの場所で玄室を確認した。

玄門部や玄室の一部は破壊されている。主軸方位はＮ−

49°−Ｅである。玄室構造は不明である。確認できた奥壁

までの主軸長は，約1.3ｍを測る。

　Ⅶ区第７号墓　　標高約７ｍの場所で玄室を確認した。

玄門部や玄室の一部は破壊されている。主軸方位はＮ−

44°−Ｅである。玄室構造は不明である。確認できた奥壁

までの主軸長は，約1.7ｍを測る。

　Ⅶ区第８号墓　　標高約７ｍの場所で玄門部を確認し

た。主軸方位はＮ−51°−Ｅである。玄室構造は不明であ

る。確認できた奥壁までの主軸長は，約1.8ｍを測る。

　Ⅶ区第９号墓　　標高約７ｍの場所で玄門部を確認し

た。主軸方位はＮ−51°−Ｅである。玄室構造は不明で
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３　笠谷支群
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ある。確認できた奥壁までの主軸長は，約2.2ｍを測る。

　Ⅶ区第10・11・16号墓　　標高約５ｍと約７ｍの場所

で，ボーリング調査によって横穴墓と思われる空間を確

認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　Ⅶ区第12 ～ 15号墓　　標高約７ｍの場所で，玄門部

と思われる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明

である。

第14表　笠谷支群Ⅵ区横穴墓一覧

番号 現況 確認状況 主軸 主軸長（ｍ）
Ⅵ１ 露出 既知 玄室・玄門・羨道部 N － 41°－ E 1.8
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物
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３　笠谷支群

笠谷支群Ⅶ区第１・２・３号墓確認状況（右端が第１号墓）

笠谷支群Ⅶ区第６・７号墓確認状況（右が第６号墓）

笠谷支群Ⅶ区第４号墓確認状況

笠谷支群Ⅶ区第５号墓確認状況

笠谷支群Ⅶ区第８～ 16号墓確認状況（赤点が横穴墓） 笠谷支群Ⅶ区第８～ 16号墓確認状況

　小結　　Ⅶ区の横穴墓については，凝灰岩の突出部を

挟んで南東側と南西側に開口する。分布範囲は，第１号

墓から第16号墓の比較的広範囲と推定される。垂直分布

では，標高５・７ｍ付近で横穴墓を確認したが，ボーリン

グ調査では標高９ｍ付近にも空間を確認したため，３段

にわたって構築されている可能性がある。玄室構造につ

いては不明である。当地区は台地の先端で，Ⅴ区と同じ

ように多くの横穴墓が分布するものと考えられる。

　８　Ⅷ区（第37図）

　当地区は，１基の横穴墓（Ⅷ区第１号墓）を確認してい

番号 現況 確認状況 主軸 主軸長（ｍ）
Ⅶ１ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 37°－ W 2.5
Ⅶ２ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 40°－ W 1.9
Ⅶ３ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 29°－ W 2.2
Ⅶ４ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 49°－ W 0.58
Ⅶ５ 露出 既知 玄室 N － 34°－ E 2.0
Ⅶ６ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 49°－ E 1.3
Ⅶ７ 露出 既知 玄室・玄門部 N － 44°－ E 1.7
Ⅶ８ 埋没 既知 玄室・玄門部 N － 51°－ E 1.8
Ⅶ９ 埋没 既知 玄室・玄門部 N － 51°－ E 2.2
Ⅶ 10 埋没 確認 ー ー ー
Ⅶ 11 埋没 確認 ー ー ー
Ⅶ 12 埋没 既知 ー ー ー
Ⅶ 13 埋没 既知 ー ー ー
Ⅶ 14 埋没 既知 ー ー ー
Ⅶ 15 埋没 既知 ー ー ー
Ⅶ 16 埋没 確認 ー ー ー

第15表　笠谷支群Ⅶ区横穴墓一覧
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第37図　笠谷支群Ⅷ区
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た地区である。分布調査では新たに１基の横穴墓（Ⅶ区

第２号墓）を確認した。確認調査では，既知の横穴墓周

辺にトレンチを11箇所設定して実施し，埋没していた横

穴墓５基（Ⅷ区第３～７号墓）を確認した。

　Ⅷ区第１号墓　　標高約８ｍの場所で，玄門部と玄室

を確認した。主軸方位はＮ−41°−Ｅである。玄室構造

は，平面形長方形，横断面形未整アーチ形である。玄室

の主軸長は約1.7ｍ，幅は約1.1ｍを測る。玄門部最大幅

は約0.6ｍである。

　Ⅷ区第２号墓　　標高約７ｍの場所で玄室の一部を確

認した。玄門部や床面は，地形改変により破壊されてい

る。主軸方位はＮ−48°−Ｅである。玄室構造は横断面

形未整アーチ形と思われる。

第16表　笠谷支群Ⅷ区横穴墓一覧
番号 現況 確認状況 主軸 主軸長（ｍ）
Ⅷ１ 露出 既知 玄室・玄門 N － 48°－ E 1.7
Ⅷ２ 露出 分布 玄室（一部） N － 48°－ E ー
Ⅷ３ 埋没 確認 玄門・羨道部 ー ー
Ⅷ４ 埋没 確認 玄門 ー ー
Ⅷ５ 埋没 確認 玄門 ー ー
Ⅷ６ 埋没 確認 玄室 ー ー
Ⅷ７ 埋没 確認 ー ー ー
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３　笠谷支群

笠谷支群Ⅷ区第１号墓確認状況 笠谷支群Ⅷ区第１号墓玄室

笠谷支群Ⅷ区第２号墓確認状況 笠谷支群Ⅷ区第３号墓確認状況

笠谷支群Ⅷ区第４号墓確認状況 笠谷支群Ⅷ区第５号墓確認状況

笠谷支群Ⅷ区第６号墓確認状況

　Ⅷ区第３号墓　　標高約８ｍの場所で，羨道部と玄門

部を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。主軸

方位は不明である。羨道部幅は約1.39ｍ，玄門部幅は約0.52

ｍである。

　Ⅷ区第４号墓　　標高約９ｍの場所で，玄門部と玄室

の一部を確認した。玄門部と玄室の天井部は崩落している。

主軸方位や玄室構造は不明である。確認できた玄門部の

幅は約0.45m，玄室幅は約0.9ｍを測る。玄門部には，凝灰

岩のブロック２点がみられ，閉塞石の一部と思われる。
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笠谷支群Ⅷ区６トレ 笠谷支群Ⅷ区７トレ

笠谷支群Ⅷ区８トレ１ 笠谷支群Ⅷ区８トレ２

笠谷支群Ⅷ区１トレ

笠谷支群Ⅷ区２トレ 笠谷支群Ⅷ区３トレ

笠谷支群Ⅷ区４トレ 笠谷支群Ⅷ区５トレ



–81–

３　笠谷支群

笠谷支群Ⅷ区SX２西側 笠谷支群Ⅷ区SX２西側内部

笠谷支群Ⅷ区SX２南側

笠谷支群Ⅷ区９トレ 笠谷支群Ⅷ区10トレ 笠谷支群Ⅷ区11トレ

　Ⅷ区第５号墓　　標高約９ｍの場所で，玄門部と思わ

れる部分を確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

玄門部の幅は0.33ｍ，高さは0.46ｍで，小型横穴墓と思

われる。

　Ⅷ区第６号墓　　標高約７ｍの場所で，玄室の一部を

確認した。大半が壊されているため，主軸方位や玄室構

造は不明である。

　Ⅷ区第７号墓　　標高約９ｍの場所で，ボーリング調

査によって確認した。主軸方位や玄室構造は不明である。

　トレンチ調査　　第１～ 11号トレンチすべてで，凝

灰岩盤を確認したが，横穴墓は検出できなかった。第９・

11号トレンチでは，標高約12ｍで凝灰岩と礫層の境界を

確認した。

　小結　　Ⅷ区の横穴墓については，台地の突出部に

沿って，南西側と西側に開口し，小型横穴墓を伴う。分

布範囲は，トレンチ調査の結果を踏まえて第４号墓から

第６号墓の範囲に分布するものと推定される。第４号墓

の北側と，第２号墓と第６号墓の間には，太平洋戦争
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笠谷支群Ⅸ区１トレ 笠谷支群Ⅸ区２トレ 笠谷支群Ⅸ区３トレ
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３　笠谷支群

笠谷支群Ⅸ区６トレ 笠谷支群Ⅸ区８トレ 笠谷支群Ⅸ区９トレ

笠谷支群Ⅸ区10トレ 笠谷支群Ⅸ区11トレ 11トレ矢穴

時のものと考えられる地下壕SX２がある。このSX２が横

穴墓を改変して構築された可能性はある。垂直分布では，

標高７ｍ・８ｍ・９ｍ付近に３段にわたって，横穴墓が構築

されていると考えられる。玄室構造については，平面形

長方形，横断面形未整アーチ形の横穴墓１基を確認した。

　９　Ⅸ区（第38図）

　当地区では，凝灰岩の露頭を中心にトレンチを13箇所

設定し調査を実施した。その結果，すべてのトレンチで

凝灰岩盤を確認したが，横穴墓は検出できなかった。ま

た，第11号トレンチでは，岩盤に石切の際の「矢穴」を確

認した。時期は近代と思われ，当場所が石切場であった

と推測される。

　Ⅷ区の第４号墓より北側と同様に，当地区でも横穴墓

を確認できない。凝灰岩盤は，横穴墓を構築できる岩盤

と思われるが，館出支群を参考にすると，西側斜面部に

は横穴墓を構築される例がほとんどないことから，確認

調査の結果も併せて考えると，Ⅷ区第４号墓より北側に

は横穴墓がないものと判断した。よって，Ⅷ区第４号墓

を当横穴墓群で確認できる西側の端と判断した。

笠谷支群Ⅸ区露頭

10　小結

笠谷支群での調査では，分布調査で３基，確認調査で

36 基の合計 39 基の横穴墓が新たに確認された。よって，

笠谷支群の横穴墓総数は，55 基となった。

　以上，指渋支群・館出支群・笠谷支群で確認できた横穴

墓数は，274基となった。この他にも多数の横穴墓が埋

没していると考えられる。推定数を含めた基数について

は，第Ⅵ章で検討する。
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４　館出支群Ⅰ区墳丘

館出支群Ⅰ区の横穴墓が所在する台地上には墳丘が存

在し，「虎塚古墳群第２号墳」とされていた。墳丘は，

台地の落ち際に立地し，そのすぐ下には横穴墓が存在す

る。現状は山林で，未調査であったことから詳しいこと

は不明で，遺物なども採取はされていなかった。そのた

め調査以前は，立地や墳形，周辺の古墳の存在から，虎

塚古墳群の一古墳と考えられていた。今回の調査では，

墳丘の形状や規模，主体部の有無を明らかとし，さらに

館出支群Ⅰ区の横穴墓との関連を検討した。

立地　　墳丘が造られた地点は，館出支群Ⅰ区の横穴

墓が所在する舌状の台地上である。墳丘は，台地先端部

のやや北側で，南西側は緩やかな傾斜，南東側は急な傾

斜をし始める場所に立地する。墳頂部からは，南側に広

がる水田地帯と南北に流れる本郷川を一望でき，さらに

は遠く那珂川河口周辺部も確認することができる。墳頂

部最高所の標高は 21.028m である。直下の水田面との

標高差は，約 16 ｍである。

調査では，低木等の処理を行った後で，縮尺 1/100，

AｰBセクション土層堆積状況１（北側）

等高線間隔 50cm で地形図を作成した。現状の観察では，

墳丘は残存状態がよく円墳形で，横穴式石室などの内部

主体の存在を示す痕跡はなかった。墳丘の西側には周溝

と思われる浅い凹みが確認できた。

測量後は，墳丘に墳頂部で直交するように十字にトレ

ンチを設定し，さらに墳丘周辺にみられる凹み部分にも

トレンチを設定して，掘り下げを行った。

周溝　　周溝は墳丘の周り，南東側を除く三日月状に

構築されていることを確認した（第 40 図）。トレンチ

調査で確認できた状況では，周溝は北西部側の溝が深

く，幅も広い。周溝の幅は最大で上端幅が 4.4 ｍ，最小

で 1.3m を計測する。深さは確認面から北西部で 1.14 ～

1.33m と深く，南西部で浅く 0.42m となる。断面形は「Ｕ」

字形で，深さがある部分では壁の傾斜が急となる。

周溝内堆積土は凹レンズ状堆積をなし，墳丘の内外か

ら土が流入し，自然に堆積したものである。最下層にロ

ーム土を主体とした明褐色土や明赤褐色土がみられ，そ

の上に赤褐色土や暗褐色土が堆積する。第１号トレンチ

墳丘（北側から）

AｰBセクション土層堆積状況２（南側周溝）

墳丘（西側から）
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１　台帳：１トレ周溝　材質：須恵器　器種：甕（小型）　残存：口縁部
10％，胴部 10％，底部 10％　法量：口径（16.4），最大径（27.6），底径
(13.6）　色調：外面灰黄色，内面灰黄～灰オリーブ色　胎土：礫（白少，
灰微），砂（白多，透多），骨針含　技法等：外面口縁～胴部ロクロナデ，
胴部下位一部ヘラ削り，底部手持ちヘラ削り。内面ロクロナデ。　使用痕：
口縁端部の一部が欠失し，胴部外面がやや摩滅している　備考：-

第39図　墳丘出土遺物と参考資料（［茂木1998］より転載）

行方市木工台遺跡第41号住居跡

１

10cm0

の周溝内からは，須恵器片が数点出土している。

墳丘　　封土は旧表土の上面を除去して基底部を整形

した上に造られている。墳丘盛土の最下層の一部には，

旧表土層と思われる暗褐色土の水平堆積がみられる。盛

土は周溝掘削により生じた地山のローム土を主体として

用いられ，所々にブロック状のローム土が混じる。

墳丘規模として直径は，南北方向が周溝内側の下端を

復元し計測すると約 16.6m で，東西方向が一方を周溝

内側の下端，周溝が確認できないもう一方を標高 19 ｍ

部分とすると約 16.6m の規模となることから，ほぼ正

円に近い形の円墳形となる。ただし，墳丘南東側は急傾

斜となり，周溝もないことから墳丘のラインが不明瞭で

ある。また，墳丘は南西側に傾斜を緩くとり，南東斜面

にはやや傾斜をつけて構築されている。台地平坦面から

見る墳丘の高さは，北側の第７号トレンチで周溝の底面

と墳頂の比高差が約 3.16m となる。これに対して，台

地下の水田面から墳丘を見ると，南西・南東斜面部の横

穴墓のある崖面上端の標高約 16m から上の部分が「見

かけ上の墳丘」となり，台地平坦面から見るよりも周囲

の地形から墳丘の形と大きさが際だってみえる。よって，

当墳丘は南からの眺望を強く意識して造られていると考

えられる。さらには，館出支群Ⅰ区第 33 号墓および第

35 号墓の主軸の延長線上に墳頂部があることから，館

出支群Ⅰ区第 33・35 号墓と関連して構築された墳丘の

可能性も考えられる（第 42 図）。

主体部　　今回の調査では，墳丘の内部に主体部を構

築した痕跡は全く検出されなかった。また，周溝内部で

も同様に検出されなかった。このことからも，当墳丘が

古墳ではないと考えられる。

遺物　　当墳丘に伴うと考えられる出土遺物は，第１

号トレンチ内の周溝内覆土と第７号トレンチ内から出土

した須恵器の破片のみである。この他に，旧石器・縄

文・弥生時代の遺物が出土している（第Ⅱ章５）。第７

号トレンチ内から出土した破片は１点で，器種は不明で

図化出来ない。第１号トレンチ内から出土した破片は８

点で，器形や胎土，色調から同一個体と考えられる（第

39 図）。口縁端部内面には浅い沈線がまわり，胴部の肩

部がやや張り，平底の小型の甕と思われる。破片が小片

のため全体を復元することは出来ないが，行方市木工台

遺跡第 41 号住居跡から出土した甕（第 39 図）に類似す

る器形になると考えられる。胎土に骨針が含まれること

から，水戸市木葉下窯産と思われる。器形から，時期は

８世紀前半と推測され，館出支群Ⅰ区第 32・33 号墓出

土の須恵器の一部と時期が重なる。よって，この須恵器

甕片は墳丘と関連する遺物の可能性が高い。

小結　　当墳丘は直径約 16m の円墳形である。墳丘

は，台地縁辺部の横穴墓が構築された斜面部に寄せて造

られている。周溝は，急斜面部側が切れる三日月状を呈

する。主体部は，墳頂部を中心に十字に設定したトレン

チでは確認できなかった。出土した須恵器をこの遺構に
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第40図　墳丘および周辺地形測量図　

伴う遺物とすれば，横穴墓出土の遺物と関連する時期の

ものとなる。

茨城県内で横穴墓に伴う墳丘と考えられる調査例を挙

げると，常陸太田市幡山東横穴墓群Ｃ地区と日立市坂下

横穴墓群Ａ支群の２例がある（第 43 図）。幡山東横穴墓

群Ｃ地区のものは，報告書では「幡山古墳群第 25 号墳」

とされ，「南北幅約 10 ｍ，東西幅約 17 ｍ，高さ１ｍ強

の東西に細長く伸びる楕円形に近い形状」で，周溝と埋

葬施設は確認されなかったため，自然地形と推測されて

いた。この古墳はＣ地区の９基かから成る横穴墓群上の
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墳丘および周溝堆積覆土
第 1層：表土
第 2層：暗赤褐色土層（締まりなし）
第 3層：赤褐色土層（暗褐色土ブロック・炭化物粒多量含む）
第 4層：赤褐色土層（暗褐色土粒・ブロック・炭化物粒少量含む）
第 5層：赤褐色土層（暗褐色土ブロック多量含む）
第 6層：暗褐色土層（赤褐色土粒多量含む）
第 7層：暗褐色土層（赤褐色土ブロック多量含む）
第 8層：赤褐色土層（暗褐色土粒多量含む）
第 9層：暗赤褐色土層（褐色土粒多量含む　炭化物粒少量含む）
第 10 層：褐色土層（赤褐色土粒・炭化物粒多量含む）
第 11 層：褐色土層（暗褐色土粒少量含む）
第 12 層：赤褐色土層（暗褐色土粒少量含む）
第 13 層：明褐色土層
第 14 層：暗褐色土層（赤褐色土粒少量含む）
第 15 層：明褐色土層（赤褐色土粒少量含む）
第 16 層：暗褐色土層　
第 17 層：褐色土層（赤褐色土粒多量含む　締まりあり）
第 18 層：赤褐色土層（黄褐色粘土ブロック多量含む　炭化物粒少量含む）
第 19 層：赤褐色土層（締まりなし）
第 20 層：明赤褐色土層
第 21 層：明赤褐色土層（黄褐色粘土ブロック多量含む　粘性強い）

第 22 層：赤褐色土層（黒色土粒（粒子大）多量含む　炭化物粒少量含む）
第 23 層：暗褐色土層（赤褐色土ブロック少量含む）
第 24 層：赤褐色土層（暗褐色土粒・炭化物粒少量含む）
第 25 層：褐色土層（赤褐色土粒少量含む）
第 26 層：褐色土層（第 25 層より暗い　赤褐色土粒多量に含む）
第 27 層：暗褐色土層（赤褐色土粒多量含む）
第 28 層：褐色土層（暗褐色土）
第 29 層：明褐色土層（暗褐色土粒多量含む）
第 30 層：明褐色土層（炭化物粒少量含む）
第 31 層：明褐色土層（粘性強い）
第 32 層：暗赤褐色土層（第 33 層より暗い土　暗褐色土粒多量含む　黄

褐色粘土ブロック少量含む）
第 33 層：暗赤褐色土層（暗褐色土粒少量含む）
第 34 層：赤褐色土層（締まりあり）
第 35 層：暗褐色土層（暗褐色土粒多量含む）
第 36 層：暗赤褐色土層（暗褐色土粒少量含む）
第 37 層：暗褐色土層（締まりなし）
第 38 層：暗赤褐色土層（暗褐色土粒・ブロック多量含む　黄褐色粘土ブ

ロック少量含む）
第 39 層：明褐色土層（赤褐色土ブロック・褐色土粒多量含む）
第 40 層：明褐色土層（赤褐色土ブロック多量含む）
第 41 層：明褐色土層（暗褐色土粒多量含む　暗褐色土粒ブロック少量含

む）

第 42 層：明褐色土層（暗褐色土ブロック多量含む）
第 43 層：明褐色土層（黒色土粒少量含む）
第 44 層：明褐色土層（第 43 層より暗い　暗褐色土ブロック・炭化物粒

多量含む）
第 45 層：明褐色土層（黒色土粒（粒子大）多量含む）
第 46 層：明褐色土層（第 45 層より暗い　暗褐色土粒多量含む　黒色土

粒（粒子大）少量含む）
第 47 層：赤褐色土層（褐色土ブロック多量含む）
第 48 層：暗褐色土層（赤褐色土ブロック多量含む　黒色土粒少量含む）
第 49 層：褐色土層（黄褐色土ブロック少量含む）
第 50 層：暗褐色土層（赤褐色土ブロック少量含む）
第 51 層：暗褐色土層
第 52 層：明褐色土層（暗褐色土ブロック多量含む）
第 53 層：明褐色土層（暗褐色土粒多量含む　暗褐色土ブロック少量含む）
第 54 層：暗褐色土層（赤褐色土粒・黒色土粒（粒子大）多量含む）
第 55 層：赤褐色土層（暗褐色土粒多量含む）
第 56 層：褐色土層（炭化物粒多量含む）
第 57 層：暗赤褐色土層（暗褐色土粒多量含む　炭化物粒少量含む）
第 58 層：暗赤褐色土層（黒色土ブロック多量含む　黄褐色粘土ブロック

少量含む）
第 59 層：暗赤褐色土層（黒色土ブロック少量含む）
第 60 層：暗赤褐色土層（暗褐色土ブロック少量含む　暗褐色土粒少量含

む）

第41図　墳丘および周溝セクション図

第 61 層：暗赤褐色土層（暗褐色粘土ブロック多量含む）
第 62 層：暗赤褐色土層（暗褐色土粒少量含む　炭化粒物少量含む）
第 63 層：暗褐色土層（赤褐色土ブロック少量含む）
第 64 層：暗褐色土層（明褐色土粒多量含む）
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第42図　墳丘と館出支群Ⅰ区第32・33・35号墓との関係
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

第43図　横穴墓に伴う墳丘の例１
十王前横穴墓群と十王前古墳群（［猪狩2014］より転載）

坂下横穴墓群A支群と墳丘（［生田目1991］を一部修正）幡山東横穴墓群C地区と幡山25号墳（［佐藤・海老澤1978］より転載）
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第44図　横穴墓に伴う墳丘の例２

弘法山横穴墓群と弘法山古墳群第１号墳（［横須賀2000］を一部修正）

桜小路横穴墓群と墳丘（［志間1971］を一部修正）

台地縁辺部に存在することから，単独の横穴墓に伴うも

のではなく横穴墓群の象徴としての墳丘と考えられる。

坂下横穴墓群Ａ支群のものは，調査の際に自然堆積とみ

なされているが，第７～９号墓の直上に位置しており，

横穴墓群の象徴としての墳丘と考えられる。これらの例

の他に，常陸太田市幡山西横穴墓群上の幡山古墳群第１・

２号墳，幡バッケ横穴墓群上の幡台古墳群，島横穴墓群

上の梵天山古墳群第５・６号墳，元太田山（西山）横穴
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　引用・参考文献
猪狩俊哉　2014　「資料紹介　かんぶり穴横穴墓群の測量図面−昭和　　
　四十六年と昭和五十二年に実施した測量調査−」『紀要』９　日立市　
　郷土博物館
佐々木義則　2001　「茨城県における８・９世紀の須恵器甕概観」『婆良
　岐考古』第 23 号　婆良岐考古同人会

佐藤正好・海老澤 稔　1978　『幡山遺跡発掘調査報告』常陸太田市教　

　育委員会

志間泰治　1971　『桜小路横穴墓群』亘理町文化財調査報告書第二集　　

　亘理町教育委員会

生田目和利　1991　『坂下横穴墓群−Ａ支群発掘調査報告書−』日立市文  

　化財調査報告第 26 集　日立市教育委員会

西野 保　2003　「久慈川下流域の横穴墓の諸問題」『領域の研究−阿久　

　津久先生還暦記念論集−』阿久津久先生還暦記念事業実行委員会

茂木悦男　1998　『北浦複合団地造成事業地内埋蔵文化財調査報告書　　

　木工台遺跡１』茨城県教育財団文化財調査報告第 140 集　財団法人　

　茨城県教育財団

横須賀倫達　2000　「丘陵上の墳丘とその意義」『福島空港・あぶくま南

　道路遺跡発掘調査報告書八　弘法山古墳群』福島県文化財調査報告書

　第 369 集　財団法人福島県文化センター

墓群の上の高まり，日立市十王前横穴墓群上の十王前古

墳群円墳３基（第 43 図），赤羽横穴墓群Ｂ支丘第１号墓

の上の高まり，鹿嶋市大掾辺田横穴墓群上の宮中野古墳

群南支群が挙げられる。以上の例は，大半が未調査なた

め確実に横穴墓に伴う墳丘であるとはいえないが，その

可能性は十分に考えられる。

福島県の調査例では，西白河郡矢吹町の弘法山古墳

群第１号墳（第 44 図）がある。第１号墳は，直径約 11

ｍ，高さ 1.2 ｍの円墳で，斜面部側が切れる三日月状の

周溝が確認されている。立地は，弘法山横穴墓群が構築

された斜面部に寄せて造られている。調査では７世紀代

の須恵器が出土しており，横穴墓群との年代も齟齬しな

い。この他にも，宮城県亘理町桜小路横穴墓群（第 44 図）

などで確認されている。

以上のような例と当墳丘を比較すると，立地や周溝の

形状などから弘法山古墳群第１号墳と類似する点が多

い。また，主体部が確認できないことから，当墳丘は館

出支群Ⅰ区の象徴としての墳丘の可能性が高いと判断し

た。さらに，当墳丘の墳頂部が，当横穴墓群最大級の規

模を有する館出支群Ⅰ区第 35 号墓や第 33 号墓の主軸延

長線上にあることからは，館出支群Ⅰ区第 35 号墓およ

び第 33 号墓と関連して構築された墳丘の可能性も考え

られる。

なお，以上の結果から，現在までの呼称である「虎塚

古墳群第２号墳」という名称を改め，横穴墓と関連する

墳丘として「館出支群Ⅰ区墳丘」と呼称することとした。

館出支群Ⅰ区墳丘の位置（矢印部分　1977年撮影）
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５　旧石器・縄文・弥生時代の遺物

５　旧石器・縄文・弥生時代の遺物

0 5㎝
（縮尺2/3）

1 2

第 45 図　旧石器時代遺物

　館出支群Ⅰ区墳丘（虎塚古墳群第２号墳）の調査では，墳丘

及び周溝の覆土から，旧石器・縄文・弥生の各時代の遺物

が検出された。重複する遺構の確認には至らなかったが，

これらは，墳丘の築盛にあたり，周溝の掘削部分に包含

されていた遺物が掘り上げられ再堆積したものと考えら

れる。

　旧石器時代の遺物　　周溝は，深い部分で確認面から

１ｍ以上も掘り込まれており，旧石器時代の文化層の深

度に到達している。旧石器時代の石器として抽出したの

は，２点の剥片である。ともにローム土が付着していた。

第45図１は，横長の剥片。石材は斑晶を含む黒曜石であ

る。２は剥片の一部なのであろう。石材は「トロトロ石（ガ

ラス質黒色デイサイト）」［柴田･山本・鈴木1998］であり，表面

の風化が著しい。周辺の遺跡では，本郷川を挟んで対岸

の差渋遺跡において，「ソフトローム下層からハードロー

ム上層」［樫村1995］に垂直分布する石器群が報告されて

いる。

　縄文時代の遺物　　縄文時代の土器は， 55点の破片が

出土している。早期と前期のみが認められた。

　第46図１～ 10は，早期中葉の田戸下層式土器である。

破片としては21点が抽出された。１～３は口縁部，４～

10は胴部の破片である。器面を彫るように施文された特

徴的な太沈線文が，２・６～９には見られる。３につい

ては，鹿嶋市伏見遺跡［小野他1980］の資料を参考に，窪

む円形文の一部が残存したものと捉えた。周辺の遺跡で

は，本郷川を挟んで対岸の差渋遺跡［樫村1995］，鷹ノ巣

遺跡［小松﨑他2013］などにおいて田戸下層式土器が報告

されている。

　第46図11 ～ 17は，早期後葉の子母口式土器である。

破片としては９点が抽出された。器表面に繊維の脱落し

た痕跡を認めることから，胎土に繊維を含有していたこ

とが推定されるが，その量はわずかである。12は確実に

口縁部であり，口唇部には絡条体による刻みが施されて

いる。11は，器外面が端部でわずかに盛り上がることか

ら，口唇の一部が残存するものと判断した。口唇部には，

刻みが施されているようにも見えるが，確実ではない。

口縁部には縦位の貝殻腹縁文が施文されている。13も，

刻みが施された口唇の一部ではないかと考えて図示して

いるが，これも確実ではない。14 ～ 17の胴部も含めて，

器内外面は，条痕と撫でにより調整されている。17の器

外面に残る条痕は，条が細いことから，絡条体によるも

のであろう。周辺の遺跡では，東中根大和田遺跡[久保

脇1976］において子母口式土器が報告されている。

　第46図18 ～ 24は，前期前半の関山Ⅰ式から「森東式」

［鈴木1996･1998］までの土器群である。胎土には多量の

繊維を含有する。破片としては23点が抽出され，そのう

ち13点が同一個体と識別された。18は，底径82㎜（残存率

46％），胴部最大径236㎜（残存率14％の部分から推定）の深鉢形

に復元される。底部は明瞭な上げ底で，底面が磨きで調

整されている。底部から15㎝ほど上の位置の胴部に成形

の継ぎ目が残り，上位の調整が下位の縄文を覆うことか

ら，下位の縄文の施文後に上位が成形されている。 胴

部全体に単節斜縄文RLとループ文が重層して施文され

るが，この成形の継ぎ目の付近は施文の間が空く。沈線

による文様はわずかに２点，ともに半截竹管によるコン

パス文である。19は施文具の支点を横方向に移動して，
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第46図　縄文時代遺物
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20は加えて上下方向にも移動して施文されている。24は

組紐文。これらの土器群は，口縁部の資料を欠くため細

別を決定できないが，三反田蜆塚貝塚1990年度第２号住

居跡［住谷1991］，遠原貝塚Ｊ７号住居跡［鈴木2014］など

の「森東１式」と比較して，底部の形状に古相を認める。

但し，この底面には縄文が施文されず，支点を上下に移

動するコンパス文や組紐文などが組成することには新相

が認められ，「森東１式」に共通する特徴も窺える。
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５　旧石器・縄文・弥生時代の遺物

第47図　弥生時代遺物

1

3-1 3-2

3-3 3-4

3-5

木葉

4 5

2

　　木葉
0 10㎝

（縮尺1/3）

　第46図25は，前期後半の浮島式土器である。破片はこ

の１点が抽出された。１～ 10の田戸下層式土器は細沈

線文が１本ずつ施文されるのに対して，半截竹管による

平行沈線文の集合であることが異なる。

　弥生時代の遺物　　弥生時代の土器は，46点の破片が

出土している。

　第47図１は，甕形土器の口縁部。口径は154㎜（残存率

９％）と推定される。単純口縁であり，口唇部には単節斜

縄文LRが施されている。口縁部の文様は，半截竹管に

よる波状文。２は，35点の破片を同一個体と識別し，胴

部の破片が接合した。甕形土器であり，口縁，胴，底部

のそれぞれに復元される直径から，全体を推定した。口

径220㎜（残存率９％），胴径208㎜（残存率13％），底径84㎜（残

存率33％）で，器高は29㎝ほどになろう。口唇部には単節

斜縄文RLが施されている。複合口縁であり，その下端

部に｢沈線引きをして隆帯状になった部分に刻みを施す

形態｣［色川2006］と解説された文様が認められる。この

文様を形象から「梯子状刻み隆帯」と呼んでおきたい。口

縁部の文様は，半截竹管による波状文であり，少なくと

も４段に施文されている。胴部は単節斜縄文RL。底面

は木葉痕である。３は，６点の破片を同一個体と識別し

た。底径120㎜（残存率31％）という大型の壷形土器であり，

胴～底部の破片に相当する。底部付近には，胴部の器面

を縦位に調整した箆状工具の止め痕が残る。胴部は付加

条縄文R-Z，密に絡条されて撚糸文のような印象を与え

る。底面は木葉痕である。器内面の剥落が著しい。４と

５は付加条縄文が施文された胴部破片。２を除いて，胎

土には骨針が含まれている。

　那珂川下流域においては，このような特徴の土器群が

かつて伊東重敏により「クロマタギ式」と呼ばれていたこ

ともある。しかし，基準とすべき資料が提示されないま

ま，伊東自身の記述も二転三転したことから，弥生時

代中期後葉と後期初頭の土器群について，現在では「足

洗式」［井上1957］，「部田野山崎式」［鈴木（正）1999，色川

2006］，「向井原式」［色川2006］という型式の序列で整理

されてきている。単純口縁の甕形土器（１）については，

中期終末「部田野山崎式」と後期初頭「向井原式」の分別が

難しいが，複合口縁の甕形土器（２）は，「向井原式」に位
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Ⅱ　調査で確認された遺構と出土遺物

第48図　弥生時代遺物の参考資料（石岡市餓鬼塚遺跡出土土器）

1

2
3

4

＊複合口縁の欠損部を擬口縁として使用

＊

0 10㎝
（縮尺1/4）

置付けられよう。「向井原式」には，単純口縁と複合口縁

が共存し，単節斜縄文の他に付加条縄文があり，これに

は撚糸文のような付加条縄文も含まれる。単純口縁の甕

形土器（１），大型の壷形土器（３）も，複合口縁の甕形土

器（２）に共伴することが考えられる。那珂川下流域の「向

井原式」の表徴の１つは，「梯子状刻み隆帯」である。｢東

中根式｣には，これが見られないことから，当該地域では，

後期初頭に限定した属性と考えられる。霞ヶ浦沿岸域に

おける後期初頭の「餓鬼塚式」［鈴木（正）1981］にも，この

「梯子状刻み隆帯」が見られる（第48図２）。但し，「餓鬼塚式」

では，これが多段化しているのに対し，「向井原式」では

単独が典型である。また，「餓鬼塚式」の頸部文様は，縦

区画連弧文が特徴的で，下向きの連弧文が多用されるの

に対し，「向井原式」の頸部文様は，波状文，上向きの連

弧文が特徴的という異なりが認められる。

　東中根の台地には古くから，後期前半の東中根遺跡群

が知られていた。これは台地西側の大川流域に集中して

いる。一方，中期の遺跡群は本郷川流域の調査が進み，

「足洗式」の差渋遺跡［樫村1995］，「部田野山崎式」の山崎

遺跡[井上1990]が報告されていた。その中期と後期の隙

間を埋める遺跡を，下原遺跡［色川2006］と同じく，東中

根でも本郷川を望む台地東側に確認することになったの

である。
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１　実測調査

Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

１　実測調査

１　館出支群Ⅰ区第 32号墓（第 51・52 図）

　当横穴墓は，館出支群Ⅰ区の南部分に位置する。1950

年に未開口の状態で確認され，調査が実施された。玄室

内からは，銅装黒作大刀１口，鉄釘36点，壷金具４点，

羨道部から須恵器40点が出土したとされる（第49図）。こ

の中で，大刀１口と須恵器数点がひたちなか市埋蔵文化

財調査センターに保管されている。

　確認状況は，開口した状態であった。羨道部手前は民

家の庭を拡張する際に壊され，羨道部上部と玄門部羨道

側は凝灰岩が脆く自然崩壊していた。玄室内には1950年

以降に堆積したと思われる覆土が薄くみられ，測量前に

その覆土を回収し篩にかけたが，出土遺物はない。　　

　確認できた主軸長は2.54ｍを測る。主軸方位は，N

−18°−E。玄室床面の標高は10.0ｍ。

館出支群Ⅰ区第32号墓出土大刀

大刀

壷金具

釘

0 1m

第49図　1950年調査時の館出支群Ⅰ区第32号墓の実測図

玄室　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：1.98ｍ　　　奥壁側幅：2.10ｍ

　　前壁側幅：1.00ｍ　奥壁側高：0.78ｍ

　　前壁側高：0.82ｍ

　平面形は逆台形で，奥壁が直線ではなく外反する。床

面はほぼ平坦で，玄門部との境界には，高さ５㎝程の段

差がある。縦断面形は台形を呈する。横断面形は，左右

で床面からの立ち上がりの角度が違うため，変形した低

いアーチ形となる。工具痕は奥壁と側壁は縦や斜め方向，

天井部は玄門側から奥壁側へ向かってみられる。

第50図　館出支群Ⅰ区第32号墓出土と思われる遺物　
　　　　（［小林1979］より転載）

ｃｍ
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

第51図　館出支群Ⅰ区第32号墓平面・断面・側面図

第52図　館出支群Ⅰ区第32号墓三次元立体図

館出支群Ⅰ区第32号墓玄室三次元立体写真

＊青点線：クラック
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１　実測調査

館出支群Ⅰ区第32号墓玄門部

館出支群Ⅰ区第32号墓

館出支群Ⅰ区第32号墓玄室

館出支群Ⅰ区第32号墓玄門部（内側）

館出支群Ⅰ区第32号墓玄室工具痕
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

第53図　館出支群Ⅰ区第33号墓平面・断面・側面図

館出支群Ⅰ区第33号墓玄室館出支群Ⅰ区第33号墓玄室西側

玄門部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：0.26ｍ　幅：0.76ｍ　高：0.64ｍ

　奥行は非常に短い。排水溝はない。立面形は下膨れの

半円形を呈する。玄門部床面から羨道部床面までの比高

差は0.20ｍを測る。

羨道部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行（残存）：0.30ｍ　玄門部側幅1.28ｍ

　羨道部は玄室に対して西に傾いている。平面形は大半
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１　実測調査

館出支群Ⅰ区第33号墓玄門部

館出支群Ⅰ区第33号墓玄室奥壁北東隅上部

館出支群Ⅰ区第33号墓玄門部（内側）

館出支群Ⅰ区第33号墓玄室東側

館出支群Ⅰ区第33号墓羨道部

が壊されているため不明である。閉塞の溝などは確認で

きない。立面形は，天井部が確認できないが，アーチ形

と思われる。
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

第54図　館出支群Ⅰ区第33号墓三次元立体図

館出支群Ⅰ区第33号墓玄室奥壁工具痕 館出支群Ⅰ区第33号墓玄室東壁工具痕

　　前壁側幅：2.06ｍ　中央高：1.03ｍ

　平面形は横長の長方形で，奥壁に平行して屍床がある。

屍床の規模は，奥行が0.56 ～ 0.64ｍ，高さが４㎝ほどを

測る。屍床や床面には，玄門部方向から奥壁に向かって

溝がみられるが，構築当時のものかは判断できなかった。

1951年調査時の図面（第56図）にはその表記がないので，

第55図　館出支群Ⅰ区第33号墓出土と思われる遺物［伊東1971］
　　　　より転載）

２　館出支群Ⅰ区第 33号墓（第 53・54 図）

　当横穴墓は，館出支群Ⅰ区の南部分に位置する。

Ⅰ区第32号墓の西側に並ぶ。1951年に未開口の状態

で確認され，調査が実施された。玄室内からは，火

葬骨と伴に刀子２口，鉄鏃30数点，鉄釘数点，羨道

部から須恵器49点が出土したとされる（第56図）。こ

の中で，須恵器数点がひたちなか市埋蔵文化財調査

センターに保管されている。

　確認状況は埋没した状態で，これは1951年の調査

後，横穴墓上の土砂が崩れて埋没したものと思われ

る。羨道部手前は民家やその庭を拡張する際に壊さ

れている。玄室内には1951年以降に堆積したと思わ

れる覆土が薄くみられ，測量前にその覆土を回収し篩に

かけたが，出土遺物はない。

　確認できた主軸長は3.61ｍを測る。主軸方位は，N−

17°−E。玄室床面の標高は9.2m。

玄室　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：1.54ｍ　　　奥壁側幅：1.98ｍ

館出支群Ⅰ区第33号墓玄室三次元立体写真
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１　実測調査

0 1m

鉄鏃

骨

炭

鉄

刀子

 焼土
炭アリ

土器

土器

第56図　1951年調査時の館出支群Ⅰ区第33号墓の実測図

開口後のものかもしれない。床面と玄門部との境界に段

差はない。立面形は，四方の壁が床面からほぼ垂直に立

ち上がり，天井部はドーム形となる家型を呈する。壁と

天井との境に段差はない。壁面は非常に丁寧に仕上げら

れている。工具痕は奥壁や側壁で縦や斜め方向にみられ

る。工具痕の幅は約７㎝である。

玄門部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：0.66ｍ　　　　玄室側幅：1.04ｍ　

　　羨道部側幅：0.74ｍ　玄室側高：0.72ｍ　

　　羨道部側高：0.70ｍ

　平面形は逆台形を呈する。排水溝はない。立面形はアー

チ形を呈する。玄室から羨道部にかけての段差はなく，

閉塞の溝なども確認できない。。

羨道部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行（残存）：1.39ｍ　玄門部側幅1.36ｍ

　　玄門部側高：1.12ｍ　手前側幅（残存部）：1.10ｍ

　羨道部は，玄門側部分を除いて，大半が破壊されてい

る。凝灰岩を垂直に掘り下げて構

築している。平面形は逆台形を呈

する。立面形は，アーチ形である。

　３　館出支群Ⅲ区第５号墓

（第57・58図）

　当横穴墓は，館出支群Ⅲ区のほ

ぼ中央部に位置する。

　確認状況は埋没した状態で，本

調査でその存在を確認した。確認

後，玄門部の上部まで覆土を掘り

下げ，デジタルカメラにより玄室

内を確認したところ，土砂の流れ

込みが少なく，床面が礫敷である

ことが判明した。礫敷は，当横穴

墓群では初確認であったため，羨

道部と玄門部の覆土を除去し，玄

室内は極力掘り下げを行わずに，

横穴墓の実測を目的に調査を行う

こととなった。

　堆積覆土は，最下層に堅く締

まった土層（第５層）が薄く堆積し

ており，これは横穴墓使用時に堆

積したものと思われる。玄門部は石による閉塞が認めら

れず，閉塞には築造時に生じた凝灰岩粒を詰めたような

状況が第７層から考えられる。横断面では，第４層が三

角堆積しているので，これは埋葬期間もしくはその後す

ぐに堆積したものと思われる。第２・３・６層は，凝灰岩

を多く含むことから，横穴墓使用期間後，それほど時間

をおかずに堆積したもので，その後第１層が堆積した状

況がうかがえる。なお，土層からは，追葬による覆土の

掘り下げは確認できない。

　主軸長は4.24ｍを測る。主軸方位は，N−87°−W。

玄室床面の標高は7.2m。

玄室　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：2.33ｍ　　　奥壁側幅：1.72ｍ

　　前壁側幅：1.46ｍ　奥壁側高：1.30ｍ

　　前壁側高：1.02ｍ

　平面形は縦長の長方形を呈するが，玄門部の幅がやや

狭まる。床面と玄門部との境界に段差はない。縦断面形
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

a L=7.7m a’

1 6

2

3

75

0 1m

L=7.7m

1

4
2

3
4

5

0 1m

b b’

第57図　館出支群Ⅲ区第５号墓平面・断面・側面図・堆積覆土
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１　実測調査

館出支群Ⅲ区第５号墓堆積覆土
第１層：黒褐色土層（径１～５㎝の礫を多量に含む　斜面上部からの流

れ込み　締まりややなし）
第２層：褐色土層（凝灰岩ブロック・凝灰岩粒多量　斜面部凝灰岩の崩

れ　締まりややなし）
第３層：黒色土層（凝灰岩ブロック・凝灰岩粒少量　埋没初期の堆積物

か　締まりややなし）
第４層：黄褐色土層（凝灰岩ブロック・凝灰岩粒主体　埋没初期の凝灰

岩の三角堆積　締まりややなし）
第５層：黄褐色土層（凝灰岩ブロック・凝灰岩粒主体　横穴墓使用時の

床面か　締まり強くあり）
第６層：黒褐色土層（凝灰岩ブロック・凝灰岩粒多量　凝灰岩ブロック

は羨道部天井部の崩れた大きな塊も含まれる　締まりなし）
第７層：灰白色土層（凝灰岩粒主体　玄門部閉鎖時のものか　締まりなし） 

館出支群Ⅲ区第５号墓玄門部

館出支群Ⅲ区第５号墓羨道部

館出支群Ⅲ区第５号墓玄門から玄室

館出支群Ⅲ区第５号墓玄門部堆積覆土館出支群Ⅲ区第５号墓羨道部堆積覆土
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

館出支群Ⅲ区第５号墓玄室（玄門部方向）館出支群Ⅲ区第５号墓玄室（奥壁方向）

館出支群Ⅲ区第５号墓礫床（奥壁側）

館出支群Ⅲ区第５号墓礫床（玄門部側）

館出支群Ⅲ区第５号墓礫床

は台形で，横断面形はアーチ形を呈する。工具痕は，奥

壁や天井部は目立たないが，両側壁には肋状にみられる。

側壁の工具痕の幅は約８㎝である。

　調査では，玄室内への土砂の流入は玄門部付近のみで，

実測への影響がなかったため，現状維持を優先し，玄室

内の立ち入りや礫の移動，覆土の除去は最低限とした。

目視による確認では，副葬品は検出できなかった。また，

礫の隙間から床面が確認できるので，礫は重なり合って

いないと思われる。礫の大きさは10㎝前後で，砂岩とみ

られる。同じような礫は，遺跡内の崖面の礫層で確認で

きるので，遺跡内で採取したものだろう。礫の上には人

骨がみられ，保存上の関係から，取り上げを行った。人

骨の残りは悪く，頭蓋骨はない。出土位置は中央部で，

壁側にはない。人骨についての詳細は第Ⅳ章で報告する。

玄門部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：0.76ｍ　　　　　玄室側幅：0.64ｍ　

　　羨道部側幅：0.48ｍ　　玄室側高：0.66ｍ　

　　羨道部側高：0.60ｍ
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１　実測調査

第58図　館出支群Ⅲ区第５号墓三次元立体図

第59図　館出支群Ⅲ区第５号墓人骨出土状況図

1m0

館出支群Ⅲ区第５号墓人骨出土状況

館出支群Ⅲ区第５号墓玄室三次元立体写真
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

第60図　館出支群Ⅶ区第３号墓平面・断面・側面図

　玄門部は幅が狭く，大人1人がやっと抜けられる大き

さである。奥行きは，当横穴墓群では長い。平面形は逆

台形を呈する。排水溝はない。立面形はアーチ形を呈す

る。玄門部床面から羨道部床面までの比高差は約５㎝を

測る。

羨道部　　規模は以下のとおりである。

＊青点線：クラック
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１　実測調査

館出支群Ⅶ区第３号墓玄室２館出支群Ⅶ区第３号墓玄室１

館出支群Ⅶ区第３号墓玄室３ 館出支群Ⅶ区第３号墓玄室東壁

第61図　館出支群Ⅶ区第３号墓玄室三次元立体図

　　奥行：1.22ｍ　　　玄門部側幅1.40ｍ

　　手前側幅：1.08ｍ　玄門部側高：1.05ｍ

　平面形は逆台形を呈する。立面形は，アーチ形である。

玄門部手前に閉塞のための浅い溝がみられる。また，主

軸線上に直径25㎝，深さ３㎝ほどの凹みがある。

　４　館出支群Ⅶ区第３号墓（第60・61図）

　当横穴墓は，館出支群の台地先端部に位置する。当横

穴墓は，少なくとも２回の民家建設で壊され，玄室奥壁

部分が残存するのみである。

　確認状況は，民家建設工事の際に削った凝灰岩屑が充

填された状態であった。調査はその土砂を除去すること

から始まった。除去後確認すると，奥壁と天井部の境界

が残るが，天井部も破壊されていることが判明した。よっ

て，残存している部分は，玄室の奥壁と側壁の一部とな

る。

　確認できた主軸長は1.90ｍを測る。主軸方位は，N−

18°−E。玄室床面の標高は5.6m。

玄室　　規模は以下のとおりである。

　　奥行（残存）：1.90ｍ　奥壁側幅：2.49ｍ

　　奥壁側高：1.62ｍ

　平面形は長方形または方形を呈すと思われる。床面は

ほぼ平坦で，屍床はない。立面形は，奥壁と両側壁が床

面からほぼ垂直に立ち上がり，方形で，天井部は平天井

である。壁面の調整は丁寧である。
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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１　実測調査

館出支群Ⅴ区第 13 号墓堆積覆土
第１層：暗褐色土層（径１～５㎝の礫を多量に含む　斜面上部からの流れ込み　締まりあり）
第２層：暗褐色土層（ローム粒・径１㎝の凝灰岩ブロック・凝灰岩粒・径１～５㎝の礫少量　締まり強くあり）
第３層：黒褐色土層（径１～５㎝の凝灰岩ブロック多量，径１～５㎝の礫少量　締まり強くあり）
第４層：灰褐色土層（凝灰岩ブロック・凝灰岩粒主体　横穴墓使用時の床面か　締まり強くあり）
第５層：黄褐色土層（凝灰岩ブロック・粒主体　埋没初期の凝灰岩の三角堆積　締まりややあり）
第６層：黒色土層（径１～３㎝凝灰岩ブロック少量　閉塞に使用されたと思われる凝灰岩ブロックを含む
　　　　　締まりあり）

第62図　笠谷支群Ⅴ区第13号墓平面・断面・側面図・堆積覆土
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

笠谷支群Ⅴ区第13号墓羨道部堆積覆土１ 笠谷支群Ⅴ区第13号墓羨道部堆積覆土２

笠谷支群Ⅴ区第13号墓玄門部堆積覆土 笠谷支群Ⅴ区第13号墓羨道部礫出土状況１

笠谷支群Ⅴ区第13号墓羨道部礫出土状況２ 笠谷支群Ⅴ区第13号墓羨道部礫出土状況３

笠谷支群Ⅴ区第13号墓羨道部礫出土状況４ 笠谷支群Ⅴ区第13号墓羨道部礫出土状況５
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１　実測調査

笠谷支群Ⅴ区第13号墓玄門部 笠谷支群Ⅴ区第13号墓玄室１

笠谷支群Ⅴ区第13号墓玄室（玄門部側） 笠谷支群Ⅴ区第13号墓玄室天井

笠谷支群Ⅴ区第13号墓玄室２
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

笠谷支群Ⅴ区第13号墓玄室東壁工具痕 笠谷支群Ⅴ区第13号墓玄室西壁工具痕

第63図　笠谷支群Ⅴ区第13号墓三次元立体図

　当横穴墓は，1970年頃の確認では納屋として使用され

ており，平天井であることがいわれていた。よって，今

回の調査で平天井であることが証明されたことになる。

当横穴墓群で確認されている平天井構造の横穴墓は，館

出支群Ⅶ区第１・２号墓と，笠谷支群Ⅴ区第18号墓の４

基のみである。

　５　笠谷支群Ⅴ区第13号墳（第62・63図）

　当横穴墓は，笠谷支群Ⅴ区の西側部分に位置する。

　確認状況は埋没した状態で，本調査でその存在を確認

した。確認後，玄門部の上部まで覆土を掘り下げ，デジ

タルカメラにより玄室内を確認したところ，玄室の立面

構造が穹窿形であることが推定された。この構造の横穴

墓は，当横穴墓群では初確認であったため，羨道部と玄

門部の覆土を除去し，玄室内は掘り下げを行わずに，横

穴墓の実測を目的に調査を行うこととなった。

　堆積覆土は，最下層に堅く締まった土層（第４層）が薄

く堆積しており，これは横穴墓使用時に堆積したものと

思われる。横断面では，第５層が三角堆積しているので，

これは埋葬期間もしくはその後すぐに堆積したものと思

われる。第６層は，閉塞に使用されたと思われる凝灰岩

ブロックを含む。第２層は，凝灰岩を多く含むことから，

横穴墓使用期間後，それほど時間をおかずに堆積したも

ので，その後第１層が堆積した状況がうかがえる。

　主軸長は4.96ｍを測る。主軸方位は，N−５°−W。

玄室床面の標高は6.7m。

玄室　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：2.13ｍ　　　奥壁側幅：2.24ｍ

　　前壁側幅：2.38ｍ　中央高：（確認）1.52ｍ

　　（推定）1.68ｍ

　平面形は矩形を呈する。玄門部との境界には，高さ３

㎝程の段差がある。立面形は所謂テント状を呈する穹窿

笠谷支群Ⅴ区第13号墓玄室三次元立体写真
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１　実測調査

形で，四隅から稜線が天井部中央にかけて集まるように

延びるが，天井部付近では稜線がよく確認できない。天

井部中央には円形の小さな凹みが２つあり，奥壁側の稜

線は北側の凹みに，玄門部側の稜線は南側の凹みに向

かって延びているようにも見える。壁面の調整は丁寧で，

斜めからライトを当てないと工具痕は見えない。西壁に

は工具先端部が当たった部分が残っており，工具痕の幅

は約５㎝である。

　玄室床面には土砂が20㎝ほど堆積していた。今回の調

査では実測への影響がなかったため，現状維持を優先し，

玄門部との境界部分を除いて覆土の掘り下げは行ってい

ない。よって，玄室内の遺物や人骨の有無は不明である。

玄門部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：0.52ｍ　　　　玄室側幅：0.84ｍ　

　　羨道部側幅：0.72ｍ　玄室側高：0.80ｍ　

　　羨道部側高：0.78ｍ

　平面形は若干だが逆台形を呈する。排水溝はない。立

面形は下膨れのアーチ形を呈する。羨道部側は，玄門構

築後下部の両側を拡張したような痕跡がみられる。玄門部

と羨道部の境界には段差があり，比高差は約10㎝を測る。

羨道部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：2.24ｍ　　　玄門部側幅1.86ｍ

　　手前側幅：1.60ｍ　玄門部側高：1.08ｍ

　平面形は逆台形を呈する。立面形は，方形で，天井部

が若干アーチ形を呈する。玄門部手前に閉塞のための溝

はない。また，主軸線上に直径25㎝，深さ４㎝ほどの凹

みがある。羨道部の手前側は傾斜がきつく，崖面へと繋

がる。

　羨道部からは，玄門部の閉塞に使用されたと思われる

凝灰岩ブロックが約50個検出された。大きさは大小ある。

石と床面との間に覆土はなく，床直の状態であった。出

土状態からは，玄門部を閉塞していたものが自然に崩壊

したか，追葬時に石を除き閉塞しなかった可能性が考え

られる。

　羨道部の石はすべて撤去したが，遺物は出土しなかった。

　６　笠谷支群Ⅵ区第１号墓（第64・65図）

　当横穴墓は，台地先端から突出した凝灰岩に単独で位

置する。ここの凝灰岩は，他の横穴墓が構築されている

岩盤と比べると固いと感じた。

　確認状況は開口した状態であった。開口した時期は不

明で，出土遺物もない。

　主軸長は3.16ｍを測る。主軸方位は，N−41°−E。

玄室床面の標高は5.3m。

玄室　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：1.80ｍ　　　奥壁側幅：2.00ｍ

　　前壁側幅：1.72ｍ　中央高：0.94ｍ

　平面形はほぼ矩形を呈する。玄門部との境界には，高

さ７㎝程の段差がある。立面形はアーチ形のように見え

るが，奥壁と南東側壁には天井部との境に軒線がみられ

るため，家形を意識した造りとなっている。

　玄室の中央より奥壁側の床面には直径10㎝程の大きさ

の礫が散乱していた。石は砂岩で，館出支群Ⅲ区第５号

墓と類似する。開口後に入れられたような状況ではない

ため，この横穴墓の床面も礫敷と判断した。調査時にも

出土遺物はない。

玄門部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：0.34ｍ　　　　玄室側幅：0.82ｍ　

　　羨道部側幅：0.72ｍ　玄室側高：0.71ｍ　

　　羨道部側高：0.72ｍ

　平面形は若干だが逆台形を呈する。排水溝は，中央よ

りやや北西側にみられる。上端部幅が24㎝，深さが10㎝

を測る。立面形はアーチ形を呈する。羨道部側には飾り

縁がみられる。玄門部床面から羨道部床面までの比高差

は約10㎝を測る。

羨道部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：1.00ｍ　　　玄門部側幅1.28ｍ

　　手前側幅：1.24ｍ　玄門部側高：1.06ｍ

　　手前側高：1.18ｍ

　平面形は長方形を呈する。立面形は，アーチ形を呈す

る。玄門部手前に閉塞のための溝はない。

　引用・参考文献
伊東重敏　1971　『水戸市埋蔵文化財包蔵地基本調査報告書（応急版）』　

　水戸市文化財調査報告第１集　水戸市教育委員会　119 頁

井上 義　『茨城県指定十五郎穴三十二号三十三号墳調査書』勝田市中根

　村史跡保存会（発行年不明）

小林三郎　1979　「十五郎穴横穴墓群」『勝田市史　別編Ⅱ　考古資料編』

　勝田市史編さん委員会　207-209，374 頁

佐藤次男　1974　「十五郎穴横穴墓群」『茨城県史料　考古資料編　古墳

　時代』茨城県史編さん原始古代史部会　178-181 頁
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

＊礫敷

第64図　笠谷支群Ⅵ区第１号墓平面・断面・側面図

笠谷支群Ⅵ区第１号墓玄室 笠谷支群Ⅵ区第１号墓玄門部（内側）
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１　実測調査

笠谷支群Ⅵ区第１号墓

笠谷支群Ⅵ区第１号墓羨門部

笠谷支群Ⅵ区第１号墓玄門部

笠谷支群Ⅵ区第１号墓玄門部排水溝

笠谷支群Ⅵ区第１号墓玄室
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

第65図　笠谷支群Ⅵ区第１号墓三次元立体図

館出支群Ⅰ区・指渋支群空撮（1977年12月）

虎塚古墳

笠谷支群Ⅵ区第１号墓玄室三次元立体写真

指渋支群

館出支群



–119–

２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

　１　概要

　発掘調査を実施したのは，館出支群Ⅰ区第 35 号墓で

ある。当横穴墓は，館出支群Ⅰ区の南端に位置する。当

横穴墓の東側にはⅠ区第33号墓とⅠ区第32号墓があり，

３基はほぼ等間隔で並列する（29 頁第 17 図）。

　確認状況は埋没した状態で，トレンチを掘り下げ中に

羨門部を確認した。羨道部および玄門部の上部は埋没し

ていなかったため，その隙間からデジタルカメラにより

玄室内を確認したところ，土砂の流れ込みが少なく，床

面に人骨や大刀などの遺物があることが判明した。確認

後，土嚢による仮閉塞を行い，文化庁との相談の上，遺

物の保存の問題などから発掘調査を実施することとなっ

た。

　調査は，墓前域，羨道部，玄門部，玄室の順に実施した。

　２　堆積覆土

　堆積覆土（第 68 図）は，最下層に堅く締まった土層

（第 11 層）が薄く堆積しており，これは横穴墓使用初期

に踏み固まったものと思われる。第７層上面や閉塞石が

載る第 13 層には焼土や炭化物がみられる。焼土の範囲

は羨道部の羨門部側の中央である（第 71 図）。宮城県東

松島市の矢本横穴墓群では，羨道部周辺に「火」を用い

た痕跡や炭化物層が認められる横穴墓が多数確認されて

いる［佐藤 2010］。また，玄室内の玄門部付近の人骨は

火葬されており，その周辺に炭化物を確認した。よって，

羨道部で確認した焼土や炭化物は，矢本横穴墓群でみら

れるように「火」を用いた儀礼の痕跡か，火葬骨を玄室

内に搬入した際に羨道部にこぼれ落ちたものか，あるい

は両方の事象により堆積したものと思われる。横断面で

は，第６層が三角堆積しているので，これは埋葬期間中

に堆積したものと思われる。また，第７層上層に先述の

焼土や炭化物がみられるため，最終使用時は第６・７層

が堆積していたと考えられる。その後，第３・４・８層

などが自然堆積する。そして，第９・10・12 層は羨道

部や玄門部の上部から崩落した凝灰岩である。最後に，

覆土の大半を占める第２層が土砂崩れのように短期間に

堆積し，横穴墓が埋没したと考えられる。

　３　構造（第 66・67 図）

　主軸長は 6.01 ｍを測る。主軸方位は，N − 27°− E。

玄室床面の標高は 8.8 ｍ。

玄室　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：2.42 ｍ　　　奥壁側幅：3.28 ｍ

　　前壁側幅：2.50 ｍ　中央高：1.38 ｍ

　平面形は逆台形を呈するが，奥壁と前壁は平行ではな

いため，やや歪んだ形となる。床面は玄室手前を玄門部

幅で約９㎝掘り窪めて，周囲三方に「コの字形」に屍床

を造り出している。屍床の床面はほぼ平坦に成形されて

いるが，西側の屍床は凸凹がやや目立つ。これは，複数

回の埋葬における横穴墓使用によって生じたものと考え

られる。床面と玄門部との境界にも段差がある。立面形

は家形を意識したもので，天井形はドーム形を呈する。

軒線の表現はないが，凝灰岩の茶色の堆積層があたかも

軒線のように見える。このような地層の視覚的な効果

は，館出支群Ⅰ区第 27 号墓や同支群Ⅴ区第２号墓，同

支群Ⅷ区第６号墓でも見られる。壁面は丁寧に仕上げら

館出支群Ⅰ区第35号墓遠景（左端） 館出支群Ⅰ区第35号墓遠景（手前）
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

ＦＦ

第66図　館出支群Ⅰ区第35号墓平面・断面・側面図
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

＊赤点線：地層
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

ＦＦ

館出支群Ⅰ区第35号墓墓前域

第67図　館出支群Ⅰ区第35号墓三次元立体図

＊赤点線：地層

れており，ほぼ平滑である。工具痕を記録するため，奥

壁と西壁の一部でレーザースキャナーによる計測を行っ

た（第 69 図）。その計測から得られた工具痕の幅は約８

㎝である。また，天井部中央の玄門部寄りの壁面で，工

具の先端部と思われる鉄銹を確認した。この工具の幅は

約５㎝である。

玄門部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：0.65 ｍ　　　　玄室側幅：1.10 ｍ　

　　羨道部側幅：1.01 ｍ　玄室側高：0.74 ｍ　

　　羨道部側高：0.72 ｍ

　平面形は横長長方形を呈する。排水溝はない。立面形

は下膨らみのアーチ形を呈する。玄門部と羨道部の境界

には段差があり，比高差は約４㎝を測る。

羨道部　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：1.04 ｍ　　　　玄門部側幅 1.68 ｍ

　　羨門部側幅：1.28 ｍ　玄門部側高：1.21 ｍ

　　羨門部側高：（現状）1.75 ｍ

　平面形は逆台形を呈する。立面形は，アーチ形である。

玄門部手前に長さ約 94 ㎝，幅約 20 ㎝の閉塞のための浅

い溝がみられる。この溝とほぼ直交する状態で，凝灰岩

の切石の閉塞石が置かれていた。閉塞石の規模は，長さ

55 ㎝，幅 20 ㎝，高さ 30 ㎝を測る。閉塞石と閉塞の溝

の幅はほぼ一致する。この閉塞石の大きさでは，玄門部

を閉塞することは出来ないので，この石で玄門部を覆う

木板のようなものを押さえて閉塞したものと思われる。

羨門部の主軸線上には直径 18 ㎝，深さ３㎝ほどの凹み

がある。

墓前域　　規模は以下のとおりである。

　　奥行：（確認）1.86 ｍ　 羨門部側幅 2.33 ｍ

　　手前側幅：1.90 ｍ　　　南東壁高：1.33 ｍ

　平面形は逆台形を呈する。墓前域手前の覆土を除去し

ていないため，奥行は計測値よりもう少し長い。墓前域

は，現状で約 1.3 ｍ凝灰岩を掘り込んで構築している。
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

7

3

2b

1

8

2a

10

10
13 10

12

9

石
14

L=10.3ma a’
羨門

（玄室）

7

3

2b

6 6

4

5

L=10.4mb b’

7
3 66

L=8.8m cc’

7
36

11

L=9.1md d’

館出支群Ⅰ区第 35 号墓堆積覆土
第１層：暗褐色土層（径１～２㎝の礫を少量含む　上部からの流れ込み

　締まりあり　粘性あり）
第 2a 層：褐色土層（ローム粒を多量に含む　上部に羨道部天井から崩　

落した凝灰岩が堆積する　締まりなし　粘性なし）
第 2b 層：褐色土層（第 2b 層が締まった土層　径１～２㎝の礫を少量，

　凝灰岩ブロックを微量含む　斜面部上部からの流れ込んだ土
　層　締まりあり　粘性あり）

第３層：暗褐色土層（径１～５㎝の礫を多量，径１㎝程の凝灰岩粒を少
　量含む　上層に炭化物が少量みられる　締まりあり　粘性　
あり）

第４層：褐色土層（径１㎝程の凝灰岩粒を多量，径１㎝の礫を少量含む
　締まりあり　粘性あり）

第５層：明黄～橙褐色土層（径１㎝程の凝灰岩粒を多量に含む　締まり
　あり　粘性あり）

第６層：明黄褐色土層（径１㎝程の凝灰岩粒を多量，凝灰岩ブロックを
　少量含む　礫を含まない　締まりややなし　粘性ややなし）

第７層：褐色土層（径１～５㎝の礫を多量に含む　一部上面に焼土と炭
　化物がみられる　締まりややなし　粘性ややなし）

第８層：褐色土層（第 2a 層に凝灰岩ブロックが少量混じる土層　焼土　
粒と炭化物を少量含む　締まりなし　粘性なし）

第９層：羨門部天井が崩れた凝灰岩ブロック
第 10 層：凝灰岩ブロック
第 11 層：褐色土層（粘土質　凝灰岩ブロックを微量含む　横穴墓使用　

初期の面か　締まり強くあり　粘性あり）
第 12 層：黄褐色土層（玄門部の壁の凝灰岩が崩落して堆積した土層　　

締まりややなし　粘性なし）
第 13 層：焼土ブロック（焼土粒・炭化物を多量に含む　締まりなし　　

粘性なし）
第 14 層：凝灰岩ブロック（玄室の壁の凝灰岩が崩落して堆積した土層　

と思われる　締まりややなし　粘性なし）

館出支群Ⅰ区第35号墓b-b'セクション

館出支群Ⅰ区第35号墓a-a'セクション

第68図　館出支群Ⅰ区第35号墓堆積覆土

0 1m
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部・玄門部 館出支群Ⅰ区第35号墓玄門部前の浅い凹み

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室 館出支群Ⅰ区第35号墓玄室奥壁

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室床面

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室北隅

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室（玄門部方向）

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室東隅
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

 1m0

 1m0

第69図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室奥壁・西壁の工具痕レーザー測量図

奥壁

奥壁

　西壁

10cm0
S=1/10 　西壁

＊赤点線：地層
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室奥壁工具痕

館出支群Ⅰ区第35号墓西壁工具痕

館出支群Ⅰ区第35号墓玄門部南東側工具痕

館出支群Ⅰ区第35号墓東壁工具痕

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室奥壁工具痕写真測量

館出支群Ⅰ区第35号墓天井部に残る工具の先端部
幅約 50 ㎜
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

第70図　館出支群Ⅰ区第35号墓遺物出土状況図

焼土集中範囲

1m0
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

1m0

焼土集中範囲

第71図　館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部・墓前域遺物出土状況図

　４　遺物出土状況（第 70 図）

　遺物は玄室外と玄室内から出土した。

　（１）玄室外（第 71・72 図）

　墓前域と羨道部から須恵器と砥石が出土した。土器は，

墓前域北西隅と羨道部の西側，東側の大きく３つのまと

まりがあり，その他に数点が羨道部と墓前域の中央に点

在する。土器の３つのまとまりでは，土器が重なった状

態で，壁に寄せて置かれたような状況を呈している。土

器は完形品もしくは接合して完形品になるものが多い。

接合関係は，一つのまとまりの中で完結するものや２つ
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部遺物出土状況（赤囲：壁にみられる鉄製品？）

館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部・墓前域遺物出土状況

のまとまり間に接合関係がみとめられるもの，３つのま

とまり間に接合関係がみとめられるものなど，さまざま

である。接合によってわかった個体数は 57 点である。

　では，それぞれのまとまりごとに詳細を報告する。

　①羨道部西側出土土器群

　羨道部西側からは，主に第 82・83 図１～ 24 の 24 点

が出土した。土器の器種は，有台杯 11 点，有台杯蓋５点，

有台盤５点，高盤２点，小型短頸壷１点である。接合関

係は，第 74・77・78 図に示した。土器８・15・18・23

が墓前域北西部出土土器群と接合関係がみられる。なお，
館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部東隅上の鉄製品？

幅約 40 ㎜
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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石

石

石

鉄

第72図　館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部・墓前域遺物出土状況図（拡大）・見通し図
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

石

12

3

9

2

24

17

14

13

6
10

5

20

第73図　館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部西側遺物出土状況図（S=1/10）
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館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部西側遺物出土状況１

館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部西側遺物出土状況２
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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第74図　館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部西側遺物接合関係図（S=1/15）

館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部西側遺物出土状況３ 館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部西側遺物出土状況４

１～６ ７，９～ 13 14,16,17,19,21,22 20,24

接合関係の詳細については第Ⅴ章で報告する。

　垂直分布では，床面直上から土器の上に直接土器が重

なるものと，土器の間に薄く覆土を挟むものとがある。

第 73 図は，基本的に上位の遺物から下位へと取り上げ

た順に図化している。土器以外には，南端に石が床面か

らやや浮いた状態で出土した。石の下からは土器片２点

が出土している。

　②羨道部東側出土土器群

　羨道部東側からは，主に第 84・85 図 25 ～ 50 の 26 点

が出土した。土器の器種は，有台杯５点，有台杯蓋 10

点，有台盤９点，小型短頸壷１点，短頸壷蓋１点である。

接合関係は，第 76・77・78 図に示した。土器 26・41・

42・43・47 が羨道部西側出土土器群と，土器 32 が墓前

域南と，土器 38 が玄室内と接合関係がみられる。なお，

接合関係の詳細については第Ⅴ章で報告する。

　垂直分布では，床面直上から土器の上に直接土器が重

なるものと，土器の間に薄く覆土を挟むものとがある。

27 と 30 のように密着した状態のものもあるが，「有台

杯に蓋が載る」といった使用時の状態で置かれたものは

ない。第 75 図は，基本的に上位の遺物から下位へと取

り上げた順に図化している。玄門部側では，36 や 38 の

ように羨道部の中央よりで土器が出土しており，36 は

閉塞石の下からも破片が出土している。この状況は，土

器が重ね置かれた後に追葬が行われ，その際に壁際にあ

った土器が崩れた状況と考えられる。38 と接合する土

器片 1 点が玄室内から出土していることも，追葬時に土

器が崩れて破片が玄室内に入ってしまったものであろ

う。土器以外には，羨道部西側と同じように南端に石が

あり，上下を土器に挟まれた状態で出土している。また，

羨道部北東隅上の壁には，幅４㎝ほどの鉄製の工具の一

部と思われるものがみられる。

　③墓前域北西隅出土土器群

　墓前域北西隅からは，第 86 図 51 ～ 57 の７点が出土

した。土器の器種は，杯１点，有台杯１点，有台杯蓋１
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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第75図　館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部東側遺物出土状況図（S=1/10）
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部東側遺物出土状況１ 館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部東側遺物出土状況２

館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部東側遺物出土状況３ 館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部東側遺物出土状況４

館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部東側遺物出土状況５ 館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部東側遺物出土状況６

点，有台盤２点，高盤２点であるが，完形の状態で出土

したものはない（第 77 図）。接合関係は，第 77・78 図

に示した。土器 51・52・56 が羨道部西側出土土器群と

接合関係がみられる。なお，接合関係の詳細については

第Ⅴ章で報告する。

　垂直分布では，床面直上から土器の上に直接土器が重

なる状況である。土器以外では，一括遺物の中から砥石

が１点出土した。

　

④小結

　３つのまとまりをみると，羨道部東側は完形品の状態

のものが多く，西側と墓前域は破片化しているものが多

い。器種構成と器種ごとの数量に共通点はないが，小型

短頸壷が羨道部東西で１点ずつ正位の状態で出土してい

る。また，羨道部東西の羨門部側に石が１点ずつあるこ

とも注目される。土器の接合関係や年代については，第

Ⅴ章で報告する。
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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第76図　館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部東側遺物接合関係図（S=1/15）

館出支群Ⅰ区第35号墓前域北西隅遺物出土状況２館出支群Ⅰ区第35号墓墓前域北西隅遺物出土状況１

14,25,27,27,33 39,40,44 ～ 48

29 ～ 31,35,37,38

26,36,41 ～ 43,49,50
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

32
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第77図　館出支群Ⅰ区第35号墓墓前域遺物出土状況図（S=1/10）及び羨道部・墓前域遺物接合関係図１（S=1/15）

57

56

51

57

55

55

52

53 15

23

23

18

54

53
56

墓前域北西隅出土状況１

墓前域北西隅出土状況２32,51,52,54,57

　（２）玄室内（第 79・81 図）

　玄室内は，覆土の流入が玄室手前の凹み部分で止まっ

たため，ほぼ埋葬時の状態を保っていた。床面には，中

央より玄門側で天井部から落ちたと思われる凝灰岩片や

玄門部から入り込んだほこりと思われるものが２～４㎝

ほど堆積している部分がみられ，西側や奥壁屍床の人骨

周辺には根が広がっていた。大刀が出土した部分や奥壁

側には，覆土はほとんどみられない。

　玄室内からは，土器１点，大刀１口，刀子５口，鉄鏃

19（36）点，不明鉄製品１点，鉄釘 181 点，人骨，炭化
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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第78図　館出支群Ⅰ区第35号墓羨道部・墓前域遺物接合関係図２（S=1/15）

53,55,56

8,15,18,23

物（材），漆片と思われるものが出土した。

　平面分布では，大刀や刀子が東側屍床，鉄鏃が東側屍

床と中央部の凹み，土器が西側屍床，鉄釘が東側屍床と

西側屍床，人骨が東側屍床以外と，種類によってやや偏

りがみられる。

　大刀は玄室北東隅近くで，鋒を玄門部に向ける形で出

土した。刀子は大刀のすぐ東側から４本，大刀の南側か

ら１本が出土した。第 89 図１の拵が付いた刀子は，鋒

以外が天井部からの凝灰岩の崩落土に埋没していた。１

の鞘尻金具は遊離し，玄室中央の凹みの北西隅上付近か
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

1m0

第79図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室遺物出土状況図１

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室遺物出土状況１
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室遺物出土状況２

第 89図１刀子 第 91 図５鉄鏃周辺

第 93 図２鉄釘周辺 第 87図 59 土器
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

1m0

第80図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室人骨出土状況図

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室人骨出土状況１（奥壁近くの人骨）

ら出土した。大刀や刀子が出土した東側屍床の床面部分

は，凸凹がみられる西側屍床の床面とは違って非常に平

滑である。よって，大刀や刀子は初葬時に埋納され，そ

の後動かされていない可能性が高い。

　鉄鏃は，東側屍床と中央部の凹み部分から，ほぼ１箇

所にまとまった状態で出土している。ただし，鏃身部の

方向は同じではない。

　鉄釘は，玄室左右の屍床上から出土し，中央付近には

１点しかない。さらに細かくみると，東壁側に１つ，西

壁側に２つの計３つの集中があるように思われる。これ

らの出土位置が，鉄釘が使用された容器の原位置を保っ

ているかどうかは判然としない。鉄釘周辺には，炭化物
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室人骨出土状況２
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

1m0

24

2219
23
22

21

6

5
11

20

10

7

25

1

2
3

4

5

1

1

59

38

18/57

118

120
45

126

49
143

71 37
124
64
82

342
15

108

75

2117

67
14

74

68

123

117

116

2

79
101

114

3935

110

47/93 48

104

10344

102

16

34
8 66

9

27

46
100

84

129

147
131

134

24
105

7

137

1

140
127

63
141

23

99
107

60

53

12
106

411

32

132
22

6

10

65
11169

5

525

148
97

61 41

73 145 80
38

43

55

91

121

88

76

144 136

146
138

133
54

115
119
36

135
87

86

51

142
139

83

128130

19
31 62

26
89

30 13

122

78

59

98

58
113

92 90
125

94
28

81

95

33112

29

85

7740
70

20

50
109

52

56

7296

2
15

18

16

18

33

9

13

17
32

3
29
30

31
28

27
14

26

1

12
34

8

4

第81図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室遺物出土状況図２
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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第82図　館出支群Ⅰ区第35号墓出土土器１
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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第83図　館出支群Ⅰ区第35号墓出土土器２

（材）や漆片と思われるものが点在している。

　炭化物（材）と思われるものは，77 点取り上げを行

った。ただし，その大半が粉状で，辛うじて形をとどめ

ているものは，５点程しかない。その５点も２～３㎝四

方で厚みが１㎝ほどの材である。その他に，漆片と思わ

れるものが５点ある。出土位置は，材が東壁際に，漆片

と思われるものは北西隅に集まっている。出土した炭化

物（材）の一部は，火葬骨に伴うものや鉄釘から想定さ

れる容器と関連するものと考えられる。

　土器は，西側屍床の玄門部近くで，杯が１点のみ出土

した。土器内には灰のようなものが薄く堆積していたこ

とから，灯明として使用された可能性が考えられる。

　人骨は，東側屍床以外に点々と分布し，中央部の凹み

部分のみ集中する傾向がある（第 80 図）。また，全身骨
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

0 10cm(1/4)

外面1/2
内面1/2　　 外面1/2外面1/2

外面1/2内面1/2

外面1/2 外面1/2

外面1/2内面1/2

内面1/2　 外面1/2

外面1/2内面1/2

外面1/2外面1/2
外面1/2

外面1/2外面1/2

外面1/2

25 26 27

28 29
30

31 32 33

34 35 36

37 38 39

1

2

3

4
56

78

10
11

1

1

2 2

3

4
5

6
7

7

1

1

2

3 4
5

6
7 8 9

10

1

2 2
1

2 3 44

5

6

7
8910

11

12
13

14

15
1

1

2

2

9

4

4

6
7

8
9

10
11

1 1

2

3

4

5

第84図　館出支群Ⅰ区第35号墓出土土器３

格が揃った状態で出土したものはない。

　垂直分布では，大刀と刀子は床面直上から出土してい

る。鉄鏃はその大半が床面直上から出土しているが，玄

室中央の凹みから出土しているものの一部が床面からや

や浮いた状態であった。鉄釘もその大半が床面直上から

出土しているが，一部に床面から１㎝ほど浮いたものも

あった。土器は正位で，床面から２㎝ほど浮いた状態で

出土した。人骨には，床面直上のものと床面からやや浮
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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第85図　館出支群Ⅰ区第35号墓出土土器４
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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第86図　館出支群Ⅰ区第35号墓出土土器５

第87図　館出支群Ⅰ区
第35号墓出土土器６

館出支群Ⅰ区第35号墓出土
土器59内の灰

いた状態のものとがある。なお，人骨については取り上

げ後，九州大学がクリーニングと整理を実施し，報告を

第Ⅳ章に掲載した。　

　

　５　遺物

　（１）土器（第 82 ～ 87 図）

　土器は，玄室外から有台杯 17 点，杯１点，有台杯蓋

16 点，有台盤 16 点，高盤４点，小型短頸壷２点，短頸

壷蓋１点の 57 点と，玄室内から杯１点がある。いずれ

の土器も端部がシャープで，１回もしくは数回しか使用

されていないきれいな土器である。接合した土器には，

横穴墓に置かれた後に土圧などで壊れたものと，人為的

に壊したと思われるものとがみられる。また，第 86 図

52 の高台部には，朱墨と思われる痕跡がみられる。土

器の年代等については，第Ⅴ章で報告する。

　（２）大刀（第 88 図）

　大刀は１口で，蕨手刀である。鞘に収められた状態で

出土した。残存状況はよく，縁金物や鐔，鞘口金具，足

金物，責金具，鞘尻金具は揃うが，柄頭の懸緒通孔部分

の菊座と鵐目はなかった。
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

第88図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土大刀
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　材質は刀身が鉄で，責金具と鞘尻金具も鉄製，縁金物・

鐔・鞘口金具・足金物は銅製である。

　刃部は角棟でカマス鋒である。鐔は絞り小判形。鞘口

金具は縁付き。足金物は台状双脚で，台と鐶は別造り。

接合に「鋲留め」を用い，鋲は直径約３㎜，長さ約４㎜

であることがＸ線 CT 分析で判明している。責金具は柏

葉形で，一部が外れている。鞘部の一部に木質が残存し

ている。

　法量は以下のとおりである。

　全長 51.8 ㎝　刃部長 39.0 ㎝　刃部元幅 4.2 ㎝　刃部先幅 2.9 ㎝

　刃部棟厚 0.9 ㎝　柄部長 12.8 ㎝　柄頭長 4.2 ㎝　柄部幅 2.6 ㎝

　鐔部長径 5.5 ㎝　鐔部短径 2.2 ㎝　鐔部厚 0.5 ㎝

　足金物（一の足）台部長 2.3 ㎝　台部幅 1.1 ㎝　台部高 0.5 ㎝　

　鐶長 5.2 ㎝　鐶幅 1.7 ㎝　鐶厚 0.5 ㎝

　足金物（二の足）台部長 2.4 ㎝　台部幅 1.1 ㎝　台部高 0.6 ㎝

　鐶長 4.6 ㎝　鐶幅 1.7 ㎝　鐶厚 0.5 ㎝
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土大刀CT撮影から後元した画像

10cm0

　重量 879.14g

　大刀の年代については，第Ⅴ章で報告する。

　（３）刀子（第 89・90 図）

　刀子は５口出土している。全長が 20 ㎝を超えるもの

が２口，20 ㎝未満が３口ある。

　第 89 図１は鎺と帯執金具，鞘尻金具が金銅製の非常

に豪華な刀子である。全長は 24.6 ㎝を測る。刃部と茎

部の一部に木質がみられる。茎部の片面に U 字状の金

具が付着している。帯執金具は，山形金に足鐶をつけ，

腹帯金一条で約した形式である。腹帯金の断面形は三角

形を呈する。腹帯金と山形金の接合方法は X 線 CT 分

析でもわからない。鞘尻金具は遊離し別の地点から出土

しているが，造りの精巧さからこの刀子のものと思われ

る。

　このような拵の揃った状態での刀子の出土例はなく，
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土大刀
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

10cm0

１

正倉院御物に類例が認められるのみである。

　第 90 図２は刀身部分のみで，鎺は１と同じように金

銅製である。全長は 23.4 ㎝を測る。刃部はややゆがん

でいる。茎部の一部に木質がみられる。

　３は刀身のみで，鎺の材質は鉄製と思われるが断定で

きない。全長は 18.5 ㎝を測る。茎部の一部に木質がみ

られる。

　４は刀身のみで，鎺の材質は不明である。全長は 16.0

㎝を測る。茎部の一部に木質がみられる。　

　５は刀身のみで，関部に木質の鎺のようなものがみら

れる。全長は 14.3 ㎝を測る。刃部全体に黒色の銹と思

われるものが覆っている。

　（４）鉄鏃（第 91・92 図）

　鉄鏃は 36 点を図化したが，鏃身部の数から推定する

と，個体数は 19 点と考えられる。

　鏃身部の形態は腸抉のある長三角形が主体で，18 と

19 は腸抉のある五角形である。いずれも腸抉は浅い。

鏃身部の長さは 3.5 ～ 4.0 ㎝で，幅は３㎝前後を測る。

頸部は短い。関部は角関で，木質がみられるものが多

い。完形品の１と２は全長が 12.1 ㎝と 13.4 ㎝で，重量

は 22.37g と 19.91g である。

　津野仁の論考［津野 2011］を参考にすると，長三角

形の鉄鏃は「長三角形Ⅲ式」で，８世紀から 10 世紀前

半頃に各地で多くみられるものとされる。

第89図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土刀子１
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

10cm0

3

4

5

2

第90図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土刀子２

番号 全長 刃部長 刃部最大幅 刃部最大厚 茎部長 茎部最大幅 茎部最大厚 重量
第 89 図１ 24.6 17.8 1.3 0.4 6.8 0.9 0.4 46.27g
第 90 図２ 23.4 15.0 1.1 0.4 8.4 1.0 0.4 29.65g
第 90 図３ 18.5 11.0 1.5 0.4 7.5 1.0 1.5 31.34g
第 90 図４ 16.0 9.1 1.2 0.3 6.9 0.7 0.3 15.66g
第 90 図５ 14.3 (7.7) － 0.3 (6.6) － (0.2) 17.22g

＊重量以外の単位：㎝

第17表　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土刀子の法量一覧表
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

3
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館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土刀子
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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第91図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土鉄鏃１
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土鉄鏃１

10cm0
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第92図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土鉄鏃２・不明鉄製品
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　（５）鉄釘（第 93 ～ 95 図）

　玄室内からは，鉄釘が 181 点出土した。鉄釘には，鋲

状のもの（タイプ１）と所謂釘状のもの（タイプ２）の

大きく２つの形状がある。さらに分類すると，タイプ１

には，容器の内側への突出部分を折り曲げ，容器内面に

密着させたもの（１a）と折り曲げない直線のもの（１b）

とがあり，タイプ２には，胴部の上下に木材がみられ，

上下の木目が直交するもの（２a）と平行するもの（２b）

がある（第 96 図）。

　①タイプ 1a（第 93 図１～ 13）

　頭部が円形もしくは不整円形で，木材の付着状況から

みて，容器の内側への突出部分を折り曲げ，容器内面に
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

1
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館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土鉄鏃２

密着させた鋲状のもの。第 93 図１・２・３・５では，

胴部の上下に木材の付着がみられる。木材の厚みは，１・

２は上部が 4.0 ㎝で下部が 1.0 ㎝，３は上部が 3.0 ㎝，５

は下部が 1.1 ㎝を測る。６～ 13 は，容器の内側への突

出部分を折り曲げ，容器内面に密着させたものと考えら

れる。容器内面に密着させた部分には，漆と思われる付

着がみられるものがある（１・６～ 10・13）。また，そ

の中で１・６・７には布もみられる（第 98 図）。この布

については，容器内張の布か，容器内に入れられていた

布の可能性がある。

　②タイプ １b（14 ～ 17）

　頭部が円形もしくは不整円形，不整隅丸方形で，１a

のように折り曲げず直線状のもの。長さは完形品で，

5.9 ㎝と 7.2 ㎝がある。胴部の上下に木材の付着がみら

れる。木材の厚みは，上部が 2.9 ㎝，3.3 ㎝，4.2 ㎝で，

下部が 1.9 ㎝，3.5 ㎝，3.9 ㎝を測る。

　③タイプ１（18 ～第 94 図 34）

　破片資料のため，1a か 1b のどちらか不明なもの。頭

部が円形もしくは方形，不整円形，不整隅丸方形で，胴

部に木材の付着がみられる。

　④タイプ ２a（35 ～ 46）

　頭部が正方形もしくは不整円形で，胴部の上下に木材

がみられ，その木目が直交するもの。長さは完形品で

2.6 ㎝，4.0 ㎝，5.1 ㎝の大きく３つある。上部の木材の

厚みは，1.1 ～ 1.4 ㎝とほぼ共通する。41 は２本の釘が

みられる。釘 A は胴部上下に木材が付着する。板材の

厚さ1.2cm。釘Bは釘Aの下部の材に打ち込まれている。

上部の材表面が黒色化しており，漆である可能性があろ

う。

　⑤タイプ ２b（47 ～ 59）
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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第93図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土鉄釘１
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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第94図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土鉄釘２
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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第95図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土鉄釘３

第96図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土鉄釘のタイプ

タイプ 1a タイプ 1b タイプ 2a タイプ 2b
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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第98図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土鉄釘にみられる布
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓

　頭部が長方形もしくは不整円形で，胴部の上下に木材

がみられ，その木目が平行するもの。長さは 2.8 ㎝，3.5

㎝，4.0 ㎝の大きく３つある。上部の木材の厚みは，1.1

～ 1.2 ㎝とほぼ共通する。

　⑥タイプ２（60 ～第 95 図 181）

　破片資料のため ２a か ２b のどちらか不明なものと，

胴部の木材が単体のものがある。頭部は円形もしくは

方形，不整円形，不整隅丸方形，不整長方形がみられ

る。長さは完形品で 2.1 ㎝～ 2.5 ㎝と 3.8 ㎝を測る。71・

93・116・121・150 には，漆と思われる付着がみられる。

121 は布目痕が２カ所みられる。

　⑦小結

　出土した鉄釘からは，唐櫃の存在がうかがえる。タイ

プ 1a については，脚を櫃に接合するものと考えられる。

宮内庁正倉院事務所の成瀬正和氏によると，正倉院東宝

庫内の唐櫃の脚の残片が集められた一群では，釘は基本

的には脚のでっぱり（通常４～５cm）に唐櫃の板の厚

み（通常１～ 1.5cm）を加えた長さ程度で，内部に飛び

出る部分（長いものでも１cm 程度）については，その

ままにしているもの，あるいは少し曲がった（曲げた？）

ものがある。しかし，１a のようにきっちりっと 90 度

に曲げられ，しかも３cm 程度余っているものは確認し

た中にはないとの報告をいただいた。１a の胴部にみら

れる木材の厚みは，正倉院の唐櫃の脚と板の厚みにほぼ

類似する。また，唐櫃内部の布張りについては，唐櫃の

大部分で布張りはないとのことである。漆については，

筑波大学の松井敏也氏に分析を実施していただいたが，

漆と断定できる結果は得られていない。よって，現段階

では容器内部の布張りと漆塗りについては，「その可能

性がある」という結論となる。

　鉄釘の出土位置をタイプ別にみると，タイプ１は分布

範囲の東壁側と西壁側の奥壁側でみられ，１a に限定す

ると東壁側のみとなる（第 97 図）。また，タイプ１は蕨

手刀周辺に多くみられる傾向がある。

　（６）漆片（第 99・100 図）

　玄室北西隅付近で漆片と思われるもの５点を確認した

（第 97 図参照）。この中で C26 と C37 として取り上げた

ものは，角となるような直線部分をもち，木質を確認で

きる。また，C37 では，鉄銹の付着もみられる。これら

は，鉄釘と関連するもので，容器に付着していたものと

考えられる。

　こららの資料については，筑波大学の松井敏也氏に分

析を依頼し，FT-IR 分析による結果は以下のとおりであ

る。

　　C23= 出土品に見られる漆に類似

　　C24= 出土品に見られる漆に類似

　　C28= 見かけ上漆のように見える物質に類似（分解進んだ漆か。

　　　　正体不明）

　　C26= 見かけ上漆のように見える物質に類似（分解進んだ漆か。

            正体不明）

　　C37= 見かけ上漆のように見える物質に類似（分解進んだ漆か。

            正体不明）

　なお，上記の結果については，「試料が空気中に長期

間さらされていたため，非常に劣化した状態であること

が分析結果に反映していると思われる」と，指摘を受け

ている。
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

表 裏

側面

第99図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土漆片１（C26）
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Ⅲ　実測調査および発掘調査を実施した横穴墓
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第100図　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室出土漆片２（C37）
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

土器
　１　 台 帳： 西 Ｐ 105・126・168・172・185・188・190・194・195・
197・217・№ ７・51，下層№ ４　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：
体部 20％欠失　法量：口径 13.8，器高 5.4，高台径 7.7　色調：暗灰色　
胎土：礫（白，灰少），骨針少，黒色吹き出し少　技法等：底部外面回転
ヘラ削り。焼成硬質。底部外面の一部に爪形圧痕が認められる。器面の
摩滅はみられない。高台端部はほとんど欠けていない。内面褐色斑点状
汚染。　備考：木葉下窯産か
　２　台帳：西Ｐ 72・106・113・133・137・140・№ ３・７・47・49・
51　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：ほぼ完形　法量：口径 13.7，
器高 5.8，高台径 8.2　色調：灰色　胎土：礫（白，灰，白透），骨針　技
法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。高台端部は若干欠失する。器
面の摩滅はみられない。内外面に暗褐色斑点状の汚染がみられる。　備考：
木葉下窯産か
　３　台帳：西Ｐ 95　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：口縁部 10％
欠失　法量：口径 14.2，器高 5.9，高台径 8.6　色調：灰色　胎土：礫（白透，
白少，灰少），骨針多　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。高台
端部若干欠失。器面の摩滅はみられない。外面の一部につやあり（高台
部内側除く）。外面の一部に暗褐色斑点状の汚染がみられる。　備考：木
葉下窯産か
　４　台帳：西Ｐ 184　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：口縁部若
干欠失。高台部外面 20％欠失　法量：口径 15.0，器高 5.7，高台径 9.7　
色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），骨針　技法等：底部外面回転ヘラ削
り。焼成硬質。高台部外側が部分的に大きく欠失。高台端部がところど
ころ細かく欠失している。器面の摩滅はみられない。内面に暗褐色斑点
状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　５　台帳：西Ｐ 14・118・158・169・179・208・209，下層№ ４　材質：
須恵器　器種：有台杯　残存：体部 20％欠失，高台部 45％欠失　法量：
口径（15.3），器高 5.8，高台径 9.7　色調：灰色，体部外面 50％ほど光沢
のある暗灰色　胎土：礫（白，白透少，透少，灰少）, 骨針微量　技法等：
回転ヘラ切り。外面底部外周回転ヘラ削り。高台接合部に沈線を施す。
焼成硬質。器面の摩滅はみられない。重ね焼き II 類か。内面に暗褐色斑
点状の汚染が若干みられる。　備考：木葉下窯産か
　６　台 帳： 西 Ｐ 110・114・123・131・215・222・225・226・ № ３・
48・49・50・51　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：体部 60％欠失　
法量：口径 14.2，器高 5.8，高台径 8.3　色調：灰色，口縁部一部暗灰色
胎土：礫（白，白透少，灰少），骨針少　技法等：回転ヘラ切り。外面底
部外周回転ヘラ削り。焼成硬質。高台端部ところどころ小さく欠ける。
器面の摩滅はみられない。重ね焼き III 類か。内外面に暗褐色斑点状の
汚染がみられる（外面は薄い）。汚染は内面の破面の一部にもみられるの
で，土器が割れた後に汚染し，その後さらに割れたようである。　備考：
木葉下窯産か
　７　台帳：西Ｐ 176・183・201・№ ７　材質：須恵器　器種：有台杯
残存：完形　法量：口径14.2，器高6.0，高台径7.8　色調：灰色　胎土：礫（白，
灰少），骨針微量　技法等：焼成硬質。外面の一部に降灰（高台部内側を
除く）。重ね焼き II 類か。高台端部が若干欠失する。器面の摩滅はみら
れない。内面に褐色斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　８　台帳：西 P156・157・173・182・№ ３・７，羨門中央Ｐ ５，墓前
域北西隅Ｐ 141，墓前域南Ｐ ２　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：
底部外周 40％欠失，体部 50％欠失　法量：口径（13.8），器高 6.0，高台
径 8.4　色調：暗灰色　胎土：礫（白透，白），骨針微量　技法等：底部
外面回転ヘラ削り。焼成硬質。高台設置面や口唇部内面は摩滅せず，使
用痕はみられない。　備考：木葉下窯産か
　９　台帳：西Ｐ 96　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：ほぼ完形（口
縁部若干欠失）　法量：口径 13.1，器高 5.6，高台径 8.2　色調：暗灰色　
胎土：礫（白少，灰少），砂（白，灰少），骨針微量　技法等：底部外面

回転ヘラ削り。焼成硬質。使用痕なし。体部外面の一部に薄く降灰し光
沢を帯びる。　備考：木葉下窯産か
　10　台帳：西Ｐ 97・101・102・103・120・127・128・129・132・134・
136・147・151・159・160・165・192・№ ３・７・47・48・49・51　材質：
須恵器　器種：有台杯　残存：口縁部若干欠失，高台部若干欠失　法量：
口径 13.7，器高 5.7，高台径 8.7　色調：灰色　胎土：小石（灰少），礫（白，
灰少，透少），骨針少　技法等：回転ヘラ切り。底部外面回転ヘラ削り。
焼成硬質。器面の摩滅はみられない。重ね焼き III 類。内外面に暗褐色
斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　11　台帳：西Ｐ 121・122・124・125・131・149・150・188・189・193・
200・216・218・219・221・223・№ 50　材質：須恵器　器種：有台杯　
残存：ほぼ完形（体部若干欠失）　法量：口径 10.5，器高 4.9，高台径 6.3
色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），砂（白），骨針微量　技法等：焼成
硬質。高台端部ところどころ欠失。内面に摩滅はみられない。内面に暗
褐色斑点状の汚染が薄くみられる。　備考：木葉下窯産か
　12　台帳：西Ｐ 94　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：完形　法量：
口径 15.5，器高 4.0，鈕径 2.3，鈕高 1.2　色調：灰色　胎土：礫（白，灰，
白透少），骨針少　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の
摩滅はみられない。重ね焼き（II 類）。内面汚染。　備考：木葉下窯産か
　13　台帳：西Ｐ 70・98・115・117・130・155・161　材質：須恵器　器種：
有台杯蓋　残存：口縁部 20％欠失　法量：口径 16.5，器高 3.7，鈕径 2.3，
鈕高 1.1　色調：灰色　胎土：礫（白，灰，白透少），骨針少　技法等：
天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。鈕部外周が部分的に細かく欠失する。
器面の摩滅はみられない。重ね焼き痕（IIa 類）。内面に暗褐色斑点状の
汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　14　台帳：西Ｐ 116・181・211　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：
口縁部 25％欠失，鈕部一部欠失，口唇部 40％欠失　法量：口径 16.3，器
高 3.9，鈕径 2.4，鈕高 1.2　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少，白透少），
骨針少　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の摩滅はみ
られない。重ね焼き痕（IIa 類）。　備考：木葉下窯産か
　15　台帳：西Ｐ 10，墓前域北西隅Ｐ 67・232　材質：須恵器　器種：
有台杯蓋　残存：口縁部 30％欠失　法量：口径 15.8，器高 3.6，鈕径 2.2，
鈕高 1.2　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），骨針少　技法等：天井部
外面回転ヘラ削り。焼成硬質。鈕部外周が部分的に細かく欠失する。器
面の摩滅はみられない。重ね焼き痕（IIa 類）。天井部外面ヘラ記号か？
備考：木葉下窯産か
　16　台帳：西Ｐ 186・227・№ ３・７・47　材質：須恵器　器種：有
台杯蓋　残存：ほぼ完形（鈕周縁部若干欠失）　法量：口径 14.6，器高
4.6，鈕径 3.0，鈕高 1.3　色調：暗灰色　胎土：礫（白，白透，灰少），骨
針少　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の摩滅や口唇
部の欠けといった使用痕はみられない。重ね焼き痕（IIa 類）。天井部外
面の一部に焼成時のひびが入る。　備考：木葉下窯産か
　17　台帳：西Ｐ 107・111・143・№ 3・49・51　材質：須恵器　器種：
有台盤　残存：口辺部 10％欠失　法量：口径 20.6，器高 3.6，高台径 13.0
色調：灰色　胎土：礫（白，白透，灰少），骨針少　技法等：底部外面回
転ヘラ削りの後，ヘラ記号「−」。焼成硬質。高台端部に小さな欠けが集
中してみられる部分あり。器面の摩滅はみられない。　備考：木葉下窯
産か
　18　台帳：西Ｐ 187・191・198・213・224・№ 7，羡道№ 68，羨門中
央Ｐ 8，墓前域北西隅Ｐ 236・№ 67　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：
口辺部 40％欠失，体部 20％欠失，高台部 5％欠失　法量：口径 19.5，器
高 4.6，高台径 10.5　色調：体部茶褐色，底部灰色　胎土：礫（白，灰少，
白透少），骨針　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の摩滅
はみられない。重ね焼き III 類。内面に暗褐色斑点状の汚染が薄くみら
れる。　備考：木葉下窯産か
　19　台帳：西Ｐ 99・100・104・119・135・146・148・161・164・167・
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174・№ ７，羡道№ 68　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：口辺部 10
％欠失，高台端部若干欠失　法量：口径 19.1，器高 4.2，高台径 11.0　色調：
体部茶褐色，底部灰色　胎土：礫（白，灰少），骨針少，黒褐色粒少　技
法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。重ね焼き III 類。摩滅はみら
れない。内面に暗褐色斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　20　台帳：西Ｐ 138・139・162・166・207・214・№ ７　材質：須恵
器　器種：有台盤　残存：体部 10％欠失，高台端部 15％欠失　法量：口
径 19.5，器高 4.5，高台径 11.0　色調：体部褐色，底部明灰色　胎土：礫

（白，灰少，赤少），骨針少　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成やや
軟質。重ね焼き III 類。高台端部部分的に欠失。内面と底部外面に暗褐
色斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　21　台帳：西Ｐ 171・195・196・199・210・№ ７　材質：須恵器　器
種：有台盤　残存：口辺部 40％欠失　法量：口径 19.6，器高 3.9，高台
径 10.5　色調：体部茶褐色，底部灰色　胎土：礫（白，白透），骨針少，
黒褐色粒　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。重ね焼き III 類。
摩滅はみられない。高台端部がところどころ欠失する。　備考：木葉下
窯産か
　22　台帳：西Ｐ 153・№ ７　材質：須恵器　器種：高盤　残存：脚裾
部欠失，口縁部 15％欠失　法量：口径 16.3　色調：灰色　胎土：礫（白，
灰少，茶微量），骨針少　技法等：盤底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。
盤部内面に径 12cm ほどの重ね焼き痕あり。口縁部内面が黒化し，盤部
外面に降灰がみられることから，同一器種を逆位に積む重ね焼きであろ
う。器面に摩滅はみられない。口唇部はところどころ欠失する。脚部内
面下半に橙色土（焼土？）が若干付着する。盤内面汚染。　備考：木葉
下窯産か
　23　台帳：西Ｐ 163・175・177・178・180・203・№ ７，下層№ ４，
羨門中央Ｐ３・６，墓前域北西隅 P60・61・231・234　材質：須恵器　
器種：高盤　残存：口縁部 60% 欠失，脚部 10％欠失　法量：口径（22.2），
器高 12.6，脚部径 15.2　色調：灰色　胎土：礫（白，白透少，灰少），骨
針微量　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面に摩滅はみら
れない。体部外面と脚部内面に降灰が顕著であることから，正位と逆位
を組み合わせたものを積み上げる重ね焼きの最上部で焼かれたものだろ
う。見込み部中央にヘラ記号「―」。見込部中央が黒味を帯びる。体部内
面の一部に暗褐色斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　24　台帳：西Ｐ 112　材質：須恵器　器種：小型短頸壷　残存：完形
法量：口径 5.8，器高 7.0，底径 6.1　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），
黒色吹き出し　技法等：焼成硬質。器面の摩滅はみられない。底部外面
に窯体粘土と緑色釉が少量付着する。
　25　台帳：東 P77　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：高台部 40％
欠失　法量：口径 13.5，器高 5.4，高台径 7.8　色調：暗灰色　胎土：礫（白
少，灰少）　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の摩滅はみ
られない。高台の遺存部に使用による小さな欠けはみられない。体部外
面の一部につやあり。
　26　 台 帳： 東 P30・39・44・45・49・ № ６・54， 西 P13・15・71・
205　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：体部 30％欠失，高台端部若
干欠失　法量：口径 14.3，器高 6.0，高台径 8.3　色調：灰色　胎土：礫（白，
白透，灰少），骨針　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の
摩滅はみられない。外面底部から体部の一部にかけて暗褐色斑点状の汚
染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　27　台帳：東 P91　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：完形　法量：
口径 14.2，器高 6.1，高台径 8.6　色調：灰色　胎土：礫（白少，灰少），
砂（白），骨針微量　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。高台端
部が数ヵ所欠けているが，内面に摩滅はみられないため，使用感は薄い。
内面に暗褐色斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　28　台帳：東 P46・47・50・74・76・80・81・83・84・№ 53・54　材
質：須恵器　器種：有台杯　残存：完形　法量：口径 13.6，器高 6.0，高
台径 8.4　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少，白透少）, 骨針微量　技法等：
回転ヘラ切り。焼成硬質。高台端部欠失しない。器面の摩滅はみられない。
体部内外面の一部が黒化する。重ね焼き III 類。内外面の一部に暗褐色

斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　29　台帳：東 P54　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：完形　法量：
口径 13.8，器高 6.1，高台径 8.2　色調：暗灰色　胎土：礫（灰少），砂（白），
骨針少　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。使用痕なし。　備考：
木葉下窯産か
　30　台帳：東 P93　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：口縁部 10
％欠失　法量：口径 16.0，器高 3.9，鈕径 2.3，鈕高 1.2　色調：灰色　胎土：
礫（白少，灰少）, 骨針微量　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬
質。器面の摩滅はみられない。重ね焼き IIa 類。　備考：木葉下窯産か
　31　台帳：東Ｐ 92　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：ほぼ完形

（口唇部若干欠失）　法量：口径 15.8，器高 4.1，鈕径 2.2，鈕高 1.2　色調：
灰色　胎土：礫（白，灰少，白透少），骨針少　技法等：天井部外面回転
へラ削り。焼成硬質。口唇部若干欠失。鈕部外周若干欠失。器面の摩滅
はみられない。重ね焼き痕（IIa 類）。　備考：木葉下窯産か
　32　台帳：東Ｐ 17・18・33・40・48，中央№ 52，墓前域南Ｐ 1　材質：
須恵器　器種：有台杯蓋　残存：ほぼ完形（鈕周縁部 30％欠失）　法量：
口径 15.8，器高 3.8，鈕径 2.8，鈕高 1.5　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），
骨針少　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の摩滅はみ
られない。口唇部が若干欠ける。鈕周縁部が部分的に欠ける。重ね焼き
IIa 類。内面に暗褐色斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　33　台帳：東Ｐ 73　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：ほぼ完形

（口唇部若干欠失）　法量：口径 15.7，器高 3.5，鈕径 2.4，鈕高 1.2　色調：
灰色　胎土：礫（白）　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器
面の摩滅はみられない。重ね焼き IIa 類。外面は全体的に暗褐色斑点状
の汚染が薄くみられる。
　34　台帳：東Ｐ 63　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：完形（鈕
部周縁 60％欠失）　法量：口径 15.7，器高 4.2，鈕径 2.9，鈕高 1.4　色調：
灰色。口縁部暗色化　胎土：礫（白，灰，白透少），骨針多　技法等：天
井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。重ね焼き II 類。鈕部周縁の欠け顕著。
口唇部は若干欠ける。内面に暗褐色斑点状の汚染がみられる。　備考：
木葉下窯産か
　35　台帳：東Ｐ 55　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：ほぼ完形

（鈕若干欠失）　法量：口径 15.5，器高 4.0，鈕径 2.4，鈕高 1.0　色調：灰
色　胎土：礫（白少，灰少），骨針少　技法等：天井部外面回転ヘラ削
り。焼成硬質。器面の摩滅や口唇部の欠けはみられない。重ね焼き IIa 類。
内面に暗褐色の汚染が顕著。　備考：木葉下窯産か
　36　台帳：東Ｐ 16・20・21・22・27・32・37・66・№ １・54　材質：
須恵器　器種：有台杯蓋　残存：ほぼ完形（鈕部と口縁部が若干欠失）　
法量：口径 15.6，器高 4.0，鈕径 2.4，鈕高 1.1　色調：灰色　胎土：礫（白，
灰少），骨針微量　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の
摩滅はみられない。口唇部が若干欠ける。重ね焼き IIa 類。　備考：木
葉下窯産か
　37　台帳：東Ｐ 85，下層№ ４　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残
存：ほぼ完形（口唇部 10％欠失）　法量：口径 14.9，器高 4.2，鈕径 2.9，
鈕高 1.3　色調：暗灰色，内面外周部に薄く降灰　胎土：礫（白，白透少，
灰少），骨針少　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の摩
滅はみられない。重ね焼き IIa 類。　備考：木葉下窯産か
　38　台帳：東Ｐ 19・25・26・28・29・31・41・42・43・52・№ 2・6・
52・54・55・57，内 P238　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：ほぼ
完形（口唇部 10％欠失）　法量：口径 14.9，器高 4.7，鈕径 2.8，鈕高 1.5
色調：暗灰色，内面外周部に降灰　胎土：礫（白，白透少），骨針微量，
黒色吹き出し　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の摩
滅はみられない。重ね焼き IIa 類。　備考：木葉下窯産か
　39　台帳：東Ｐ 56・82　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：口縁
部 20％欠失　法量：口径 12.7，器高 2.3，鈕径 2.3，鈕高 1.2　色調：暗灰
色　胎土：礫（白），黒色吹き出し少　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。
焼成硬質。重ね焼き IIb 類か。器面の摩滅はみられない。残存する口唇
部もほとんど欠失していない。　備考：産地不明
　40　台帳：東Ｐ 75　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：口辺部 30
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％欠失　法量：口径 22.3，器高 4.2，高台径 15.9　色調：灰色　胎土：礫（白
多，白透多），黒色吹き出し多　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬
質。摩滅はみられない。高台端部がところどころ小さく欠ける。
　41　台帳：東Ｐ 57，西Ｐ 206・№ 47　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：
ほぼ完形（高台部若干欠失）　法量：口径 22.2，器高 4.1，高台径 15.8　色調：
灰色　胎土：礫（白多，灰），骨針少　技法等：底部外面回転ヘラ削り。
焼成硬質。重ね焼き III 類。摩滅はみられない。高台端部がところどこ
ろ欠失する。内面の一部に暗褐色斑点状の汚染が薄くみられる。　備考：
木葉下窯産か
　42　台帳：東Ｐ 90，西Ｐ 202，羨門中央Ｐ ７　材質：須恵器　器種：
有台盤　残存：口辺部 15％欠失　法量：口径 22.0，器高 4.1，高台径 14.3
色調：灰色　胎土：礫（白，白透少，灰少），骨針少　技法等：底部外面
回転ヘラ削り。焼成硬質。重ね焼き III 類か。摩滅はみられない。高台
端部がところどころ欠失する。口縁部内外面の一部に降灰する。内面の
一部に暗褐色の斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下窯産か
　43　台帳：東 P78，左 P220・228　材質：須恵器　器種：有台盤　残
存：口縁部 10％欠失（口縁部片（P220 左，P228 左）が接合）　法量：口
径 16.9，器高 3.7，高台径 9.9　色調：灰色　胎土：礫（灰，白），骨針少
技法等：回転ヘラ切り。焼成硬質。高台端部が若干欠失する。摩滅はみ
られない。内面に暗褐色斑点状の汚染が薄くみられる。底部外面に爪形
圧痕が巡る。　備考：木葉下窯産か
　44　台帳：東 P38　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：完形　法量：
口径 16.9，器高 3.8，高台径 10.5　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），
骨針少　技法等：回転ヘラ切り。底部外周回転ヘラ削り。焼成硬質。高
台端部に若干の欠けあり。体部外面に浅い沈線が巡る。回転ヘラ削り時
の工具痕か。口縁部外面に煤状の付着物若干あり（窯土？）。器面の摩滅
はみられない。外面に暗褐色斑点状の汚染がみられる。　備考：木葉下
窯産か
　45　 台 帳： 東 P23・24・34・35・36・62・ № ６・53・54　 材 質： 須
恵器　器種：有台盤　残存：ほぼ完形（口縁部若干欠失）　法量：口径
16.0，器高 3.9，高台径 9.0　色調：暗灰色　胎土：礫（白，灰少、白透少），
骨針少　技法等：回転ヘラ切り。底部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。摩
滅はみられない。高台端部がところどころ小さく欠失する。口縁部外面
の一部が黒化する。　備考：木葉下窯産か
　46　台帳：東 P64・65　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：完形（口
縁部片（P65）が接合）　法量：口径 16.0，器高 3.6，高台径 9.1　色調：
赤褐色，底部内外面灰色　胎土：礫（白，灰），骨針少　技法等：底部外
面回転ヘラ削り。焼成硬質。重ね焼き III 類。摩滅はみられない。高台
に部分的に浅い欠けが入る。内面に暗褐色斑点状の汚染がみられる。　
備考：木葉下窯産か
　47　台帳：東 P69，西№ ７・48　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：
完形（口縁部小片（№ 7 左・48）が接合）　法量：口径 17.2，器高 3.9、
高台径 9.8　色調：灰色，口縁部外面の一部暗色化　胎土：礫（灰，白），
骨針　技法等：回転ヘラ切り。底部外周回転ヘラ削り。焼成硬質。高台
端部の一部が細かく欠けている。摩滅はみられない。内面に暗褐色斑点
状の汚染が薄くみられる。　備考：木葉下窯産か
　48　台帳：東Ｐ 53　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：口縁部 45
％欠失　法量：口径 17.0，器高 3.8，高台径 8.6　色調：赤橙色，底部内
外面明灰色　胎土：礫（灰，白透少），骨針　技法等：底部外面回転ヘラ
削り。高台端部の欠けはみられない。器面の摩滅はみられない。内面に
暗褐色斑点状の汚染がみられる。重ね焼き III 類。　備考：木葉下窯産
か
　49　台帳：東Ｐ 51　材質：須恵器　器種：小型短頸壷　残存：完形　
法量：口径 6.6，器高 6.5，底径 5.1　色調：灰色，体部外面の一部暗灰色
胎土：礫（白），骨針微量　技法等：回転ヘラ切り。底部および底部周縁
手持ちヘラ削り。焼成硬質。肩部が 1 ヵ所小さく欠けるが，摩滅はみら
れない。内面の一部に暗褐色斑点状の汚染が薄くみられる。　備考：木
葉下窯産か
　50　台帳：東 P79・№ 53　材質：須恵器　器種：短頸壷蓋　残存：

口辺部 35％欠失，鈕部外周 20％欠失　法量：口径 11.4，器高 4.0，鈕径
2.3，鈕高 1.4　色調：灰色　胎土：礫（白少，灰微量），骨針微量　技法等：
天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の摩滅はみられない。上面に
降灰顕著。内面に斑点状の暗褐色汚染が若干みられる。　備考：木葉下
窯産か
　51　台帳：西Ｐ 154，墓前域北西隅Ｐ 108・152　材質：須恵器　器種：
杯　残存：底部 80％，体部 50％　法量：口径（12.9），器高 5.2，底径（7.3）
色調：灰色。口縁部外面の一部暗色化　胎土：礫（白，灰少），骨針少技
法等：底部外面回転ヘラ削り。2 次底部面あり。焼成硬質。器面の摩滅
はみられない。　備考：木葉下窯産か
　52　台帳：西 P９，墓前域北西隅 P86・88・№ 56　材質：須恵器　器種：
有台杯　残存：体部 55％欠失　法量：口径（10.5），器高 4.4，高台径 6.9
色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），骨針微量　技法等：回転ヘラ切り。
焼成硬質。器面の摩滅はみられない。高台端部は 1 ヵ所のみ若干欠ける。
重ね焼きⅢ類。底部外面が赤味を帯びており，朱墨痕かと思われる。　
備考：木葉下窯産か
　53　台帳：墓前域北西隅 P12・68・144・233　材質：須恵器　器種：
有台杯蓋　残存：天井部 10％欠失　法量：口径 15.7，器高 3.9，鈕径 2.3，
鈕高 1.1　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），骨針少　技法等：天井部
外面回転ヘラ削り。焼成硬質。器面の摩滅はみられない。口唇部が若干
欠ける。鈕周縁部が部分的に欠ける。重ね焼き II 類。天井部外面にヘラ
記号か？　備考：木葉下窯産か
　54　台帳：墓前域北西隅 P235　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：
口辺部 70％欠失　法量：口径（17.5），器高 4.3，高台径 8.8　色調：灰色
胎土：礫（白，白透，灰少），骨針微量　技法等：回転ヘラ切り。焼成硬
質。器面の摩滅はみられない。高台端部若干欠失。重ね焼きⅢ類。　備考：
木葉下窯産か
　55　台帳：墓前域北西隅 P11・58・87・№ ８　材質：須恵器　器種：
有台盤　残存：底部（高台部 15％欠失）　法量：高台径 9.7　色調：灰色
胎土：礫（白，灰少，白透少），骨針微量　技法等：回転ヘラ切り。焼成
硬質。器面の摩滅はみられない。高台端部が若干欠失する。　備考：木
葉下窯産か
　56　台帳：墓前域北西隅 P109・145・229・230，西 P212　材質：須恵
器　器種：高盤　残存：口縁部 45％欠失，脚裾部 45％欠失　法量：口径

（22.3），器高 12.5，脚部径 15.3　色調：灰色　胎土：礫（白，透少，灰少），
骨針微量，黒色吹き出し少量　技法等：底部外面回転ヘラ削り。焼成硬
質。器面に摩滅はみられない。体部外面に自然釉がかかり，脚端部外面・
脚部上半内面が光沢をもつことからみて，正位と逆位を組み合わせたも
のを積み上げる重ね焼きと思われる。盤内面に火だすき痕があり，そこ
にワラ状の付着物が残る。脚部四方透し。　備考：木葉下窯産か
　57　台帳：墓前域北西隅 P59・89・142　材質：須恵器　器種：高盤　
残存：体部 50％欠失，脚部下半 50％欠失　法量：口径 15.5，器高 11.5，
脚部径（10.5）　色調：盤部内面重ね焼き痕は灰褐色。脚内部は橙褐色を
主に若干明灰色。他は橙褐色と明灰色が斑状に入り混じる。　胎土：礫
多（白，白透，灰），骨針少　技法等：盤底部外面・回転ヘラ削り。焼成
軟質。器面の摩滅はみられない。脚部端は 1 ヵ所欠けがみられるのみで
ある。口縁部に欠けはみられない。盤部内面に径 12cm ほどの重ね焼き
痕あり。　備考：木葉下窯産か
　58　台帳：外№ 20　材質：石　器種：砥石　残存：剥片　法量：重量
22.5g　色調：暗青灰色　技法等：砥面 A は自然面を若干残すことから，
1 回のみ使用され、廃棄された可能性がある。B・C 面は剥離面である。
　59　台帳：内 P237　材質：須恵器　器種：杯　残存：ほぼ完形（口縁
部若干欠失）　法量：口径 13.4，器高 4.5，底径 6.3　色調：灰褐色　胎土：
礫（白多，灰多），骨針微量　技法等：回転ヘラ切り。焼成硬質。口唇部
および底部周縁が摩滅する。重ね焼き III 類。内面底部に黒褐色汚染。
備考：木葉下窯産か
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大刀
　１  台帳：I103　材質：鉄（縁金物・鐔・鞘口金具・足金物は銅）　種類：
大刀（蕨手刀）　残存：ほぼ完形　法量：全長 51.8, 刃部長 39.0, 刃部元
幅 4.2, 刃部先幅 2.9, 刃部棟厚 0.9, 柄部長 12.8, 柄頭長 4.2, 柄部幅 2.6，鐔部
長径 5.5, 鐔部短径 2.2，鐔部厚 0.5, 足金物（一の足）台部長 2.3，台部幅
1.1，台部高 0.5，鐶長 5.2，鐶幅 1.7，鐶厚 0.5，足金物（二の足）台部長
2.4，台部幅 1.1，台部高 0.6，鐶長 4.6，鐶幅 1.7，鐶厚 0.5，重量 879.14g
備考：刃部は角棟でカマス鋒。鐔は絞り小判形。鞘口金具は縁付き。足
金物は台状双脚で，台と鐶は別造り。接合に「鋲留め」を用い，鋲は直
径約３㎜，長さ約４㎜。責金具は柏葉形で，一部が外れている。鞘部の
一部に木質が残存している。

刀子
　１  台帳：I56・174（鞘尻金具）　材質：鉄（鎺・帯執金具・鞘尻金具
は金銅）　種類：刀子　残存：ほぼ完形　法量：全長 24.6, 刃部長 17.8, 刃
部最大幅 1.3, 刃部最大厚 0.4, 茎部長 6.8, 茎部最大幅 0.9, 茎部最大厚 0.4, 鎺
部幅 1.3, 鎺部厚 0.7, 帯執金具山形金長 1.8, 帯執金具山形金最大高 0.7, 帯
執金具山形金最大厚 0.2, 帯執金具腹帯金長径 2.1, 帯執金具腹帯金短径 1.8,
帯執金具腹帯金厚 0.3, 帯執金具足鐶長径 0.9, 帯執金具足鐶短径 0.8, 帯執
金具足環厚 0.2, 鞘尻金具長 1.0, 鞘尻金具最大幅 1.8, 重量 46.27g・鞘尻金
具 1.51 g　備考：刃部と茎部の一部に木質がみられる。茎部の片面に U
字状の金具が付着している。帯執金具は，山形金に足鐶をつけ，腹帯金
一条で約した形式。腹帯金の断面形は三角形。腹帯金と山形金の接合方
法は不明。
　２  台帳：I100　材質：鉄（鎺は銅）　種類：刀子　残存：ほぼ完形　法量：
全長 23.4, 刃部長 15.0, 刃部最大幅 1.1, 刃部最大厚 0.4, 茎部長 8.4, 茎部最大
幅 1.0, 茎部最大厚 0.4, 鎺部幅 1.3, 鎺部厚 0.8, 重量 29.65g　備考：刃部がや
やゆがんでいる。茎部の一部に木質がみられる。
　３  台帳：I99　材質：鉄（鎺は不明）種類：刀子　残存：ほぼ完形　法量：
全長 18.5, 刃部長 11.0, 刃部最大幅 1.5, 刃部最大厚 0.4, 茎部長 7.5, 茎部最大
幅 1.0, 茎部最大厚 0.4, 鎺部幅 1.5, 鎺部厚 0.5, 重量 31.34g　備考：茎部の一
部に木質がみられる。鎺部は鉄製か。
　４　台帳：I96・98　材質：鉄（鎺は不明）　種類：刀子　残存：ほぼ
完形　法量：全長 16.0, 刃部長 9.1, 刃部最大幅 1.2, 刃部最大厚 0.3, 茎部長
6.9,茎部最大幅0.7,茎部最大厚0.3,鎺部幅1.4,鎺部厚0.5,重量15.66g　備考：
茎部の一部に木質がみられる。
　５　台帳：I77　材質：鉄　種類：刀子　残存：完形　法量：全長 14.3,
刃部長（7.7）, 刃部厚 0.3, 茎部長（6.6）, 茎部厚（0.2）, 関部幅（1.0）, 重量
17.22g　備考：茎部に木質がみられる。刃部全体に黒色の銹？がみられる。
関部に木質の鎺のようなものがみられる。

鉄鏃・不明鉄製品
　１　台帳：I208　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長 12.1, 鏃身部長
3.3, 頸部長 2.2, 茎部長 6.6, 鏃身部最大幅 2.8, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最大厚
0.4, 茎部最大径 0.5, 重量 22.37g　備考：関部に木質がみられる。
　２　台帳：I204　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長 13.4, 鏃身部長
4.0, 頸部長 2.6, 茎部長 6.8, 鏃身部最大幅 2.9, 頸部最大幅 0.9, 鏃身部最大厚
0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 19.91g　備考：関部に木質がみられる。
　３　台帳：I183　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（11.5）, 鏃身部長
3.6, 頸部長 2.5, 茎部長（5.4）, 鏃身部最大幅（2.9）, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最
大厚 0.5, 茎部最大径 0.4, 重量 18.49g　備考：―
　４　台帳：I203　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（13.2）, 鏃身部長
3.7, 頸部長 2.9, 茎部長（6.6）, 鏃身部最大幅 2.9, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最大
厚 0.5, 茎部最大径 0.5, 重量 26.43g　備考：別個体の鉄鏃の鏃身部が付着
している。関部に木質がみられる。
　５　台帳：I39　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（12.9）, 鏃身部長（3.6）,
頸部長 2.2, 茎部長（7.1）, 鏃身部最大幅 2.9, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最大厚

0.4, 茎部最大径 0.5, 重量 21.98g　備考：木質はみられない。
　６　台帳：I9　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（12.4）, 鏃身部長
3.5, 頸部長 2.7, 茎部長（6.2）, 鏃身部最大幅（3.0）, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最
大厚 0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 20.81g　備考：関部に木質が若干みられる。
　７　台帳：I168　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（10.6）, 鏃身部長
4.0, 頸部長 2.4, 茎部長（4.2）, 鏃身部最大幅 2.8, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最大
厚 0.4, 茎部最大径 0.5, 重量 19.73g　備考：関部に木質がみられる。
　８　台帳：I182　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（10.0）, 鏃身部長
3.2, 頸部長 2.6, 茎部長（4.2）, 鏃身部最大幅（2.7）, 頸部最大幅 0.9, 鏃身部最
大厚 0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 15.77g　備考：鏃身部の一部がハクリして
いる。関部に木質がみられる。茎部は曲がっている。
　９　台帳：I200　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（9.0）, 鏃身部長
3.3~3.6, 頸部長 2.3~2.6, 茎部長（3.1）, 鏃身部最大幅 2.9, 頸部最大幅 0.8, 鏃
身部最大厚 0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 14.88g　備考：―
　10　台帳：I2　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（6.7）, 鏃身部長 3.3,
頸部長 2.2, 茎部長（1.2）, 鏃身部最大幅 2.9, 頸部最大幅 0.9, 鏃身部最大厚
0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 17.85g　備考：関部に木質がみられる。
　11　台帳：I8　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（7.7）, 鏃身部長（3.5）,
頸部長（2.3）, 茎部長（1.9）, 鏃身部最大幅 3.0, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最大厚
0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 19.13g　備考：関部に木質がみられる。
　12　台帳：I181　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（6.8）, 鏃身部長（3.4）,
頸部長（2.3）, 茎部長（1.0）, 鏃身部最大幅 3.1, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最大厚
0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 16.05g　備考：関部に木質が若干みられる。
　13　台帳：I198　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（6.8）, 鏃身部長（3.2~3.3）,
頸部長 2.6~2.7, 茎部長（0.9）, 鏃身部最大幅 3.1, 頸部最大幅 0.7, 鏃身部最
大厚 0.5, 茎部最大径 0.4, 重量 15.58g　備考：―
　14　台帳：I199　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（9.6）, 鏃身部長
3.7, 頸部長 2.4, 茎部長（3.5）, 鏃身部最大幅 2.9, 頸部最大幅 0.9, 鏃身部最大
厚 0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 18.19g　備考：関部に木質がみられる。
　15　台帳：I201　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（7.7）, 鏃身部長
3.3, 頸部長 2.2, 茎部長（2.2）, 鏃身部最大幅（2.5）, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部
最大厚（0.3）, 茎部最大径 0.4, 重量 11.61g　備考：関部に木質がみられる。
鏃身部片面が剥離している。関部周囲に別の鉄片が付着している。
　16　台帳：I205　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（8.1）, 鏃身部長
3.7, 頸部長 2.5, 茎部長（1.9）, 鏃身部最大幅 3.1, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最大
厚 0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 17.02g　備考：関部に木質がみられる。
　17　台帳：I207　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（7.2）, 鏃身部長（3.9）,
頸部長 2.3, 茎部長 1.0, 鏃身部最大幅 3.0, 頸部最大幅 0.8, 鏃身部最大厚 0.4,
茎部最大径 0.5, 重量 22.20g　備考：関部に木質がみられる。
　18　台帳：I202・197　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（10.1）, 鏃
身部長 3.6, 頸部長 2.4, 茎部長（4.1）, 鏃身部最大幅 2.7, 頸部最大幅 0.8, 鏃身
部最大厚 0.5, 茎部最大径 0.4, 重量 17.20g　備考：鏃身部の平面形が五角
形か。
　19　台帳：I16　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：全長（8.0）, 鏃身部長
3.0~3.3, 頸部長 2.8~3.2, 茎部長（1.8）, 鏃身部最大幅 2.7, 頸部最大幅 0.9, 鏃
身部最大厚 0.4, 茎部最大径 0.4, 重量 16.00g　備考：鏃身部と頸部は銹に
よる膨らみがみられる。
　20　台帳：I4　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（3.6）, 茎部最大径 0.3,
重量 1.19g　備考：21 と同一か。
　21　台帳：I12　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（2.5）, 茎部最大径
0.3, 重量 0.85g　備考：20 と同一か。
　22　台帳：I14・19　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（6.0）, 茎部最大
径 0.4, 重量 2.66g　備考：―
　23　台帳：I15　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（6.0）, 茎部最大径
0.4, 重量 3.19g　備考：一部に木質がみられる。
　24　台帳：I18　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（4.0）, 茎部最大径
0.3, 重量 1.46g　備考：一部に木質がみられる。
　25　台帳：I169　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（4.5）, 茎部最大径
0.3, 重量 1.39g　備考：―
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２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

鉄釘
　１　台帳：I75　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
8.6，頭部径 1.5，重量 9.7g　形状等：頭部円形。胴部上下に木材が付着する。
木材の厚さ上部 4.0cm，下部 1.0cm。胴部下半部における頭部下面から
屈曲部までの長さは 5.1cm。木材の付着状況からみて，容器内側への突
出部分を折り曲げ，容器内側に密着させたものと思われる。先端部表面
に黒漆？が付着し，その一部に布が遺存している。
　２　台帳：I22　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 8.1，頭
部径 1.6，重量 8.1g　形状等：頭部不整円形。胴部上下に木材が付着する。
木材の厚さは上部 4.0cm，下部 1.0cm。頭部下面から屈曲部までの長さ
は 5.1cm。木材の付着状況からみて，容器の内側への突出部分を折り曲げ，
容器内面に密着させたものと思われる。
　３　台帳：I26　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 5.3，頸
部径 1.3，重量 6.1g　形状等：頭部円形。胴部に木材付着。頭部表面が黒
色を呈しており，塗布物か？　
　４　台帳：I88　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
5.9，頭部径 1.4，重量 7.3g　形状等：頭部円形。頭部下面に木材付着。
胴部下方が垂直に折れ曲がる。頭部下面から屈曲部までの長さは 4.8cm。
　５　台帳：I175・176　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部若干欠失　
法量：長 7.5，頭部径 1.4，重量 6.9g　形状等：頭部円形。頭部銹化によ
りふくらんでいる。胴部木材の付着。下部の木材の厚さ 1.1cm。木材の
付着状況からみて，容器内側への突出部分を折り曲げ，容器内面に密着
させたものと思われる。
　６　台帳：I81　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 3.5，
重量 1.1g　形状等：木材の付着状況からみて，容器内側への突出部分を
折り曲げ，容器内面に密着させたものと思われる。先端部表面に布が残り，
その上を黒漆？が覆う状況が認められる。
　７　台帳：I170　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 3.4，
重量 1.3g　形状等：木材の付着状況からみて，容器内側への突出部分を
折り曲げ，容器内面に密着させたものと思われる。先端部の片面には，
黒漆？と布が付着している。
　８　台帳：I70　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.3，

重量 0.6g　形状等：片面に木材が付着し、もう片面には黒漆？が付着する。
　９　台帳：I72　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.8，
重量 1.5g　形状等：木材の付着状況からみて，容器内側にとび出た部分
を折り曲げたものと思われる。先端部表面に黒漆？が少量付着する。
　10　台帳：I78　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 3.3，
重量 1.2g　形状等：木材の付着状況からみて，容器内側への突出部分を
折り曲げ，内面に密着させたものと思われる。容器内面の一部に黒漆？
が付着する。
　11　台帳：I105　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 4.1，
重量 2.3g　形状等：木材の付着情況からみて，容器内側にとび出た部分
を折り曲げたものと思われる。
　12　台帳：I85　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.7，
重量 1.1g　形状等：先端部に斜方向の木目をもつ木材が付着する。木材
の付着状況からみて，容器内側にとび出た部分を折り曲げ，容器内面に
密着させたものと思われる。
　13　台帳：I138　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 4.3，
重量 2.0g　形状：木材の付着状況からみて、容器内側への突出部部分を
折り曲げ，容器内面に密着させたものと思われる。先端部内面に布の上
を黒漆？で覆うような状況が認められる。
　14　台帳：I54　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 5.9，頭
部径 1.3，重量 7.6　形状等：頭部不整円形。胴部上下に木材が付着する。
木材の厚さ上部 2.9cm，下部 3.9cm 以上。
　15　台帳：I31　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
6.4，頭部径 1.2，重量 6.7g　形状等：頭部円形。胴部上下に木材が付着する。
木材の厚さ上部推定 4.2cm，下部 1.9cm 以上。
　16　台帳：I58　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 7.2，頭
部径 1.1，重量 7.3g　形状等：頭部不整隅丸方形。胴部上下に木材が付着
する。厚さは上部が 3.3cm，下部が 3.5cm 以上。
　17　台帳：I24　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 5.9，頭
部径 1.4，重量 6.1g　形状等：頭部形状は錆びのため不明瞭であるが，円
形と思われる。胴部上下に木材が付着する。上部の木材の厚さ 2.9cm
　18　台帳：I ３①　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：
長 4.6，頭部径 1.4，重量 5.7g　形状等：頭部不整円形。胴部上下に木材
が付着する。上部木材の厚さ 4.2cm。　備考：I ３は ２ 点あり。
　19　台帳：I135　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
4.1，頭部径 1.3 × 1.3，重量 6.3g　形状等：頭部方形。胴部に木材付着。
木材の厚さ 3.5cm。
　20　台帳：I180　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
4.8，頭部径 1.0 × 1.1，重量 4.4g　形状等：頭部方形。胴部上下に木材が
付着する。上部の木材の厚さ 3.2cm。
　21　台帳：I25　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
5.1，頭部径 1.1，重量 5.2g　形状等：頭部隅丸方形。胴部上下に木材が
付着する。木材の厚さ上部 3.2cm，下部 1.3cm 以上。
　22　台帳：I82　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
5.4，頭部径 1.6 × 1.3，重量 7.1g　形状等：頭部不整楕円形。胴部に木材
が付着する。木材の厚さ 3.7 ～ 4.3cm。
　23　台帳：I101　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
4.1，頭部径 1.2 × 1.2，重量 5.6g　形状等：頭部方形。胴部に木材付着。
木材の厚さ 3.5cm。
　24　台帳：I67　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
4.4，頭部径 1.4，重量 7.9g　形状等：頭部円形。胴部に木材が付着する。
　25　台帳：I177　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
4.8，重量 6.6g　形状等：頭部円形。胴部に木材付着。
　26　台帳：I136　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
3.6，頭部径 1.2 × 1.2，重量 3.7g　形状等：頭部方形。胴部に薄く木材付着。
木材の厚さ 3.3cm 以上。
　27　台帳：I59　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
3.8，頭部径 1.3 × 1.0，重量 4.4g　形状等：頭部不整楕円形。胴部に木材
が付着する。

　26　台帳：I187　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（2.8）, 茎部最大径
0.3, 重量 0.84g　備考：―
　27　台帳：I188　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（1.8）, 茎部最大径
0.3, 重量 0.45g　備考：28 と同一か。
　28　台帳：I189　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（4.8）, 茎部最大径
0.4, 重量 1.95g　備考：一部に木質がみられる。27 と同一か。
　29　台帳：I190　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（1.5）, 茎部最大径
0.3, 重量 0.40g　備考：―
　30　台帳：I191　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（3.7）, 茎部最大径
0.3, 重量 1.58g　備考：―
　31　台帳：I192　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（2.5）, 茎部最大径
0.3, 重量 1.23g　備考：一部に木質がみられる。
　32　台帳：I195　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（4.1）, 茎部最大径
0.3, 重量 1.45g　備考：―
　33　台帳：I196　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（1.7）, 茎部最大径
0.2, 重量 0.32g　備考：―
　34　台帳：I212　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（4.4）, 茎部最大径
0.3, 重量 1.57g　備考：一部に木質がみられる。
　35　台帳：No.54　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（2.2）, 茎部最大径
0.2, 重量 0.57g　備考：一部に木質がみられる。
　36　台帳：No.61　材質：鉄　種類：鉄鏃　法量：長（1.6）, 茎部最大径
0.2, 重量 0.45g　備考：―
　37　台帳：I26　材質：鉄　器種：不明　残存：破片　法量：長 1.7，
重量 0.9　形状等：屈曲部をもつ扁平な鉄片。長軸両端は欠失か？（不明
瞭）。屈曲部の内側に木材付着。木目は横方向。
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　28　台帳：I153　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
2.2，頭部径 1.1 × 1.1，重量 3.0g　形状等：頭部方形。胴部に横方向の木
目をもつ木材付着。
　29　台帳：I166　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
3.2，頭部径 1.0 × 1.1，重量 2.9g　形状等：頭部方形。胴部に木材付着。
　30　台帳：I137　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
3.1，頭部径 1.1 × 1.1，重量 3.7g　形状等：頭部方形。胴部に木片付着。
木材の厚さ 2.8cm 以上。
　31　台帳：I141　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
3.4、頭部径 1.1 × 1.1，重量 4.1g　形状等：頭部不整方形。頭部下面に木
材付着。
　32　台帳：I87　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
5.4，頭部径 1.6，重量 6.9g　形状等：頭部円形。胴部に木材付着。
　33　台帳：I165　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
3.8，頭部径 1.1 × 1.2，重量 3.5g　形状等：頭部不整方形。胴部に木材付着。
木材の厚さ 3.6cm 以上。
　34　台帳：I69　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
4.7，頭部径 1.5，重量 7.5g　形状等：頭部円形。胴部に木材付着。
　35　台帳：I20　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 4.0，重
量 1.7g　形状等：頭部正方形。胴部上下に木材付着。板材の厚さ 1.4cm。
　36　台帳：I112　材質：鉄　器種：釘　残存：完形か　法量：長 3.5，
重量 1.6g　形状等：頭部不整長方形。木材付着。
　37　台帳：I33　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 5.1，頭
部径 1.1 × 0.7，重量 2.9g　形状等：頭部不整楕円形。胴部上下に木材が
付着する。板材の厚さ 1.2cm。
　38　台帳：I119　材質：鉄　器種：釘　残存：完形？　法量：重量
2.4g　形状等：頭部不整形（頭部欠失？）。胴部上下に木材が付着する。
板材の厚さ 1.2cm。
　39　台帳：I21　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 4.0，重
量 1.8g　形状等：胴部上下に木材付着。板材の厚さ 1.4cm。頭部の形状
は不明。
　40　台帳：I179　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.8，
重量 1.6g　形状等：木材付着。
　41　台帳：I106　材質：鉄　器種：釘　残存：A・B とも先端部　法量：
A は長 2.8cm，B は長 2.3，重量 2.9g　形状等：釘 A は胴部上下に木材が
付着する。板材の厚さ 1.2cm。釘 B は釘 A の下部の材に打ち込まれてい
る。上部の材表面が黒色化しており，黒色漆である可能性があろう。
　42　台帳：I32　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 4.0，頭
部径 1.0 × 0.5，重量 2.5g　形状等：頭部不整楕円形。胴部上下に木材が
付着する。板材の厚さ 1.2cm。
　43　台帳：I118　材質：鉄　器種：釘　残存：完形（頭部欠失の可能
性もある）　法量：長 3.4，重量 1.3g　形状等：頭部方形。胴部上下に木
材が付着する。板材の厚さ 1.2cm。
　44　台帳：I51　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.9，重
量 0.7g　形状等：木材付着。板材の厚さ 1.2cm。
　45　台帳：I17　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.6，重
量 0.9g　形状等：胴部上下に木材付着。板材の厚さ 1.2cm。
　46　台帳：I61　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.7，頭
部径 0.7 × 0.4，重量 0.9g　形状等：頭部不整楕円形。胴部上下に木材が
付着する。板材の厚さ 1.1cm。
　47　台帳：I41 ①　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 4.0，
頭部径 0.8 × 0.6，重量 1.8g　形状等：頭部不整円形。胴部上下に木材が
付着する。木材の厚さ 1.2cm。　備考：I41 は ２ 点あり。
　48　台帳：I42　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 3.5，頭
部径 0.5，重量 1.3g　形状等：頭部不整方形。胴部上下に木材が付着する。
板材の厚さ 1.2cm か。
　49　台帳：I28　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
2.1，重量 0.7g　形状等：頭部長方形。胴部上下に木材付着。板材の厚さ
1.2cm。

　50　台帳：I158　材質：鉄　器種：釘　残存：完形か　法量：長 3.6，
重量 1.8g　形状等：木材付着。
　51　台帳：I113　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.7，重
量 0.9g　形状等：木材付着。
　52　台帳：I156　材質：鉄　器種：釘　残存：完形か　法量：長 3.1，
重量 1.3g　形状等：木材が胴部上下に付着。上部の板材の厚さ 1.1cm か。
　53　台帳：I92　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.8，重
量 0.9g　形状等：木材付着。
　54　台帳：I111　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
1.7，重量 0.5g　形状等：胴部上下に木材付着。上部の板材の厚さ推定
1.2cm。
　55　台帳：I120　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.3，
重量 0.8g　形状等：胴部上下に木材付着。材の境界は不明瞭。
　56　台帳：I150　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 3.0，
重量 1.2g　形状等：木材付着。
　57　台帳：I3 ②　材質：鉄　器種：釘か　残存：先端部　法量：重量
0.6g　形状等：縦方向の木目をもつ。木材付着。　備考：I ３は 2 点あり。
　58　台帳：I145　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.2，
重量 2.0g　形状等：胴部上下に木材が付着する。
　59　台帳：I159　材質：鉄　器種：釘　残存：頭部欠失　法量：長
3.8，重量 1.5g　形状等：胴部上下に木材が付着する。板材の厚さ 1.2cm。
　60　台帳：I89　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.5，頭
部径不明，重量 1.2g　形状等：上半部に木材が付着する。板材の厚さ
1.2cm。
　61　台帳：I107　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.1，頭
部径 0.4 × 0.2，重量 0.8g　形状等：頭部不整長方形。胴部上下に木材付着。
板材の厚さ 1.2cm。
　62　台帳：I139　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.8，重
量 0.9g　形状等：頭部不整方形。胴部上下に木材が付着する。板材の厚
さ 1.2cm。
　63　台帳：I94　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.9，頭
部径0.6×0.3，重量1.2g　形状等：頭部楕円形。胴部上下に木材が付着する。
板材の厚さ 1.1cm。
　64　台帳：I35　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.8，
重量 1.2g　形状等：頭部不整楕円形。　胴部上下に木材付着。板材の厚
さ 1.1cm。
　65　台帳：I79　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.7，重
量 1.4g　形状等：木材付着。板材の厚さ 0.9cm。
　66　台帳：I71　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長 2.4，重
量 1. １g　形状等：木材付着。板材の厚さ 1.1cm。
　67　台帳：I52　材質：鉄　器種：釘　残存：先端欠失　法量：長 2.4，
重量 1.5g　形状等：頭部不整方形。胴部上下に木材付着。板材の厚さ
1.2cm。
　68　台帳：I46　材質：鉄　器種：釘　残存：頭部一部欠損　法量：長
3.8，重量 1.9g　形状等：胴部上下に木材が付着する。
　69　台帳：I104　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.6，重
量 0.9g　形状等：胴部上下に木材が付着する。
　70　台帳：I178　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.6，重
量 0.9g　形状等：木材付着。
　71　台帳：I29　材質：鉄　器種：釘　残存：上部　法量：長 1.4，重
量 0.5g　形状等：頭部形状不明。木材付着。板材の厚さ 1.1cm。釘頭部
周囲の板材表面が黒色を呈しており，漆が塗られている可能性がある。
　72　台帳：I149　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
1.4，重量 0.8g　形状等：頭部不整形。胴上部の板材の厚さ 1.1cm。
　73　台帳：I108　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
1.4，重量 0.4g　形状等：頭部不整楕円形。木材付着。
　74　台帳：I45　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.9，重
量 0.9g　形状等：木材付着。
　75　台帳：I38　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.7，重



–175–

２　発掘調査（館出支群Ⅰ区第 35 号墓）

量 0.7g　形状等：胴部上下に木材が付着する。
　76　台帳：I109　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 2.7，重
量 1.3g　形状等：木材付着。
　77　台帳：I164　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 2.0，重
量 1.2g　形状等：木材付着。
　78　台帳：I167　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.7，
重量 0.5g　形状等：木材付着。
　79　台帳：I44　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.8，重
量 0.6g　形状等：木材付着。
　80　台帳：I121　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.5，重
量 0.5g　形状等：木材付着。
　81　台帳：I160　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.2，重
量 0.5g　形状等：木材付着。
　82　台帳：I36　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.8，重
量 0.8g　形状等：断面方形。木材付着。
　83　台帳：I133　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.7，重
量 0.4g　形状等：木材付着。
　84　台帳：I62　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.3，重
量 0.6g　形状等：木材付着。
　85　台帳：I163　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 0.8，
重量 0.4g　形状等：木材付着。
　86　台帳：I130　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.4，重
量 0.3g　形状等：木材付着。
　87　台帳：I128　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.3，重
量 0.2g　形状等：木材付着。
　88　台帳：I125　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.1，重
量 0.6g　形状等：木材付着。
　89　台帳：I143　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.6，重
量 0.5g　形状等：木材付着。
　90　台帳：I151　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.4，重
量 0.4g　形状等：釘胴部が剥離したものか。木材付着。
　91　台帳：I114　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.2，重
量 0.3g　形状等：木材付着。
　92　台帳：I146　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.2，重
量 0.3g　形状等：木材付着。
　93　台帳：I41 ②　材質：鉄　器種：不明　残存：−　法量：長 1.6，
重量 0.8g　形状等：板材を呈する。木材付着。漆？付着。　備考：I41
は ２ 点あり。
　94　台帳：I154　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.4、重
量 0.7g　形状等：木材付着。
　95　台帳：I161　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.4，重
量 0.6g　形状等：木材付着。
　96　台帳：I148　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.2，
重量 0.6g　形状等：木材付着。
　97　台帳：I206　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.1，
重量 1.0g　形状等：木材付着。
　98　台帳：I144　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.4，重
量 0.8g　形状等：木材付着。
　99　台帳：I91　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.8，
重量 1.0g　形状等：木材が付着する。
　100　台帳：I60　材質：鉄　器種：釘　残存：完形か　法量：長 3.2，
重量 1.2g　形状等：木材付着。
　101　台帳：I43　材質：鉄　器種：釘　残存：完形か　法量：長 3.7，
重量 1.3g　形状等：木材付着。
　102　台帳：I49　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 4.0，
重量 2.2g　形状等：頭部方形？　木材付着。
　103　台帳：I57　材質：鉄　器種：釘　残存：完形か　法量：長 3.6，
重量 1.4g　形状等：木材付着。
　104　台帳：I53　材質：鉄　器種：釘　残存：頭部欠失か（完形の可

能性もある）　法量：長 3.2，重量 1.5g　形状等：木材付着。
　105　台帳：I68　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.8，
重量 1.2g　形状等：木材付着。
　106　台帳：I84　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.9，
重量 1.1g　形状等：断面不整楕円形。木材付着。
　107　台帳：I90　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.6，
重量 1.1g　形状等：木材が付着する。
　108　台帳：I37　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.7，
重量 1.3g　形状等：木材付着。
　109　台帳：I157　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.4，
重量 1.7g　形状等：木材付着。
　110　台帳：I40　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.5，
重量 1.1g　形状等：木材付着。
　111　台帳：I80　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.7，
重量 1.8g　形状等：木材付着。
　112　台帳：I162　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.0，
重量 1.4g　形状等：縦方向の木目をもつ木材が付着する。
　113　台帳：I147　材質：木材　器種：不明　残存：不明　法量：重量
0.3g　形状等：木材の表面が若干残る。
　114　台帳：I23　材質：鉄　器種：釘？　残存：先端部？　法量：重
量 0.4g　形状等：木材付着。
　115　台帳：I126　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部？　法量：長
0.2g　形状等：木材付着。
　116　台帳：I47　材質：鉄　器種：釘　残存：頭部　法量：長 1.1，重
量 0.7g　形状等：頭部屈曲。頭部に漆？付着。
　117　台帳：I48　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.8，
重量 0.8g　
　118　台帳：I ６　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.8，
重量 0.5g　形状等：断面正方形。
　119　台帳：I131　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.6、
重量 0.4g　備考：鏃茎部の可能性もあり。
　120　台帳：I13　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.5，重
量 0.4g　形状等：−
　121　台帳：I115　材質：木　器種：不明　残存：材表面か　法量：重
量 0.9g　形状等：木材表面に黒色物（漆か？）が付着している。黒色物
には 2 ヵ所に布目痕が認められる。
　122　台帳：I140　材質：鉄　器種：釘　残存：−　法量：長 0.5g　重
量 0.5g　形状等：木材の表面が一部残る。表面光沢あり。鉄分を吸収し
たために遺存したものか。
　123　台帳：I55　材質：鉄　器種：不明　残存：長 1.6，重量 1.1g　形
状等：板状の製品。
　124　台帳：I34　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部表面が剥離したも
の法量：長 2.1，重量 0.4g　形状等：木材付着。
　125　台帳：I152　材質：木片　器種：不明　残存：−　法量：重量
0.2g　形状等：釘表面が木材とともに剥離したものか。
　126　台帳：I27　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.4，
重量 0.5g　形状等：木材付着。
　127　台帳：I102　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.1，
重量 1.3g　形状等：木材付着。
　128　台帳：I134　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.1，
重量 0.4g　形状等：木材付着。
　129　台帳：I63　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.0，
重量 0.6g　形状等：木材付着。
　130　台帳：I142　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.2，
重量 0.3g　形状等：木材付着。
　131　台帳：I65　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.5，
重量 0.4g　形状等：木材付着。
　132　台帳：I83　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.5，
重量 0.4g，　形状等：木材付着。
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　133　台帳：I110　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.0，
重量 0.4g　形状等：木材付着。
　134　台帳：I66　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.3，
重量 1.0g　形状等：木材付着。木材表面一部残存。
　135　台帳：I127　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.5，
重量 0.2g　形状等：木材付着。
　136　台帳：I124　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 0.9，
重量 0.1g　形状等：木材付着。
　137　台帳：I172　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.2，
重量 0.2g　形状等：木材付着。
　138　台帳：I117　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.1，
重量 0.2g　形状等：木材付着。
　139　台帳：I132　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.1，
重量 0.4g　形状等：木材付着。
　140　台帳：I74　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.1，
重量 1.2g　形状等：木材付着。
　141　台帳：I97　材質：鉄　器種：釘　残存：釘 A は先端部，釘 B は
胴部　法量：釘 A は不明，釘 B は長 1.0，全体の重さ 1.5g　形状等：釘 A・
B が直交するように遺存する。
　142　台帳：I129　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.7，
重量 0.3g　形状等：木材付着。
　143　台帳：I30　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：長
1.8，重量 0.7g　形状等：木材付着。頭部に漆付着か？
　144　台帳：I116　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.7，
重量 0.2g　形状等：木材付着。
　145　台帳：I122　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.1，
重量 0.4g　形状等：木材付着。
　146　台帳：I123　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.2，
重量 0.4g　形状等：木材付着。
　147　台帳：I64　材質：鉄　器種：不明　残存：−　法量：長 1.6，重
量 0.5g　形状等：薄い板状の鉄。木材付着。
　148　台帳：I213　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 2.0，
重量 0.4g　形状等：断面方形。木材付着。
　149　台帳：№ 61　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長
1.2，重量 0.2g　形状等：木材付着。
　150　台帳：№ 11　材質：鉄　器種：釘　残存：頭部　法量：長 1.3，
重量 0.7g　形状：頭部屈曲。頭部に漆？付着。
　151　台帳：№ 15　材質：鉄　器種：釘　残存：頭部欠失　法量：長
2.7，重量 0.6g　形状等：木材付着。
　152　台帳：№ 22 ⑤　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部欠失　法量：
長 1.8，重量 0.9g　形状等：木材付着。　備考：№ 22 は ９ 点あり。
　153　台帳：№ 35 ①　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長
3.8，頭部径 0.3 × 0.4，重量 1.6g　形状等：頭部方形。木材付着。板材の
厚さ 1.2cm。　備考：№ 35 は ４ 点あり。
　154　台帳：№ 9　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長 1.6，
重量 0.4g　形状：断面方形。木材付着。
　155　台帳：№ 12　材質：鉄　器種：不明　残存：先端部付近　法量：
長 1.4，重量 0.4g　形状等：土付着。
　156　台帳：№ 16 ①　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長
1.5，重量 0.2g　形状等：断面方形。木材付着。　備考：№ 16 は ３ 点あり。
　157　台帳：№ 16 ②　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.2，重量 0.5g　形状等：木材付着。　備考：№ 16 は ３ 点あり。
　158　台帳：№ 16 ③　材質：鉄　器種：釘　残存：頭部？　法量：長
1.2，重量 0.4g　形状等：断面丸みを帯びた方形。木材付着。　備考：№
16 は 3 点あり。
　159　台帳：№ 18 ①　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部付近　法量：
長 1.4，重量 0.4g　形状等：木材付着。　備考：№ 18 は ２ 点あり。
　160　台帳：№ 18 ②　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.7，重量 0.7g　形状等：木材付着。　備考：№ 18 は ２ 点あり。

　161　台帳：№ 22 ①　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.4，重量 0.4g　形状等：木材付着。　備考：№ 22 は ９ 点あり。
　162　台帳：№ 22 ②　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.3，重量 0.3g　形状等：木材付着。　備考：№ 22 は ９ 点あり。
　163　台帳：№ 22 ③　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.8，重量 0.6g　形状等：木材付着。　備考：№ 22 は ９ 点あり。
　164　台帳：№ 22 ④　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.5，重量 0.6g　形状等：木材付着。　備考：№ 22 は ９ 点あり。
　165　台帳：№ 22 ⑥　材質：鉄　器種：釘　残存：首部　法量：長
1.4，重量 0.8g　形状等：頭部屈曲。木材付着。　備考：№ 22 は ９ 点あり。
　166　台帳：№ 22 ⑦　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長
2.1，重量 0.9g　形状等：木材付着。　備考：№ 22 は ９ 点あり。
　167　台帳：№ 22 ⑧　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：重
量 0.3g　形状等：木材中に釘先端部が入っていると思われる。　備考：
№ 22 は ９ 点あり。
　168　台帳：№ 22 ⑨　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長
1.2，重量 0.2g　形状等：木材付着。　備考：№ 22 は ９ 点あり。
　169　台帳：№ 35 ②　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.3，重量 0.4g　形状等：木材付着。　備考：№ 35 は ４ 点あり。
　170　台帳：№ 35 ③　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.7，重量 0.7g　形状等：断面長方形。木材付着。　備考：№ 35 は ４ 点
あり。
　171　台帳：№ 35 ④　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.3，重量 0.4g　形状等：木材付着。　備考：№ 35 は ４ 点あり。
　172　台帳：№ 58 ①　材質：鉄　器種：釘　残存：完形　法量：長
1.4，重量 0.6g　形状等：木材付着。　備考：№ 58 は ８ 点あり。
　173　台帳：№ 58 ②　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長
2.3，重量 0.8g　形状等：木材付着。　備考：№ 58 は ８ 点あり。
　174　台帳：№ 58 ③　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長
1.3，重量：0.3g　形状等：木材付着。　備考：№ 58 は ８ 点あり。
　175　台帳：№ 58 ④　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.6，重量 0.6g　備考：№ 58 は ８ 点あり。
　176　台帳：№ 58 ⑤　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長
1.1，重量 0.6g　形状等：木材付着。　備考：№ 58 は ８ 点あり。
　177　台帳：№ 58 ⑥　材質：鉄　器種：釘　残存：頭部　法量：長
1.5，重量 0.7g　形状等：木材付着。　備考：№ 58 は ８ 点あり。
　178　台帳：№ 58 ⑦　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長
2.0，重量 0.5g　形状等：木材付着。　備考：№ 58 は ８ 点あり。
　179　台帳：№ 58 ⑧　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：長
1.8，重量 0.5g　形状等：木材付着。　備考：№ 58 は ８ 点あり。
　180　台帳：№ 60　材質：鉄　器種：釘　残存：胴部　法量：長 1.5，
重量 0.9g　形状等：断面方形，木材付着。
　181　台帳：B48 周辺　材質：鉄　器種：釘　残存：先端部　法量：
重量 0.2g　形状等：木材中に釘先端部が入っていると思われる。
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１　十五郎穴横穴墓群　館出支群出土人骨について

岩橋由季 1)・米元史織 3)・冨田啓貴 2)・舟橋京子 4)・田中良之 4)

足立達朗 4)・中野伸彦 4)・小山内康人 4)

1. 九州大学大学院比較社会文化学府
（現・古賀市教育委員会）

2. 九州大学大学院地球社会統合科学府
3. 九州大学総合研究博物館・九州大学アジア埋蔵文化財研究センター

4. 九州大学大学院比較社会文化研究院・九州大学アジア埋蔵文化財研究センター

　１　はじめに

茨城県ひたちなか市所在の十五郎穴横穴墓群館出支

群では，2012 年度から 2014 年度に調査が行われた横穴

墓のうち，館出Ⅰ− 35 号墓と館出Ⅲ−５号墓から合計

12 体の人骨が出土した。ひたちなか市教育委員会から

九州大学比較社会文化研究院基層構造講座に調査依頼が

あり，2012 年 1 月に田中良之と岩橋由季が館出Ⅰ− 35

号墓出土人骨の調査を，2015 年 １ 月に米元史織と岩橋

由季が館出Ⅲ−５号墓出土人骨の調査・取り上げを行っ

た。その後，人骨は 2013 年 ５ 月に新設された九州大学

アジア埋蔵文化財研究センターに搬入され，整理・分析

を行った。以下にその結果を報告する。なお，人骨は現

在，ひたちなか市埋蔵文化財調査センターに保管されて

いる。

分析にあたり，性判定には Buikstra and Ubelaker

［1994］の方法を，年齢推定については，歯牙咬耗度は

栃原［1957］を用いた。また，計測は Martin-Saller［1957］

に従った。年齢表記に関しては，『日本民族・文化の生成』

［九州大学医学部第二解剖学教室編 1988］の区分に従い，

乳児（0 − １）・幼児（１ − ６）・小児（６ − 12）・若

年（12 − 20）・成年（20 − 40）・熟年（40 − 60）・老年

（60 歳以上）とする。

　２　出土状態

館出Ⅰ－ 35 号墓

本横穴墓は，玄室手前を玄門の幅分掘り窪めて，周

囲三方に「コの字形」に屍床を造り出している。人骨は，

この屍床の奥壁側，左側壁側（西側）と一段低い通路部

に集中して出土した。検討の結果，本横穴墓では，成人

が７体，未成人が３体確認され，最低でも合計 10 体分

の人骨が出土している。以下では，それらの出土状態と，

そこからうかがわれる埋葬過程について記載する。

【頭蓋】

頭蓋は，成人７体，未成人３体，合計 10 体分が出土

している。以下では，便宜上，これらに頭蓋１− 10 の

番号を付けて出土状態を記述する。各々の位置関係につ

いては，第 101 図をご参照いただきたい。

頭蓋１（人骨取り上げ番号 B48，以下単に B ＋番号

で記載する）は，屍床上の最も奥壁沿いから出土した。

床面直上の出土である。右側を下にして，頭頂を西に顔

面を南に向けた状態で出土している。

頭蓋２（B21）は，頭蓋１の西側約１ｍの地点から出

土した。床面直上の出土である。下顎が，上面を上にオ

トガイを北に向けた状態で出土している。

頭蓋３（B12 − B14・B19・B20）は，頭蓋２の南側，

30cm ほどの地点で出土している。床面直上の出土であ

る。遊離歯５点がまとまっており，北側の２点が右側の，

南側の３点が左側の大臼歯である。

頭蓋４（B29・B47）は，頭蓋１の南西に位置している。

頭蓋（B47）は，頭頂を上に顔面を北東に向けた状態で

ある。下顎骨片と下顎臼歯の破片（B29）は，頭蓋の南

側から出土しており，顎関節は関節状態にない。これら

は，いずれも床面直上の出土である。

頭蓋５（B1・B25 − B27・B32 − B36・B42・B43）は，

頭蓋１・４の１ｍほど東から出土している。頭蓋（B32

− B36）は，一連の骨の最も奥壁寄りから出土している。
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出土時に破片化していたが，B34 の破片の位置関係から，

頭頂を下に顔面を南に向けていたと推定される。この南

側から歯牙（B1・B25・B26・B27・B42）が散らばって

出土している。下顎骨（B43）は，これらの歯牙のさら

に南側，一連の骨の最も手前から出土している。上面を

上にオトガイを北に向けた状態である。以上はいずれも

床面直上の出土である。頭蓋片は比較的まとまって出土

しているが，下顎骨はそれらから 50cm ほど離れた位置

から出土しており，顎関節は関節状態にない。

頭蓋６（B130・B130-１・B130-２・B131・B184・

B226・B227）は，通路部の奥壁寄りから出土している。

頭蓋は，頭頂を下に顔面を西に向けた状態である。床面

直上からの出土である。この頭蓋の西側から，歯牙が

数点出土した（B184・B226・B227）。これらの歯牙は，

床面よりやや浮いて，堆積土上から出土している。

頭蓋７（B132・B228）は，頭蓋６の南側から出土し

ている。頭蓋（B132）は，頭頂を東に後頭を南に向け

た状態で出土している。床面直上からの出土で，通路部

の堆積土に一部埋まった状態である。この西側からは，

歯牙がまとまった状態で出土している（B228）。床面か

らやや浮いた，堆積土上からの出土である。

頭蓋８（B96）は，通路部の南西側，最も手前から出

土している。堆積土上からの出土である。頭蓋の向きは

不明であるが，外面を上に向けている。

頭蓋９（B24・B28・B74・B76・B119・B122 −

B125・B157・B160・B162）は，通路部の北西側から奥

壁側の屍床上にかけて出土した火葬骨のまとまりのう

ち，奥壁寄りから出土している。破片化しており，出土

時の向き等は不明である。通路部の表層，すなわち堆積

土上からの出土である。

頭蓋10（B79・B144 − 147・B150 − B155・B280）は

通路部の北西側から出土している。いずれも第１層から

1m0

頭蓋１

頭蓋２

頭蓋３
頭蓋４

頭蓋５

頭蓋６

頭蓋７

頭蓋９

頭蓋１０

頭蓋８

左大腿骨

右大腿骨

左脛骨

左右不明脛骨

右上腕骨

右大腿骨

右大腿骨 左上腕骨
右大腿骨

右上腕骨

第 101 図　 館出Ⅰー 35 号墓人骨出土位置
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出土している。B144 − B147・B150 − B155 は弧状に並

んで出土しているが，右側と左側の歯種が不規則に入り

乱れていることから，頭蓋の腐朽の過程で乱れたものと

推定される。B79・B280 は，上記の弧状の歯牙列には

含まれていないが，比較的近接して出土している。

以上より，館出Ⅰ− 35 号墓では少なくとも 10 体分

の頭蓋が確認された。うち成人が７体，未成人が３体で

ある。それぞれの個体の性別・年齢等は，人骨所見の項

で記述する。出土層位は大きく二つに分けられ，頭蓋１

−７は床面直上，頭蓋８− 10 は堆積土上からの出土で

ある。

【四肢骨・躯幹骨】

次に四肢骨・躯幹骨の出土状態を記載する。

頭蓋１の東からは，下肢骨が点々と並んで出土してい

る。頭蓋１に近い方から，左大腿骨，右大腿骨，左脛骨，

左右不明脛骨である。左大腿骨は，近位を西に遠位を東

にし，前面を上に向けた状態で出土している（B45）。こ

の左大腿骨の下からは，部位不明であるが長管骨の破片

が出土している（B46）。また，右大腿骨は近位を西に遠

位を東にし，後面を上に向けた状態で出土している（B44）。

左脛骨は，近位を北西に内側を上に向けて出土している

（B41）。左右不明脛骨（B23）は，遺存状態が悪く向きは

不明である。以上はいずれも床面直上の出土である。こ

れらが同一個体のものであるかは断定できていない。

頭蓋５の南東からは，右上腕骨（B22）が近位を北に

遠位を南にし，前面を上に向けた状態で出土している。

床面直上の出土である。頭蓋５のものと推定される歯牙

が，この右上腕骨に近接して出土しているが，同一個体

のものであるかどうかは確定できていない。

頭蓋７の下からは，右上腕骨が，遠位を南東にし，前

面を上に向けて出土している（B133）。床面直上の出土

である。この右上腕骨が，上部にある頭蓋７と同一個体

であるかどうかについては確定できていない。

また，西側の屍床上からは，四肢骨がまとまって出土

している。いずれも床上 １ ～ ２cm の堆積土上からの

出土である。手前のまとまりの中には，右大腿骨が近位

を北東に遠位を南西にし，後面を上に向けた状態で出土

している（B３）。この周辺で出土した骨（B２・B４）

も四肢骨の破片である。この右大腿骨から北に 50cm

ほど離れた地点でも，右大腿骨の破片が出土している

（B６）。これらの右大腿骨は，部位が重複するため別個

体のものと推定される。また，このまとまりの最も東か

らは左上腕骨（B５）が，遠位を北に近位を南にし，後

面を上に向けて出土している。以上より，屍床西側から

は少なくとも２体分の四肢骨が出土しているが，関節状

態は保っていないと推定される。

通路部の南東からは，右大腿骨が近位を北東に遠位を

南西に向け，前面を上にした状態で出土している（B49）。

床上 ２cm からの出土である。

以上が比較的散在している四肢骨の出土状態である

が，次に，通路部から頭蓋４の手前にかけて密集する人

骨の出土状態について記述する。以下で述べるように，

この箇所は躯幹骨を中心とした火葬骨が重なり合って出

土しており，最も北側から出土した頭蓋９はこの躯幹骨

と同一個体を成すものと推定される。屍床上からは，肩

甲骨（B53・B56）・右上腕骨（B58・B59・B60・B72・

B73）を含む破片が出土している。さらに，ここから通

路部にかけて胸骨・胸椎・肋骨など胸部の骨が散在し，

腰椎・腸骨片・仙骨が南端付近に集中する。上記の傾向は，

表層から下層まで共通する。ただし例外も認められ，こ

の範囲の上層（表層・第１層）の通路部側から上肢骨と

頸椎片が出土している。具体的な部位は，右前腕（B88），

右手月状骨（B126），頸椎（B94），左上腕骨（B108），

鎖骨片（B223），手の末節骨（B219）である。これらの

骨は成人個体の火葬骨であり，部位の重複が認められず，

積極的に複数個体が含まれるとはいえない。以上より，

この範囲には奥壁方向に頭を向けた成人火葬骨が１体埋

葬されたと推定される。

以上の体部の骨の検討をふまえると，火葬されてい

ない個体については，右大腿骨の重複より最低でも４体

分の四肢骨が確認できる。しかし，関節状態を保つもの

は認められず，位置関係から頭蓋との明確な帰属関係を

判断できるものはない。また，これとは別に，通路部か

ら奥壁側の屍床上に広がる成人の火葬骨１体分が認めら

れ，頭蓋９と同一個体であると判断される。つまり，体

部の骨については，火葬されていない成人個体が最低で

も４体分，これとは別の成人火葬骨が１体分あるといえ

る。

ところで，上記の火葬されていない成人４体分の四

肢骨のうち，堆積土上出土のものは３体分確認できたが，
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同じく堆積土上出土の成人個体の頭蓋は火葬骨以外に確

認できていない。このことからは，頭蓋・四肢骨含めて

成人３体，未成人２体，火葬骨１体が堆積土形成後に埋

葬された可能性も想定されるが，火葬されていない成人

の四肢骨が火葬骨の左右から出土していることより，堆

積土形成より前に埋葬された個体の四肢骨が，火葬骨の

埋葬に伴い動かされた結果，堆積土上から出土した可能

性が高いと考えられる。ただし，火葬骨の出土範囲から，

火葬されていない四肢骨の取りこぼしと断定できる破片

は出土していないため，現状では両方の可能性があると

考えておきたい。

【埋葬過程の復元】

以上の検討の結果，館出Ⅰ− 35 号墓では，成人７体，

未成人３体，最低でも 10 体分の人骨が確認された。そ

れぞれの人骨所見については，次節で述べることとして，

最後にこれらの人骨の埋葬過程について検討しておきた

い。

これに先立ち，本横穴墓で得られている考古学的情報

を整理しておく。まず，横穴墓の使用時期についてであ

る。本横穴墓の使用時期を示す遺物として，玄室内外か

ら出土した土器があげられる。玄室内の堆積土上からは，

土師器杯が１点，玄室外の床面からは，羨道部と墓前域

から３ヶ所にまとまって土器群が出土している。詳細は

第Ⅲ章で述べられているのでそちらに譲るが，玄室外の

土器群はいずれも８世紀第４四半期のもの，玄室内の土

器は９世紀第１−第２四半期のものである。玄室内の土

師器杯は，玄室内堆積土上から出土しているため，堆積

土の形成後，最終埋葬までの間に置かれたものと推定さ

れる。以上をふまえると，本横穴墓は土器が示す時期幅，

少なくとも 50 年の間に火葬骨を含めた全個体の埋葬が

終えられたと考えられる。

次に，玄室内外の堆積状況と遺物との関係について

みていく。玄室内では，大刀や刀子，鉄鏃など，出土し

た遺物のほとんどは床面直上出土であり，堆積土上のも

のには既述の土師器杯がある。玄室外では，最下層の第

11 層が横穴墓使用時のものと考えられており，３ヶ所

にまとまって出土した土器群は，この層から重ねられた

状態で出土している。その後堆積した層（第 ７ 層）の

上面で，「火」を用いた儀礼の痕跡，もしくは火葬骨を

玄室内に搬入した際にこぼれ落ちた痕跡か，あるいはそ

の両方と考えられる痕跡が確認されている。そのため，

火葬骨の搬入時の床面は第 11 層上面もしくは第 7 層上

面のいずれかであると考えられている。

以上をふまえると，本横穴墓における土層の堆積と

遺物の配置との関係は次のように整理できる。

横穴墓築造

→ 玄室内の副葬品配置（土師器杯を除く）・墓前域

の土器群配置【８世紀第４四半期】 

→ 玄室内堆積土形成 （・墓前域第 ７ 層形成？）

→ 玄室内の土師器杯配置【９世紀第１・第２四半期】

（・墓前域第 ７ 層形成？）

→（「火」を用いた儀礼？）

さて既述のように，人骨には，床面直上のものと堆

積土上で出土しているものとの，大きく分けて二群が確

認できる。前者は，堆積土形成前に埋葬・移動が終えら

れたものと推定される。後者は，堆積土形成後に埋葬・

移動されたもの，あるいは堆積土形成前に埋葬されたが，

堆積土形成後に埋葬時の位置から移動されたものと推定

される。

まず，床面直上出土の人骨，すなわち堆積土形成前に

埋葬・移動が終えられたと考えられる頭蓋１−頭蓋７と

玄室奥壁寄りの下肢骨，頭蓋５に近接した右上腕骨，頭

蓋７の下の右上腕骨について検討する。それらの人骨の

中には，関節状態を保つものは認められない。また，出

土状態からは，追葬に伴って先に埋葬した遺体を寄せた

等の規則的な移動ではなく，多くの個体が不規則に乱さ

れたような移動のあり方が想定される。しかも，頭蓋４

や頭蓋５の上下顎が関節状態にないこと，頭蓋６が頭頂

部を下に向けて出土していることより，上記の人骨の移

動は，軟部組織の腐朽が進んだ段階で行われたと推定さ

れる。横穴墓のように土で充填されていない環境下で遺

体の軟部組織が完全に腐朽するまでには，約 10 年の時

期幅が見込まれる［田中 1995,pp.69-70］ため，床面直上

出土の個体が埋葬後に出土地点に移動されるまでの間に

は，短くとも 10 年ほどの間隔があいた可能性が想定さ

れる。つまり，床面直上出土の個体のうち最後の個体が

埋葬されてから，それらの移動が完了するまでに，短く

とも 10 年が経過していると推定される。

上記の行為の間，またその後に玄室内の堆積土が形

成され，その上面では主に玄室の手前側で埋葬ないし骨
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の移動が行われている。具体的には，頭蓋８や火葬され

ていない四肢骨の埋葬もしくは移動，通路部から奥壁側

の屍床上にかけての火葬骨の埋葬である。頭蓋８と火葬

されていない四肢骨については，本来は堆積土形成前に

埋葬されていたものが堆積土形成後に移動された可能性

と，埋葬自体が堆積土形成後である可能性が想定される

が，出土状態から可能性を絞り込むことはできなかった

ため，両方の場合を想定して考える必要がある。

火葬骨は，長軸１ｍ・短軸 0.5 ｍほどの範囲にまとま

っていること，基本的には上半身が奥から下半身が手前

から出土するが，上層では頭蓋片の一部が通路部からも

出土する，上肢の部位や頸椎が玄門寄りから出土する等，

先の規則に一致しない傾向が認められることから，別の

場所で火葬された後に，上記の出土範囲に渡るような板

状のものに乗せられて搬入され，埋置された可能性が高

い。一定の範囲にまとまって出土していることより，玄

室内での火葬の可能性も想定できるものの，火葬骨の出

土範囲からは頭蓋 10 の歯牙が火を受けていない状態で

出土していること，調査者の所見によると玄室の天井部

に煤等の付着はなく，床面に被熱痕も確認されていない

ことから，玄室内での火葬の可能性は低いと考えられる。

また，玄室内堆積土上から出土した土師器杯は，西

側屍床上の四肢骨の間から出土している。この土師器杯

は，内部に灰があったことより，祭祀というよりは灯明

皿として使われた可能性が想定されている。これを裏付

けるように，土師器杯の周辺から出土した四肢骨は，一

部煤けたように黒変していることが確認された。つまり，

土師器杯の配置は，それらの四肢骨の埋葬ないし移動の

後であり，おそらくは火葬骨の埋葬の際の明かりとして

使用されたと推定される。

なお，頭蓋 10 の歯牙は火葬骨の範囲内から出土して

いるが，被熱痕は認められない。また，この歯牙の下か

ら火葬骨が出土している訳ではないため，火葬骨の埋葬

の時点で出土地点に位置していたが，未成人個体であり

火葬骨を置く際に障害にならない程に頭蓋の腐朽が進ん

でいたために，移動されずに火葬骨の範囲に紛れ込んだ

ものと推定される。

ここまでの検討結果をふまえると，横穴墓築造から

最終埋葬もしくは儀礼完了までの過程は，以下のように

復元される。

横穴墓築造

→ 玄室内の副葬品配置（土師器杯を除く）・墓前域

の土器群配置【８世紀第４四半期】 

頭蓋１−７・四肢骨の個体の埋葬（・堆積土上

の個体の埋葬？）

上記の個体の位置を乱す行為

→ 玄室内堆積土形成 （・墓前域第 ７ 層形成？）

→ 頭蓋８・頭蓋 10 と堆積土上の四肢骨の埋葬ない

し移動

頭蓋９の火葬骨の埋葬

玄室内の土師器杯配置【９世紀第１・第２四半期】

（・墓前域第 ７ 層形成？）

→（「火」を用いた儀礼？）

以上のように，館出Ⅰ− 35 号墓では，横穴墓築造か

ら玄室内堆積土形成までの間に，少なくとも７体の埋葬

およびその位置を乱す行為が行われ，その後，堆積土上

の頭蓋および四肢骨の個体の埋葬ないし移動，火葬骨の

埋葬が行われたと推定される。玄室内の土師器杯は，最

後の火葬骨の埋葬に伴うものと推定されたため，初葬か

ら最終埋葬までの間には短くとも 50 年の時間の経過が

見込まれる。

館出Ⅲ－５号墓

館出Ⅲ−５号墓からは，少なくとも２体の人骨が出

土した。玄室北半の人骨を１号人骨，南半の人骨を２号

人骨として，以下出土状態を記す。各々の位置関係につ

いては，第 102 図をご参照いただきたい。

【１号人骨】

１号人骨は下肢骨を中心とした部位が，本来の位置関

係を保っていない状態で出土した。人骨が出土した範囲

の最も玄門寄りからは，左大腿骨が後面を上に向け，近

位を北西に，遠位を南東にした状態で出土した。大腿骨

頭のやや北側からは，腸骨翼の破片が出土している。ま

た，付近からは，腓骨ないし前腕と推定される骨体片が

出土している。左大腿骨の西側からは，左脛骨が後面を

上に向け，近位を南東にして出土している。左脛骨の北

側からは，仙骨と第５腰椎が出土した。仙骨は，背面を

上に，仙骨底を東に向けていた。一方，第５腰椎は，仙

骨の北西から，下面を上に前面を北に向けた状態で出土

している。このように，仙骨と第５腰椎は近接して出土
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定される。

【２号人骨】

２号人骨も，１号人骨と同様，下肢骨を中心とした

部位が遺存していた。最も玄門寄りからは，左右不明大

腿骨の骨体片が，軸を北−南から北西−南東に向けて出

土している。この北西からは，右脛骨近位端と右大腿骨

遠位端が，いずれも内側を上に向け，前面を南に後面を

北に向け，関節状態を保って出土している。この西から

は，左脛骨が前面を上に，近位を南東に向けて出土して

いる。左脛骨の下と北側からは，長管骨片が出土してい

る。左脛骨のやや奥から，破片が散在して出土している。

また，そのさらに奥壁側には，長管骨片を含む骨片が集

中していた。これら集中して出土した骨片が２号人骨の

ものかは判断し難い。

以上の出土状態より，２号人骨は右膝関節が関節状

態にあることが確認できる。ただし，左脛骨の近位端は

右脛骨とは反対方向に向いていること，最も玄門寄りか

ら大腿骨骨体片が出土していることより，下肢骨の一部

は埋葬後に軟部組織の腐朽が進んだ段階で原位置から動

かされたものと推定される。したがって，埋葬時の姿勢

は不明である。なお，本人骨も１号人骨と同様，玄門か

らの土砂の流れ込みは右大腿骨と右脛骨の付近までしか

及んでいないため，部位の移動は流入土によるものでは

なく，人為的なものと判断される。

【埋葬過程の復元】

まず，本横穴墓で得られている考古学的情報につい

て整理しておく。横穴墓の築造・使用時期を示す遺物は

出土していない。土層の堆積状況をみると，玄室外の最

下層（第 ５ 層）が固く締まっており，使用時の床面と

考えられている。この上には，第 ３ 層と第 ４ 層が堆積

しているが，追葬等に伴う明確な掘り込み等は確認され

ていない。そのため，土層の所見のみから玄室の開口の

回数を推定することはできない。

本横穴墓で出土した２体の人骨は，いずれも埋葬後，

軟部組織が腐朽してから人為的に動かされている。この

ことより，２回の埋葬時以外に少なくとも１回は玄室を

開口して，遺体を動かし，関節状態を乱したと考えられ

る。２体の位置関係からは，それらの埋葬順序を推定す

ることは難しい。また，敷石や堆積土との関係をみると，

１号人骨も２号人骨も，大部分は敷石の直上から出土し

してはいるが，関節状態を保っていない。この西側から

は，脛骨近位端ないし椎体と推定される破片が出土して

いる。また，仙骨の北東からは，距骨片が出土した。人

骨出土範囲の最も北側からは，右大腿骨の遠位端が，前

面を上に，遠位を北に向けた状態で出土している。

以上の出土状態より，１号人骨は関節状態を保って

おらず，埋葬時の姿勢は不明である。また，股関節・膝

関節や仙骨と第５腰椎の関節が外れていること，各部位

が単に寄せられたのではなく，全くばらばらの状態で出

土していることから，埋葬後に軟部組織の腐朽がかなり

進んだ段階で骨が乱されていると推定される。なお，玄

門からの土砂の流れ込みは左大腿骨および左脛骨の近位

端付近までしか及んでいないため，人骨の乱れは土砂の

流入によるものではないと判断され，人為的なものと推

1m0

１号人骨２号人骨

左大腿骨
腸骨

腓骨or前腕

左脛骨

仙骨
第５腰椎

右大腿骨

左右不明大腿骨

右脛骨

右大腿骨

左脛骨

第 102 図 　館出Ⅲー 5 号墓人骨出土位置
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ている。１号人骨の左大腿骨・腸骨・腓骨ないし前腕，

２号人骨の右大腿骨・右脛骨は，敷石の上の堆積土上か

ら出土しているが，この範囲には玄門からの流入土が及

んでいること，上記の人骨の一部はこの流入土に埋まっ

ていたことから，敷石敷設，すなわち初葬から一定期間

が経過する過程で堆積した土の上に埋葬されたというよ

りは，流入土が人骨の下に入り込んだものと推定される。

このことより，人骨下の堆積土の状態からも，埋葬順序

を判断することはできない。

以上のことから，館出Ⅲ−５号墓では，館出Ⅰ− 35

号墓と同様におそらくは埋葬後 10 年ほどの時間をあけ

て遺体の一部を移動させ，関節状態を乱す行為が行われ

たと推定される。この行為が個体ごとに異なるタイミン

グで行われたものか，まとめて行われたものかは判断で

きなかったため，それぞれの個体の埋葬と，少なくとも

１回の玄室開口および遺体の移動が行われた可能性が想

定される。また，埋葬時の位置を保つ個体は確認されな

かったことから，上記の行為は最終埋葬後にも行われた

可能性が高いといえる。

　３　人骨所見

館出Ⅰ－ 35号墓

既述の通り，頭蓋と四肢骨あるいは四肢骨間の帰属

関係は明確ではなかったため，以下ではそれぞれを分け

て所見を記載する。頭蓋については，２の出土状態の項

で振った番号を用いて記述する。また，四肢骨について

は，主要なもののみ取り上げ番号を用いて記述する。

頭蓋１

【保存状態】

前頭骨の左側，一部を除く左頭頂骨，ラムダ縫合付近

の後頭骨，外耳から錐体にかけての左側頭骨，卵円孔付

近の蝶形骨，梨状孔付近から左大臼歯歯槽にかけての左

上顎骨が遺存している。眼窩上隆起は，残存部の状態か

ら発達していたものと推定される。頭蓋主要縫合は，外

板はいずれも開いているが，内板は一部閉鎖しかかって

いる。残存歯牙の歯式は以下の通りである。

　また，これ以外に下顎大臼歯片が１点出土している。

歯牙の咬耗度は，１°ａ−２°ａである。

【性別・年齢】

性別は，判定可能な部位が遺存していないため不明

である。年齢は，小臼歯・第一大臼歯の咬耗が進んでい

ることより成年後半から熟年と推定される。

【特記事項】

後頭骨には，頭頂骨間（インカ骨）が形成されている。

頭蓋２

【保存状態】

遺存しているのは下顎の一部と歯牙数点である。下顎

は，下顎底付近が遺存しているために，辛うじてオトガ

イから左右の下顎角までが形を保っている。歯牙は，乳

歯を含む混合歯列である。残存歯牙の歯式は以下の通り

である。

　上記の他に，大臼歯の破片が遺存している。歯牙咬耗

度は，上顎犬歯が0°であり，下顎第一大臼歯は１°ａ

−１°ｂである。このことより，下顎第一大臼歯は萌出

しているが，上顎犬歯は未萌出であったと推定される。

【性別・年齢】

性別は，判定可能な年齢に達していないことから不

明である。年齢は，歯牙の萌出状況より，10 歳前後の

小児と推定される。

頭蓋３

【保存状態】

下顎歯牙のみが遺存する。残存歯牙の歯式は以下の

通りである。

　上記の他に，下顎大臼歯片が遺存している。歯牙咬耗

度は，１°ａ−２°ａである。

【性別・年齢】

性別は，判定可能な部位が遺存していないため不明○歯槽開放　×歯槽閉鎖　／欠損　△歯根のみ　● 遊離歯　（）未萌出　c 齲歯　　以下同様

● ● ● ● ● ● ● ●

Ｍ3 Ｍ2 Ｍ1 Ｐ2 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ○ Ｐ1 ○ Ｍ1 Ｍ2 Ｍ3

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

Ｍ3 Ｍ2 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ Ｍ1 Ｍ2 Ｍ3

● ● ● ● ●

●

／ ／ ／ ／ (Ｃ) ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

●

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ c ／ ／
Ｍ1 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ Ｍ1

● ●

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
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である。年齢は，歯牙咬耗度より成年後半から熟年と推

定される。

頭蓋４

【保存状態】

前頭骨の一部，矢状縫合付近とラムダ縫合付近を除

く右頭頂骨，右側頭骨の鱗部，左頭頂骨の一部，右下顎

角の一部が遺存している。眼窩上隆起は発達していない。

また，計測はできなかったが，頭蓋のサイズは小さい。

冠状縫合・矢状縫合は，内外板共に開いている。残存歯

牙の歯式は以下の通りである。

　また，これらの他に切歯・臼歯の破片が数点遺存して

いる。歯牙咬耗度は１°ａ−２°ａである。

【性別・年齢】

性別は，眼窩上隆起が発達していないことから女性

と判定される。年齢は，歯牙咬耗度より成年と推定され

る。

頭蓋５

【保存状態】

前頭骨の一部，鱗状縫合付近の右頭頂骨と右側頭骨，

左右の錐体周辺の側頭骨の他は，破片化している。下顎

は，左右下顎角からオトガイにかけての上顎骨の下縁が

遺存する。ラムダ縫合は，内板がやや閉鎖している。残

存歯牙の歯式は以下の通りである。

　また，これらの他に左右いずれかの上顎中切歯と，大

臼歯の破片が遺存している。歯牙咬耗度は１°ｂ−２°

ｂである。

【性別・年齢】

性別は，判定可能な部位が遺存していないため不明

である。年齢は，歯牙咬耗度より熟年後半と推定される。

頭蓋６

【保存状態】

頭蓋は，地面に接していた頭頂の部分が遺存してい

ないが，保存状態は比較的良い。冠状縫合付近の一部と

右眼窩下半から頬骨を除く前頭骨，矢状縫合付近を除く

左右頭頂骨，左右側頭骨，後頭骨，梨状孔から眼窩下縁

付近の上顎骨が遺存している。眼窩上隆起，乳様突起，

外後頭隆起は発達している。また，頭蓋主要縫合は，内

板がほぼ閉鎖しており，外板も一部閉鎖しかかっている。

残存歯牙の歯式は以下の通りである。

　また，これらの他に大臼歯の破片が遺存している。歯

牙咬耗度は１°ｃ−２°ｂである。

【性別・年齢】

性別は，眼窩上隆起，乳様突起，外後頭隆起が発達

していることから，男性と判定される。年齢は，歯牙咬

耗度より熟年前半と推定される。

【形質的特徴】

頭蓋主要計測値は第 18 表に示した。頭蓋は，最大長

が 181.0mm である。顔面は，前眼窩間幅が 22.0mm，

鼻根横弧長が 32.0mm であり，鼻根弯曲示数は 68.8 で

ある。眼窩は，眼窩幅（左）が 41.0mm に対して眼窩高

（左）が 31.0mm とやや大きい値で，眼窩示数は 85.7 と

高眼窩である。鼻幅は 27.0mm である。他集団との形質

的特徴の比較等は次項で行う。

頭蓋７

【保存状態】

前頭骨の一部から矢状縫合付近の左右頭頂骨，ラム

ダ縫合付近の後頭骨までが一連で遺存している。また，

1 頭蓋最大長 181.0

51 眼窩幅(左) 41.0

52 眼窩高(左) 31.0

52/51 眼窩示数(左) 75.6

54 鼻幅 27.0

M50 前眼窩間幅 22.0

F 鼻根横弧長 32.0

50/F 鼻根湾曲示数 68.8

M57 鼻骨最小幅 11.0

No 項目 頭蓋6(B130)

第 18 表 館出Ⅰ -35 号墓出土頭蓋の主要計測値

● ● ● ●

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ Ｉ2 Ｃ ／ ／ ／ Ｍ2 Ｍ3

Ｍ3 Ｍ2 Ｍ1 Ｐ2 ／ ／ ／ ／ ／ ／ Ｃ ／ ／ Ｍ1 Ｍ2

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

／ ／ Ｐ2 Ｐ1 Ｃ ／ ／ ／ Ｉ2 Ｃ ／ Ｐ2 Ｍ1 ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

● ● ● ● ●

Ｍ2 ／ Ｐ2 ／ ／ ／ Ｉ1 ／ ／ Ｃ Ｐ1 ／ ／ ／

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
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左右側頭骨錐体が遺存する。外後頭隆起は発達している。

頭蓋主要縫合は，内板がほぼ閉鎖しており，外板も一部

閉鎖しかかっている。残存歯牙の歯式は以下の通りであ

る。

　これらの他にも，歯牙片が多数遺存している。歯牙咬

耗度は１°ｃ−２°ｂである。

【性別・年齢】

性別は，外後頭隆起が発達していることより，男性

と判定される。年齢は，歯牙咬耗度より熟年と推定され

る。

【特記事項】

後頭鱗上部には，頭頂間骨（インカ骨）が形成され

ている。また，後頭骨の外後頭隆起の上部に陥凹が認め

られた。

頭蓋８

【保存状態】

頭頂付近と推定される頭蓋片が遺存している。頭蓋

は厚みがなく薄い。

【性別・年齢】

性別は，判定可能な年齢に達していないことから不

明である。年齢は，頭蓋の厚みから，未成人と推定される。

頭蓋９

【保存状態】

前頭骨は，左眼窩上部から頬骨突起にかけての破片

が遺存する。左頭頂骨は，鱗縁付近と矢状縫合付近が欠

損しているが，冠状縫合からラムダ縫合にかけての破片

が遺存している。また，ラムダ縫合付近の右頭頂骨と後

頭骨の破片が遺存している。さらに，前頭骨もしくは頭

頂骨と推定される破片が遺存する。頭蓋主要縫合につい

ては，冠状縫合の外板が開放していること，ラムダ縫合

は内板がやや閉鎖しかかっていることに対し，外板は開

いていることが確認された。残存歯牙の歯式は以下の通

りである。

　上記の他に，切歯片が１点遺存する。下顎第二小臼歯

の歯牙咬耗度は１°ｃである。

【性別・年齢】

性別は，判定可能な部位が遺存していないため不明

である。年齢は，頭蓋主要縫合の状態と歯牙咬耗度より，

成年後半から熟年と推定される。

頭蓋 10

【保存状態】

本頭蓋は，乳歯を含む混合歯列により１個体として

認識された。遺存部位は歯牙のみであるが，それ自体の

保存状態は良好である。残存歯牙の歯式は以下の通りで

ある。

　永久歯については，上顎犬歯が形成途中であることが

確認された。また，下顎切歯も歯牙咬耗度が0°である

ことより，未萌出と推定される。

【性別・年齢】

性別は，判定可能な年齢に達していないことから不

明である。年齢は，歯牙の形成状況・萌出状況より，３

−４歳の幼児であると推定される。

Ｂ 44（右大腿骨）

【保存状態】

小転子下から遠位付近にかけて遺存しているが，前

面が残っているのは近位側のみである。大腿骨粗線は発

達している。

【性別・年齢】

性別は，大腿骨粗線が発達していることより，男性

と判定される。年齢は，骨のサイズ・厚みから，成人に

は達していると推定される。

【形質的特徴】

骨体上横径のみ計測が可能であった。計測値は

31.0mm である。

Ｂ 45（左大腿骨）

【保存状態】

● ●

／ ／ ／ ／ (Ｃ) ／ ／ ／ ／ (Ｃ) ／ ／ ／ ／

●

m2 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
m2 m1 ／ ／ ／ ／ ／ ／ m1 m2

● ● ● ●

／ (Ｍ1) ／ (Ｐ1) ／ (Ｉ2) (Ｉ1) (Ｉ1) (Ｉ2) ／ ／ ／ (Ｍ1) ／
● ● ● ● ● ● ●

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ Ｐ2 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

●

●

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ Ｃ ／ ／ ／ ／
／ ／ Ｐ2 Ｐ1 ／ Ｉ2 ／ ／ ／ ／ Ｐ1 ／ Ｍ1 ／

● ● ● ● ●
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骨体部が遺存しているのみである。粗線は発達して

いる。

【性別・年齢】

性別は，大腿骨粗線が発達していることより，男性

と判定される。年齢は，骨のサイズ・厚みから，成人に

は達していると推定される。

Ｂ 41（左脛骨）

【保存状態】

骨体部上半の内側が遺存しているのみである。

【性別・年齢】

性別・年齢は，判定可能な部位が遺存していないた

め不明である。

Ｂ 23（左右不明脛骨）

【保存状態】

骨体部が遺存している。

【性別・年齢】

性別・年齢は，判定可能な部位が遺存していないた

め不明である。

Ｂ 22（右上腕骨）

【保存状態】

骨体部から遠位端にかけての外側縁が遺存している。

【性別・年齢】

性別・年齢は，判定可能な部位が遺存していないた

め不明である。

Ｂ 133（左上腕骨）

【保存状態】

遠位端付近の骨体部が遺存している。

【性別・年齢】

性別・年齢は，判定可能な部位が遺存していないた

め不明である。

Ｂ３（右大腿骨）

【保存状態】

骨体部の後面が遺存している。粗線は発達している。

【性別・年齢】

性別は，大腿骨の粗線が発達していることから男性

と判定される。年齢は，判定可能な部位が遺存していな

いため不明である。

Ｂ５（左上腕骨）

【保存状態】

骨体部の橈骨神経溝付近が遺存している。

【性別・年齢】

性別・年齢は，判定可能な部位が遺存していないた

め不明である。

Ｂ６（右大腿骨）

【保存状態】

小転子下の後面が遺存している。

【性別・年齢】

性別・年齢は，判定可能な部位が遺存していないた

め不明である。

Ｂ 58・Ｂ 59・Ｂ 60・Ｂ 72・Ｂ 73（右上腕骨）

【保存状態】

遠位端付近の骨体部内側縁が遺存している。

【性別・年齢】

性別・年齢は，判定可能な部位が遺存していないた

め不明である。

Ｂ 49（右大腿骨）

【保存状態】

骨体部が，小転子下から骨体中央部にかけて遺存し

ている。

【性別・年齢】

性別・年齢は，判定可能な部位が遺存していないた

め不明である。

館出Ⅲ－５号墓

１号人骨

【保存状態】

躯幹骨は，第５腰椎，仙骨底付近の仙骨の破片が遺

存するのみである。

下肢骨は，左右不明腸骨翼の破片，左大腿骨，左脛

骨近位，右大腿骨遠位が遺存する。大腿骨粗線は発達し

ている。また，取り上げ前の現地での計測によると，大
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腿骨長は 42.5cm であった。

この他に，腓骨もしくは前腕の骨体と判断される破

片，脛骨近位端もしくは腰椎椎体と判断される破片が確

認された。

【性別・年齢】

大腿骨粗線が発達していることと，大腿骨長より，本

個体は男性と判定される。年齢は，骨のサイズや厚みか

ら成人に達していると判断される。

【形質的特徴】

出土した状態で左大腿骨を計測し 42.5cm であったこ

とから，身長は 159.8cm と推定される。

２号人骨

【保存状態】

保存状態はあまり良くなく，下肢骨の一部が遺存す

るのみである。

下肢骨は，右大腿骨遠位，右脛骨近位，左脛骨近位，

左右不明大腿骨体片が遺存する。

【性別・年齢】

性別は，判定可能な部位が遺存していないため不明

である。年齢は，骨のサイズや厚みから成人に達してい

ると判断される。

　４　頭蓋の形質的特徴について

今回の対象資料で頭蓋計測を行うことができたのは，

館出Ⅰ− 35 号墓の頭蓋６（B130）の男性個体１体のみ

であった。本来，形質的特徴は，集団を代表するに足る

個体数の平均値によって比較分析を行う必要がある。よ

って１体のみの計測値は，十五郎穴横穴墓群の被葬者集

団全体を代表させ得るものではなく，その個体の特徴に

過ぎない可能性もある。しかし，その値を他集団と比較

し，形質的特徴を明らかにすることは必要であると考え，

以下で頭蓋主要計測値と各主要示数を検討する。比較に

用いる集団は，各地の古墳時代人および関東地方・東北

地方の縄文人・現代人である。主要頭蓋計測値の一覧お

よびデータ引用文献は第 19 表に示した。

まず，脳頭蓋の計測値について検討する。計測可能

であったのは頭蓋最大長のみであり，示数を算出するこ

とはできなかった。頭蓋最大長は 181.0mm で，比較集

団中最も小さい値である。古墳人集団の中では，関東・

東北南部よりも，近畿地方，中国地方の集団の傾向に近

い。また，関東地方の集団の中では，縄文人集団，現代

人集団の順に値が小さくなるが，それよりも小さい傾向

にある。

顔面頭蓋については，眼窩示数が 75.6 であり，比

較集団中最も値が小さく，低眼窩である。眼窩幅は

41.0mm と，東北地方現代人に次いで小さい値である。

さらに，眼窩高は 31.0mm と比較群中最も小さく，この

ことが低眼窩の要因と推定される。同時代の集団と比

較すると，東日本古墳人は眼窩が高いとされる［山口

n M n M n M n M n M

1 頭蓋最大長 181.0 33 182.7 22 181.1 55 181.1 68 181.9 10 181.8

51 眼窩幅(左) 41.0 25 43.0 19 42.1 59 42.7 80 43.5 21 43.1

52 眼窩高(左) 31.0 25 34.4 22 34.0 55 34.1 80 34.1 26 33.0

52/51 眼窩示数(左) 75.6 25 80.1 19 81.1 52 80.0 80 78.5 21 77.0

54 鼻幅 27.0 24 27.2 22 26.9 66 26.3 76 26.6 26 27.5

-

n M n M n M n M

1 頭蓋最大長 82 181.9 28 183.0 71 181.7 61 181.2

51 眼窩幅(左) 36 43.2 22 43.5 71 42.2 64 40.2

52 眼窩高(左) 36 33.0 21 33.4 71 34.5 63 35.1

52/51 眼窩示数(左) 36 76.9 21 77.1 71 82.0 61 87.4

54 鼻幅 47 27.1 17 27.8 71 25.9 64 25.7

近畿

(古墳)

中国

(古墳)

内藤1985

南九州

(古墳)

北九州・山口

(古墳)

データ引用文献 山口1985 寺門1985 寺門1985 永井1985

頭蓋6

(B130)

関東・東北南部

(古墳)

データ引用文献 Suzuki,1969 百々1982 三橋1958

東北

(現代)

山崎他1967

関東

(縄文)

東北

(縄文)

関東

(現代)

第 19 表　頭蓋主要計測値の集団間比較
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1985］が，頭蓋６は低眼窩であり，むしろ北九州・山口

の古墳人や南九州の古墳人に近い傾向にある。また，時

代間で比較すると，関東地方・東北地方では，縄文人

集団よりも現代人集団の方が高眼窩であるが，頭蓋６の

眼窩指数は関東地方の縄文人・現代人集団のどちらより

も小さく，過渡期的様相を示していないといえる。ただ

し，分析可能資料が１個体のみであることより本個体が

十五郎穴横穴墓群集団の中でも極端な傾向を示している

可能性があり，また比較可能な値がごく一部に限られて

いることから，これ以上の議論は控えておく。鼻幅は

27.0mm であり，示数の算出はできなかったが，比較集

団の中では幅が比較的広い部類に入る。古墳人集団の中

では関東・東北南部地方の集団に次ぐ値で，近畿地方集

団の値とも近い。また，関東地方の別時代の集団と比べ

ると，現代人集団よりは縄文人集団に近いといえる。

次に，顔面頭蓋の平坦性は古墳あるいは横穴墓で

出土する人骨の最も顕著な特徴の一つである［山口

1985,1988 等］とされているが，本横穴墓の出土人骨で

も同様の傾向が読み取られるかを検討する。山口氏は，

前頭骨，鼻骨および頬上顎骨の平坦示数の検討を通じて

上記の点を指摘しているが，本横穴墓の頭蓋６で計測お

よび算出可能であったのは鼻骨平坦示数のみであった。

そのため，この鼻骨の計測値ならびに平坦示数を山口氏

が検討に用いた集団と比較することによって，本横穴墓

出土頭蓋の特徴について示したい。なお，鼻骨平坦示

数については，山口氏が用いた Woo and Moran［1934］

の定義に従っている。すなわち，鼻骨最小幅（M57）を

「鼻骨弦」とし，鼻背正中稜線からこの鼻骨弦までの最

短距離を「鼻骨垂線」として，鼻骨弦に対する鼻骨垂線

の百分率として平坦示数を求めている（第 103 図）。なお，

実際の計測にあたっては，鼻骨最小幅と，その計測点の

片側から鼻背正中稜線までの距離を滑動計で計測し，鼻

骨垂線および示数は計算によって求めた。

頭蓋６の鼻骨最小幅と鼻骨垂線，および鼻骨平坦示数

を，山口氏が検討に用いた東北・関東の古墳人，東日本

の縄文人・現代人の値とあわせて第 20 表に示した。まず，

鼻骨平坦示数の結果をみると，頭蓋６は 21.8 と他集団

に比べて極端に低い値を示す。より示数が小さい，すな

わち平坦な傾向にある東北・関東古墳人をさらに下回る

結果である。それぞれの数値をみてみると，鼻骨垂線は

2.4mm であり，東北・関東の古墳人に近い値を示した。

一方で，鼻骨最小幅は 11.0mm と東日本縄文人の値を上

回り，比較集団中最も幅広の傾向にある。これらのこと

より，頭蓋６の鼻骨平坦示数が他集団と比べて小さい傾

向にあるのは，鼻骨の突出度が比較的低いことに加えて，

鼻骨の幅が広いことに起因すると推定いえる。

以上より，館出Ⅰ− 35 号墓出土個体の頭蓋の形質的

特徴について明らかになったことをまとめておく。本頭

蓋は，頭蓋最大長が小さいことおよび眼窩が低いこと

が，比較に用いた関東・東北南部地方の古墳人とは異な

る点であった。特に低眼窩傾向は，眼窩幅が狭いことに

十五郎穴館出Ⅰ35号墓

頭蓋6

関東・東北南部

(古墳)

東日本

(縄文)

東日本

(現代)

鼻骨最小幅(鼻骨弦) 11.0 7.3 10.2 7.2

鼻骨垂線 2.4 2.3 4.6 2.7

鼻骨平坦示数 21.8 30.9 45.5 38.7

データ引用文献 - 山口1985,1988 Yamaguchi 1980,山口1988 Yamaguchi 1973,山口1988

第 20 表　鼻骨平坦示数の集団間比較

第 103 図 　前頭骨と鼻骨平坦度計測箇所（山口1985 より引用）



–189–

１　十五郎穴横穴墓群　館出支群出土人骨について

加えて，眼窩高が低いことに要因があるといえる。ま

た，鼻骨平坦示数の低さは，古墳・横穴墓人が縄文時代

人や現代人に比べ極めて平坦な顔であったとの指摘［山

口 1985,1988］と整合する。ただし，検討に用いられた

個体数の問題，および計測項目に偏りがあることから，

上記の結果が十五郎穴横穴墓群の本来の被葬者集団全体

の傾向を反映している訳ではないことを，重ねて申し添

えておく。

　５　人骨歯牙ストロンチウム同位体分析

館出Ⅰ− 35 号墓から出土した人骨の，生前の移動の

可能性を検討するために，複数の個体について歯牙のス

トロンチウム（以下 Sr）同位体分析を行う註１。

Sr は岩石に比較的多く含まれている元素であり，自

然界にはこの Sr の同位体が主に四つ存在する。このう

ちの 86Sr と 87Sr の含有量の比を用いて示されるのが，

Sr 同位体比（87Sr/86Sr）である。岩石中の Sr 同位体比は，

全岩化学組成や岩石の生成年代を反映して異なる値を示

す。一般的には，海洋底の玄武岩は均質で低い 87Sr/86Sr

値（約 0.703）を示す。一方，花崗岩は，相対的に高い
87Sr/86Sr 値を示すと考えられている［Bentley2006］。

基盤地質中に含まれているこれらの 87Sr/86Sr 値は，

水やその水を摂取する動植物をとして，人体，特に歯牙

や骨に取り込まれる。中でも歯牙は一度形成されるとリ

モデリングされないため，歯牙の形成時期である幼少期

に生育した場所の基盤地質の 87Sr/86Sr 値を反映する可

能性が指摘されている。このような 87Sr/86Sr 値を用い

た分析により，人の移動や交流，生活・生活圏を明らか

頭蓋No. Analysis No. 歯種 分析箇所
分析箇所形成推定
年齢

分析番号 87Sr/86Sr Final StdErr (2σ) 43Ca/88Sr
外
れ
値

Weighted average 誤差 MSWD
 外れ値（＊）を
除いた加重平
均値

誤差 MSWD

1 0.70961       0 .00024       1 .1906
2 0.70898       0 .00028       1 .2212
3 0.70930       0 .00032       1 .2475
4 0.70941       0 .00023       1 .2830
5 0.70915       0 .00032       1 .3013
1 0.70888       0 .00039       1 .3545
2 0.70919       0 .00028       1 .4200
3 0.70872       0 .00029       1 .4225
4 0.70881       0 .00036       1 .4327
5 0.70897       0 .00032       1 .4507
1 0.70859       0 .00032       1 .1328
2 0.70842       0 .00027       1 .1601
3 0.70850       0 .00033       1 .1872
4 0.70785       0 .00031       1 .2066
5 0.70814       0 .00026       1 .1949
1 0.70809       0 .00040       1 .3179
2 0.70835       0 .00030       1 .3122
3 0.70877       0 .00025       1 .3191
4 0.70872       0 .00032       1 .3124
5 0.70898       0 .00023       1 .3188
1 0.70855       0 .00024       1 .0146
2 0.70863       0 .00027       1 .0377
3 0.70845       0 .00028       1 .0696
4 0.70875       0 .00025       1 .0853
5 0.70847       0 .00024       1 .1089
1 0.70907       0 .00030       0 .9309
2 0.70840       0 .00041       0 .9435
3 0.70854       0 .00050       0 .9873
4 0.70884       0 .00037       1 .0261
5 0.70812       0 .00031       1 .0490
1 0.70861       0 .00020       0 .6920
2 0.70891       0 .00016       0 .6830
3 0.70931       0 .00023       0 .6824
4 0.70889       0 .00015       0 .6828
5 0.70948       0 .00016       0 .6922
1 0.70880       0 .00019       0 .6674
2 0.70899       0 .00018       0 .6721
3 0.70902       0 .00011       0 .7053
4 0.70927       0 .00014       0 .7346
5 0.70938       0 .00015       0 .7367
1 0.70903       0 .00018       0 .7108
2 0.70926       0 .00020       0 .7232
3 0.70855       0 .00023       0 .7514 *
4 0.70903       0 .00020       0 .7799
5 0.70902       0 .00023       0 .8016
1 0.70953       0 .00033       1 .3237
2 0.70905       0 .00024       1 .3478
3 0.70947       0 .00024       1 .3512
4 0.70913       0 .00029       1 .3351
5 0.70897       0 .00029       1 .2403
1 0.70905       0 .00033       1 .3371
2 0.70911       0 .00027       1 .3128
3 0.70850       0 .00024       1 .2693
4 0.70909       0 .00028       1 .2482
5 0.70901       0 .00029       1 .2941
1 0.70861       0 .00025       1 .1795
2 0.70911       0 .00028       1 .1865
3 0.70919       0 .00028       1 .1962
4 0.70861       0 .00028       1 .1845
5 0.70857       0 .00029       1 .1993
1 0.70966       0 .00021       0 .9555
2 0.70942       0 .00028       0 .9655
3 0.70896       0 .00034       0 .9741
4 0.70869       0 .00030       1 .0043
5 0.70916       0 .00031       1 .0279

2 B21 下顎左第一大臼歯 歯根側 2-3歳程度

1 B48 上顎右第一大臼歯 歯根側 2-3歳程度

0.70893 0.00025 1.5

0.00032 20.70923

0.00036 3.9

4 B47-5/7 上顎右中切歯 歯冠中央部 2-4歳

3 B19 下顎左第一大臼歯 歯根側 2-3歳程度 0.70829

5

B27 上顎中切歯 歯冠中央部 2-3歳程度 0.70857

0.70868 0.0004 5.2

0.00011 0.92

B43 下顎左第一大臼歯 歯根側 2-3歳程度 0.7086

0.70903 0.00041 15

0.00052 5.4

7 B228 下顎左第一大臼歯 歯根側 2-3歳程度 0.70900

B130_1_2 上顎左第一大臼歯 歯根側 2-3歳程度 0.70911

6

B130 上顎左側切歯 歯冠中央部 2-4歳

0.0003 5.7 0.70909 0.00018 1.4

8.50.00026

B150
下顎右中切歯(未萌

出）
歯冠咬合面側 胎児期 0.70881 0.00037

B79 下顎右第一大臼歯 歯根側 2-3歳程度 0.70892 0.00035 4.210

B146 下顎右第一乳臼歯 歯冠咬合面側 胎児期～9±3ヶ月

0.0005 8.6

0.70922 0.00031 3.4

4.8

グリット9
No.45

(個体不明)
上顎右第一大臼歯 歯根側 2-3歳程度 0.70928

第 21 表 87Sr ／ 86Sr 及び 43Ca ／ 88Sr 分析の結果
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第 105 図 各個体の 87Sr ／ 86Sr 比と 43Ca ／ 88Sr 比

第 104 図 87Sr ／ 86Sr 比の個体ごとの結果
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にする試みは，近年世界的に行われている［Bentley2006; 

Bentley et al. 2003,2004; Horstwood et al. 2008 等］。ま

た，日本においても，縄文時代の人口移動と婚姻との関

係［Kusaka et al. 2009］の解明などで活用されている。

ここでの検討対象である横穴墓出土の人骨に対しても検

討が行われており［瀧川他 2013］，一つの横穴墓群内に

他とは出自の異なる被葬者が含まれる墓があることが指

摘されている。

今回分析を実施した九州大学アジア埋蔵文化財研究

センターでは，北部九州の墓地遺跡出土の人骨を用いて，

弥生時代における河川流域単位での人の移動の様相を明

らかにしてきた［田中他 2010･2011 等］。それらの一連

の研究の方法論的特徴は，レーザー溶出型誘導結合プラ

ズマ質量分析装置（LA-ICP-MS）を用いることで，準

非破壊で試料を分析することが可能な点にあった。また，

その後同センターに設置されたレーザー溶出型二重収束

型高分解能 ICP マルチコレクタ質量分析装置 LA-MC-

ICP-MS（Finngian Neptune Plus，Thermo Scientific 社

製）は，測定部位をより限定し，高精度で解析すること

を可能にした。

測定にあたっては電子顕微鏡を用いて歯牙表面の状

態確認を行い，歯牙表面の風化および曲面がレーザーの

フォーカシングに問題を及ぼすため，歯科用エンジン（円

柱形極細ダイヤモンドポイント）によって分析対象とし

た場所（３mm × ７mm 程度）の表面研磨を行う。また，

あわせて顕微鏡観察を実施することで，歯牙の表面が変

質しておらず分析に有効な箇所を選択するという準備段

階を経ている。その後，既述の LA-MC-ICP-MS を用い

て 87Sr/86Sr を測定する。また，あわせて 43Ca/88Sr 値に

ついても測定している。歯牙の主成分はアパタイト（化

学組成：Ca5（PO4）3（F,Cl,OH）2）であり，カルシウム

の濃度はほぼ一定であるとみなせる。Sr は Ca を置換し

て微量に含有されるため，43Ca/88Sr 値によって相対的

な Sr の含有量を示すことが可能となる。この作業の後，

低真空走査型電子顕微鏡（SEM，VHX-D500，Keyence

社製）で分析痕の観察を行う。これら一連の分析方法は，

幼児期の生育地の異なる個体群を識別し得る方法である

といえる。

分析に用いた資料は，頭蓋１・２・３・４・５・６・

７・10 の歯牙であり，各個体につき１−３点を分析し

た。なお，No.45 の歯牙は，頭蓋６・７を含むグリッド

９の８小グリッドから出土しているため，いずれかの個

体のものと推定される。計測に用いた歯種は多様である

が，頭蓋 10 の下顎右第一乳臼歯と下顎右中切歯を除い

て，いずれも２−３歳ないし２−４歳前後に形成された

と考えられる部分を計測した。頭蓋 10 については，胎

児期と幼児期の生育地の比較を行うために，下顎第一大

臼歯の２−３歳前後に形成されたと考えられる部分と，

下顎中切歯・下顎第一乳臼歯の胎児期に形成されたと考

えられる部分を計測している。対象資料と分析結果の一

覧を，第 21 表に示した。それぞれの資料について隣接

箇所５回の計測を行っており，表にはそれぞれの分析値

とそれらの加重平均値を示している。

各歯牙の 87Sr/86Sr 値をグラフ化したものが第 104 図

である。１～５回目の分析値をドットで，その標準誤差

をバーで示している。また，グラフ中の横線は各個体の

加重平均値，網掛けはその標準誤差を表している。な

お，頭蓋７については，他と標準誤差が重複していな

い分析番号 3 の値を，加重平均値の算出の際に除いてい

る。また，歯牙中の Sr の含有量の目安を示すために，
43Ca/88Sr 値を横軸にとって第 104 図の結果を展開した

ものが第 105 図である。

第 104 図をみると，各資料内の 87Sr/86Sr 値には若干

のばらつきがあることがわかる。ただし，第 105 図を

みると，各資料の 43Ca/88Sr 値は比較的まとまっており，

埋没中の Sr の混入の可能性は低いことがわかる。つま

り，各資料内の 87Sr/86Sr 値のばらつきは，資料の変質

に起因するものではないと推定される。また，頭蓋５や

頭蓋６のように複数の歯種を計測した場合も各資料の平

均値が近い値であることは，上記の推定を支持すると考

えられる。以上より，埋没後のサンプルの変質が分析結

果に与える影響は無視できるものであり，各資料の平均

値によって分析結果を読み取ることが可能であるといえ

る。

各資料の２−３歳ないし２−４歳の形成箇所の
87Sr/86Sr 値を比較すると，加重平均値が 0.70870 を超え

る一群と下回る一群が認められる。前者は，頭蓋１・

２・６・７・10 であり，後者は頭蓋３・４・５である。

ただし，標準誤差の範囲が重複しないものは，頭蓋１・

２・７と頭蓋３である。この結果からは，87Sr/86Sr 値が
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比較的高く，加重平均値の標準誤差が 0.70870 以上の一

群と，87Sr/86Sr 値が比較的低く，加重平均値の標準誤差

が0.70870を下回る一群があるということが指摘できる。

このことは，館出Ⅰ− 35 号墓に埋葬された個体の中に，

生育地もしくは生育地の基盤地質が異なる個体が含まれ

る可能性を示唆する。

また，頭蓋 10 の形成時期の異なる歯牙の 87Sr/86Sr 値

を比較する。２−３歳前後の値である Analysis No.B79

と，胎児期の値である Analysis No.146 および 150 とは，

加重平均値がそれぞれ 0.70892，0.70922，0.70881 と比較

的近い値を示す。また，標準誤差の範囲が重複すること

から，87Sr/86Sr 値に大きな差はないといえる。このこと

は，頭蓋 10 の個体の胎児期と幼児期の生育地もしくは

生育地の基盤地質が同じであった可能性が考えられる。

本来であれば，値の傾向の異なる上記の２つの個体

群と，人骨の出土位置や埋葬順序との関係を検討し，値

の違いの背景を考察することが必要であるが，館出Ⅰ−

35 号墓では埋葬後に各個体の位置を乱す行為が行われ

ている。このため，残念ながら個体間の埋葬順序や埋葬

間隔を明らかにし，被葬者の世代構成を復元して，同位

体分析の結果と対比することはできなかった。今回の分

析からは，一つの横穴墓に埋葬された被葬者集団の中に，

生育地もしくは生育地の基盤地質が異なる２つの個体群

が含まれるという仮説の提示にとどめておく。今後，周

辺地域の人骨の分析数の増加によって，この仮説の妥当

性を検証する必要があると考えられる。

　６　横穴墓で行われた葬送行為

館出Ⅰ− 35 号墓およびⅢ−５号墓では，埋葬後に遺

体の軟部組織の腐朽がある程度進行した時点，短くとも

10 年ほどの期間を空けて，それらの人骨の位置を乱し，

関節を外す行為が行われたと推定された。さらに，館出

Ⅰ− 35 号墓では，横穴墓築造から約 50 年後の９世紀第

１・第２四半期に火葬個体の埋葬も確認された。その際，

古代の多くの火葬事例のように蔵骨器を用いて埋葬して

いないことが注目される。以下では，これらの事例が何

を意味するのか，類例を挙げつつ若干の検討を行いたい。

まず，軟部組織腐朽後の人骨の移動について検討す

る。墓において，追葬に伴う空間の確保とは別の理由で

人骨を乱す行為は，横穴式石室や横穴墓で散見される。

愛媛県松山市の葉佐池古墳２号石室では，閉塞部の所見

から３回の埋葬が想定されており，これに加えてさらに

１回の開口の可能性も指摘されている。石室内の副葬品，

特に須恵器は一部を割られ，打ち欠かれた𤭯の破片が子

持壺の中に入れられていた。人骨の出土はわずかである

が，歯牙３点が比較的まとまっている他は散在している。

さらに，石室内には木棺の小片がバラバラになった状態

で集積していたことが報告されている［松山市教育委員

会 2003］。石室内で行われた一連の行為についてはいく

つかのケースが想定されているが，上記のような所謂「ゴ

ミ状態」の形成は，２度目の埋葬時もしくは２度目の埋

葬後に，それ以前の埋葬時の遺体・副葬品・棺を破砕し

攪乱したことによると理解されている［栗田 2003］。

また，島根県出雲市の中村１号墳では，埋葬後に二

度にわたって石室を開口し，石棺内の副葬品の再配置お

よび棺蓋の破壊が行われており，遺体についても棺外に

再配置および集骨した可能性が高いことが指摘されてい

る［坂本 2012］。そして，この行為のタイミングは，軟

部組織の腐朽後に行われていることから，埋葬後少なく

とも 10 年ほどの時間の経過があったことが想定されて

いる［田中 2012］。

以上の事例は，被葬者の遺体の関節状態を乱して再配

置，あるいはばらばらにする行為であり，それが被葬者

の「生物としての死」から一定の期間を経て行われてい

ることから，死者の「社会的死」を企図したものであっ

たと理解されている［同上］。さらに，葉佐池古墳・中

村１号墳の場合は，この行為の対象が副葬品あるいは棺

にも及んでおり，遺体毀損の目的である「社会的死」の

確認の対象が，死者の社会的立場を反映して選択され構

成された副葬品に及んだものとされる［同上］。

横穴墓での事例をみると，大分県長湯横穴墓群３・４・

７号墓では人骨が散乱に近い状態で出土しており，最終

埋葬を終えて 10 年ほど経過した後に再開口し，最終的

には全ての被葬者の関節のほとんどを外してしまうとい

う行為が行われたと推定される［石川他 2004］。この行

為は，同横穴墓群の２・６号墓や，大分県上ノ原横穴墓

群で確認されている，死後の再生阻止儀礼として遺体の

関節の一部を外すという行為［田中・村上 1994］に通

じるものであり，死後の再生阻止儀礼が，当初は脚部に

行われていたものが，次第にエスカレートしていき，全
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身に及んだものと考えられている［石川他 2004］。同様

の儀礼は，九州のみではなく，東は関東地方まで確認さ

れており，古墳時代後期に広く行われた儀礼行為である

ことが指摘される［同上］。館出Ⅰ− 35 号墓・Ⅲ−５号

墓で確認された行為も，上記の諸例と共通するものと考

えられ，「死者とその社会的関係を毀損して再生を阻止」

する意図をもった儀礼が行われた可能性が想定される。

その場合，茨城県の横穴墓において，８世紀後半から９

世紀前半頃まで同様の儀礼が行われ続けている可能性が

あることは注目されよう。

次に，館出Ⅰ− 35 号墓の火葬骨について検討する。

本火葬骨は，頭蓋，上肢骨および上半身の躯幹骨が奥壁

寄りから，腰椎や仙骨などの下部の躯幹骨が手前側から

出土するという規則性がありつつも，上層では一部この

規則から逸脱する出土状態の部位が認められたため，横

穴墓の外で火葬された後に，板等に乗せられた状態で玄

室に埋葬されたものと推定された。その場合，上層の南

側から出土した上肢の一部は，火葬後のとりこぼしなど

で上に乗せられた可能性が想定される。また，頭蓋片が，

屍床上から通路部奥壁寄りに散在していることについて

も，同様の説明が可能と考えられる。

さて，火葬骨を容器等には入れずに横穴墓に埋葬する

事例は，管見の限り見当たらない。ただし，横穴墓内の

石櫃に直接火葬骨を埋葬した事例が，静岡県伊豆長岡町

（現・伊豆の国市）大北横穴墓群の 27・29・30 号墓で認

められている［植松・佐藤編 1981］。一般に奈良時代を

中心として発見されている石櫃は，火葬骨壺の外被施設

として用いられることが多いが，大北横穴墓群の石櫃で

は，火葬骨をそのまま納めていることが特殊である［斎

藤 1981］。また，同横穴墓群では，玄室の床面に穿たれ

た一辺 15cm 程度の方形竪小孔から骨粉が検出されてい

る事例や，岩壁に直接横口式に穿った小方孔が確認され

ており，火葬骨に対する措置が次第に簡略化されること

に伴った石櫃の形態変化の延長上にあったものと捉えら

れている［同上］。なお，大北横穴墓群における石櫃の

使用は，８世紀初頭から８世紀後半の時期幅で確認され

ている［同上］。

しかし，大北横穴墓群の事例についても，火葬骨を

限られた容積の空間内に納めているという点では，比較

的広範囲に渡って埋葬している館出Ⅰ− 35 号墓とは異

なるといえる。類例との比較が困難な現状では，以上の

ようにこれまで広く確認されていない埋葬事例があった

ことを提示し，今後の調査・検討事例の増加に期待した

いと考える。

　７　おわりに

十五郎穴横穴墓群では，館出Ⅰ− 35 号墓で成人７体，

未成人３体，Ⅲ−５号墓では成人２体，少なくとも合計

12 体の人骨が出土した。

人骨の形質的特徴が検討できたのは，館出Ⅰ− 35 号

墓出土の頭蓋６のみであったが，眼窩高の低さに起因す

る低眼窩傾向が，比較に用いた関東・東北の古墳人とは

異なることが指摘できた。また，鼻骨平坦示数の値の低

さは，古墳・横穴墓人が縄文時代人や現代人に比べ極め

て平坦な顔であったとの先学の指摘と整合する結果であ

った。

ストロンチウム同位体分析からは，館出Ⅰ− 35 号墓

の被葬者の中に，87Sr/86Sr 値の異なる二つの個体群が含

まれることを指摘した。このことは，被葬者の中に，幼

児期の生育地もしくは生育地の基盤地質が異なる二つの

個体群が含まれる可能性を示唆するが，現状では仮説の

段階であり今後のさらなる検討を要する。

葬送・儀礼行為としては，館出Ⅰ− 35 号墓・Ⅲ−５

号墓で，埋葬後，軟部組織が腐朽するまでの一定期間を

経て玄室を再開口して遺体の関節状態を乱す行為が行わ

れており，古墳時代後期に九州から関東地方までで広く

行われた死後の再生阻止儀礼であると考えられた。また，

館出Ⅰ− 35 号墓では，火葬骨を蔵骨器などの容器を用

いずに玄室内に埋葬するという，あまり一般的ではない

埋葬行為が行われていることが確認された。

今回の検討では，以上の点が明らかとなったが，今

後さらなる検討を要する論点がいくつか残された。それ

らについては，今後の資料や検討事例の増加が望まれる。

ひたちなか市埋蔵文化財調査センターの稲田健一氏

には，本報告を行う機会をいただき，また報告にあたっ

ては多くのご配慮とご助言を賜りました。末筆ながらこ

こに記し，感謝申し上げます。また，館出Ⅰ− 35 号墓

の 300 点を超える骨片に取り上げ番号を付けながら，出

土位置の丹念な記録に努めていただいたことが，現場で
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得られた所見と合わせて本報告の検討の基礎となったこ

とを申し添え，重ねて感謝いたします。

本論考の一部は，笹川科学研究助成（研究番号：27-

134「墓制分析および人骨歯牙ストロンチウム同位体分

析による古代国家成立期東国の集団関係の研究」）の成

果の一部である。

註

　註１：2011 年 3 月に発生した東日本大震災の後，遺跡や遺構の汚染が

問題となっているが，これによるストロンチウム同位体分析へ

の影響について検討するため，2013 年 8 月に，館出Ⅰ− 35 号

墓の墓前域と近接する館出Ⅰ− 32 号墓の玄室内の空間線量なら

びに汚染面密度の測定を実施した。その結果，空間線量・汚染

面密度ともに被災地外で得られる数値と大差はなく，本分析へ

の影響はないものと判断された。
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋４（B47）正面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋４（B47）側面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋４（B47）上面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋１（B48）側面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋１（B48）上面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋１（B48）後頭骨の頭頂間骨
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１　十五郎穴横穴墓群　館出支群出土人骨について

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋７（B132）正面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋７（B132）側面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋７（B132）上面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋６（B130）正面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋６（B130）側面観

館出Ⅰ -35 号墓 頭蓋６（B130）上面観
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

館出Ⅰ -35 号墓 下顎（B43）館出Ⅰ -35 号墓 下顎（B21）

館出Ⅰ -35 号墓 右大腿骨（B3）館出Ⅰ -35 号墓 左大腿骨（B45）館出Ⅰ -35 号墓 右大腿骨（B44)
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２　十五郎穴横穴墓群出土人骨の古 DNA 分析および炭素・窒素安定同位体分析

１　はじめに

茨城県ひたちなか市は古墳時代後期における集団埋葬

墓のなかでも埋葬人骨が残る事例が比較的に多い地域で

ある。近年まで調査発掘が行われているひたちなか市中

根字館出にある十五郎穴横穴墓群は，古墳時代末期から

奈良時代に建造された日本最大規模の横穴集団埋葬墓と

して有名である。十五郎穴横穴墓群のこのうち，平成

23 年度の発掘された館出支群から，未開口の横穴墓（Ⅰ

区第 35 号墓）が検出された。新たに検出された横穴墓

の玄室内には，鉄鏃や須恵器などの考古遺物とともに複

数個体の人骨が検出された。また，同玄室から金銅製金

具のついた刀子が検出されており，この特徴を持つ刀子

は奈良市東大寺の正倉院にある刀子以外には見つかって

いない。このため，玄室に収められた人骨は古墳時代か

ら奈良時代における当時の中央政府と関係の深い人物で

あったと考えられている。これらの人々が，どのような

遺伝的背景を有し，どのような食生活をしていたのかを

知ることは，今後の考古学的研究に大きな意義があると

思われる。そこで，本分析では，十五郎穴横穴墓群出土

の人骨から DNA およびコラーゲンを抽出し，出土人骨

の遺伝学的考察および骨コラーゲンの炭素・窒素安定同

位体分析にもとづく食性分析を試みた。

２　分析試料

十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓の玄室内出

土の人骨を分析に供した。古 DNA 分析には，頭蓋骨片

５ 点，大腿骨片 2 点，第三大臼歯 1 点の計 ８ 試料を分

析に供した。また，食性分析には頭蓋骨片 ５ 点，大腿

骨片 ２ 点の計 ７ 点を分析に供した（第 22 表）。

３　分析方法

（１）　古 DNA 分析

分析試料の DNA 抽出は北里大学医学部解剖学教室

の古 DNA 分析専用クリーンルーム内で実施した。現

代 DNA の汚染を低減するために，UV クロスリンカー

にて 60 分間 UV 照射し，表面に付着した土壌を紙やす

覚張隆史・ライアン・シュミット・太田博樹（北里大学 医学部 解剖学教室）

りで除去した。表面をクリーニングした後に，さらに

UV を 60 分間照射した。現代 DNA の汚染を低減させ

る前処理を実施した後に，シリカ粒子もしくは限外濾過

フィルターを用いた DNA 抽出法（Rohland・Hofreiter

法 ［Rohaland & Hofreiter 2007］ も し く は Gamba 法 

［Gamba et al. 2014］）にもとづき，骨および歯から

DNA 抽出・精製した。DNA 抽出した溶液はシリカ吸

着カラム（QIAGEN 社）によって再精製した。

精製 DNA にヒト由来 DNA が含まれるか検証するた

めに，ポリメレース連鎖増幅反応（PCR）を実施した。

PCR 増幅には，ヒトのミトコンドリア DNA（mtDNA）

特異的なプライマーペア（L16120 および H16239）を用

いた。これらのプライマーにより増幅される断片サイズ

は 119 塩基対（base pair: bp）であり，増幅される領域

は mtDNA D-loop 領域である。PCR のための試薬組成

および増幅条件を以下に記す。

（反応液組成）

Ex Taq Hot start version（TaKaRa） 　　 0.25ul

10x Ex Taq buffer（TaKaRa）　 ５ul

2.5mM dNTP（TaKaRa）　 ４ul

10mM Primer solution（L16120）（Operon） 2.5ul

10mM Primer solution (H16239）（Operon） 2.5ul

HPLC grade water （SIGMA）　 33.75ul

古 DNA 抽出物　２ul

合計　50 ul

（反応条件）

95℃　５ 分間

　　↓

95℃　30 秒間

60℃　30 秒間

72℃　30 秒間

（30 サイクル）

　　↓

72℃　10 分間
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アガロース電気泳動およびエチジウムブロマイド染

色の後，UV 照射により PCR 増幅が確認された試料

の PCR 産物は，DNA 配列決定のために BigDye v. 3.1 

cycle sequencing kit（Applied Biosystems） お よ び

PCR の際と同一の各プライマーを用いてシークエンス

反応を実施した（直接塩基配列決定法）。反応後の産物

は BigDye X terminator kit（Applied Biosystems 社 ）

を用いて不純物を除去した後に，DNA 自動シークエン

サー（ABI3130, Applied Biosystems 社）を用いて塩基

配列を決定した。

（２）　食性分析

骨コラーゲン抽出は常法を用いて実施した［米田

2002］。骨コラーゲン抽出用の骨試料を採取するために， 

工作用ドリルを用いて，各資料から骨片を採取した。 採

取した骨の表面はサンドブラスターで土壌物質を除去し

た。超純水中で超音波洗浄し，表面の微細な汚染を除去

した。洗浄した試料は 0.2N NaOH に浸し， ４℃下で 12 

時間反応させ，表面に付着する有機物汚 染の影響を除去

した。0.2M NaOH を除去し，超純水で洗浄する。試料

を浸した超純水の酸性度が中性になったことを確認し，

凍結乾燥器にて 12 時間乾燥させた。乾燥させた試料は

粉砕器具にて粉末化した。

粉砕した試料はセルロースチューブ内で 1.2M HCl に

反応させ，炭酸カルシウムを除去した。反応が終 わった

ことを確認し，1.2M  HCl 内にて ４℃下で 12 時間の脱

灰反応を行った。脱灰後は，1.2M HCl を除去し，セルロ

ースチューブ内が中性に戻るまで超純水を繰り返し交換

した。中性に戻した後に，12 時間超純水内に入れた。脱

灰後の試料溶液をガラス管に移し，遠心分離して上澄み

を凍結保存した。沈殿物に超純水を加え，ブロックバス

にて 90℃で 12 時間の反応を行い，コラーゲンをゼラチ

ン化させた。ガラス管を遠心分離し，上澄みに溶解して

いるゼラチン化したコラーゲンをガラスフィルターにて

濾過した。濾過された試料溶液は２日間凍結乾燥させた。

抽出されたコラーゲンは東京大学総合研究博物館の元

素分析計―安定同位体比質量分析計（EA- IRMS）を用

いてδ 13C，δ 15N，炭素・窒素含有率および炭素・窒素

比（C/N）を測定した。EA-IRMS の測定系は，まず，

元素分析計（FLASH2000, Thermo）において試料の燃焼・

還元され，生じたガスはキャピラリーガスクロマトグラ

フによって二酸化炭素・窒素ガスに分離される。この実

験系は，コンティニュアス・フロー（Continuos flow）と

一般的に呼ばれており，分離されたそれぞれのガスを安

定同位体比質量分析計（Delta Ⅴ , Thermo）に導入する

ために，ガスの流量を調節するインターフェイス（ConFlo 

Ⅲ , Thermo）を接続することで，元素分析計で分離し

たガスから直接的に安定同位体比の測定を可能にして

いる。安定同位体比の測定は測定用の精製コラーゲン

0.5mg をスズ箔に包み，上述した EA-IRMS で測定を実

施した。

測定された安定同位体比は国際標準物質の値を基準に

補正した値を後の解析に用いる。炭素同位体比の標準物

質は PDB，窒素同位体比は現代大気（AIR）を基準とし，

これらの標準物質の同位体比からの差分を千分率（‰：

パーミル）で表記する。この値はδ（デルタ）と表記す

る。安定同位体比の補正計算は式 1 の通りである。元素

濃度および安定同位体比の測定時の標準物質は，SI サイ

エンスのアラニン（№ SS09, δ 13C =-19.6,δ15N =-8.7）お

よびヒスチジン（№ M6M9675, δ 13C =-11.4, δ15N =-7.6）

を用い，精製コラーゲンの安定同位体比の補正を行った。

本分析における安定同位体比の測定精度は，測定時の標

準物質に基づくと，炭素同位体比は標準偏差± 0.1‰，

窒素同位体比は標準偏差± 0.2‰であった。

δ *X = [（{  *X/ X）sample /（*X/ X）standard} -1］

× 1000（‰）...（式 1）

X は同位体，*X ＞ X，（例）15N/14N

土壌由来の有機物汚染の影響がある分析試料を除外

するために，生体のコラーゲンがもつ C/N=2.9 ～ 3.6，

%C が 30％以上，%N が 10％以上の基準から逸脱した

試料は，安定同位体比の比較には用いなかった（Deniro 

1985）。

４　分析結果

（１）　古 DNA 分析

十五郎穴横穴墓群出土人骨から DNA 抽出・精製およ

び PCR 増幅を試みた結果，８ 試料中 ７ 試料について

PCR 増幅が確認された（第 23 表）。PCR 増幅されなか
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った試料は B130 から抽出・精製された DNA 試料のみ

であった。次に，同一試料から ２ つの条件で PCR 増幅

を計 ６ 回試み（各条件を ３ 回），PCR 増幅の再現性の

確認を行った。PCR 阻害物質の混入を考慮して，条件と

して，DNA 抽出液を 10 倍希釈したものと，50 倍希釈し

たものを PCR 増幅用に用いた。その結果，B45，B34，

B47，B48（歯）の計 ４ 点は，２ 回以上の PCR 増幅が

確認された（第 23 表参照）。

PCR 増幅に成功したすべての試料は，直接塩基配列決

定法による塩基配列決定を試みた。決定された塩基配列

は，基準となる配列（Cambridge Reference Sequence: 

CRS）と比較し，各個体間で異なる塩基配列 ３ 点（16189, 

16223, 162324）を確認した（第 24 表）。また，２ 回以上

の PCR 増幅が確認され再現性が比較的に高い試料（B34, 

B45, B47, B48）の間で，３ 点の DNA 配列を比較した。

その結果，B45 および B47 は Type A に，B34 および

B48（歯）は Type B となり，異なる DNA 配列を示した（第

24 表参照）。本結果は，同一玄室内の個体間で母系遺伝

する mtDNA 配列が異なることを示唆しており，複数の

母系統が混在していた可能性を示唆している。

（２）　食性分析

十五郎穴横穴墓群出土人骨のコラーゲン抽出の結果，

B130 を除くすべて骨からコラーゲンの抽出に成功した。

次に，抽出した精製コラーゲンが，土壌有機物の汚染の

影響を受けているか評価するために，精製コラーゲンの炭

素・窒素の含有率および炭素・窒素比（C/N）を測定した。

その結果，コラーゲンが抽出できた試料のうち，B45 およ

び B44 はヒトのとり得る骨コラーゲンの範囲（C/N=2.9-

3.6, Deniro et al. 1985）に収まった（第 25 表）。本分析に

おける食生態の評価は，これらの ２ 試料にもとづいて試

みた。

B45 および B44 の炭素・窒素同位体比は，それぞれ １

‰以内で近似した値を示した（第 25 表）。これは，両試料

が類似した食性を示す個体に由来することを示唆する。次

に，摂取した食物の傾向を評価するために，各食物資源の

同位体比と，本研究で得られた人骨の同位体比を比較し

た。その結果，陸生食資源，淡水魚類および海産物から

中間的な値を示した（第 106 図）。この結果は，十五郎穴

横穴墓群出土人骨が，陸生資源だけでなく，多様な食物

資源を摂取して生業を営んでいたことを示唆する。

５　おわりに

本分析では，mtDNA D-loop 領域というヒトゲノム中

の極々一部の領域のみについて分析を行った。こうした

少ない情報からもこの遺跡における異なる母系統の存在

を明らかにすることができた。しかし，これらの人骨

のミトコンドリア系統を詳細に調べるには，全 mtDNA

配列の決定を行うことが望ましい。さらに，母系の系統

だけでなく，ゲノム全体からこれらの人骨の系統や形質

を詳細に調べるには，究極的に全ゲノム配列決定が望ま

れる。そうしたゲノム情報を得ることで，古墳時代人の

個人間の遺伝的差異が明確化できるのみならず，大陸と

の遺伝的共通性などの発見につながる可能性が多いにあ

る。古墳時代人像の再評価にもつながると期待され，今

後さらなる研究が求められる。

また，食性分析においても同様に，本分析で実施した

食性復元法以外の新たな手法が開発されつつある。骨コ

ラーゲンの炭素・窒素安定同位体比は，大まかな食性の

評価は可能であるが，どのくらい摂取したかという定量

的な議論には多くの課題を残している。近年，コラーゲ

ンよりもさらに細かい構造単位であるアミノ酸の炭素・

窒素安定同位体比を測定することで，海産物摂取の定量

的評価が可能となってきており，今度これらの分析法を

実施していくことで，古墳時代における他地域との海産

物摂取率の比較も可能となる。

本分析では，骨に含まれている生体分子の基礎情報を

提示できたが，分析例はまだわずかであり，今後も継続

的な情報の蓄積が求められる。

　参考・引用文献
Deniro. M. J. 1985 Postmortem preservation and  alteration of in 

vivo bone collagen isotope ratios in relation to palaeodietary 

reconstruction, Nature, 317, pp. 806-809

Gamba. C. et al. 2014 Genome flux and stasis in a five millennium 

transect of European prehistory, Nature communications, 5:5257, pp. 

1-9 （Online paper）

Rohland. N. & Hofreiter. M. 2007 Comparison and optimization of 

ancient DNA extraction, BioTechniques, 42, pp. 343-352

米田 2002 「古人骨の化学分析から見た先史人類集団の生業復元」『国立民

族学博物館調査報告 33』 249-255 頁
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試料番号 部位
Ｂ 34 頭蓋骨
Ｂ 44 大腿骨
Ｂ 45 大腿骨
Ｂ 47 頭蓋骨
Ｂ 48 頭蓋骨
Ｂ 130 頭蓋骨
Ｂ 132 頭蓋骨

遺物情報 PCR 増幅　結果 (mtDNA D-1oop partial:119bp)
分析番号 試料名 部位 x10(1st) x10(2nd) x10(3rd) x50(1st) x50(2nd) x50(3rd)
JG001A Ｂ 45 Bone + - + + - -
JG002A Ｂ 130 Bone - - - - - -
JG003A Ｂ 34 Bone + - + - - -
JG004A Ｂ 47 Bone - + + + - -
JG005A Ｂ 44 Bone - - - - + -
JG006A Ｂ 132 Bone - + - - - -
JG007A Ｂ 48 Bone + - - - - -
JG008A Ｂ 48 Tooth - - - + + -

註：＋はPCR増幅した試料，ーはPCR増幅しなかった試料

試料名 分析番号 δ 13C δ 15N %N %C C/N(mo1%)
Jugoro_B45 YL06763 -18.2 11.5 15.7 43.8 3.3
Jugoro_B34 YL06762 -19.3 12.2 10.2 32.7 3.7
Jugoro_B47 YL06766 -22.9 10.9 7.6 37.7 5.8
Jugoro_B44 YL06765 -18.5 11.5 14.1 41.1 3.4
Jugoro_B132 YL06767 -20.2 9.7 11.7 41.9 4.2
Jugoro_B48 YL06764 -18.7 9.6 13.8 44.6 3.8

第22表　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓出土の分析試料一覧

第23表　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓出土人骨PCR増幅結果

第24表　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓出土人骨DNA配列比較

第25表　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓出土人骨　骨コラーゲン分析結果
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２　十五郎穴横穴墓群出土人骨の古DNA分析および炭素・窒素安定同位体分析

第106図　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓出土人骨　食性分析

1m0

第107図　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓出土人骨分析試料出土状況
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

３　十五郎穴横穴墓群出土人骨の年代測定
パリノ・サーヴェイ株式会社

　１　はじめに

　十五郎穴横穴墓群（茨城県ひたちなか市に所在）は，那

珂川水系支流である本郷川右岸の中位段丘南側崖面に位

置する。古墳時代末から奈良時代にかけて築かれた集団

墓であり，指渋支群，館出支群，笠谷支群というまとま

りで捉えられており，これまでに300基を超える横穴墓

が確認されている。

　今回の分析調査では奈良時代とされる館出支群Ⅰ区第

35号墓から出土した人骨２体について放射性炭素年代測

定を実施し，遺構および埋葬の年代に関わる資料を得る

事を目的とする。

　２　試料

　試料は，十五郎穴横穴墓群の内，館出支群Ⅰ区35号墓

から出土した人骨２体（B47，B48）である。人骨はいず

れも頭蓋骨であり，玄室内の奥壁付近で確認されたとさ

れる。試料は，調査担当者により破片が採取され，分析

試料とされた。なお，Ⅰ区第35号墓からは奈良時代から

平安時代の遺物が出土している。

　３　分析方法

　骨試料はコラーゲン抽出（Collagen Extraction）を行

う。試料を超純水の入ったガラスシャーレに入れ，ブラ

シ等を使い，根・土壌等の付着物を取り除く。試料をビー

カー内で超純水に浸し，超音波洗浄を行う。

　0.2Mの水酸化ナトリウム水溶液を試料の入ったビー

カーに入れ，試料の着色がなくなるまで1時間ごとに水

酸化ナトリウム水溶液を交換する。その後，超純水で溶

液を中性に戻す。試料を凍結乾燥させ，凍結粉砕用セル

に入れ，粉砕する。リン酸塩除去のため試料を透析膜に

入れて1Mの塩酸で酸処理を行い，超純水で中性にする。

透析膜の内容物を遠心分離し，得られた沈殿物に超純水

を加え，90℃に加熱した後，濾過する。濾液を凍結乾燥

させ，コラーゲンを得る。

　試料を燃焼させたあと，真空ラインで不純物（水など）

を取り除き，CO2を精製する。これを鉄で還元してグラ

ファイトを生成する。処理後のグラファイト・鉄粉混合

試料を内径１mmの孔にプレスして，タンデム加速器の

イオン源に装着し，小型タンデム加速器にて測定する。

AMS測定時に，標準試料である米国国立標準局（NIST）

から提供されるシュウ酸（HOX-Ⅱ）とバックグラウンド

試料の測定も行う。また，測定中同時に13C/12Cの測定

も行うため，この値を用いてδ13Cを算出する。

　放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年を使用

する。また，測定年代は1950年を基点とした年代（BP）

であり，誤差は標準偏差（One Sigma;68%）に相当す

る年代である。なお，暦年較正は，RADIOCARBON 

CALIBRATION PROGRAM CALIB REV７.１.0

（Copyright 1986-2016 M Stuiver and PJ Reimer）を 用

い，誤差として標準偏差（One Sigma）を用いる。

　暦年較正とは，大気中の14C濃度が一定で半減期が

5,568年として算出された年代値に対し，過去の宇宙線

強度や地球磁場の変動による大気中の14C濃度の変動，

及び半減期の違い（14Cの半減期5,730±40年）を較正する

ことである。暦年較正は，CALIB7.1.0のマニュアルに

したがい，1年単位まで表された同位体効果の補正を行っ

た年代値を用いて行う。暦年較正は北半球の大気中炭素

に由来する較正曲線を用い，測定誤差σ，２σ双方の値

を計算する。σは統計的に真の値が68%の確率で存在す

る範囲，２σは真の値が95%の確率で存在する範囲であ

る。また，表中の相対比とは，σ，２σの範囲をそれぞ

れ１とした場合，その範囲内で真の値が存在する確率を

相対的に示したものである。較正された暦年代は，将来

的に暦年較正曲線等の改正があった場合の再計算，再検

討に対応するため，１年単位で表された値を記す。

　４　結果および考察

　同位体効果による補正を行った測定結果を第26表に，

暦年較正結果を第27表，第108図に示す。試料の測定年

代（補正年代）は，B47が1,020±20BP，B48が760±20BP

の値を示す。測定誤差をσとして計算させた結果，暦

年較正値はB47がcalAD 995-1,023（中央値calAD1009），
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B48がcalAD 1,252-1,277（中央値calAD1261）である。

　この測定結果を考慮すると，B47は10世紀後半～ 11世

紀前半頃と推定される。これに対して，B48は，13世紀

中頃～ 13世紀後半となり，B47と比較して約200年新し

い年代を示す。同一横穴墓内に複数の頭蓋がみられ，追

葬が行われていたことが考えられることから，おそらく

横穴墓の壁際にみられたB48はB47よりも後に葬られた

と考えられる。

試料名 種類 部位 番号 処理
補正年代

BP
δ 13 Ｃ

(‰ )
測定年代

BP
Code No.

館出支群Ⅰ区
第 35 号墓

人骨 頭蓋 B47 CoEx 1,020 ± 20 -20.89 ± 0.28 950 ± 20 IAAA-152237
人骨 頭蓋 B48 CoEx   760 ± 20 -20.62 ± 0.26 690 ± 20 IAAA-152238

1）年代値の算出には、Libbyの半減期5,568年を使用。

2）BP年代値は、1950年を基点として何年前であるかを示す。

3）付記した誤差は、測定誤差σ（測定値の68%が入る範囲）を年代値に換算した値。

試料名
補正年代 

(BP)
暦年較正年代 (cal) 相対比 Code No.

館出支群Ⅰ区 
第 35 号墓 B47

1,020 ± 23
σ cal AD 995 - cal AD 1,023 cal BP 955 - 927 0.181

IAAA-152237
2 σ cal AD 982 - cal AD 1,023 cal BP 968 - 927 1.000

館出支群Ⅰ区 
第 35 号墓 B48

  762 ± 23 σ cal AD 1,252 - cal AD 1,277 cal BP 698 - 673 1.000 IAAA-152238
2 σ cal AD 1,224 - cal AD 1,280 cal BP 726 - 670 0.923

1）計算には、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV7.1.0（Copyright 1986-2016 M Stuiver and PJ Reimer）を使用。  

2）計算には表に示した丸める前の値を使用している。         

3）1桁目を丸めるのが慣例だが、暦年較正曲線や暦年較正プログラムが改正された場合の再計算や比較が行いやすいように、1桁目を丸めていない。 

4）統計的に真の値が入る確率はσは68%、2σは95%である。

5）相対比は、σ、2σのそれぞれを1とした場合、確率的に真の値が存在する比率を相対的に示したものである。 

6）プログラム対応年代は71 ～ 46,401BPのため、首なし人骨は暦年較正の対象外。

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

B48
762±23
1 and 2 σ

B47
1,021±23
1 and 2 σ

cal AD 第108図　暦年較正結果　

第27表　暦年較正結果　

第26表　放射性炭素年代測定結果
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４　十五郎穴横穴墓群出土鉄製品付着木質の観察
パリノ・サーヴェイ株式会社

　１　観察資料・箇所

　木質観察箇所は，館出支群Ⅰ区第35号墓出土の大刀（蕨

手刀）の鞘，刀子の柄と鞘の３箇所である。

　２　観察方法

　各木質について，双眼実体顕微鏡およびマイクロス

コープを用いて，表面に見られる木材組織の種類や配列

を観察し，その特徴から針葉樹・広葉樹の別等を判断す

る。

　なお，木材組織の名称や特徴は，［島地・伊東1982］，

［Wheeler他1998］，［Richter他2006］を参考にする。

　３　観察結果

　（１）大刀（蕨手刀）

　鞘の銅製金具に挟まれて，鞘の木質が残存している。

木質は，刀身に付着した面が板目になる木取りである。

大きさと木取りを考慮すれば，板目板状の分割材から鞘

を作ったことが推定される。

　木材組織は，単列の放射組織が認められる。観察した

範囲では，仮道管が主体であり，道管は認められない。

これらの特徴から，針葉樹に同定されるが，柾目面で分

野壁孔の形態，放射仮道管の有無，放射柔細胞内壁のじゅ

ず状肥厚の有無等が確認できないため，種類は不明であ

る。

　（２）刀子

　柄の端部と刀身の先端付近に木質が僅かに残る。柄の

端部に残る木質は柄，刀身の先端付近に残る木質は鞘に

由来すると考えられる。

　柄，鞘共に，刀身に平行する面が板目になる木取りで

あり，蕨手刀と同じく板目板状の分割材から作られたこ

とが推定される。木材組織は，いずれも仮道管を主体と

して，放射組織が単列になる特徴から針葉樹である。柾

目面で分野壁孔の形態，放射仮道管の有無，放射柔細胞

内壁のじゅず状肥厚の有無等が確認できないため，種類

は不明である。

　参考・引用文献

Richter H.G.,Grosser D.,Heinz I. and Gasson P.E.（編）　2006　　「針葉樹

材の識別」『IAWA による光学顕微鏡的特徴リスト . 伊東隆夫・藤井

智之・佐野雄三・安部久・内海泰弘（日本語版監修）』海青社　70p.

［Richter H.G.,Grosser D.,Heinz I. and Gasson P.E.（2004）IAWA List 

of Microscopic Features for Softwood Identification］.

島地謙・伊東隆夫　1982　『図説木材組織』地球社　176p.

Wheeler E.A.,Bass P. and Gasson P.E.（編）　1998　「広葉樹材の識別」

『IAWA による光学顕微鏡的特徴リスト . 伊東隆夫・藤井智之・佐伯浩

（日本語版監修）』海青社　122p.［Wheeler E.A.,Bass P. and Gasson 

P.E.（1989）IAWA List of Microscopic Features for Hardwood 

Identification］
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第109図　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓出土の鉄製品付着木質
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５　十五郎穴横穴墓群出土鉄製品の X 線 CT 調査
稲田健一・高木寛之（日立製作所 電力システム社 日立事業所）

　１　対象遺物

　X 線 CT による調査を実施した遺物は館出支群Ⅰ区

第 35 号墓出土の大刀（第 88 図１）と刀子（第 89 図１）

の２点である。大刀は，把の部分の形態から「蕨手刀」

と呼称されるもので，茨城県で２例目の出土となる。鞘

部分には，台状双脚足金物等の刀装具を備えており，こ

れに類似するものが正倉院に収められている。刀子は５

口出土し，その中の１点が金銅製の金具を装着した刀子

１である。帯執金具や鞘口金具，鞘尻金具が残っている

良好な資料で，全ての金具がそろった状態での出土例は

全国で初めてとなる。これに類似する刀子が正倉院北倉

に収められている。

　今回出土した大刀や刀子は正倉院のものと類似するも

のであり，非常に貴重な出土品である。そのため，保存

処理前に詳細な情報を得る目的として，奈良文化財研究

所と日立製作所の協力を得て X 線 CT による調査を実

施した。（稲田）

　２　機材と方法

　今回の調査では，最大エネルギー ９MeV の X 線を用

いて鉄換算で厚さ 320mm までの検体が撮影可能な，非

常に高い透過能力を備えた高エネルギー X 線 CT 装置

(HiXCT-９/６M-SP 型 ) を使用した。第 110 図に高エネ

ルギー X 線 CT 装置の概略構成を示す。MeV 領域の高

エネルギー X 線を発生するため X 線源には電子線形加

速器を用いており，ターンテーブル上に設置・固定した

検体を回転走査し，360 度全方向からの投影データを取

得する。投影データを画像再構成演算を行うことで CT

画像が得られる。この装置は，通常，工業製品の内部欠

陥評価といった非破壊検査や形状計測等のデジタルエン

ジニアリング用途を目的として使用される場合が多い

ものである。高エネルギー X 線 CT の特徴の１つに密

度と CT 値（CT 画像のコントラスト）の線形性が高い

ということが挙げられる。高エネルギー CT における材

質密度と CT 値の関係を第 111 図に示す。つまり低密度

から高密度の各種材質が混在した検体であっても，検体

内部に含まれた材質の密度と形状の両方の情報を詳細に

分析することができる。今回のように埋蔵文化財に対

して使用した場合には，その圧倒的な透過能力と直径

800mm ×高さ 1000mm の視野を有することにより，発

掘された状態に近い状態，例えば遺物周囲を土砂等が

覆っている状態でも CT 撮影を行うことが可能となる。

よって，遺物の精査や保存処理前の診断調査を非破壊で

実施できることから，遺物の保護にも資するところが大

きい。

　本調査では，画素サイズ 0.2mm の精細な CT 画像が

高速で得られる撮影モードを使用し，微細な検体形状を

精巧に再現できるようスライス厚 0.5mm かつスライス

間ピッチを 0.5mm に設定して撮影を行った。なお，検

体の１つである大刀の長さが 50cm 超と大きなものであ

り，検体の長手方向を透過パスとしての撮影が不可能で

あったことから，検体を斜めに設置して CT 撮影を行っ

た。CT 装置のターンテーブル上に設置の様子を第 112

図に示す。なお、刀子も併せての撮影に要した時間は合

計 10 時間程度となった。

　撮影された各断面は画素数 3000 × 3000 の大きさで，1

画素あたり 16bit の階調を持った CT 画像に再構成演算

された。つまり 1 断面あたり 18MB の容量の CT 画像

が 300 枚以上，トータル ５GB 超で検体全体を構成する

三次元データセットとなった。これを三次元画像処理ソ

フト VGStudio Max（独 Volume Graphic 社）を用いて，

次のように三次元画像処理を行った。先ずは斜めに設置

した検体を XYZ 各断面画像が検体の軸と合致するよう

にアライメント処理を行った。アライメント後の CT 画

像を第 118 ～ 121 図，および第 124 ～ 128 図に示す。次

に密度情報に基づき色分けした解析結果をビットマップ

形式に出力した。さらに，より精密な調査が可能となる

ように，調査者の意向を出来る限り反映した avi 形式の

ムービーファイルも作成した。加えて刀子の帯執金具の

CT 画像から検体表面の情報を抽出したポリゴンデータ

を作成した。作成したポリゴンデータを第 113 図に示す。

今回作成した STL 形式（Stereolithography）のポリゴ
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第110図　高エネルギー X線CT装置の概略構成図

第111図　高エネルギー CTにおける材質密度とCT値の関係

第112図　大刀と刀子のCT装置ターンテーブル上設置状況
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

第114図　刀子帯執金具の３Dプリンタによるレプリカ例

ンデータはラピッドプロトタイピングの分野では標準的

なフォーマットであり，このデータを用いてレプリカを

作成することができる（第 114 図）。（高木）

　３　結果

　今回の調査では，大刀と刀子の縦・横方向の断層画像

や三次元画像，透過画像，素材別の画像といった様々な

情報を得ることが出来た。これらの情報から得られた結

果は，以下のとおりである。

　大刀については，銹等の付着物を取り除い

た本来の形状が明らかになったとともに，刀

身の残存状況が非常に良いことや，鞘に取り

付けられている２つの台状双脚足金物が銅製

で，柏葉の責金具と鞘尻金具が鉄製であるこ

とがわかった（第 115 図）。また，台状双脚

足金物では，断層画像から台と鐶は別造りで，

接合に「鋲留め」の技法を用いていることが

観察できた。鋲は直径約３㎜，長さが約４㎜

の円柱状で，素材は足金物と同じ銅製である。

この鋲については，肉眼観察では全く確認で

きないため，今回の調査でこのような接合技

法が判明したことは重要な事例となろう。

　刀子については，刀身部の密度が薄く，残

存状況がわるい。よって，非接触で現状の状

況を詳細に記録できたことは大きな成果であ

る。また，現状では刀身から帯執金具を取り

外すことが困難であるが，パソコン上では第
第113図　刀子帯執金具のポリゴンデータ

123 図のように帯執金具を取り外して見ることができ，

さらに透過画像によって帯執金具の山形金と鐶の装着方

法を観察することも可能となった。　

　以上のように，調査の結果，鉄製品内部の残存状況や

素材の種類を確認したほか，大刀において製作技法の一

端が判明した。また，取得したデータは三次元画像とし

て鑑賞できるため，展示施設での映像資料として展示が

可能であり，さらに保存処理前の状態を復元したレプリ

カ制作にも利用可能な情報を得ることができた。（稲田）

＊報告文に関しては，2014 年に開催された日本文化財科

学会で発表したものを一部修正して掲載した。図版に関

しては，日立製作所から成果報告として提出されたもの

である。
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3/9

CT画像から作成した立体画像

検体検体検体検体ののののCTCTCTCT値値値値ヒストグラムヒストグラムヒストグラムヒストグラムととととカラーマップカラーマップカラーマップカラーマップ

3.7[g/cm3]@ピーク

8.9[g/cm3]@ピーク

7.9[g/cm3]@ピーク

第115図　CT画像から作成した大刀の立体画像
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

4/9

金具（大）部の立体画像
※表示色はカラーマップとは無関係

金具（大）ROIのCT値ヒスト
グラムのピークにおける密
度換算値＝8.89[g/cm3]

第116図　大刀の足金物（一の足）の立体画像
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５　十五郎穴横穴墓群出土の鉄製品のX線 CT調査

5/9

金具（小）部の立体画像
※表示色はカラーマップとは無関係

金具（小）ROIのCT値ヒスト
グラムのピークにおける密
度換算値＝8.91[g/cm3]

第117図　大刀の足金物（二の足）の立体画像



–214–

Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

6/9

鋲部のCT画像群（前側から）第118図　大刀のCT画像群（横側から）
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５　十五郎穴横穴墓群出土の鉄製品のX線 CT調査

8/9
金具部のCT画像群（上側から）第119図　大刀のCT画像群（上側から）
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

7/9

鋲部のCT画像群（上側から）第120図　大刀拵のCT画像群（上側から）
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５　十五郎穴横穴墓群出土の鉄製品のX線 CT調査

9/9

金具部のCT画像群（右側から）

第121図　大刀足金物のCT画像群（第88図のeの断面）
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

3/9

CT画像から作成した立体画像

第122図　CT画像から作成した刀子１の立体画像
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５　十五郎穴横穴墓群出土の鉄製品のX線 CT調査

4/9

抽出した装飾部分の立体画像（射影表示）
第123図　抽出した刀子１の帯執金具の立体画像（射影表示）
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

5/9

装飾部のCT画像群（前側から）第124図　刀子１のCT画像群（横側から）
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５　十五郎穴横穴墓群出土の鉄製品のX線 CT調査

9/9

装飾（柄）部のCT画像群（上側から）第125図　刀子１のCT画像群（上側から）
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

6/9

装飾（クジラ）部のCT画像群（右側から）第126図　刀子１の帯執金具のCT画像群（鋒側から）
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５　十五郎穴横穴墓群出土の鉄製品のX線 CT調査

8/9

装飾（クジラ）部のCT画像群（上側から）

第127図　刀子１の帯執金具のCT画像群（上側から）
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Ⅳ　十五郎穴横穴墓群における分析

7/9

装飾（柄）部のCT画像群（右側から）

第128図　刀子１の鎺のCT画像群（柄側から）
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１　館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土の土器

Ⅴ　十五郎穴横穴墓群の研究

１　館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土の土器

　１　接合関係　

　館出支群Ⅰ区第 35 号墓玄室外からは，羨道部の東・

西および墓前域北西隅に須恵器がまとめ置かれた状態で

出土した。それら土器群は，「複数回の儀礼それぞれに

残し置かれた土器が儀礼の度に新たに使用された土器と

一緒にまとめられて片づけられ，残し置かれ」［佐藤敏

幸 2014］た可能性を持つ。その可能性を検討するため

に土器群間の接合関係を整理し，片付け置かれた状況が

想定できるのかを検討したい。

　玄室外出土土器の接合関係を整理すると以下の通りで

ある。

　羨道部西側出土土器群　墓前域から出土した破片と接

合する。

　　中型有台杯 ８（底部片 １：墓前域北西隅，底部片 ７：羨門中央，

　　　　　　　　　底部片 ８：墓前域南）

　　中型有台杯蓋 15（体部片 ２・３：墓前域北西隅）　　

　　中型有台盤 18（体部片 ２：墓前域北西隅，体部片 ４：羨門中央）

　　大型高盤 23（体部片・脚部 ６・８・10 ～ 13：墓前域北西隅）

　羨道部東側出土土器群　羨道部西側および墓前域・玄

室内から出土した破片と接合する。

　　中型有台杯 26（体部片 ３ ～ ７：羨道西）

　　中型有台杯蓋 32（口縁部片 ７：墓前域南）

　　中型有台杯蓋 38（口縁部片 ７：玄室内）

　　大型有台盤 41（体部片 ２・３：羨道西）

　　大型有台盤 42（口縁部片 ２：羨門中央，口縁部片 ３：羨道西）

　　小型有台盤 43（口縁部片 ２・３：羨道西）

　　小型有台盤 47（口縁部片 ２・３：羨道西）

　墓前域北西隅出土土器群　羨道部西側から出土した破

片と接合する。

　　杯 51（体部片 ３：羨道西）

　　小型有台杯 52（体部片 ３：羨道西）

　　大型高盤 56（体部片 ３：羨道西）

　羨道部西側出土土器群は，墓前域北西隅出土の体部・

底部・脚部片および羨門中央出土の体部・底部片，墓前

域南側出土の底部片が接合し，墓前域北西隅出土土器群

は，羨道部西側出土の体部片が接合している。羨道部西

側群と墓前域北西隅から出土する土器は，口縁部や底部

が欠失しているものが多いのも特徴的である。そうした

点からみて，羨道部西側と墓前域北西隅の土器群は，も

とはどこかにまとめ置かれていた土器であった可能性が

あるように思われる。

　また羨道部東側出土土器群は，羨道部西側出土の口縁

部片・体部片および墓前域・墓前域南・羨門中央・玄室

内出土の口縁部片が接合するため，やはり羨道部西側お

よび墓前域北西隅の土器群とともに，どこかにまとめ置

かれていた可能性があろう。玄室内から出土した口縁

部小片が羨道部東側の土器と接合しているが，これは最

終埋葬の際に玄室内に入り込んでしまったものとみられ

る。なお羨道部東側から出土する土器群は完形品が多い

ところから，完形に近い土器を羨道部東側にまとめて運

んだもののように思われる。

　このように３か所に分かれて出土した玄室外出土土器

は，接合関係からみると，もとはどこかにまとめて置か

れていたものと推定される。まとめ置かれていた場所は

不明だが，墓前域南部から出土した破片が墓前域北西隅

出土土器と接合することからみると，供献儀礼終了後，

墓前域南部にまとめておいたものを，葬礼終了に際し羨

道部東西および墓前域北西隅に分け置いたという想定が

可能かもしれない。まとめ置く前に土器の一部が欠けて

いたり，まとめる際に土器の一部が欠けたりし，分け置

かれるときにそうした破片が各土器群に分かれることと

なり，ここでみた接合関係として捉えられることになっ

たとも考えられる。羨門中央部出土のいくつかの小片は，

分け置く際にこぼれ落ちたものであろうか。

　なお念のため，館出支群Ⅰ区第 32・33 号墓出土須恵

器との接合関係も確認したが，接合する破片はみられな

かった。
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２　年代的位置

　接合関係からみて玄室外の ３ つの土器群は，もとは

1 つにまとめ置かれていたのではないかと想定された

が，次にそれら各土器群について時期区分の可能性を検

討してみたい。土器群が異なる時期に区分されるのであ

れば，複数回の儀礼で用いられた土器がまとめられたこ

とが想定されよう。それでは以下，各器種の類型分類と

その年代的位置を確認し，時期差のある土器の共伴状況

を把握してみたい。

　杯　木葉下窯産杯編年（第 129 図）の ４ 類 １ 点（墓

前域 51），５ 類 １ 点（玄室内 59）が出土する。４ 類は

８ 世紀第 ４ 四半期から ９ 世紀第 １ 四半期，５ 類は

９ 世紀第 1 四半期から第 ２ 四半期に位置づけられる。

　中型有台杯　木葉下窯産有台杯消長図（第 130 図）の

C１ 類 12 点（羨道部西側 １ ～ ９・羨道部東側 25 ～

27），C２ 類 ３ 点（羨道部西側 10，羨道部東側 28・29）

が出土する。C1 類は ８ 世紀第 ２ 四半期後葉から ９ 世

第 129 図　木葉下窯産杯の編年［佐々木 1995］

有台杯蓋の鈕と体部形態の分類

Aa Ba Bb C1a C1b C2a C2b C3a C3b D1a D1b D2a D2b
TE3段階 8c2中葉 TC1 2 1

TE4 3 5 1 7 2 4 1 1
TE20 1
TE21 1 5 1 1
TE15 1 1 2 1 1
TE17 1 1 1
TE18 3
TE10 1 1
TC2 2

3 5 1 7 2 2 5 16 5 2 0 1 0
TC5 2 6 1
TE19 2 8 2 6 6 11 1 3 4 4

0 2 8 0 0 2 6 8 17 1 4 4 4

計

計

TE4段階 8c2後葉～8c3前半

TC5段階 8c3後半

木葉下窯における有台杯蓋各類型の出土状況

Ｃ1ｂ類 Ｃ2ａ類 Ｃ2ｂ類 Ｃ3ｂ類 Ｄ1ａ類 Ｄ1ｂ類 Ｄ2ｂ類
8ｃ3 0 1 1 1 3 1 0
8ｃ4 0 0 0 2 0 11 3
9ｃ1 1 0 0 0 0 8 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8ｃ3

8ｃ4

9ｃ1

集落跡における有台杯蓋各類型の出土状況

C2a 類 C2b 類 C3b 類 D1a 類 D1b 類

D2b 類

C1b 類

1：武田石高遺跡 1住 17

2：木工台 71 住 8

A 類 B 類 C1 類

C2 類

C3 類

3：武田石高遺跡 1住 16

4：武田石高遺跡 86 住 4

5：武田原前遺跡 44 住 14

8c2 後葉

～ 8c3

8c4

9c

A類 B類 C1類 C2類 C3類
8ｃ3 3 6 12 0 0
8ｃ4 0 4 18 5 0
9ｃ1 0 0 3 13 2
9ｃ2 0 0 1 8 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

8ｃ3

8ｃ4

9ｃ1

9ｃ2

A 類 B類 C1 類

C2 類

C3 類

1
2

3

4

5

第 130 図　木葉下窯産有台杯の消長［佐々木 2013］

第 131 図　木葉下窯産有台杯蓋の消長［佐々木 2013］
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A 類

C3 類

C2 類C1 類

8c2 後葉

～ 8c3

8c4

9c1

有台皿9c2

9c3

9c4

8c2 中葉 B類

1
2

3 4

5

6

1: 木葉下窯跡群 TE6 窯 363

2：木葉下窯跡群 TE7 窯 414

3：武田石高 21 住 3

4：武田原前 52B 住 3

5：金木場 77 住 6

6：武田西塙 72 住 4

C1類 C2類 C3類 有台皿
8ｃ3 4 2 0 0
8ｃ4 2 13 0 0
9ｃ1 0 15 5 0
9ｃ2 0 8 1 6
9ｃ3 0 3 5 4

8ｃ3

8ｃ4

9ｃ1

9ｃ2

9ｃ3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

C1 類 C2 類

C3 類

有台皿

第 132 図　木葉下窯産有台盤の消長［佐々木 2013］

透かしあり，環状接合 透かしあり，全面接合 透かしなし，環状接合 透かしなし，全面接合 透かしあり，環状接合

8c3
木葉下TE10・12窯，常
福寺6住

木葉下TC5窯，堀12住
17

木葉下TC5窯

8c4
皿沼23住1・45，常福寺
26住，金木場58住23，
梶内29住22

原前3土坑32，松原29
住27，宮後773土坑26

皿沼23住46，金木場30
住10，上ノ宿2次68住
7，西塙91住7，原前3土
坑33，奥谷68住38

奥谷68住39

9c1
大塚9溝564，宮後87住
54・55

宮後192住8
梶内4住17・18，36住9，
三反田下高井107住9，
宮後57住5

大塚3住274

9c2
宮後62住27・100住14，
大塚新地3井戸7

大型高盤 小型高盤

第 28 表　茨城県北半部出土の高盤

紀第 ２ 四半期（中心時期 ８ 世紀第 ３ 四半期から第 ４

四半期），C２ 類は ８ 世紀第 ４ 四半期から ９ 世紀第

２四半期（中心時期９世紀第１四半期から第２四半期）

に位置付けられる。

　中型有台杯蓋　木葉下窯産有台杯蓋消長図（第 131

図）の C２b 類 ２ 点（羨道部西側 12，羨道部東側 30），

C３b 類 11 点（羨道部西側 13 ～ 15，羨道部東側 31 ～

36・39，墓前域北西隅 53），D1b 類 ３

点（羨道部西側 16，羨道部東側 37・38）

が出土する。C２b 類は ８ 世紀第 ２ 四

半期後葉から第 ３ 四半期，C３b 類は

８ 世紀第 ２ 四半期後葉から第 ４ 四半

期，D1b 類は ８ 世紀 ２ 四半期後葉か

ら～ ９ 世紀第 1 四半期（中心時期 ８ 世

紀第 ４ 四半期～ ９ 世紀第 １ 四半期）

に位置付けられる。

　小型有台杯　木葉下窯産有台杯消長図

（第 130 図）の C1 類 ２ 点（羨道部西側

11，墓前域 52）が出土している。C1 類

は ８ 世紀第 ２ 四半期後葉から ９ 世紀

第 2 四半期（中心時期 ８ 世紀第 ３ ～

４ 四半期）に位置付けられる。

　小型有台杯蓋　木葉下窯産有台杯蓋消

長図（131 図）の C２b 類 １ 点（羨道部

東側 39）が出土する。その年代は ８ 世

紀第 ２ 四半期後葉から第 ３ 四半期に位

置付けられる。

　大型有台盤　木葉下窯産有台盤消長図

（第 132 図）の C１ 類 ２ 点（羨道部東

側 40 ～ 41），C２ 類 １ 点（羨道部東側

42）が出土する。C1 類は ８ 世紀第 ２

四半期中葉から第 ４ 四半期（中心時期

8 世紀第 3 四半期），C２ 類は ８ 世紀第

２ 四半期中葉から ９ 世紀第 ３

四半期（中心時期 ８ 世紀第 4 四

半期から ９ 世紀第 １ 四半期）に

位置付けられる。

　中型有台盤　木葉下窯産有台盤

消長図（第 132 図）の C２ 類 ５

点（羨道部西側 17 ～ 21）が出土

する。C２ 類は ８ 世紀第 ２ 四半期中葉～ ９ 世紀第 ３

四半期（中心時期 ８ 世紀第 ４ 四半期から ９ 世紀第 １

四半期）に位置付けられる。

　小型有台盤　木葉下窯産有台盤消長図（第 132 図）の

C２ 類 ７ 点（羨道部東側 43 ～ 48，墓前域 54）が出土する。

C２ 類は ８ 世紀第 ２ 四半期中葉～ ９ 世紀第 ３ 四半期

（中心時期 ８ 世紀第 ４ 四半期から ９ 世紀第 １ 四半期）
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肩部が短い 肩部が長い

8c3 北屋敷11溝122 木葉下TE15窯

8c4
金木場46住26，北屋敷
1井戸163，大塚6住
283，石高86住7

奥谷67住1

9c1
宮後87住61，　　鷹巣1
次4住6

高野寺畑II3住
2

9c2 登城II区38住11

小型短頸壷 短頸壷蓋（木葉下窯b形式[佐々木1997]）

8c3
木葉下TE4窯，堀38住1492，宮後69住11，富士ノ上
II1A住28，吹上2次1住18，石高1住34・21住5，森戸14
住5，梶内30住10・62住10，奥谷73住14，大塚4住170

8c4 石原38住4，梶内29住29，西塙228A住7

9c1
石高106住13，北郷C5住10・6住14，金木場90住11，
宮後87住58～60

9c2 宮後62住26

第 29 表　茨城県北半部出土の小型短頸壷 第 30 表　茨城県北半部出土の短頸壷蓋

に位置付けられる。

　大型高盤　羨道部西側 23 と墓前域 56 は，脚部に透か

しをもち，脚部は盤部に環状に接合［佐々木 1997］さ

れる特徴を持つ。こうした特徴の高盤を木葉下窯跡群及

びその流通域である茨城県北半部の集落遺跡から抽出し

たのが第 28 表である。第 28 表によると，脚部環状接合

で透かしを持つ高盤は，８ 世紀第 ３ 四半期から ９ 世

紀第 1 四半期（中心時期 ８ 世紀第 ４ 四半期から ９ 世

紀第 1 四半期）に位置付けられる。

　小型高盤　羨道部西側 22 と墓前域 57 は，脚部環状接

合で脚部に透かしを持たないものである。こうした小型

高盤は第 28 表によると ８ 世紀第 ４ 四半期から ９ 世紀

第 2 四半期にみることができる。

　小型短頸壷　羨道部西側 24 と羨道部東側 49 は，肩部

が短い特徴を持つ。こうした特徴の小型短頸壷は，第

29 表によると ８ 世紀第 ３ 四半期から ９ 世紀第 2 四半

期（中心時期 ８ 世紀第 ４ 四半期から ９ 世紀第 １ 四半

期）に位置付けられる。

　短頸壷蓋　木葉下窯跡群の短頸壷蓋は a 形式から b 形

式に変遷することがわかっており［佐々木 1997］，羨道

部東側出土の短頸壷蓋 50 は b 形式に該当する。短頸壷

蓋 b 形式は第 30 表によると ８ 世紀第 ３ 四半期から ９

世紀第 ２ 四半期（中心時期 8 世紀第 ３ 四半期）に位置

付けられる。

　さて，以上のような器種別の年代的検討を比較し，玄

室外出土土器の年代を考えてみると，出土器種の多くに

共通する年代である８世紀第４四半期になる可能性が最

も高いように思われる。やや古手の有台杯蓋 C２b 類が

2 点あることを考慮すると，８ 世紀第 ４ 四半期でも前

半頃の年代になるのかもしれない。玄室外出土土器には

明らかに古いと考えられる土器は指摘できず，複数回の

儀礼で用いられた土器がまとめられたとは考えにくい。

したがって時期的には一時期におさまる土器群である可

能性が高いように思われる。玄室外から出土した土器群

は，８世紀第４四半期前半頃に行なわれた儀礼で用いら

れたものと想定されよう。

　一方，玄室内出土の杯は，年代が ９ 世紀第 １ ～ ２

四半期に位置付けられ，明らかに玄室外出土土器群とは

年代差が認められる。玄室外の儀礼とは別の機会に玄室

内に置かれた杯という理解が妥当であろう。

　以上の検討から，第 35 号墓出土土器群の年代は，玄

室外の土器群の ８ 世紀第 ４ 四半期（前半）頃と玄室内

の土器の ９ 世紀第 １ 四半期から第 ２ 四半期頃の，大

きく二時期に分けられるのではないかと思われる。



–229–

２　館出支群Ⅰ区第 32・33 号墓出土の土器

２　館出支群Ⅰ区第 32・33 号墓出土の土器

　１　第 32・33 号墓出土須恵器の現状

　館出支群Ⅰ区第 35 号墓に隣接して存在する第 32・33

号墓からも過去の調査により多量の須恵器が出土してい

る。ここではその須恵器について検討してみたい。

　第 32 号墓は 1950（昭和 25）年，第 33 号墓は 1951（昭

和 26）年に調査され，その概要は井上義により『茨城

県指定十五郎穴三十二号三十三号墳調査書』という手書

き謄写刷りの報告書にまとめられた。その最終ページに

は，次のように第 32 号墓出土須恵器の器種と出土数が

記されている。

　　小形カメ形　　　　　１

　　蔵骨器（蓋付）　  　　２

　　高坏　　小形　　　　１

　　　　　　大形　　　　３　破片

　　皿　　　大形　　　　３

　　椀形　　大形　　　　９

　　　　　　中　　　       ７

　　　　　　中小　　　　１

　　　　　　小　　　　　１

　　同蓋　　大　径 21.2   ２

　　　　　　中　　　　  12

　　　　　　小　12.5　　１

　　計　43

　上記の器種名を今回の報告で用いた器種名に直すと，

「小形カメ形」は小型短頸壷，「蔵骨器」は短頸壷，「高坏」

は高盤，「皿」は有台盤，「椀形」は有台杯になるものと

思われる。

　第 33 号墓出土須恵器については，伊東孝太（伊東重

敏のペンネーム）が『ひたちじ』第 ５ 号（茨城考古学会，

1966）に発表した「横穴墓　1951 年 11 月十五郎穴八重

崎支群 32 号横穴墓調査のメモとして」註１に次のような

記載がある。

　　前庭部の両側には，49 個という大量の須恵式土器

　　が，大部分伏せた状態で発見された。内訳は，壺 ２，

　　その蓋 １，小形の坩 ２，大形の高坏 ２，大形の台  

　　付盤 2，その蓋 ２，小形の盤 ２，坏 31（内台付　

　   22，平底 2）その蓋 ５ である。

　上記の器種名を今回の報告で用いた器種名に直すと，

「壷」は短頸壷，「小形の坩」は小型短頸壷，「高坏」は高盤，

「台付盤」は有台盤，「小形の盤」は小型無台盤となるの

であろう。

　以上の第 32・33 号墓出土須恵器を一覧表にまとめる

と第 31 表のようになる。ただし第 33 号墓の杯類の出土

数が伊東の報告では「坏 31（内台付 22，平底 ２）」となっ

ていて，有台杯 22 点，無台杯 ２ 点以外の ７ 点が有台

か無台か不明であるため，表ではその不明な部分は数に

入れていない。

　第 31 表をみると，第 32・33 号墓を合計した出土個体

数 93 個のうち，現存個体数は 33 個であるので，現状で

は 60 個が行方不明となっていることがわかる。なぜ資

料が失われてしまったのであろうか。発掘調査を実施し

た勝田市中根史蹟保存会は，調査後，中根小学校内に設

置されていた「勝田町博物館」で出土資料の保管と展示

をしていた註２。おそらくその勝田町博物館において伊

東により第 32・33 号墓出土須恵器の資料整理が行われ，

須恵器に通し番号が注記されたようである。通し番号を

付けていることからみて，おそらくその際にはすでに第

32・33 号墓出土遺物は混じり合ってしまい，分別が難

しい状態になっていたのだろう。やがてそこから旧勝田

市中央公民館の郷土資料室へ資料が移動されるのである

有台杯 有台杯蓋 杯 有台杯もしくは無台杯 大型有台盤 小型無台盤 大型高盤 小型高盤 小型短頸壷 短頸壷 短頸壷蓋 計

32号墓 18 15 0 ― 3 0 3 1 1 2 1 44
33号墓 22 7 2 7 2 2 2 0 2 2 1 49
計 40 22 2 7 5 2 5 1 3 4 2 93

現存資料 16 4 3 ― 3 3 3 0 1 0 0 33
増減 -24 -18 1 -7 -2 1 -2 -1 -2 -4 -2 -60

第 31 表　館出支群Ⅰ区第 32・33 号墓の須恵器出土数
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が，伊東による注記以後に，勝田町博物館もしくは郷土

資料室のいずれかで資料散逸が生じたようである。失わ

れた資料の行方はわからないが，第 32 号墓から出土し

た蓋付の短頸壷（第 134 図１・２）と思われる須恵器が『世

界陶磁全集』第 ２ 巻（河出書房，1957）に掲載されて

いる（第 133 図）。同書ではその短頸壷の所蔵者を記し

ていないが，ある人のコレクションであったらしく，こ

のことからみて，調査後すぐに優品が骨董として流れて

しまったことを示している。このほかにも郷土資料室に

移ってから大規模な盗難もあったといい，その際にすべ

ての資料返却がなされたかどうか不明であるという。おそ

らくこの際にも資料が失われた可能性があるだろう。こ

のようにして第 32・33 号墓出土須恵器の多くが失われ

てしまったようである。

　ところで再び第 31 表をみると，不思議なことに調査資

料数より現存資料数の方が多い器種がみられる。それは

杯と小型無台盤であり，それぞれ調査資料数より １ 点多

い。いずれも第 33 号墓でしか出土していない器種である

ことからみて，伊東による報告数に何かの理由で誤りが

生じたのかもしれない。いちおうここでは杯と小型無台

盤は全て第 33 号墓出土資料として扱っておきたい。

　また十五郎穴横穴墓群出土とされる長頸瓶 34 には「八

へ崎　３．３．25」の注記がある。これが「八重崎支群

（現在の館出支群のこと）昭和 25（1950）年 ３ 月 ３ 日」

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(16)

(24)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(33)

(27)

(22)

(23)

(15)

(26)

第 134 図　館出支群Ⅰ区第 32 号墓出土須恵器［佐藤 1974］
（一部加筆，カッコ内の遺物番号は第 136 図の番号）

第 135 図　館出支群Ⅰ区第 33 号墓出土須恵器［佐藤 1974］
（一部加筆，カッコ内の遺物番号は第 136 図の番号）

第 133 図　『世界陶磁全集』掲載の短頸壷

註３
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の意とするならば，第 32 号墓調査（1950 年 １ 月）以後に，

第 33 号墓の付近から出土した遺物であったのではない

だろうかと推測される。よって長頸瓶 34 は第 32・33 号

墓出土須恵器には含まれていないが，ここでは第 33 号

墓出土遺物として扱いたいと思う。

　さて，第 32・33 号墓出土須恵器の実測図は先の井上・

伊東の報告が基本文献となるが，それらをもとにして佐

藤次男が『茨城県史料考古資料編古墳時代』に掲載した

図が第 134・135 図である。佐藤の図は，基本的に井上・

伊東の報告図をトレースした図と考えられるが，第 33

号墓出土資料については断面の厚さが微妙に異なるの

で，県史料への掲載に際して第 33 号墓の資料を実見し

ていた佐藤が，実物に合わせて断面の厚さを変えている

可能性があろう。

　また第 134 図では，小型高盤が ２ 点掲載されている。

しかし井上の報告では第 32 号墓からは １ 点しか出土し

ていないことになっており，やはり井上報告で小型高盤

の図は １ 点だけである。小型高盤は第 33 号墓からは

出土していないので第 33 号墓出土遺物が誤って第 32 号

墓出土とされたわけでもないだろう。基本的に井上報告

図のトレースである第 134 図であるが，なぜか小型高盤

11 の図だけが新たに追加されているのである。県史料

における佐藤の本文中でも第 32 号墓出土小型高盤の数

は「小型高坏 １」と記しており，井上の報告数の誤り

でもなさそうである。よって第 134 図 11 の小型高盤は

第 32 号墓出土品かどうか不明瞭であるといえよう。

　２　第 32・33 号墓出土須恵器の年代的位置について

　さて，現存している第 32・33 号墓出土須恵器を遺構

別に分けることは残念ながらできないが，第 134・135

図に示した個体の同定が可能な資料を一部見いだすこと

ができる。井上・伊東報告図を佐藤がトレースした第

134・135 図は，再実測した第 136 図と形状の違いはや

やあるものの，年代的検討は可能ではないかと考えられ

る。『世界陶磁全集』に掲載された写真（第 133 図）と

その実測図である第 134 図 １・２ とを比較すると，蓋

のつまみ部分などはよく表現されているようであり，そ

うした点をみても第 134・135 図を用いた年代的検討は

可能と思われる。第 134・135 図の須恵器のなかで散逸

してしまった資料については実見できないため，その産

地の確認はできないが，現在残る資料から推測すると，

第 35 号墓と同様に木葉下窯産を主体とするものであっ

た可能性は高いと考える。よって年代的位置付けは，木

葉下窯産須恵器の編年を参考にしながら進めることとし

たい。

　（１）　第 32 号墓出土須恵器の年代（第 134 図）

　有台杯　木葉下窯産有台杯消長図（第 130 図）の B

類（小型有台杯 ５）と C1 類（中型有台杯 ４）が出土する。

B 類は ８ 世紀第 ２ 四半期後葉から ４ 四半期，C1 類は

８ 世紀第 ２ 四半期後葉から ９ 世紀第 ２ 四半期（中心

時期 ８ 世紀第 ３ 四半期から第 ４ 四半期）に位置付け

られる。

　有台杯蓋　木葉下窯産有台杯蓋消長図（第 131 図）の

C３a 類（大型有台杯蓋 ９，小型有台杯蓋 ７）と C３b

類（中型有台杯蓋 ８）が出土する。C３a 類が ８ 世紀

第 ２ 四半期中葉から第 ３ 四半期に，C３b 類が ８ 世紀

第 ２ 四半期後葉から第 4 四半期に位置付けられる。

　有台盤　木葉下窯産有台盤消長図（第 132 図）の C1

類（大型有台盤 ６）が出土する。C1 類は ８ 世紀第 ２

四半期中葉から ４ 四半期（中心時期 ８ 世紀第 ３ 四半期）

に位置付けられる。

　小型短頸壷　小型短頸壷 10 は肩部が短い特徴があり，

第 29 表によると ８ 世紀第 ３ 四半期から ９ 世紀第 ２

四半期（中心時期 ８ 世紀第 ４ 四半期から ９ 世紀第 １

四半期）に位置付けられる。

　高盤　脚部環状接合で透かしを持つ大型高盤 13 と，

脚部環状接合で透かしを持たない小型高盤 12 が出土す

る。第 28 表によると，大型高盤は ８ 世紀第 ３ 四半期

から ９ 世紀第 1 四半期，小型高盤は ８ 世紀第 ４ 四半

期から ９ 世紀第 ２ 四半期に位置付けられる。

　短頸壷・短頸壷蓋　短頸壷 ２・３ はいずれも肩の張る

タイプであり，短頸壷蓋 1 は擬宝珠状鈕をもつ。こうした

短頸壷・短頸壷蓋は木葉下窯編年の ８ 世紀第 ２ 四半期

後半の TE４ 段階以後に出現する［佐々木 1997，第 24 図］。

　以上の年代をまとめると，多くの器種に共通する年代

は ８ 世紀第 ４ 四半期になるようである。ただし有台杯

蓋 C３a 類が ８ 世紀第 ２ 四半期中葉から第 ３ 四半期

に位置付けられており，これを第 35 号墓のように古手
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の蓋が混じるものとみるならば，土器群の時期を ８ 世

紀第 ４ 四半期前半頃と考えることもできよう。もしく

は有台杯蓋 C３a 類の年代をそのまま採用するならば，

８ 世紀第 ３ 四半期頃に一時期を設定することも可能か

もしれない。

　したがって第 32 号墓出土土器群の年代は，８ 世紀第

４ 四半期（前半）の一時期におさまるか，８ 世紀第 ３

四半期と第 ４ 四半期の二時期にまたがるかの，いずれ

かになる可能性が高いと考えられる。

　（２）　第 33 号墓出土須恵器の年代（第 135 図）

　杯　木葉下窯産杯編年（第 129 図）の ２ 類（杯 ８・９）

が出土する。２ 類は ８ 世紀第 ２ 四半期から第 ３ 四半

期に位置付けられる。

　有台杯　木葉下窯産有台杯消長図（第 130 図）の C1

類（中型有台杯 ５，小型有台杯 10）が出土する。C1 類

は ８ 世紀第 ２ 四半期後葉から ９ 世紀第 ２ 四半期（中

心時期 ８ 世紀第 ３ 四半期から第 ４ 四半期）に位置付

けられる。

　有台杯蓋　木葉下窯産有台杯蓋消長図（第 131 図）の

Bb 類（大型有台杯蓋 11，中型有台杯蓋 ４）が出土する。

Ｂｂ 類は ８ 世紀第 ２ 四半期後葉から第 ３ 四半期に位

置付けられる。

　有台盤　木葉下窯産有台盤消長図（第 132 図）の C1

類（大型有台盤 12）が出土する。C1 類は ８ 世紀第 ２

四半期中葉から第 ４ 四半期（中心時期 ８ 世紀第 ３ 四

半期）に位置付けられる。

　小型短頸壷　小型短頸壷 ６ は肩部が短い特徴があ

り，第 29 表によると ８ 世紀第 ３ 四半期から ９ 世紀第

２ 四半期（中心時期 ８ 世紀第 ４ 四半期から ９ 世紀第

１ 四半期）に位置付けられる。

　高盤　脚部環状接合で透かしを持つ大型高盤 13 が出

土する。第 28 表によると，大型高盤は ８ 世紀第 ３ 四

半期から ９ 世紀第 １ 四半期に位置付けられる。

　小型無台盤　小型無台盤 ７ が出土する。小型無台盤

は木葉下窯跡群では TE３ 段階（８ 世紀第 ２ 四半期中

頃）の TE３ 号窯と TE７ 号窯にしかみられないため，

おそらく第 33 号墓出土の小型無台盤は ８ 世紀第 ２ 四

半期の年代になろう。

　短頸壷・短頸壷蓋　短頸壷 ２・３ はいずれも肩の張

るタイプであり，短頸壷蓋 １ は擬宝珠状鈕をもつ。こ

うした短頸壷・短頸壷蓋は木葉下窯編年の ８ 世紀第 ２

四半期後半の TE４ 段階以後に出現する［佐々木 1997

第 24 図］。

　以上の年代をまとめると，杯，有台杯蓋，小型無台盤

以外の器種は，共通する年代である ８ 世紀第 ４ 四半期

になる可能性が高い。小型無台盤については明らかに他

より古く，８ 世紀第 ２ 四半期に位置付けられると考え

られる。杯と有台杯蓋も古い様相を持っており，８ 世

紀第 ２ 四半期とみることも可能である。８ 世紀第 ２

四半期後半とみれば，杯・有台杯蓋・小型無台蓋の共伴

はあり得るように思われる。

　したがって第 135 図以外の土器が不明な状況という限

界はあるが，第 33 号墓出土須恵器の年代は，８ 世紀第

２ 四半期と ８ 世紀第 ４ 四半期頃の二時期が想定でき

るように思われる。

　（３）　現存須恵器の年代（第 136 図）

　これまで，井上・伊東報告に基づく須恵器の年代を検

討してきたが，最後に，現在のところ分別不可能となっ

ている第 32・33 号墓出土須恵器から，井上・伊東報告

の須恵器に同定されたものを除いた資料について年代を

検討し，井上・伊東報告に基づく須恵器の年代推定と比

較検討してみたい。

　有台杯　木葉下窯産有台杯消長図（第 130 図）の B

類（１ ～ ３），C1 類（４ ～ 13），C２ 類（14）がある。

B 類は ８ 世紀第 ２ 四半期後葉から第 ４ 四半期，C1 類

は ８ 世紀第 ２ 四半期後葉から ９ 世紀第 ２ 四半期（中

心時期 8 世紀第 3 四半期から 4 四半期），C2 類は 8 世紀

第 ４ 四半期から ９ 世紀第 ２ 四半期（中心時期 9 世紀

第 １ 四半期から第 ２ 四半期）に位置付けられる。

　有台盤　木葉下窯産有台盤消長図（第 132 図）の C1

類（25）がある。C１ 類は ８ 世紀第 ３ 四半期から第

４ 四半期（中心時期 8 世紀第 3 四半期）に位置付けら

れる。

　有台杯蓋　木葉下窯産有台杯蓋消長図（第 131 図）の

Ba 類（17），C３b 類（18・19）がある。Ba 類は 8 世紀

第 ２ 四半期後葉から第 ３ 四半期，C３b 類は ８ 世紀第

２ 四半期後葉から第 ４ 四半期に位置付けられる。
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　大型高盤　脚部環状接合で透かしを持つ 30，脚部全

面接合で透かしを持つ 31・32 がある。第 28 表によると，

大型高盤は ８ 世紀第 ３ 四半期から ９ 世紀第 １ 四半期

に位置付けられる。

　小型無台盤　28・29 がある。小型無台盤は木葉下窯

TE３ 段階にしかなく，時期は ８ 世紀第 ２ 四半期中頃

になろう。

　長頸瓶　先述の通り，長頸瓶 34 はおそらく第 33 号

墓から出土したものと推定される。時期は木葉下窯

TB２ 段階（８ 世紀第 １ 四半期後半）以後であろうが，

TE４ 段階（８ 世紀第 ２ 四半期後葉）の TE15 窯から

類似する形状を持つ長頸瓶が出土していることから，そ

の頃の生産年代が与えられるのではないかと思われる。

　ところで先の出土須恵器の年代検討により，第 32 号

墓が ８ 世紀第 ４ 四半期（前半）の一時期，あるいは

８ 世紀第 ３ 四半期と第 ４ 四半期の二時期，第 33 号墓

が ８ 世紀第 ２ 四半期と ８ 世紀第 ４ 四半期頃の二時期

になるものと理解されたが，現存する須恵器の年代をこ

れと比較すると，以上の年代に沿うものであることがわ

かり，明らかに離れた年代は与えられないようである。

したがって現存資料の年代的検討からみても，先述した

第 32・33 号墓出土土器の年代的位置付けを変更する必

要はないといえよう。

註

註 1　伊東による「八重崎支群 32 号横穴墓」とは，

　　　館出支群Ⅰ区第 33 号墓のことである。

註 2　川崎純徳氏御教示による。

註 3　鴨志田篤二氏御教示による。
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針　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。焼成硬質。高台端

部外側がところどころ欠失。　備考：木葉下窯産か

　13　注記：23　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：体部 20％欠失　

法量：口径 13.9，器高 5.4，高台径 9.4　色調：灰色　胎土：砂（白），骨

針微量　技法等：高台基部内側に接合痕巡る。焼成硬質。高台端部とこ

ろどころ欠失。　備考：木葉下窯産か

　14　注記：52　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：ほぼ完形。高台

部若干欠失（破面新しい）　法量：口径 15.1，器高 5.6，高台径 8.1　色調：

灰色　胎土：礫（白多，灰少），骨針微量　技法等：底部外面回転ヘラ削

り（ロクロ右回転）。焼成硬質。底部内面がやや摩滅する。　備考：木葉

下窯産か。破面が新しいので出土時は完形だったか。

　15　注記：51　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：ほぼ完形（高台

部若干欠失）　法量：口径 11.7，器高 5.0，高台径 7.6　色調：灰色　胎土：

礫（白）　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。焼成硬質。

高台端部外側がところどころ欠失する。外面体部から高台部にかけての

一部に自然釉が薄くかかる。

　16　注記：42　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：口縁部 50％欠失

法量：口径 10.8，器高 4.3，高台径 7.1　色調：灰色　胎土：礫（灰，白）

技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。焼成硬質。　備考：木

葉下窯産か

　17　注記：22　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：口縁部 50％欠

失　法量：口径（15.5），器高 4.3，鈕径 2.7，鈕高 1.5　色調：青灰色　胎土：

礫（白），骨針微量　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。有台

杯正位・蓋逆位を組とする重ね焼き痕。　備考：木葉下窯産か

　18　注記：４　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：体部外周 60％

欠失　法量：口径（17.2），器高 4.0，鈕径 2.9，鈕高 1.5　色調：灰色　胎

土：砂（白），骨針微量　技法等：外面天井部回転ヘラ削り。外面口縁部

および内面体部外周が黒化することからみて，正位有台杯と逆位有台杯

蓋を組み合わせた重ね焼きであろう。焼成硬質。　備考：木葉下窯産か

　19　注記：17　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：口縁部 80％欠

失　法量：口径 16.4，器高 4.1，鈕径 2.5，鈕高 1.2　色調：灰色　胎土：礫（白，

灰），骨針微量　技法等：天井部外面回転ヘラ削り。焼成硬質。有台杯正

位・蓋逆位を組とする重ね焼き痕。　備考：木葉下窯産か

　20　注記：32　材質：須恵器　器種：有台杯蓋　残存：ほぼ完形（口

縁部若干欠失）　法量：口径 15.9，器高 4.2，鈕径 2.9，鈕高 1.5　色調：

暗灰色　胎土：礫（白，灰少，白透少）　技法等：天井部外面回転ヘラ削

り。焼成硬質。　備考：木葉下窯産か

　21　注記：33　材質：須恵器　器種：杯　残存：口縁部 10％欠失　法量：

口径 12.9，器高 4.3，底径 7.9　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），骨針

技法等：外面底部１方向手持ちヘラ削り。焼成硬質。使用痕なし。　備考：

木葉下窯産か

　22　注記：35　材質：須恵器　器種：杯　残存：ほぼ完形（口唇部若

干欠失）　法量：口径 12.8，器高 4.2，底径 8.0　色調：灰色　胎土：礫（白，

灰少），骨針微量　技法等：回転ヘラ切り。焼成硬質。使用痕なし。　備

考：木葉下窯産か。

　23　注記：38　材質：須恵器　器種：杯　残存：口縁部 10％欠失。口

縁部がところどころ小さく欠失。　法量：口径 11.1，器高，4.5，底径 7.3

色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），骨針微量。黒色吹き出し。　技法等：

外面底部中央１方向手持ちヘラ削り。焼成硬質。摩滅等の使用痕はみら

れない。　備考：木葉下窯産か

　24　注記：34　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：完形　法量：口

径 22.3，器高 4.8，高台径 15.2　色調：灰色　胎土：礫（白多，灰少），

骨針微量　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。外面体部か

土器説明（第 136 図）

　１　注記：26　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：ほぼ完形（高台

部若干欠失）　法量：口径 14.9，器高 5.6，高台径 9.6　色調：灰色　胎土：

礫（白，灰少），骨針微量　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回

転）。焼成硬質。高台基部外面にヘラで沈線状の横方向ナデ。　備考：木

葉下窯産か

　２　注記：１　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：口縁部 15％欠

失，高台端部ところどころ小さく欠失　法量：口径 14.3，器高 5.2，高台

径 9.7　色調：灰色　胎土：礫（白多，灰），骨針少　技法等：底部外面

回転ヘラ削り。焼成硬質。　備考：木葉下窯産か

　３　注記：15　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：底部 55％　法量：

高台径（9.7）　色調：灰色　胎土：礫（白），骨針　技法等：底部外面回

転ヘラ削り（ロクロ右回転）。焼成硬質。高台端部外側が一部欠失。外面

体部から高台部にかけての一部に自然釉が薄くかかる。　備考：木葉下

窯産か

　４　注記：49　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：ほぼ完形（高台

端部ところどころ欠失）　法量：口径 14.7，器高 5.5，高台径 9.9　色調：

灰色　胎土：礫（白，灰，白透少），骨針少　技法等：底部外面回転ヘラ

削り。焼成硬質　備考：木葉下窯産か

　５　注記：30　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：完形　法量：口

径 15.3，器高 5.8，高台径 10.3　色調：灰色　胎土：礫（白，灰），骨針

少　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。焼成硬質。高台端

部外側がところどころ欠失する。外側体部から高台部にかけての一部に

自然釉が薄くかかる。　備考：木葉下窯産か

　６　注記：41　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：体部 50％欠失，

高台端部ところどころ欠失。　法量：口径（14.7），器高 5.4，高台径 9.7

色調：灰色　胎土：礫（白少，白透少，灰少），骨針　技法等：底部外面

回転ヘラ削り。焼成硬質　備考：木葉下窯産か

　７　注記：46　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：口縁部 40％欠失

法量：口径（14.3），器高 5.4，高台径 9.9　色調：灰色　胎土：礫（灰，白），

骨針　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。焼成硬質。備考：

木葉下窯産か

　８　注記：12　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：ほぼ完形（高台

部若干欠失）　法量：口径 14.3，器高 5.3，高台径 9.8　色調：灰色　胎土：

礫（白），骨針微量　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。焼

成硬質。体部外面の一部に自然釉。高台端部外側がところどころ欠失。　

備考：木葉下窯産か

　９　注記：8　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：体部 70％欠失　法量：

口径（14.6），器高 5.5，高台径 9.3　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），

骨針微量　技法等：外面底部回転ヘラ削り。焼成硬質。　備考：木葉下

窯産か

　10　注記：36　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：ほぼ完形（高台

部若干欠失）　法量：口径 14.4，器高 5.5，高台径 9.6　色調：灰色　胎土：

礫（白，白透，灰少），骨針微量　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロク

ロ右回転）。焼成硬質。体部外面の一部に自然釉。高台端部外側がところ

どころ欠失。備考：木葉下窯産か

　11　注記：10　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：体部 20％，底部

60％　法量：口径（14.3），器高 5.5，高台径（9.6）　色調：灰色　胎土：礫（灰），

骨針微量　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。焼成硬質。

高台端部外側が一部欠失。　備考：木葉下窯産か

　12　注記：45　材質：須恵器　器種：有台杯　残存：体部 20％欠失　

法量：口径 14.0，器高 5.5，高台径 8.9　色調：灰色　胎土：礫（白），骨
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ら高台接地面にかけての一部に透明自然釉がかかる。高台部内側に少量

の窯土の付着が認められる。焼成硬質。　備考：木葉下窯産か

　25　注記：７　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：口縁部 30％欠失

法量：口径 22.3，器高 4.5，高台径 15.4　色調：灰色　胎土：礫（白・灰），

骨針微量　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。焼成硬質。

高台端部外側が全体的に細かく欠失する。　備考：木葉下窯産か

　26　注記：48　材質：須恵器　器種：有台盤　残存：高台 65％欠失　

法量：口径 22.7，器高 4.7，高台径（15.8）　色調：灰色　胎土：礫（白，灰），

骨針　技法等：底部外面回転ヘラ削り（ロクロ右回転）。底部外面の高台

接合部に １ 条の沈線を施す。焼成硬質。　備考：木葉下窯産か

　27　注記：27　材質：須恵器　器種：小型無台盤　残存：口縁部 25％

欠失　法量：口径 15.0，器高 2.6，底径 7.7　色調：灰褐色　胎土：礫（灰，

白少），砂（白，透，灰），骨針微量　技法等：外面底部回転ヘラ削りの後，

底部外周回転ヘラ削り。使用痕なし。　備考：木葉下窯産か

　28　注記：29　材質：須恵器　器種：小型無台盤　残存：口縁部 10％

欠失　法量：口径 14.8，器高 2.3，底径 7.6　色調：灰褐色　胎土：礫（灰少，

透少），砂（白，白透少），骨針微量　技法等：外面底部回転ヘラ削りの後，

底部外周回転ヘラ削り。使用痕なし。　備考：木葉下窯産か

　29　注記：13 ？　材質：須恵器　器種：小型無台盤　残存：50％　法量：

口径（15.2），器高 2.6，底径（9.6）　色調：灰色　胎土：礫（灰少，白少），

砂（白，灰少）　技法等：外面底部回転ヘラ削りの後，底部外周回転ヘラ

削り。使用痕なし。　備考：木葉下窯産か

　30　注記：３　材質：須恵器　器種：高盤　残存：口縁部 30％欠失，

脚部下半欠失　法量：口径 24.9　色調：灰色　胎土：礫（白，灰），砂（白，

灰少，白透少），骨針微量　技法等：外面体部下半回転ヘラ削り→脚部接

合→脚部透かし作成。脚部四方透かし。焼成硬質。使用痕なし。　備考：

木葉下窯産か

　31　注記：２　材質：須恵器　器種：高盤　残存：口縁部 25％欠失，

脚部下半欠失　法量：口径 24.6　色調：灰色　胎土：礫（白，灰少），骨

針少　技法等：外面体部下半回転ヘラ削り→脚部接合→脚部透かし作成。

脚部四方透かし。焼成硬質。使用痕なし。　備考：木葉下窯産か

　32　注記：31　材質：須恵器　器種：高盤　残存：口縁部 20％欠失　

脚部下半欠失　法量：口径 23.4　色調：灰色　胎土：礫（白，灰）　技法

等：体部外面の全面に緑褐色自然釉がかかる。外面体部下半回転ヘラ削り。

脚部四方透かし。焼成硬質。　備考：木葉下窯産か

　33　注記：40　材質：須恵器　器種：小型短頸壺　残存：底部表面 30

％欠失　法量：口径 6.3，器高 6.8，底径 5.4　色調：灰色　胎土：礫（白，

灰少），黒色吹き出しあり。　技法等：底部外面にヘラ記号（「二」もし

くは「Ｖ」）があるようだが，竈土付着のため不明瞭。体部外面の一部に

透明釉が薄く付着する。使用痕なし。　備考：木葉下窯産か

　34　注記：ハヘ崎　3.3.25　材質：須恵器　器種：長頸瓶　残存：口縁

部欠失。肩部を 2 カ所欠失。高台部欠失。底部中央欠失。　法量：現存
高 23.8　色調：灰色　胎土：礫（白少）　技法等：外面胴部下半回転ヘラ
削り。肩部全面および頸部の一部に緑色～濃緑色釉が厚くかかる。胴部
上半に緑色釉が薄くかかる。焼成硬質。高台部全体が欠失しており，打
ち欠かれたものと思われる。破面が摩滅していないことからみて，打ち
欠き後，短期の使用で破棄されたものらしい。底部中央の欠失は，外側
から打ち欠かれたものか。口縁部と底部も人為的打ち欠きの可能性があ
るだろう。底部外側は全体的に白褐色釉がかかっており，それを切って
ヘラ記号が記されている。　備考：湖西窯産か。当資料は出土した記録
が残されていないため詳しい出土場所は不明である。注記が八重崎支群
で日付が昭和 25 年 ３ 月 ３ 日とすると 33 号墓調査のころとなり，その
付近で出土した可能性がある。

館出支群Ⅰ区（1970 年代）
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３　館出支群Ⅰ区第 32 号墓出土の大刀

　1950年の調査で館出支群Ⅰ区第32号墓から出土した大

刀は，鞘部の木質の大半が失われているが，金具類の残

存状況は良好な資料である（第138図）。

　出土状況は，玄室の主軸線よりやや東側の床面から出

土した。記録や図面からは，鋒がどちらを向いて置かれ

ていたのかは判断できない。

　大刀は，方頭大刀である。全長は把部の一部が欠失し

ているため不明であるが，推定長は約80㎝とされる。鞘

に収められた状態で出土している。縁金物や鐔，鞘口金

具，足金物，責金具，鞘尻金具がそれっており，それら

はすべて銅製である。把頭部には長い覆輪で責金具を装

着する段がみられる。鐔は小型で，把縁と一体化してい

る。鞘口部には呑口筒金を双脚足金物で留めている。鞘

部には，もう一点の双脚足金物と，柏葉の責金具，把頭

に似た形状の鞘尻金具がみられる。鞘部に残る木質表面

には，黒漆と思われるものの付着がみられることから，

「黒作大刀」とされる。また，外装から奈良県正倉院御物

の第26号黒作大刀に類似していることが指摘されている

［鴨志田2003］。

　大刀の時期については，把頭・鞘尻金具の中央に突起

や切り込みがなく，銅製双脚足金物であることから，７

世紀後半から８世紀中葉と推定される［津野2010］。

　この大刀は外装の残存状況がわるいため，刀身の観察

は比較的出来る状態にある。しかし，鋒の形状が不明で

あった。そのため，Ｘ線写真撮影を実施したところ，鋒

の形状が両刃であることが明らかとなった。この点につ

いては，津野仁氏から指摘があったことであるが，それ

が証明された［稲田2014］。

　当横穴墓の西側にある館出支群Ⅰ区第35号墓からは，

蕨手刀が出土している。それと比較すると，足金物や責

金具，鞘尻金具は形状が非常に類似する。ただし，責金

具と鞘尻金具は，Ⅰ区第32号墓が銅製であるのに対して，

Ⅰ区第35号墓は鉄製といった材質の違いがある。

　方頭大刀については，津野仁が［津野2008］の文献で，

「朝儀の際に横刀を佩用するのは武官である。武官の儀

衛の道具として方頭大刀は機能しており（省略）軍事体制

の整備過程で官僚制のなかに軍事を管掌する武官を設置

し，儀衛の道具として唐源流の横刀である方頭大刀を導

大刀

把手状金具

釘

0 1m

入したと推定される」としている。また，福島雅儀は「櫓

金と呼ばれる方形脚金物が装着された」大刀について，

「下級武官・兵士用の実用的な鉄刀である」としている［福

島2003］。よって，当横穴墓の被葬者が武官や兵士であ

る可能性も考えられる。
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第 137 図　館出支群Ⅰ区第 32 号墓大刀出土状況図
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第 138 図　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 32・35 号墓出土大刀
　　　　　（実測図は［津野 2010］より転載）

Ⅰ-32 号墓

Ⅰ-35 号墓
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４　茨城県出土の蕨手刀について
黒済和彦（日本考古学協会会員）
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第 139 図　蕨手刀の出土地点

第140図　出土状況（十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓）

１　はじめに

ひたちなか市大字中根に所在する十五郎穴横穴墓群

館出支群 I 区第 35 号墓出土の蕨手刀は，平成 23 年（2011）

10 月～平成 24 年（2012）３月の史跡整備発掘調査にお

いて出土した。十五郎穴横穴墓群は，那珂川の支流の中

丸川と本郷川から樹枝状に形成された三つの台地崖面の

凝灰岩層に造営され，笠谷支群・館出南支群・館出支群・

指渋支群の各支群からなる。蕨手刀の出土状況は，玄室

奥壁右隅（北東）手前に鋒を玄門に向け，鞘に納めた状

態で置かれていた。床面精査の結果，その周辺の床面に

は凹凸がなく非常に平滑できれいであることから，初葬

に伴う副葬品で，動かされずにいたと推測されている。

これまで茨城県での蕨手刀発見は，明治 20 ～ 30（1887

～ 1906）年代に現在の東茨城郡城里町の高根古墳群で

出土して以来わずかに２例目である。なお，ひたちなか

市と城里町は，いずれも『常陸国風土記』にみえる粟河

すなわち那珂川沿岸にあり，律令期には那賀郡に属す

る。そして『和名類聚抄』にみられる那賀郡 22 郷のうち，

ひたちなか市の十五郎穴横穴墓群が所在する大字中根は

岡田郷に，城里町の高根古墳群が所在する大字高根は阿

波郷にそれぞれ比定される。

２　分布状況と出土遺構について

蕨手刀は日本列島において，北は北方領土国後島か

ら南は鹿児島県まで発見されているが，東北アジアの大

陸や朝鮮半島での出土例はない。

原資料が亡失して記録のみを含めた出土点数は 309

点（2015 年 11 月現在）であるが，その他に出土地不明

資料を加えるとそれ以上となる。地域及び都道府県別で

は，北海道 48，東北 199（青森 18・秋田 12・山形 21・

岩手 77・宮城 55・福島 16），関東 29（群馬 18・栃木２・

茨城２・千葉２・埼玉２・東京３），中部 25（長野 19・

山梨２・静岡４），近畿１（奈良１），中国２（島根１・

山口１），四国２（徳島１・愛媛１），九州３（福岡１・

熊本１・鹿児島１）と東日本 301 点，西日本８点と東日

本に圧倒的に多い。これを古代の五畿七道でみると畿内

１，東海道 15，東山道 238，北陸道0，山陰道１，山陽

道１，南海道２，西海道３と東山道に分布は極端に偏る。

さらに七～九世紀の文化圏別に置き換えるとオホーツク

15，擦文 33，東北北部（蝦夷）177，東国（畿内求心域

＝関東甲信静及び宮城南端と福島）76，畿内１，西国６，

南九州（隼人）１となり，東北北部（蝦夷）文化圏のみ

で全国出土点数の 57％を占める。単に出土の状況をみ

る限り，列島東西において東では密集，西では点在する

出土状況が確認できる。とくに東では古代国別でみる場
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武蔵は宝亀２年 (771）まで東山道に所属

：東山道国

第 141 図　蕨手刀の分布と出土点数
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北 陸 道 0
山 陰 道 1
山 陽 道 1
南 海 道 2
西 海 道 3
擦　　　文 33
オホーツク 15

計 309

日 本 列 島

0

50

100

150

200

250

1 15 

238 

0 1 1 2 3 
33 

15 

日本列島 

近　　江 0
美　　濃 0
飛　　騨 0
信　　濃 19
上　　野 18
下　　野 2
陸　　奥
（国造領域）

陸　　奥 144
出　　羽 33

計 238

東 山 道

22

0
20
40
60
80

100
120
140
160

0 0 0 
19 18 

2 
22 

144 

33 

東山道 

合，東北北部（蝦夷）では出羽よりも陸奥に圧倒的に出

土例が多く，東国（畿内求心域）では東山道沿いの信濃・

上野・陸奥南部に多い。さらに列島辺境域での出土例と

しては，密集分布する対蝦夷の東辺境域に対して，西の

対隼人辺境域の南九州や対新羅辺境域の日本海に浮かぶ

孤島である見島でも点的ではあるが，それぞれ１口ずつ

存在する。北方の異文化圏である北海道の擦文とオホー

ツクでは，擦文 33 点とオホーツク 15 点とそれぞれある

程度の数量分布がみられる。

次に視点を変え出土する遺構についてみると，古墳・

墳墓が主であるがその他に宮城県多賀城市多賀城跡大畑

地区や青森県上北郡おいらせ町根岸２遺跡などの竪穴建

物跡，千葉県市原市南大広遺跡の寺院基壇地鎮祭祀跡，

長野県小県郡長和町大門峠や諏訪郡原村八ッ手の単独出

土といった事例も稀にみられる。古墳・墳墓からの出土

は，主に各地域特有の古墳・墳墓の副葬品としてである。

東西畿内求心域では終末期古墳の横穴式石室から出

土するが，主に追葬もしくは石室再利用による副葬品で

ある。その他に横穴墓や火葬墓（骨蔵器と供伴）の場合

もある。出土状況としては，刀装具を伴う鞘に納めた状

態が主であるが，刀身のみの場合もある。中には福島県

福島市平野明神脇石堂のように刀身を折り曲げた鎮めの

儀式的事例などもみられる。そして西国での対隼人，対

新羅の各辺境最前線にある鹿児島県肝属郡肝付町高山と

山口県萩市見島では，新富２号地下式横穴墓，ジーコン

ボ 56 号墳といったその地域特有の墳墓から，それぞれ

律令時代の腰帯具とともに出土している。東北北部（蝦

夷）域では，従来から円形周溝墓もしくは末期古墳と呼

称される墳墓から主に，その他土坑墓などからも出土す

る。また，墳墓の周溝からの出土例も岩手県二戸市諏訪

前遺跡 30 号墳，秋田県鹿角市物見坂Ⅰ遺跡１号墳など

でみられ，埋葬に伴う副葬品とは異なる供養のための使

用方法が窺える。なお，同一古墳群での複数出土は普通

にみられる。状況としては，刀装具を伴う鞘に納めた状

態が主であるが，刀身のみの場合もある。擦文文化域で

は，土坑墓の副葬品として出土するが，石狩川流域では

北海道式古墳（＝本州の木棺直葬主体部の円形周溝墓・

末期古墳）からも出土する。同一古墳・墳墓群での複数

出土は普通にみられ，千歳市ウサクマイ遺跡 63 −７号

墓のように同一墓坑から２口出土する事例がある。状況

としては，刀装具を伴う鞘に納めた状態が主であるが，

刀身のみの場合もある。オホーツク文化域では，土坑墓

の副葬品として出土する。同一墳墓群での複数出土は普

通にみられ，枝幸郡枝幸町目梨泊遺跡 34 号墓では同一

墓坑から２口出土する事例がある。いずれも刀身のみの

副葬である。最後に伝世品としては，『天平勝宝八歳六

月廿一日献物帳』外ではあるが奈良県奈良市東大寺正倉

院中倉の８号黒作横刀と群馬県吾妻郡東吾妻町大宮厳鼓
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●１・２・３・４・５
●９・10・11

●６・７・８

●17

●18

○19
●15・16
●1412・13●

１．栗原市 姉歯
２・３．栗原市 大沢　
４．栗原市 小館山
５．栗原市 西沢（鹿島館西館）
６．大崎市 龍谷寺　
７・８．大崎市（西大崎樋渡）
９・10．登米市 山根前２・４号　
11．登米市（北方八の森）　
12・13．丸森町（金山）
14．亘理町 桜小路111号　
15・16．山元町 合戦原30・34号　
17．泉崎村 観音山北３号　
18．ひたちなか市十五郎穴・館出35号　
19．南相馬市（南海老）

神社の２口がある。前者は手抜き緒・刀装具一式の拵が

揃うが，後者は鍔も欠失する刀身のみである。

３　横穴墓の出土例について

　横穴墓出土例は，第 32 表のとおり 18 例，参考資料を

含めても 20 例に過ぎない。また，分布地域については

本出土例と福島県以外は，陸奥国に偏り，現在の宮城県

に集中する。宮城県南部はかつての国造版図地域にあた

る阿武隈川の河口以南の太平洋沿岸から内陸盆地地域，

北部は鳴瀬川・江合川上流地域と北上川支流の迫川流域

地域で横穴墓築造の北限である。この両地域は六世紀後

半から横穴墓が造られ，南部は山陰出雲地域の，北部は

九州肥後地域との影響が考慮されるといった特徴があ

る。発掘調査によって出土したのは，わずかに６例に過

ぎず，その他は偶然に発見されたものである。出土した

蕨手刀は，第 143 図のとおり古式から新式まであり，各

地域内でも混在している。

なお，熊本県人吉市大村横穴墓出土例に関しては，

現在，Ⅰ類の範疇で扱っているが，柄の作りが東国のⅠ

類と比較すると著しく華奢である。今後，再検討が必要

であるため，参考資料として扱った。

４　これまでの研究とその概要

高橋健自は明治 44 年 (1911)『鏡と剣と玉』において，

正倉院御物刀（中倉８号黒作横刀）と信濃国禰津村（現

長野県東御市）古見立古墳出土刀を比較し，刀自体の特

徴と足金物の単脚から双脚への変遷から古墳時代後期末

から平安時代初頭に盛行し，エジプト起源の青銅製刀を

出自とする外来東漸説を唱えた。大正 13 年（1924）に

第 142 図　蕨手刀出土横穴墓の分布

第 32 表　横穴墓出土の蕨手刀一覧
№ 都道府県 市町村 令　制　国 横　穴　墓　名 調査・発見 所　　蔵
1 宮城県 栗原市 陸　奥（栗原郡） 姉歯 1953 不明
2 宮城県 栗原市 陸　奥（栗原郡） 大沢 1903 照明寺
3 宮城県 栗原市 陸　奥（栗原郡） 大沢 1903 照明寺
4 宮城県 栗原市 陸　奥（栗原郡） 小館山 1948 不明
5 宮城県 栗原市 陸　奥（栗原郡） 西沢（鹿島館西館） 1931 東北大学
6 宮城県 大崎市 陸　奥（志太郡） 龍谷寺 乙地１号墓 不明 不明
7 宮城県 大崎市 陸　奥（玉造郡） （西大崎樋渡） 大正初 毛利コレクション
8 宮城県 大崎市 陸　奥（玉造郡） （西大崎樋渡） 大正初 毛利コレクション
9 宮城県 登米市 陸　奥（登米郡） 山根前 2 号墓 1968 登米市歴史博物館

10 宮城県 登米市 陸　奥（登米郡） 山根前 4 号墓 1968 登米市歴史博物館
11 宮城県 登米市 陸　奥（登米郡） （北方八の森） 明治末 毛利コレクション

12 宮城県 丸森町 陸奥（伊久国造・伊具郡）
大正末～昭
和初

不明

13 宮城県 丸森町 陸奥（伊久国造・伊具郡）（金山） 不明 個人蔵
14 宮城県 亘理町 陸奥（思国造・亘理郡） 桜小路 111 号墓 2010 亘理町教育委員会
15 宮城県 山元町 陸奥（思国造・亘理郡） 合戦原 30 号墓 2015 山元町教育委員会
16 宮城県 山元町 陸奥（思国造・亘理郡） 合戦原 34 号墓遺構外 2015 山元町教育委員会

17 福島県 泉崎村 陸奥（白河国造・白河郡） 観音山北 3 号墓 1971
福島県文化財センター　
白河館

18 茨城県 ひたちなか市 常　陸（那賀郡） 十五郎穴 館出支群Ⅰ区 35 号墓 2011 ひたちなか市教育委員会

19 福島県 南相馬市 陸奥（浮田国造・宇多郡）（南海老） 不明 不明
20 熊本県 人吉市 肥　後（球磨郡） 大村 採集品 1914 熊本県立装飾古墳館

（参考）
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第 143 図　横穴墓出土の蕨手刀

１．宮城県栗原市  姉歯

２．宮城県栗原市 大沢

３．宮城県栗原市  大沢

４．宮城県栗原市  大館山

５．宮城県栗原市 西沢（鹿島館西館）

７．宮城県大崎市（西大崎樋渡）

８．宮城県大崎市（西大崎樋渡）

9．宮城県登米市 山根前２号

10．宮城県登米市 山根前 4 号

11．宮城県登米市 （北方八の森）

12．宮城県丸森町（金山）

19．福島県南相馬市（南海老）

17．福島県泉崎村  観音山北 3 号

20．熊本県人吉市 大村

14． 宮城県亘理町桜小路 111 号
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は鳥居龍蔵が『諏訪史』第１巻で，柄に対する刃の長さ

の比率から甲乙の２型式に分類，刃が短く比率の小さい

甲型から長く比率の大きい乙型への変遷を説き，東北地

方出土のものは概して新しい傾向にあることを指摘し

た。この方法は以後の研究に大きな影響を与え，年代推

定の基本となった。刀身のみでも年代の測定が可能であ

り，その後は鳥居龍蔵→大場磐雄→石井昌国と國學院大

学での師から弟子へと研究は継承されていった。その他

に後藤守一は昭和３年（1928）に「原始時代の武器と武装」

（『考古学講座』第２巻）で，末永雅雄は昭和 18 年（1943）

に『日本上代の武器』においてそれぞれ蕨手刀について

論及している。いずれも出自については，中国大陸に祖

型を求める外来説であった。

太平洋戦争後の昭和 22 年（1947）には，鳥居分類法

を踏襲した大場磐雄によって研究の総決算が行われた。

それは柄と刀身の比率からａ ･ ｂ ･ ｃ，さらに中間数か

らａ `･ ｂ `･ ｃ ` の３種６類に分類し，ａ ･ ａ ` →ｂ ･ ｂ

` →ｃ ･ ｃ ` の型式を示した。古式ａ ･ ａ ` は関東甲信と

東北南部，中間型式ｂ ･ ｂ ` は東北全域，新式ｃ ･ ｃ `

は北海道と東北にそれぞれ分布し，年代は奈良時代を中

心とする前後とした。出自は，大陸に母型を見出せない

ことから刀子を実戦用武器に改良した自生説を説いてい

る。また，分布において東山道から北海道に及ぶことは，

蝦夷征討の士卒クラスが佩用した実戦刀と性格付けた。

全国レベルでの蕨手刀研究の集大成としては，鳥居と大

場の研究を継承した石井昌国による昭和 41 年（1966）

の『蕨手刀』である。考古学と刀剣学の方法を折衷，当

時収集された全国資料 182 口を統計的に処理した。分類

方法は大場説を踏襲するもので，刀剣学の分析及び鑑刀

方法である窓開け研磨によって地鉄，鍛造法，焼入れ，

刃文などの各特徴を観察し，Ⅰ～Ⅲ型の３型式分類を行

った。そして分布状況からⅠ型は東北鍛冶，Ⅱ型は関東

あるいは中部鍛冶，Ⅲ型は畿内鍛冶といったそれぞれの

刀工技法がみられ，日本刀同様地方色があることを確認

し，反りの有無から編年を試みた。それは直刀から弯刀

への変遷により全長×全反り＝ｘの方程式によるｘ数

値が大きいほど時代が降り，短寸から長寸へ，さらに反

りが強いものほど新しく，Ⅱ型→Ⅲ型→Ⅰ型の順に変遷

することを指摘した。年代的にはⅡ・Ⅲ型は八世紀，形

状変化の著しいⅠ型については八世紀後葉から九世紀末

葉までとした。祖型については北武蔵地域から出土する

幅広の長三角形刀姿を持つ大刀子を考慮するものであっ

た。

この研究以後も出土点数の多い東北地方を中心にさ

まざまな研究が繰り広げられるが，主なものとして菊地

徹夫は昭和 48 年（1973）に「八世紀前後の北海道にお

ける金属品について」（『北海道考古学』９）で，軍事行

動に並行した樹木伐採と土木工事に携行された山刀と解

釈し，高橋信雄は昭和 59 年（1984）に「岩手の古代鉄

器に関する検討（２）―自然科学的方法による蕨手刀の

調査―」（『岩手県立博物館研究報告』第２号）で，石井

分類Ⅰ型の詳細分類を試み，そして八木光則は平成８年

（1996）に「蕨手刀の変遷と性格」（『考古学の諸相』）で，

柄頭と足金物の特徴を主とした分類と４期区分に至る。

高橋信雄は，石井分類Ⅰ型が出土例の８割を占める

ことから，柄反りと絞り及び刃反りに着目し，さらに３

型式４類に細分した。長寸・柄反り・刃反りの新要素が

形態として現れ，Ⅰａ型は先行するⅡ型式の柄に近似，

Ⅰｂ型の柄棟と棟が平行するのはⅠａ型にみられる傾向

にある。柄の絞りの特徴はⅠｃ型１類に受け継がれ，Ⅰ

ｃ型２類は最も新しい毛抜型透蕨手刀の柄に類似し，長

寸，柄反り，刃反りの要素も含まれる。したがってⅡ型

→Ⅰａ型→Ⅰｂ型→Ⅰｃ型１類→Ⅰｃ型２類→毛抜型透

への変遷過程を追うことができる。年代はⅡ・Ⅲ型の一

部が七世紀まで遡り，Ⅰａ型は八世紀前半から，Ⅰｂ型

は八世紀中葉以降，Ⅰｃ型は八世紀末以降と推定した。

八木光則の分析は，石井分類を踏襲，修正を加えた

もので，柄頭形状をＡ～Ｇの７分類，柄反り絞りの強さ

を１～３の３分類，さらに刃長と足金物の変遷を付加要

素として，変遷過程を４期区分にしたものである。柄頭

Ａ～Ｃは柄反り絞り１，Ｇは柄反り絞り３にほぼ限定さ

れる。柄頭Ｄ～Ｆはそれぞれ柄反り絞り１～３と組合う。

その結果，柄頭Ａ・Ｂ（銅製単鐶単脚と張出双脚，刃長

平均１尺２寸の単寸刀で，Ａに単鐶単脚が多い）→柄頭

Ｃ・Ｄ～Ｆ１（銅製台状双脚を主体に柄反り絞りは浅く，

刃長平均１尺３寸となり両者の時間的型式差はみられな

い）→柄頭Ｄ～Ｆ２・Ｄ～Ｆ３（２は鉄製台状双脚を主

体，柄反りは浅いが絞りは深い。３も鉄製台状双脚が多

いが，横鐶単脚が加わり，柄反り絞りとも深くなる。刃

長平均１尺４寸となり，２とは漸移的である）→柄頭Ｇ
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（柄反り絞りとも深く，刃長平均も１尺７寸の長寸刀と

なる）の型式変遷が追える。年代的には，初源から普及

期の１期：柄頭Ａ・Ｂは七世紀後半に遡り→展開期の２

期：柄頭Ｃ・Ｄ～Ｆ１（柄頭１）は八世紀前葉を中心と

する時期→３期：柄頭Ｄ～Ｆ２（柄頭２）は八世紀の中

から後葉，Ｄ～Ｆ３（柄頭３）は九世紀まで４期にまた

がり→終末期の４期：柄頭Ｇは九世紀以降と位置付けて

いる。出自は，鋒にみる地域的特徴から東国の福島・群

馬・長野県あたりで初めて作刀された。それが西国に伝

播，その後東日本各地に普及したが，製品自体の動きで

はなく，柄頭や鋒にみられる形状の地域性などから型式

や技術の広がりと指摘した。

　この他にも蕨手刀に関する考察は幾つか挙げられる

が，松本建速により平成 13 年（2001）の「蕨手刀と牧」

（『海と考古学』第４号）と平成 15 年（2003）の「蝦夷

と蕨手刀」（『物質文化』75）において，自然環境を通し

て黒ボク土地帯⇔水稲耕作不敵地⇔牧（馬）⇔蕨手刀⇔

蝦夷と隼人（辺境の民）の分布連鎖を提唱した。さらに

蕨手刀を同時期の実用刀との比較から，柄の形状に握り

易さが認められず，用途として刀子であろうが刀であろ

うが，共通した柄の形状と座金の装飾に社会的意義を持

たせた非実用刀と解釈した。また，分布からみた普及で

は八世紀後半以前では牧の経営者への国家下賜品，それ

以後の東北地方以北では私的交易品としている。さらに

平成 20 年（2008）には筆者・黒済和彦の「蕨手刀の型

式分類及び編年と分布」（『地域と文化の考古学Ⅱ』）に

おいて，６型式９類に分かれ柄の反りと絞り両属性によ

る系列変遷，産地と刀工集団の違いを指摘した。なお，

分類方法の詳細は，次項目を参照。

ところで他分野での研究として文献史学では，昭和

８年（1933）に喜田貞吉が「奈良時代前後における北海

道の経営」（『歴史地理』第 62 巻第４・５号）において，

内国出土の蕨手刀に関しては，諸国に移配された俘囚に

よって持ち込まれたものと解釈したが，その後詳述され

ることはなかった。平成 12 年（2000）には下向井龍彦

が「武士形成における俘囚の役割―蕨手刀から日本刀へ

の発展／国家と軍制の転換に関連させて―」（『史学研究』

228 号）において，関東以西から出土する蕨手刀は全て

俘囚の刀であり，石井分類Ⅰ型は戦闘用，Ⅱ ･ Ⅲ型は日

常の携帯用と解釈し，Ⅱ ･ Ⅲ型が関東以西に多く分布す

るのは，移配俘囚にⅠ型の実戦刀を所持させることを危

険視し，それより劣るⅡ ･ Ⅲ型を所持させたと推察した。

また，刀剣学において蕨手刀は，上古期の刀剣とし

て取扱われている。上古刀の拵は，一般に平造り→切刃

造り→鋒両刃造りと変遷し，弯刀への移行は平安期と考

えられる。最も原始的な毛抜形大刀として，毛抜透かし

の蕨手刀の存在を根本に据えている。これは大正６年

（1917）に白雲去来楼主人の ｢ 刀剣外形の沿革 ｣（『刀の

研究』第３巻第９号）によって発表された。その後も刀

剣学では，昭和 49 年（1974）の辻本直男の『伊勢神宮

宝刀図譜』や平成 15 年（2003）の廣井雄一の「日本刀

の成立と展開」（『草創期の日本刀』）でも，蕨手刀は日

本で発生し毛抜形大刀の祖型であり，日本刀の源流とす

るのが共通概念としてある。

　自然科学では，試料の化学分析と組織観察すなわち

銅（Cu），ニッケル（Ni）及びコバルト（Co）三成分比

と非金属介在物の鉄チタン化合物（XT）の有無により

出土刀剣の製作技法の推定が行われている。鉄チタン化

合物の有無という点で，刃反りのない石井Ⅱ型には含ま

れず，反りのあるⅠ型には含まれることがわかった。こ

の地金の組成の差異は，鋼の原料，設備及び鋼製造の違

いを示し，鉄チタン化合物有は砂鉄系，無は岩鉄鉱系と

して認識された。これは平成７年（1995）に佐々木稔の

「古代の鉄と刀剣」（『古代刀と鉄の科学』）で報告され

た。また，同一個体刀でも刃部と棟部に組成の異なる鋼

が使用される場合もあることから赤沼英男は，平 17 成

年（2005）の「出土遺物の組成からみた物質文化交流―

古代北方地域出土鉄関連資料を中心に―」（『岩手県立博

物館調査研究報告書』）において，①刀工集団による蕨

手刀作製に必要な原料鉄の獲得方法の差異，②時代の経

過と伴に原料鉄の獲得方法が変化，③新たに獲得した原

料鉄に加え，廃棄鉄器の再利用により蕨手刀を作製した

ことを唱えている。こうした業績と以前から砂鉄を原料

とする製鉄は，東北北部において八世紀より開始された

可能性が，九世紀代の製鉄炉跡の発見によって考えられ，

さらに北上川流域を中心とする東北北部に集中する蕨手

刀は，その地域で生産された鋼地金を使用して造刀され

たと考えられることを基に，金属考古学といった一分野

が確立されている。
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柄の形状模式図 該　当　資　料（Ｓ＝１／ 12）型　式

Ⅰ　類

Ⅱ　類

Ⅲ古類

Ⅳ古類

ⅢⅣ複合古類

Ⅲ新類

Ⅳ新類

ⅢⅣ複合新類

Ⅴ　類

（伝） 群馬県太田市

長野県諏訪市大安寺跡

群馬県伊勢崎市下触牛伏 1号墳

群馬県伊勢崎市上原古墳

岩手県北上市五条丸古墳

岩手県大船渡市長谷堂遺跡

岩手県野田村上新山遺跡

岩手県金ヶ崎町桑木田

岩手県陸前高田市小友町岩井沢

第 144 図　分類図

　５　分類方法

　１）柄元から柄頭までの形状と２）刀身と鋒

の形状観察が分類基準の主要素となる。

　先ず１）の柄の形状観察は以下のとおりであ

る。

絞り：柄元刃部延長線から柄頭付け根部分

（傾斜変換点）までの数値の大小。握り易いよ

うに弧を描く形状。柄元の幅は区の有無により

変化する。元幅が広く無区の場合は，絞りが強

くなる。有区（刃区・棟区）から無区への変遷

がみられ，それに連動して柄長は長から短へ移

行する。数値小は絞りが弱く，大は絞りが強く，

小→大へと変遷する。

反り：横方向からみて，柄棟が刃棟の延長

線上より突出する。刃棟延長線から柄頭の傾斜

変換点までの数値の大小により，数値小は反り

が弱く，大は反りが強く，小→大へと変遷する。

　次に２）の刀身と鋒の形状観察は，以下のと

おりとなる。

刃反りの有無として，直刃から湾刃へと変

遷する。刃長では，短寸，中寸，長寸への移行がうかが

える。刃長に関しては，おおよそ 40 ㎝を中寸として，

境とする。所謂５束（１束＝４本の指で握った長さが男

子平均 84 ㎜）が目安である。『東大寺献物帳』には，横

刀の寸法が「刃長一尺四寸七分（約 43.68 ㎝）」とある。

鋒は，カマス・フクラ・茅の葉（長三角形）・鋒両刃に

分けられ，茅の葉と鋒両刃は信濃・上野両国で主体的に

分布する傾向にある。

　以上のことから柄の絞りと反りの有無により，Ⅰ（内

反り）・Ⅱ（無反り）・Ⅲ（反り）・Ⅳ（絞り）・ⅢⅣ複合

（反り＋絞り）・Ⅴ（毛抜透柄）とⅢ・Ⅳ・ⅢⅣ複合には

数値の大小から古新に分けられ，６型式９類の認識が可

能となる。

その他付加要素として，鍔は喰出鍔から板鍔へ変遷

するが，喰出鍔では小判・絞り小判・角切三角・角切札

などの形状がある。鞘は平鞘で，佩用のために足金物を

装着するが単脚と双脚に分けられ，単鐶単脚式→段付張

出双脚式→台状双脚式→横鐶双脚式→横鐶単脚式の変遷

が追える。刀装具の素材に関しては，銅製と鉄製がみら

れる。なお，八木光則（2003）は，銅製単鐶単脚（平鞘）

＝七世紀後～八世紀前葉，銅製段付張出双脚＝七世紀後

～八世紀前葉，銅製台状双脚＝八世紀前～中葉，鉄製台

状双脚＝八世紀中～後葉，鉄製横鐶単脚＝八世紀末～九

世紀のおおかたの年代観を示している。

柄頭の形状については，刀工集団の特徴ととらえる

ことが可能か否か考えられるが，かつて石井昌国（1966）

は，蕨手の突起を①団扇型，②半月型，③弦月型，④鳩

首型，⑤勾玉型に５分類したが，出土分布による地域差

はなく各刀工の手法とみなした。なお，出土例の多い団

扇ならびに半月型を盛行期の形状とている。さらに八木

光則（1995）は柄頭Ａ～Ｇと以下のとおり７分類した。

①柄頭Ａ＝柄頭が小さく，蕨の巻き方も未発達で，柄反

りと絞りが小さく柄と柄頭の中軸線が鈍角になるもの。

②柄頭Ｂ＝柄全体が内反りになり，柄と柄頭の中軸線が

鈍角から直角になるもの。③柄頭Ｃ＝柄と柄頭の中軸線

が直角になり，柄頭の付け根の下が突出するもの（石井

分類の勾玉型）。④柄頭Ｄ＝柄と柄頭の中軸線が直角と

なり，柄頭の付け根が湾曲するもの。⑤柄頭Ｅ＝柄と柄

頭の中軸線が直角となり，柄頭の付け根が深く湾曲する

もの。⑥柄頭Ｆ＝柄と柄頭の中軸線が鈍角となり，柄か
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勾 玉 型

鳩 首 型

弦 月 型

半 月 型

団 扇 型

柄 頭  A

柄 頭 Ｂ

柄 頭 Ｃ

柄 頭 Ｄ

柄 頭 Ｅ

柄 頭 Ｆ

柄 頭 Ｇ

石 井 分 類 八 木 分 類

第 145 図　柄頭の形状分類

ら柄頭への移行がなめらかなもの。⑦柄頭Ｇ＝柄頭が小

さく，柄反りと絞りが大きく，柄と柄頭の中軸線が鈍角

になるもの。とそれぞれの特徴を示した，柄と柄頭を一

体視した観察である。また，分布において①柄頭Ａ＝福

島・茨城・群馬・長野。②柄頭Ｂ＝青森・福島・群馬・

長野・愛媛・福岡・熊本。③柄頭Ｃ＝各地（山形・西国

がやや多い）。④柄頭Ｄ～Ｆ＝東日本各地（北海道・東

北に多い）。⑤柄頭Ｇ＝東日本各地（北海道・福島にや

や多い）。と時間の差ではなく地域的特徴と指摘してい

る。

　ここで余談となるが，最近，数値的な大小だけでは，

新旧の決定付けが困難であるため，実測図に補助線を加

え，計測値の違いを視覚的に捉える類型判別法 1) が柳澤

清一（2011）によって考案された。それは，先ず刀身を

延長した線を引き，それに柄元から懸緒の通孔に向かう

線を描き交点の位置を求める。次いで，刀身に並行する

線を柄元から伸ばし，柄頭との距離によって絞り具合の

違いを図形的に読み取るものである。しかし，これでは

柄の絞り反りとの組合せと柄頭の形状と方向に左右され

る懸念もあり，改めて検証する必要があると考える。

【Ⅰ類】柄の絞り及び反りはなく（−数値），柄の上

面は刃棟部延長線下にあり，柄自体が撫肩（内反り状）

で柄頭先端が刃（柄元下端）より下方向にある。柄元幅

は狭く，区（両区・片区）を有する。刃反りは無く，短

寸刃で，鋒はフクラもしくは茅の葉である。喰出鍔で，

足金物は単鐶単脚式もしくは段付張出双脚式である。《該

当資料》（伝）群馬県大田市，長野県原村八ッ手，愛媛

県西予市明石，青森県八戸市丹後平古墳群 33 号墳など。

【Ⅱ類】柄の絞りは無いかもしくは弱く（0～ 20 ㎜

未満），柄反りは無く（−数値），柄の上面は刃棟部延長

線に平行し，柄自体が真っ直ぐで柄頭先端が刃（柄元下

端）より上方向にある。柄元幅は狭く，区（両区・片区）

は有るものから無区へ移行する。刃反りは無く，短寸刃

である。鋒はフクラもしくは茅の葉である。喰出鍔で，

足金物は単鐶単脚式もしくは段付張出双脚式である。《該

当資料》（伝）群馬県伊勢崎市赤堀石山，長野県諏訪市

大安寺跡など。

【Ⅲ古類】柄の絞りは弱く（0～ 20 ㎜未満），柄反り

も弱く（0～ 10 ㎜未満），柄の上面は刃棟部延長線上よ

り若干突出し，柄自体弱く湾曲する。柄元幅は徐々に広

がり，区（両区・片区）はあるものから無区へ移行する。

刃反りは無く，短寸から中寸刃である。鋒はフクラ及び

カマスの他，鋒両刃がみられる。喰出鍔で，足金物は

単鐶単脚式もしくは段付張出双脚式である。《該当資料》

群馬県伊勢崎市下触牛伏遺跡１号墳，正倉院中倉第８号

黒作横刀など。

【Ⅳ古類】柄の絞りは強く（20 ～ 30 ㎜未満），柄反り

は弱い（0～ 10 ㎜未満）。柄の上面は刃棟部延長線上か

若干突出する。柄の下面は刃に対し湾曲して立ち上がる。

柄元幅は徐々に広くなり，区は無区が主である。刃反り

は無く，短寸から中寸刃へ移行する。鋒はフクラ及びカ

マスの他，鋒両刃がみられる。喰出鍔で，足金物は単鐶

単脚式もしくは段付張出双脚式である。《該当資料》群

馬県伊勢崎市上原古墳，同渋川市真壁塚原，長野県長和

町大門峠など。

【ⅢⅣ複合古類】柄の絞りは強く（20 ～ 30 ㎜未満），

柄反りがあり（10 ～ 20 ㎜未満）。ただし，10 ～ 20 ㎜の

柄反りと 30 ㎜以上の極めて強い絞りの組合せは，新類

への移行段階と認知し，この範疇とする。柄の上面は棟

部延長線上より突出する。柄の下面は刃に対し湾曲して

立ち上がる。柄元幅は徐々に広くなり，区は無区がほと

んどである。刃反りは無く，中寸から長寸刃である。鋒



–247–

４　茨城県出土の蕨手刀について

はフクラ及びカマスがみられる。喰出もしくは板鍔で，

足金物は台状双脚式である。《該当資料》長野県岡谷市

花上寺，岩手県北上市五条丸古墳群，同花巻市熊堂古墳

群，群馬県前橋市白山古墳，北海道恵庭市茂漁古墳群な

ど。

【Ⅲ新類】柄の絞りは極めて強く（30 ㎜以上），柄反

は極めて強い（20 ㎜以上），柄の上面は棟部延長線上よ

りはるかに突出する。柄自体強く湾曲する。柄元幅は広

くなく，区は無区。刃反りのある長寸刃である。鋒はフ

クラ及びカマスがみられる。喰出もしくは板鍔で，刀身

に対し斜めに装着するものあり。足金物は台状双脚式も

しくは横鐶式である。《該当資料》岩手県奥州市塩釜日

高西小石森塚，同大船渡市長谷堂遺跡など。

【Ⅳ新類】柄の絞りは極めて強く（30 ㎜以上），柄反

りは弱い（0～ 10 ㎜未満）。柄の上面は刃棟部延長線上

か若干突出する。柄の下面は刃に対し極めて強く湾曲し

て立ち上がる。柄元幅は 50 ㎜以上と広くなり，区は全

て無区である。刃反りも現れ，中寸から長寸刃である。

鋒はフクラ及びカマスがみられる。喰出もしくは板鍔で，

足金物は台状双脚式である。《該当資料》岩手県野田村

上新山遺跡，（伝）岩手県内など。

【ⅢⅣ複合新類】柄の絞りは強く（30 ㎜以上），柄反

りも強い（20 ㎜以上）。柄の上面は刃棟部延長線上より

大きく突出する。柄の下面は刃に対し強く湾曲して立ち

上がる。柄元幅は 50 ㎜以上と広くなり，区は全て無区

である。刃反りのある長寸刃である。鋒は主にカマスで

ある。喰出もしくは板鍔で，足金物は台状双脚式もしく

は横鐶式である。《該当資料》岩手県金ヶ崎町桑木田など。

【Ⅴ類】柄の絞りは強く（20 ㎜以上），柄反りもあり（10

㎜以上），さらに毛抜状透かしが入る。柄は刃棟部延長

線上より突出し，中寸から長寸刃で，柄元幅は小さく，

区は無区。刃反りのあるものと直刀化するものがある。

鋒はフクラ及びカマスがみられる。喰出鍔で，足金物は

横鐶式である。《該当資料》（伝）群馬県吉岡町，岩手県

陸前高田市小友町岩井沢，北海道網走市モヨロ貝塚など。

６　編年

上記のとおりⅠ・Ⅱ・Ⅲ古及び新・Ⅳ古及び新・Ⅲ

Ⅳ複合古及び新・Ⅴ各類の６型式９類に分けられるが，

Ⅰ→Ⅱ以降は，柄反りを造り出す系列Ⅲ類と絞りを強く

する系列Ⅳ類とが併存し，そして複合型式も現れる変遷

過程がみられる。さらに終焉期となるⅤ類に関しては，

Ⅲ類系列とⅢⅣ複合類系列にあるものがみられる。次に

各型式の年代であるが，発掘調査による出土例が少ない

ことと古墳などの副葬品では下限を抑えるに過ぎない。

また，横穴式石室などの場合，追葬や再利用により供伴

遺物の時間が大幅に広がることも考慮しなければならな

い。ただし横穴式石室など追葬や再利用の場合でも，前

の副葬品を脇に寄せる片付け行為が認められることか

ら，ある程度の年代は絞り込めるものと考える。先ず群

馬県での調査例から伊勢崎市下触牛伏遺跡１号墳では，

Ⅲ古類の蕨手刀が儀礼祭具的なセットと推定できる状況

で，玄門を中心に七世紀末葉から八世紀初頭の須恵器長

頚瓶と小型高台坏と伴に抜刀して壁に立掛けて出土し

た。さらにⅣ古類を出土した上原古墳では，奥壁左右に

蕨手刀と大垂孔の銅製腰帯具が置かれた状況から八世紀

第２四半期頃の埋葬と推定できる。

Ⅲ古類に関して正倉院中倉第 ８ 号黒作横刀は，全長

61.6 ㎝と長寸化への移行段階である。これは『天平勝宝

八歳六月廿一日献物帳（国家珍宝帳）』外の御物である。

献物帳内の御物刀は，天平寳字三年（759）に５口，天

平寳字八年（764）の恵美押勝の乱の際に 55 口出蔵され

たため，現存するものは僅か数口にすぎない。現在，北倉・

中倉・南倉蔵の刀類は 55 口だが，いずれにせよ，恵美

押勝の乱以後，納められたものが大半と考えられる。し

たがって，八世紀中葉の年代が推定される。ところで現

在は亡失する資料だが，山形県米沢市牛森古墳出土には

「天平寶字天國」の銘文があったとされる。少なくとも

757 ～ 64 年といった暦年代に，出羽国置賜郡に型式は

不明だが，蕨手刀が存在していた証拠ではある。

　Ⅰ類に関しては，青森県八戸市丹後平古墳群 33 号墳

出土があるが，七世紀末から八世紀前半の土師器坏と球

胴甕が供献品として周溝から出土している。また，主体

部からの鉄鏃の束には東日本専有型式の長頚腸抉三角形

鏃が１本含まれるが，正倉院中倉の漆葛胡禄第３号に納

まる「下毛野奈須評」銘の 50 本の矢にも１本のみ同型

式の鉄鏃が存在する。これは七世紀後半に生産し貢進し

たものだが，同様に東国（畿内求心域）から蕨手刀とも

ども東北（蝦夷）北部へ搬入されたものと考えられる。

　北海道千歳市ウサクマイ遺跡 63 −７土坑墓からは，



–248–

Ⅴ　十五郎穴横穴墓群の研究

▶ ▶

▶

▶

▶

７Ｃ後 ８Ｃ前 ８Ｃ後 ９Ｃ

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ古

Ⅳ古

ⅢⅣ複合古

新

新

新

Ⅴ

（東国：上野・信濃） （東北：蝦夷）

第 146 図　型式変遷図

絞り 25mm

反り 10mm

第 147 図　柄の反り・絞り数値（十五郎穴横穴墓群）

（単位：mm） 
全長 柄長 刃長 柄頭長 柄幅 棟厚 元幅 先幅 全反り 刃反り 柄反り 絞り 鍔長 鍔幅 鍔厚 
518 127 391 42 26 9 45 28 5 2 10 25 52 21 5 

第 33 表　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土蕨手刀の計測値

ⅢⅣ複合古類とⅣ新類が２口出土した。他に八

世紀前半の擦文前期の土師器坏と長胴甕の破片

が出土するが，四隅柱穴持ち隅丸長方形の 63

−７土坑墓が長円形の 63 −８土坑墓を切って

いる。遺跡内での土坑墓形態の変遷をみる限り，

八世紀前半の土師器坏を埋土中に含む長円形墓

→鉄器を副葬する四隅柱穴持ち隅丸長方形墓の

順序で墓域が展開されるものと解釈されるため，八世紀

後半に帰属するものと考えられる。そして北海道枝幸町

目梨泊遺跡土坑墓群からは，30・34・範囲確認１号でⅢ

Ⅳ複合古類が擬縄貼付文と擬縄＋ソーメン状貼付文のオ

ホーツク土器の被甕と伴に出土した。これは右代啓視

（1991）の編年及び 14 Ｃ年代によると前者はⅡ−ｂ土器

群＝八世紀，後者はⅡ−ｃ土器群＝九世紀にあてている。

　Ⅴ類に関しては，宮城県多賀城市多賀城跡大畑地区の

焼失した SI663 竪穴建物跡から九世紀第３四半期にあた

る白鳥良一（1980）によるＤ群土器と千葉県市原市南大

広遺跡では九世紀代の土師器及び須恵器が出土する。

　したがって，共伴遺物からⅠ類＝七世紀後葉，Ⅲ古類

＝七世紀末から八世紀中葉，Ⅳ古類＝八世紀前～中葉，

ⅢⅣ複合古類＝八世紀中～後葉，Ⅳ新類＝八世紀中～後

葉，Ⅴ類は九世紀中葉といった年代が探れたが，Ⅱ・Ⅲ

新・ⅢⅣ複合新各類に関しては，現在良好な供伴資料が

なく刀自体と鍔及び足金物の変遷による年代を緩用して

Ⅱ＝七世紀後～末葉，Ⅲ新＝九世紀前～中葉，そして横

鐶足金物を装着する秋田県男鹿市脇本出土資料からⅢⅣ

複合新類＝八世紀末～九世紀ということが可能である。

７　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土刀

（ひたちなか市）

　玄室構造は，天井がドーム形で平面は逆台形を呈し，

床面にはコの字状の屍床を設ける。規模は奥行き2.46ｍ，

奥壁幅 3.28 ｍ，玄門幅 2.50 ｍ，高さ 1.41 ｍを測り，形

状からは七世紀初頭の特徴とされる。

所在はひたちなか市埋蔵文化財調査センターで，鞘

に収まった状態では全長 54.2 ㎝である。銅製の喰出鍔

を鋒から挿入し柄元の踏ん張りによって銅製柄縁で留め

る。鍔は角切三角形を呈する。鞘は平鞘で，筒金の銅製

鞘口，銅製台状双脚式足金物（一の足・二の足），柏葉

の鉄製責金具，覆輪角窓の鉄製鞘尻である。足金物の形

状は，楕円状リングを櫓に鋲留めしてある。刀身は平棟，

平造り，区は棟区のみ，鋒はカマス鋒である。柄頭の懸

緒通孔部分に装着されるべき座金と鵐目は，拵が揃う状

況にあるにもかかわらず欠失している。

柄頭の形状は，柄頭Ｃ（勾玉型）の範疇にある。刃

長は直刃の中寸で，柄には反りと絞りが確認でき，数値

からⅢⅣ複合古類に該当する。なお，各数値に関しては，

第 33 表に記すとおりである。

８　高根古墳群出土刀（城里町）

　この蕨手刀は高根古墳群もしくは毘沙門塚古墳群から

出土した。『桂村郷土誌（三訂版）』には，昭和 30 年代

（1955 ～ 64）に出土とあるが，『史窓月報』創刊号には，

明治 20 年（1887）前後に出土したことが記述されている。

それは名越時正の「沢山村の古代遺跡」に所収され「（前
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0 20cm

0 20cm

０ 20cm

第 148 図　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土蕨手刀実測図

第 149 図　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土蕨手刀写真

第 150 図　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土蕨手刀ＣＴ図
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|

| |

|

0 20cm

0 20cm

（単位：mm） 
全長 柄長 刃長 柄頭長 柄幅 棟厚 元幅 先幅 全反り 刃反り 柄反り 絞り 鍔長 鍔幅 鍔厚 
516 122 394 42 24 9 45 33 8 5 6 26 56 20 5 

絞り 26mm

反り６mm

第 151 図　沢山村の古代遺跡挿図　
第 152 図　柄の反り・絞り数値（高根古墳群）

第 153 図　高根古墳群出土蕨手刀実測図

第 154 図　高根古墳群出土蕨手刀写真

第 34 表　高根古墳群出土蕨手刀の計測表

略）高根台上には千墓塚と称する大古墳群があり，明治

二十年前後にこの地を開墾した際之を発掘してかなりの

出土品を見たといふ。しかしその出土品は今は同氏の宝

蔵される剣二振及玉類以外は今日見ることが出来ない。

剣は二つとも鉄製直刀で，一は長さ七五糎の完全なるも

の，柄部が蕨型を呈してゐる。（後略）」とある。これに

ついては，挿図（第 151 図）が示されているが計測値の

誤記と考えられる。そして古墳の年代については，高根

古墳群の円墳の形態と石室構造などから七世紀中葉を下

らないと解釈された。

所在は茨城県立歴史館にあり，柄頭の形状は柄頭Ａ

（弧月型）で，柄頭が小さく，蕨の巻き方も未発達で，

柄反りと絞りが小さく柄と柄頭の中軸線が鈍角になるも

の。鉄製玉座金に銅製鵐目を打込む。鉄製喰出鍔を鉄製
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オホーツク文化

擦文文化

蝦　夷

東　国

西　国

※国造領域は、 現在の福島及び宮城南部

陸奥北部
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陸奥南部 （国造領域）
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●

    武蔵は宝亀２年 (771） まで東山道に所属
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１． 十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓 （ⅢⅣ複合古類）

２． 高根古墳群 （Ⅳ古類）
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※各記号は資料１点をあらわし、

岩手県の大きな●は資料 15 点を
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【凡例】

★　Ⅰ類

☆　Ⅱ類

■　Ⅲ古類

▲　Ⅳ古類

●　ⅢⅣ複合古類

□　Ⅲ新類

△　Ⅳ新類

○　ⅢⅣ複合新類

◎　Ⅴ類

第 155 図　蕨手刀型式別出土分布図

柄縁で留める。鍔は絞り小判形を呈する。刀身は平

棟，平造り，区は棟区のみ，鋒はフクラ，刃身は刃

反りを意識している。鞘は平鞘で，鉄製の筒金鞘口

と鉄製の角袋鞘尻である。責金具は欠失する。鞘口

は鉄板を楕円状に接合加工する。足金物は銅製台状

双脚式で，一と二の足が揃い，楕円状リングを櫓に

鋲留めするものである。

　柄の握り下部には絞りを意識した弱い湾曲がみら

れ，上部に弱い反りがある。刃は中寸，刃反りが認

められる。したがって，Ⅳ古類 2) の範疇と把握でき

る。なお，各数値に関しては，第 34 表に記すとお

りである。

なお，鋼については刀身中央部の錆片分析から，

標識成分の銅が 0.104％あり，始発原料は明らかに

含銅の磁鉄鉱であることが報告されている。また，

非金属介在物は非晶質珪酸塩でチタン化合物は存在

しない。

９　まとめ

　上記により十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓

出土刀はⅢⅣ複合古類，高根古墳群出土刀はⅣ古類の範

疇にあり，年代観として前者は八世紀中葉に，後者は七

世紀後葉から八世紀前葉に収まると考える。

　６型式９類の分布を第 155 図に示したが，赤丸で落と

したⅢⅣ複合古類が東北北部を中心に分布密度を濃く

し，周辺に点在する傾向にある。また，地域及び文化圏

別にグラフを作成すると，柄反り系列Ⅲ類と絞り系列Ⅳ

類を含む古式は東国に，両系列の複合型式は東北にそれ

ぞれ主体的に分布するが，需要と供給の流れが八世紀半

ばを境に一気に東国から東北（＝畿内求心域から化外域）

へ移行することが顕著になると結論付けられる。

それから柄頭の形状について十五郎穴横穴墓群館出

支群Ⅰ区第 35 号墓出土刀は，柄頭Ｃ（＝勾玉型）の範

疇に属する。石井昌国は，出土分布による地域差はなく

各刀工の手法とみなし，また八木光則は，柄頭や鋒にみ

られる地域性はそれぞれでの作刀で，型式や技術の伝播

としている。柄頭Ｃ（＝勾玉型）に関しては，鋒両刃と

の組合せが多いことから，原型は上野・信濃に求めるこ

とは可能かと考えられる。ただしこの刀に関しては，柄

頭Ｃとカマス鋒の組合せで，柄・刀身・鋒の形状におい

て典型的な蕨手刀の姿（Form としての東北形）を映す

もので，陸奥・出羽からの出土例とも非常に良く似るこ

とから，例えば上野・信濃からの東北移民としての柵戸

に蕨手刀の刀工集団が含まれることなど，東北北部から

の出土例との関係を留意する必要がある。また，本刀は

刀工集団の動きに伴う鉄鉱石もしくは砂鉄といった鋼の

組成分析を利用することで，生産地の推定も可能かと考

えられ，東北経営や対蝦夷政策に関する東海道常陸国の

地理的，物理的役割を解く上での一資料ともなり得る。

最後に十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土

刀については，拵が揃っているにも関わらず，柄頭の座

金・鵐目の不存在においては，柄頭本来の様相について

疑問を投げかける一資料である。さらに出土状況の観察

からも，動かされずに初葬に伴う副葬品であるとみられ

ることからも，疑問は増すばかりである。第 35 表に示

す同等の拵を残す例には，銅製や鉄製の座金・鵐目が残

存している。明治８年（1875）に菅蒼圃によって描かれ

た『正倉院御物図』第 10 巻所収の御大刀図第８号を元
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第 156 図　地域別及び文化圏別における蕨手刀型式別出土数の推移

第 35 表　台状双脚式足金物と鞘尻の拵一覧

№
発見・出土地

遺構
柄頭
形状

座金 柄縁 鍔 鞘口
足金物

責金物 鞘尻都道府県 市町村 一 二
1 北海道 江別市 元江別 7 号墳 Ｅ 鉄・玉 鉄 鉄 喰出・絞り小判 ― ― 銅 銅 ― ― 銅
2 北海道 恵庭市 柏木東 11 号墳 Ｆ 銅・菊 ― 鉄 板・角切札 銅 縁高 銅 銅 銅 柏葉 銅
3 北海道 恵庭市 柏木東 ( 茂漁 ) Ｅ 銅・菊 鉄 鉄 板・角切札 銅 筒金 銅 銅 鉄 柏葉 鉄
4 北海道 千歳市 ウサクマイ 63-7 墓 Ｅ 鉄・玉 鉄 鉄 板・絞り小判 鉄 縁高 鉄 鉄 鉄 柏葉 鉄
5 北海道 千歳市 ウサクマイＡ Ｅ 鉄・玉 鉄 鉄 不明 鉄 筒金 鉄 鉄 鉄 柏葉 ―
6 青森県 八戸市 丹後平 2 号墳 Ｅ 鉄・板 ― 鉄 喰出・絞り小判 鉄 筒金 鉄 鉄 ― ― 鉄
7 青森県 八戸市 丹後平 3 号墳 Ｅ 鉄・菊 鉄 鉄 喰出・絞り小判 ― ― 鉄 鉄 鉄 柏葉 鉄
8 岩手県 二戸市 堀野古墳 Ｅ 鉄・玉 鉄 鉄 喰出・絞り小判 鉄 筒金 鉄 鉄 鉄 不明 鉄
9 岩手県 北上市 猫谷地 3 号墳 Ｅ 銅・菊 鉄 鉄 板・角切札 ― ― 鉄 鉄 ― ― 銅

10 岩手県 北上市 長沼 12 号墳 Ｅ 鉄・玉 ― 鉄 喰出・角切三角 ― ― 鉄 鉄 ― ― 鉄
11 岩手県 山田町 房の沢 Ｄ 鉄・玉 ― 鉄 喰出・絞り小判 鉄 縁高 ― ― ― ― 鉄
12 福島県 南相馬市 ( 南海老 ) Ｇ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 鉄
13 奈良県 奈良市 正倉院中倉 Ｃ 鉄・菊 鉄 鉄 喰出・絞り小判 鉄 筒金 鉄 鉄 鉄 柏葉 鉄
14 島根県 出雲市 小坂古墳 Ｃ ― ― 鉄 喰出・絞り小判 銅 縁高 ― ― ― ― 銅
15 鹿児島県 肝属町 横間地下式横穴墓群 2 号墓 Ｆ 鉄・玉 ― 鉄 喰出・絞り小判 銅 縁高 銅 銅 ― ― 鉄

№
発見・出土地

遺構
柄頭
形状

座金 柄縁 鍔 鞘口
足金物

責金物 鞘尻都道府県 市町村 一 二
1 北海道 恵庭市 柏木東 ( 茂漁 ) Ｄ 鉄・玉 ― 鉄 喰出 鉄 筒金 銅 銅 鉄 柏葉 鉄
2 北海道 恵庭市 西島松 P101 土壙墓 Ｄ 鉄・玉 鉄 鉄 板・角切札 鉄 筒金 鉄 鉄 鉄 柏葉 鉄
3 北海道 恵庭市 西島松 P112 土壙墓 Ｄ 鉄・玉 鉄 鉄 板・角切三角 鉄 筒金 鉄 鉄 鉄 柏葉 鉄
4 青森県 八戸市 丹後平 51 号墳 Ｅ 鉄・菊 鉄 鉄 喰出・絞り小判 鉄 筒金 鉄 鉄 鉄 一文字 鉄
5 岩手県 山田町 房の沢 RT07 墳 Ｅ 鉄・菊 鉄 鉄 喰出・絞り小判 鉄 縁高 鉄 鉄 鉄 柏葉 鉄
6 岩手県 二戸市 諏訪前 SX30 墳 Ｅ 鉄・玉 鉄 鉄 喰出・絞り小判 鉄 筒金 鉄 鉄 鉄 柏葉 鉄

＊台状双脚式足金物＋覆輪状角窓鞘尻の組合せ

＊台状双脚式足金物＋筒状角袋鞘尻の組合せ

0
10
20
30
40
50
60

文化圏別による型式別出土数

西国 東国 東北（蝦夷） 擦文 オホーツク

0
10
20
30
40
50
60
70

西国・東国と東北・北海道における型式別出土数

西国・東国 東北・北海道

西国・東国 東北・北海道
Ⅰ類 8 2
Ⅱ類 5 1
Ⅲ古類 13 9
Ⅳ古類 14 21
ⅢⅣ複合古類 11 67
Ⅲ新類 0 15
Ⅳ新類 1 16
ⅢⅣ複合新類 0 2
Ⅴ類 3 5
点数 55 138

西国 東国 東北（蝦夷） 擦文 オホーツク
Ⅰ類 3 5 2 0 0
Ⅱ類 0 5 1 0 0
Ⅲ古類 5 8 6 2 1
Ⅳ古類 0 14 18 2 1
ⅢⅣ複合古類 0 11 52 8 7
Ⅲ新類 0 0 8 4 3
Ⅳ新類 0 1 13 2 1
ⅢⅣ複合新類 0 0 2 0 0
Ⅴ類 0 3 4 0 1
点数 8 47 106 18 14
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４　茨城県出土の蕨手刀について

第 157 図　『正倉院御物図』第 10 巻の御大刀図第 8 号（東京国立博物館提供）

に修復された拵の揃う伝世品の中倉第８号黒作横刀で

は，柄は樺巻き，全て黒漆塗りされ，紫染鹿皮製の手抜

き緒が装着されている。柄頭の座金は黒漆塗りされるが，

こうした例から，本刀の場合，柄頭には元々有機質の座

金を黒漆で固めていたとも考えられなくもない。唯々，

問題を提起することに留めるものである。なお，柄巻き

については，青森県おいらせ町阿光坊古墳群 T２ 号噴

出土例のように紐巻きの場合もあることを記しておく。

本稿を執筆するにあたり，稲田健一氏（ひたちなか

市生活・文化・スポーツ公社），山田隆博氏（山元町教

育委員会）から資料提供などの助力を得ました。末筆で

すが感謝の意を表します。

【註】

１．柳澤清一によると，「これは試案であって暫定的な方法であるが，図

示したとおり各類型の差異は，たとえば「柄頭ゾーン」の形状から容

易に捉えられる。Ⅱ型ではそのラインが開放している。これに対して

Ⅲ型では，ラインの交点が柄頭から遠い位置にある。他方Ⅰｂ型では，

ラインの交点が柄頭の内部に収まっている。そして絞りの度合いを示

すラインは，Ⅰａ型やⅠｂ型に比べると，完全に開放していることが，

一目瞭然にわかるであろう。つまり，これまで想定されて来た蕨手刀

の変遷序列は，図の左側に示した複数の補助線が描く図形の差異によ

って，誰でも容易に検証できるわけである。」と指摘している。

２．平成 25 年（2013）６月 23 日に開催された第 35 回茨城県考古学協会

研究発表会並びに同資料では，城里町高根古墳群出土蕨手刀について，

「柄の握り下部には絞りを意識した湾曲がみられず，上部に弱い反り

がある。」といった根拠からⅢ古類の範疇と報告したが，再度検証し

た結果，Ⅳ古類に改めた。
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５　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土鉄釘の観察と唐櫃の想定復元
岡林孝作（奈良県立橿原考古学研究所）

　はじめに

　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓の玄室内から

は，鉄釘181 点（片）が出土した。

　鉄釘の表面には，木材や織物，漆膜とみられるものな

ど，銹によって固定されたさまざまな付着物が観察され

る。こうした付着物は，それが打ち込まれていた木製器

物やその内容物などに由来するものと判断される。

　一般論として，木製品の木部が腐朽消滅し，部材ど

うしを接合していた鉄釘のみが遺存する場合，鉄釘の

付着物，とくに付着材の観察から得られる各種の情報

は，その木製品を復元的に検討する上で重要な手がかり

となる。これを利用して木製品を復元する手法は，すで

に古墳時代の釘付式木棺において実践されている［岡林

1994］。

　そこで，この手法を応用し，出土した鉄釘の観察から，

十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓の玄室内に置か

れていた木製品がどのような器物であったのか，復元的

に検討してみたい。

　１　検討の方法

　まず，古墳時代の釘付式木棺における復元方法の基本

的な考え方について整理する。

　釘付式木棺は，古墳時代中期後半から後期にかけて広

くおこなわれた木棺形式で，製作にあたって鉄釘（まれ

に銅釘）による釘付けの技術を応用している点が最大の

特徴である。

　釘付式木棺に使用された釘に付着した材の繊維方向の

組み合わせと使用部位との関係は，以下のように整理さ

れる（第158図）。

　　Ａ型　頭部側の材の繊維方向が釘の長軸に直交し，

　　　　　先端側の材のそれが平行するもの。

　　Ｂ型　頭部側と先端側の材の繊維方向がともに釘の

　　　　　長軸に直交し，釘の同じ面にあるもの。

　　Ｃ型　頭部側と先端側の材の繊維方向がともに釘の

　　　　　長軸に直交し，釘の直交する面にあるもの。

　釘付式木棺の身は，原則的に底板１枚，側板２枚，小

口板２枚の計５枚の板材からなり，釘付けされる板材の

組み合わせは，側板と小口板，底板と側板，底板と小口

板の３通りになる。底板・側板の木取りはいずれも材の

繊維方向が板の長軸方向に一致するように用い，また小

口板は材の繊維方向が水平になるように用いることが基

本である。それぞれの板の組み合わせ方は，側板・小口

板が底板の上にのることを原則とする。

　その場合，Ａ型のような付着材の繊維方向の組み合わ

せをもつ釘は，側板と小口板の接合に使用されたもので，

それ以外の部位での使用はありえない。同様に，Ｂ型は

底板と側板の接合に使用され，Ｃ型は底板と小口板の接

合に使用されたことが明らかで，それ以外の部位での使

用はありえない。

　以上のような付着材のあり方と使用部位の対応関係に

ついては，実際の出土状況にもとづく検証もすでにおこ

なわれており，釘付式木棺においてはきわめて有効であ

る。木棺以外でも，比較的大型の箱物の場合には，この

ような付着材のあり方と使用部位の対応関係を復元に応

用することは十分に可能と考える。

　２　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓出土鉄

　釘の検討

　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓では，鉄釘は

おおむね玄室の奥壁と左右側壁に沿ってコの字形に設

けられた屍床の上から出土している。出土分布をみる

第 158 図　木材の三断面に対する釘の打ち込み方向と木
材付着パターン（［岡林 2015］による）
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と，大きく東壁寄りと西壁寄りの東西2群に分かれて集

中域がある。以下，それぞれ東群，西群とする。

　出土した鉄釘は大きくタイプ１とタイプ２に２分類さ

れている。両者は，頭部の形状がたがいに異なり，かつ

本体の大きさに明らかな大小の差がある。タイプ１は，

頭部が径1.4㎝前後の扁平な半球形をなし，一定の装飾

性をそなえた円頭釘である。これに対し，タイプ２は小

さな半球形の円頭をもつものや，頭部付近がわずかに拡

張する程度の角釘など，やや不揃いである。タイプ２の

特徴として，頭部のほとんどが材に埋め込まれる場合が

多い点を指摘できる。

　東群・西群とも，タイプ１とタイプ２は混在して出土

し，鉄釘自体の様相に大差はない。したがって，タイプ

１とタイプ２の差は，それらが使用された器物の種類の

違いではなく，使用部位の違いを反映している可能性が

まず考えられる。

　東群・西群合わせて181点（片）のうち，釘に付着した材

の繊維方向の組み合わせが上記Ａ～Ｃ型のいずれに属す

るかが判明したものは，全体の約30％にあたる50点であ

る。そのうち，タイプ１とされたものは９点（１・２・５・

14 ～ 18・20），タイプ２とされたものは41点（35 ～ 59・61

～ 67・69・74・75・112 ～ 115・151・167）であった。

　つぎに，タイプ１とタイプ２におけるＡ～Ｃ型の内訳

についてみると，明確な差が認められた。タイプ１の内

訳をみると，Ａ型が１点（16），Ｃ型が８点（１・２・５・

14・15・17・18・20）ある。Ｂ型はみられない。タイプ２の

内訳は，Ａ型が21点（35 ～ 46・57 ～ 59・112 ～ 115・151・

167），Ｂ型が10点（47 ～ 56），Ｃ型が10点（61 ～ 67・69・

74・75）である。

　また，タイプ１とタイプ２では，頭部側に付着した材

（釘付けの際に重ねられた２枚の材のうち，釘が貫通す

る手前側の材。以下，貫通材と呼ぶ）の厚さにも明確な

違いが認められる。タイプ１では，貫通材の厚さは2.9

～ 4.2㎝で，算術平均は3.6㎝，最頻値は4.0㎝であった。

タイプ２では，貫通材の厚さは0.9 ～ 1.4㎝で，算術平均，

最頻値ともに1.2㎝であった。

　これを東群・西群のそれぞれについてみてみると，両

群でほとんど差はない。東群のタイプ１の貫通材の厚さ

は2.9 ～ 4.2㎝で，算術平均は3.7㎝，西群のタイプ１の

貫通材の厚さは3.2 ～ 3.5㎝で，算術平均は3.4㎝であり，

東群の方が西群よりもわずかに厚いが，有意な差とはい

いがたい。また，東群のタイプ２の貫通材の厚さは0.9

～ 1.4㎝で，算術平均，最頻値ともに1.2㎝，西群のタイ

プ２の貫通材の厚さは1.2 ～ 1.4㎝で，算術平均，最頻値

ともに1.2㎝であり，同じといってよい。

　したがって，東群と西群は，使用された鉄釘の形状の

みならず，板の厚さや構造にもほとんど差がない木製品

に由来するものであり，タイプ１とタイプ２の差は同様

の器物における使用部位の違いを反映したものと判断で

きる。

　タイプ１は，重ねた２枚の材をともに貫通し，反対側

に突き出た先端部を折り曲げたもの（１ａ）と，貫通材を

貫通するが，背後の材を貫通しないもの（１ｂ）の２種類

にさらに分けられる。

　タイプ１aとされた一群は，手前側の貫通材とともに，

背後の材も貫通していることから，両方の材の厚さを知

ることができる。前面の貫通材の厚さはいま述べたとお

り4.0㎝程度の厚いものであるが，背後の材の厚さにつ

いてみると，1.0 ～ 1.1㎝と薄い。背後の材の厚さが判明

するのは東群出土のもののみであるが，ほぼタイプ２の

貫通材の厚さに等しいことが注意される。

　タイプ１，とくに１aのようなタイプの釘は通常の箱

物本体の製作には不要のものであることから，この木製

品は本体に別材によるなんらかの装置が取り付けられて

いたと考えられる。

　３　木製品の推定

　つぎに，東群・西群それぞれの鉄釘が使用されていた

木製品がどのような器物であったのか検討を試みる。復

元作業にあたっては，鉄釘の出土状態も重要な手がかり

となるが，十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓では

残念ながら出土状態は一見して規則的ではない。また，

出土した鉄釘は細片化したものも多く，付着材の検討か

ら類型化しえたのは全体の約30％である。ここでの検討

は，そうした資料的制約を前提としていることをあらか

じめ明記しておきたい。

　まず，上記の鉄釘の検討結果から，厚さ1.2㎝程度の

板材を組み合わせて製作した箱物を接合するためにタイ

プ２を使用し，その箱物に厚さ4.0㎝程度の別材による

なんらかの装置を接合するためにタイプ１を使用した可
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能性が考えられる。タイプ２にＡ～Ｃ型のすべてがみら

れるのに対し，タイプ１にＢ型がみられないことは，こ

の推定と整合的である。

　そこで，タイプ２の状況から，東西両群の箱物本体の

構造を推定してみる。

　タイプ２におけるＡ～Ｃ各型の数量内訳は，東群では

Ａ型が11点，Ｂ型が４点，Ｃ型が７点であり，西群では

Ａ型が10点，Ｂ型が６点，Ｃ型が３点である。両群とも，

側板と小口板の接合に使用されたと考えられるＡ型が全

体の約半数を占めることから，Ａ型を多用する構造，す

なわち組み手接ぎが用いられたと判断できる。同時に，

両群ともＢ・Ｃ型が共存することから，底板の上に側板

と小口板がのる釘付式木棺と同じ組み合わせ方であった

ことがわかる。また，付着した材の様相からはタイプ２

におけるＡ～Ｃ各型のすべてについて蓋または身のいず

れに使用されたものかを区別できないことから，蓋と身

が同じ基本構造をとる被せ蓋付きの箱物であった可能性

が考慮される。

　つぎに，タイプ１の状況から，このような箱物に別材

をどのように取り付けたかを検討する。タイプ１aの完

形品が東群にしか存在しないため，ここでは東群を対象

に検討する。

　東群では，先端を折り曲げるタイプ１a（すべてＣ型）

が４点，先端を折り曲げないタイプ１ｂはＣ型が４点，

Ａ型が１点確認できる。

　タイプ１bは，箱物を構成する板材の木口の面に別材

を接合したもの（Ａ型）と，木端の面に接合したもの（Ｃ

型）の両者がある。箱物本体が底板の上に側板と小口板

がのる組み合わせ方であることがタイプ２の検討から判

明しているので，板材の木口の面と木端の面がともに存

在する使用部位は，底板の四周にかぎられる。したがっ

て，タイプ１bは箱物の底板の四周に横方向から別材を

接合したもので，Ａ型のものは箱物の小口面，Ｃ型のも

のは箱物の側面に使用されたと判断できる。

　タイプ１aは，箱物を構成する薄い板材の平の面に別

材を取り付けるもので，釘の先端が別材と本体の材の両

方の材を貫通している。したがって，箱物の四周（側板・

小口板）に別材を垂直にして横方向から取り付けたか，

箱物の底板に別材を水平にして長軸に直交する方向に下

から取り付けたかのいずれかの可能性がありうる。しか

1a

1b

2

第 159 図　六脚形式の唐櫃の構造と鉄釘の使用部位の関係
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し，１ａと１bは貫通材の厚さからみて同じ別材を箱物

に取り付けたものと考えられるので，１bの状況から，

１aは箱物の四周（側板・小口板）に別材を垂直にして横方

向から取り付けるために使用されたと結論できる。

　以上のような鉄釘付着材のあり方と各部位の構造とが

対応する木製器物を，これまでに知られている木製品の

中に求めれば，六脚形式の唐櫃がもっとも蓋然性の高い

候補として指摘できる。

　第159図に六脚形式の唐櫃の各部材の組み合わせと付

着材のあり方による鉄釘の各類型の対応関係を模式的に

示した。この唐櫃はあくまで仮想のものであるが，以下

の点に留意している。

　まず，東群・西群とも本体の接合に使用されたタイプ

２におけるＡ型とＢ型・Ｃ型の数量比がほぼ１：１である

ことから，この仮想の唐櫃ではタイプ２の鉄釘の使用数

量をＡ型32本，Ｂ・Ｃ型各16本とした。底板と側板・小口

板の釘付け位置は，京都府木津川市瓦谷遺跡出土例［伊

賀1989］の釘付け位置などを参考に，各面４ヶ所として

いる。側板と小口板の組み方については，正倉院古櫃に

おける一般的なあり方［関根1978］を参考に，蓋を二枚組

（相欠き），身を六枚組とし，組み手１枚につき１ ヶ所

の釘付けとしている。脚の接合については，一般的な上

下３ ヶ所での釘付けとしている。上位・中位が側板・小

口板への接合（タイプ１a），下位が底板四周への接合（タ

イプ１b）となる。

　したがって，この仮想の唐櫃でのタイプ１の鉄釘の使

用数量は，１aが12本，１bが６本で，1bのうちＡ型が

２本，Ｃ型が４本となる。

　この仮想の唐櫃１合に使用された鉄釘の種類と数量を

あらためて整理すると，タイプ１a（Ｃ型）12本，１b（Ａ

型）２本，1b（Ｃ型）４本，タイプ２（Ａ型）32本，２（Ｂ

型）16本，２（Ｃ型）16本の，合計82本となる。同様の

唐櫃が東西で２合存在したと仮定した場合，鉄釘の使用

総数は164本となる。この数字は，破片を含めた実際の

鉄釘の出土総数181点と大きく乖離するものではない。

　４　若干の議論

　東群，西群ともに第159図に示したような唐櫃であっ

た可能性を指摘したのであるが，ここでいくつかの点に

ついて確認しておきたい。

まず，東群と西群は，鉄釘の形状や大きさ，板の厚さな

ど細かな点までよく共通している。これが２つの唐櫃で

はなく，１つの唐櫃に由来するものが，なんらかの理由

で東西に分かれて出土した可能性はあるであろうか。

　第158図のような唐櫃１合の場合，使用数量がもっと

も少ない鉄釘はタイプ１bのＡ型（２本）で，タイプ１b

のＣ型（４本）がこれに次ぐ。実際に確認されている数

をみると，タイプ１bのＡ型は東群で１本（16），タイプ

１bのＣ型は東群で４本（14・15・17・18），西群で１本（20）

である。タイプ１bＡ型は東西合わせても１本であるが，

Ｃ型は東西合わせると５本となり，唐櫃１合分を超過す

る。また，付着材の状況が不明のものも含めてタイプ１

の頭部の数をみると，東西あわせて26本になり，唐櫃１

合分の本数（18本）を超過する。したがって，第159図の

ような唐櫃を想定するかぎり，東西両群の鉄釘が１つの

唐櫃に由来するものである可能性はない。

　脚の数に関連して，六脚形式ではなく，四脚形式であ

る可能性の有無について検討してみる。

　東群では，本体の小口面に脚が取り付けられていたこ

とを示すタイプ１bのＡ型が存在するとともに，本体の

側面に脚が取り付けられていたことを示すＣ型が４本存

在する。したがって，小口面に脚がない四脚形式，側面

と小口面に２本ずつの脚が取り付けられる四脚形式のい

ずれでもなく，やはり六脚形式とするのがもっとも妥当

である。いっぽう，西群ではタイプ１bのＡ型は未確認

で，本体の小口面に脚が取り付けられていたかどうかは

厳密には不明である。したがって，西群については小口

面に脚がない四脚形式である可能性は残る。

　白木の唐櫃では，蓋・身ともに稜角の部分を黒漆で縁

取る蔭切が施されるのが一般的である。十五郎穴横穴墓

群館出支群Ⅰ区第35号墓出土の鉄釘でも，タイプ２の頭

部に付着した材の表面に黒漆様の付着物が往々にしてみ

られる。西群の41はその典型例で，蓋または身の角の部

分で，組み手に打ち込まれた鉄釘とそれに直交して蓋の

天板もしくは身の底板から打ち込まれた鉄釘が，側板ま

たは小口板の材とともに遺存する。また，とくに西群で

は，ところどころに表面を黒漆塗りにした材の残片が遺

存していた（第99・100図）。なかには組み手接ぎの部分の

残片もあり，鉄釘に由来すると考えられる銹が付着する

ものもある。こうした状況から，十五郎穴横穴墓群館出
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についても本体はスギ材とする樹種同定結果が示されて

いることと整合的である。

　さいごに，鉄釘の出土状態と唐櫃の大きさとの関係に

ついて触れておきたい。十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区

第35号墓では，東西両群とも鉄釘の出土状態にはあまり

規則性はない。したがって，唐櫃自体の大きさを知る手

がかりに欠く。しかし，かりに身の長辺の長さが90 ～

100㎝，短辺の長さが60 ～ 70㎝という正倉院古櫃の平均

的な大きさを想定した場合でも，屍床上面のスペースの

点では矛盾はない。東西両群の鉄釘の散布範囲は，東群

は集中域から北へ，西群は逆に集中域から南へののびが

みられるが，これは木部の腐朽にともなう櫃の倒壊方向

によっては十分ありうる範囲といえる。

　おわりに

　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓から出土した

鉄釘の検討から，少なくとも２個の唐櫃が存在した可能

性を指摘した。鉄釘の出土層位からは８世紀の大刀が出

土しており，これらの唐櫃はその時期の追葬にかかわる

ものである可能性が高い。

　唐櫃は本来収納にかかわる調度品であるが，館出支群

Ⅰ区第35号墓における用途が副葬品をおさめるための容

れ物であったのか，蔵骨器としての転用であったのかは

判断がむずかしい。しかし，飛鳥～奈良時代の墳墓にお

いて具体的に唐櫃の存在の可能性が指摘できたのは今回

が初例と考えられ，鉄釘の観察からそのことを明らかに

したことの意味は大きいといえるだろう。

　本稿はJSPS科研費　15K02999の成果の一部を含んで

いる。
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６　十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土鉄釘付着木質の樹種
福田さよ子（奈良県立橿原考古学研究所共同研究員）

　はじめに　　茨城県ひたちなか市中根に所在する「十五

郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区第35号墓」からは，木質が付着

した多くの鉄釘が出土した。ここではこれらの木質につい

て，樹種の同定を試みたので結果を報告する。

　この横穴墓からは181点あまりの鉄釘（片）が出土してお

り，大半に木質が付着していた。これら鉄釘の形状や付

着した木質の方向などを詳細に観察した結果，ここには鉄

釘を使用して組み上げられた「唐櫃」が２合以上置かれて

いたことが解明された（岡林報告Ⅴp.255 ～）。また，発掘

調査の結果からこれらの唐櫃は奈良時代のものである可

能性が高いことが判明している（本文Ⅲp.119 ～）。

　［観察１］　　ここではまず，これら鉄釘に付着した木質

をひたちなか市埋蔵文化財調査センターで撮影された詳

細な大量のマイクロスコープ画像から，樹種が判明できる

かどうか観察を試みた。結果は，観察できるすべての木質

の樹種は針葉樹であることはわかったが，針葉樹の同定上

最も重要な情報源の一つである柾目での分野壁孔の状態

を，明瞭に判別することはできなかった（第160図-１ ～ ４）。

　［観察２］　　次に，ひたちなか市埋蔵文化財調査セン

ターに保管された遺物（鉄釘）第93図５と49に関して，セン

ター内で実見させていただいた上でマイクロスコープを使

用して柾目面の観察をおこなった。この結果は，前述の分

野壁孔の壁孔縁が窓状ではなく円形で，１分野にほぼ２つ

ずつ存在していることまではわかった。つまりここではマ

ツ属やコウヤマキなどの樹種ではないことが判明したが，

それ以上の結果は出せなかった（第160図-５・６）。

　［観察３］　　最後に，出土遺物の中から漆塗膜の付着

した微細片を同定用のサンプルとしてひたちなか市埋蔵文

化財調査センターよりご提供いただき，顕微鏡用の試料を

作成することにし，樹種同定を試みた。このサンプルは出

土位置から，玄室内西側一群の部材であると思われ，漆

が塗布されていることから「櫃」の蔭切部分であると推測で

きる。つまり脚など付属装置の部材ではなく，櫃本体（身）

か蓋の材と考えてよいものである。サンプルは1.0×1.5mm

ほどの微小なもので，銹化と漆塗膜によって硬化してい

た。通常樹種同定試料を作成する際には，水分を含んで

柔らかくなったものからカミソリを使用して木口・柾目・板

目各断面の薄切片を切削しプレパラートに仕上げるのであ

るが，このサンプルは試みに一部を70％アルコールに浸け

てみると周囲が粉状に崩壊するのみで，軟化させることは

できなかった。この粉状になったものを落射蛍光顕微鏡で

観察すると，リグニンがほとんど残っていない状態であっ

た。木質のリグニンが無い状態というのは，細胞組織がほ

とんど銹に置換されて形状を残していることであり，薄切

片の作成は不可能と思われた。そこで，ブロックの状態の

まま実態顕微鏡下で木口面を観察した後，サンプルの一

部を薬包紙の中で静かに押しつぶし，微細になった試料に

70％アルコールを浸潤させたのちスポイトでスライドグラ

ス上に滴下し，濾紙で水分を除去してオイキットで封入し

てプレパラートを作成した。これを透過光の生物顕微鏡下

で観察し，樹種の同定をおこない，顕微鏡写真を撮影した。

観察所見と同定の結果を以下に記す。

　木口面では早材から晩材への移行は比較的緩やかで，

年輪界は明瞭であることが確認できる（第160図-７）。柾目

面では分野壁孔はスギ型で，１分野に２～３個存在するこ

とがわかる（第160図-８）。板目面の良好な写真を提示でき

ないが，放射組織は単列で，樹脂細胞が存在し，仮道管

壁にはらせん肥厚がなく平滑であることがわかる（第160図

-９）。以上の観察結果からこの試料はスギ科（Taxodiaceae）

のスギ（Cryptomeria japonica  D. Don）であると同定した。

　［まとめ］　　今回樹種の同定を試みた結果，以下のこと

がわかった。

①　玄室内の東西に置かれていたと思われる櫃は，いず

れも脚・本体すべてが針葉樹を使用して製作されたもので

ある可能性が高い。

②　上記①の分野壁孔縁の形状は円形を呈し窓状にはな

らないので，針葉樹の中でもマツ属およびコウヤマキでは

ない。

③　西側櫃の本体はスギ材を使用して製作されている。

奈良時代の櫃は正倉院に多くが伝わるが，そのほとんどが

スギ材で製作されており，今回の同定結果もその例に違

わなかった。

＊末筆ではありますが，今回，貴重な遺物を同定する機会を与えていた

だいたひたちなか市教育委員会に感謝いたします。 
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第 160 図　館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土鉄釘付着木質組織顕微鏡写真
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７　館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土の刀子

　館出支群Ⅰ区第35号墓からは，５口の刀子が出土した。

そのうちの１口は，金銅製の鎺と帯執金具，鞘尻金具が

みられる豪華な刀子であった。このような拵えの揃った

刀子が出土した例はなく，唯一，正倉院宝物に類例がみ

られる。ただし，帯執金具のみでは奈良県の平城京内や

西大寺食堂院の井戸，山口県見島ジーコンボ古墳群第81

号墳からの出土を確認しているが，出土例は非常に少な

い。金製や銀製の装具を伴う刀子については，すでに古

墳時代後期以降の奈良県藤ノ木古墳や群馬県綿貫観音山

古墳といった各地の有力首長層の古墳を中心に42遺跡60

例の出土がみられる［藤村2012］。

　このような豪華な刀子は，正倉院宝物では２口１組の

ものが多く，役人などが腰から下げて使用したものとさ

れている。当横穴墓からは，20㎝を越える刀子がもう１

点出土しているが，形状からは組になるものではないと

考える。また，正倉院宝物では，鞘などの材質が格の高

いものほど犀角や象牙などの貴重なものが用いられてい

るとされるが，今回出土した刀子には，鞘部や柄部に有

機物の存在を確認し分析を実施したが，材質の同定には

至らなかった。　

　出土例がない刀子のため，詳細な検討が困難な状況で

はあるが，このような豪華な刀子の出土から，その所有

者には中央との深い関わりのある人物や，中央に対して

大きな貢献を果たした人物が想像できる。

　引用・参考文献

斎藤 忠・小野忠凞　1964　『見島総合学術調査報告』山口県教育委員会

城倉正祥　2009　「正倉院宝物と同じ刀子金具を発見！」『奈文研ニュー

　ス』No.32　「奈文研ニュース」編集委員会・奈良文化財研究所 6-7 頁

藤村 翔　2012　「銀装刀子とその類例」『宇東川遺跡A地区　原田公園造

　成整備事業に伴う３～６次埋蔵文化財発掘調査報告書』富士市埋蔵文

　化財調査報告第50集　富士市教育委員会　163-170頁

10cm0

註
註１　城倉正祥氏の御教示による。

註２　吉澤 悟氏の御教示による。

第 161 図　館出支群Ⅰ区第 35 号墓出土刀子

第 162 図　刀子帯執金具の出土例（［城倉 2009］・［斉藤他 1964］を一部修正）

平城京跡・西大寺・東大寺刀子帯執金具の出土地点（縮尺不同）

見島ジーコンボ古墳群第 81 号墳（縮尺ほぼ 1/2）

西大寺・平城京跡出土刀子帯執金具（縮尺不同）

註１

註２
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８　十五郎穴横穴墓群の測量調査
三井 猛（有限会社 三井考測）

　１　調査目的

　測量の目的は，考古学的分布調査と地形測量を同時に

調査して，横穴墓の分布状況と範囲，横穴墓が造営され

ている地形の特性を明示した３次元遺跡測量図を作成す

ることである。

　また，測量調査後に行われる試掘調査の位置や，発掘

によって発見された横穴墓の記録を同じ座標系で３次元

記録し，遺跡と地形の関係性が分析できる３次元データ

マップを作成することを，もう一つの目的とした。

　２　測量調査期間と測量調査場所

平成20年度調査

　（2009年２月～ 2009年６月）指渋支群北面Ⅰ区～Ⅵ区

平成21年度調査

　（2009年10月～ 2010年３月）館出支群北方及びⅠ区～

Ⅲ区

平成22年度調査

　（2010年11月～ 2011年３月）館出支群Ⅳ区～Ⅷ区

平成23年度調査

　(2011年11月～ 2012年３月）笠谷支群Ⅲ区，Ⅳ区，館出

支群Ⅰ区第35号墓

平成24年度調査

　（2013年１月～ 2013年３月）笠谷支群Ⅰ区，Ⅱ区，Ⅴ区

～Ⅸ区

平成25年度調査

　（2013年12月～ 2014年３月）虎塚古墳及び周辺地区～

館出支群Ⅰ区墳丘（旧虎塚２号墳）西側地区

平成26年度調査

　（2014年８月～ 2015年３月）指渋支群北面～北側対岸

地域，館出支群Ⅰ区第32号墓，館出支群Ⅰ区第33号墓，

館出支群Ⅲ区第５号墓，館出支群Ⅶ区第３号墓，笠谷

支群Ⅴ区第13号墓，笠谷支群Ⅵ区第１号墓

　３　調査方法

　本測量調査の作業工程は，測量学的技術工程と考古学

的調査方法に基づき，各年度調査区域毎の地形的特徴を

把握した上で作業計画を立案した。

　現地調査は現地踏査の後，３次元地形測量を行うため

に最も有効な基準点を設置し順次作業を実施した。（第

163図）

　

　（１）基準点測量及び水準測量

　基準点測量は，国土調査時の基準点成果を与点として

使用し，調査地区全域を網羅するために４級基準点測

量により基準点を設置した。測地系は世界測地系（測地

2000）平面直角座標系第９系である。

　なお，標高値は平成２年度埋蔵文化財センター等測量

業務の際，虎塚古墳管理棟に隣接する敷地に設置された

水準点BM２（H＝21.050ｍ）を原点として，使用基準点

に4級水準測量（直接水準測量）によって標高値を配布し

た。

　2011年3月11日の東日本大震災による影響

　東日本大震災による影響は，当調査地であるひたちな

か市の地形にも大きな影響があった。

　地震による変動は，地理的に大きな影響があった地殻

第 163 図　遺跡調査測量作業フロー

作　業　計　画

現　地　踏　査

基　準　点　選　点

４　級　基　準　点　測　量

４　級　水　準　測　量（仮 BM 設置）

３　次　元　遺　跡　調　査　測　量

３　次　元　図　化　解　析
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変動と，局地的な地形の変動の二つが認められた。

　地震による地形変動による遺跡への影響は，現時点で

は大きな影響はないと考えられるが，現時点でそれを判

断すべきでは無いと考えたため，今後の保存活用と未来

に手渡す考古学的測量記録としてここに記述する。

　地震による局地的地形変動の変動量は目視だけでは判

断できないため，調査区に配置された各既設基準点の変

化を数値化して測量時に毎回点検測定した上で使用の可

否を判断し測量を実施した。

　局地的変動の特徴は，主に次の３点が認められた。

　・台地の安定した地盤上に設置された基準点

　　ほぼ変化が認められない。ただし，埋没谷上の地形

は沈下が見られ水平方向にも若干の変動が見られ

る。

　・台地上に構築された盛土上（土塁等）

　　概ね20㎝程度沈下し東西南北の水平方向にも変動が

認められる。変動量は一定では無い。

　・谷津状地形

　　ほとんどの谷地は谷津田地に使用されている。

　　変動量は一定では無く水平方向，沈下量共に大きな

変動が見られ，特に谷津下流地域に大きな異常が見

られた。谷津下流地域は震災直後に沈下したポイン

トが，一年後に若干の隆起する変動が認められた。

このことは震災後に続く余震により軟弱地盤上の地

形的変動が続いていることが推定できる。

　調査全般で使用した測量座標は，震災前の世界測地系

座標と標高値を継続して使用した。その理由は，震災後

に国土地理院より配布された変換パラメータによる座標

と局地的地形変動した座標が合致しないケースがあり，

複数年に渡る調査の中で２つの座標系を使用した場合の

将来的混乱が生じることを避けるためである。

　（２）地形の測量

　地形測量の調査方法は，広域な地形を概査的に測量し

地形全体を把握する航空測量等の測量と，調査対象地域

をより詳細に精査する地上測量がある。

　航空測量は従来一般的に写真測量が用いられてきた

が，樹木等が繁茂する森では地形の測定が困難であるこ

とから，現在は航空レーザー測量が注目されている。

　この航空レーザー測量は，空中からレーザー光線を数

億点という単位で照射計測することで，樹木の枝葉の隙

間から地上へ届いたレーザー反射光を受光し測量してい

る。計測したデータは，解析時にフィルタリングするこ

とで木々に隠された地形を測定する優れた技術である。

　しかしながら，航空レーザー測量は３次元等高線図を

作成できるものの窪地に堆積する落ち葉や腐葉土,異物

と地形の区別は出来ず，計測したデータから線画による

地物の測量図を作成するには至っていない。また，考古

学的調査で欠かせない現地観察や踏査をせずに腐植土に

隠される遺構やイレギュラーな局地的微地形，人為的地

形変換線等の分類は出来ない。そのため，現在のところ

航空レーザー測量は数量分析の範疇のみであるため地上

測量による精査が必要となる。

　地上測量は，現在トータルステーションによる３次元

地形測量や地上型３次元レーザー測量により地形を測量

するのが主流となっている。ただ，地上型３次元レー

ザー測量は航空レーザー測量同様に属性分類と共に地表

に堆積する木の葉や腐葉土に隠された地形は計測出来な

い。そのためトータルステーションによる補測が必要と

なる。

　トータルステーションによる地形測量は，数量分類・

属性分類共に測量可能ではあるが，測定する人の知識と

技量により測量成果の良否が左右される。また，レーザー

測量のように多量の測定は出来ず，一度に測量できる範

囲が限られるが，目視による地形や地上遺構の観察と確

認ができるため精査測量に向いている。

　測量方法

　本測量調査で行った地形測量は，トータルステーショ

ンによる３次元遺跡調査測量である。

　この測量方法は，単に地形情報を計測するだけで無く，

地上で確認出来る遺構と埋蔵される遺跡に起因されたと

推測できる人為的地形改変痕跡，遺物の分布状態，現代

の土地利用による地形等を分類し，測量学的に現地地理

情報との整合性を担保した上で考古学的考察や統計学的

解析を可能とする。

　なお，本測量調査では横穴墓の調査に重きを置くため，

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター考古学専門員と現

地観察と協議を重ね横穴墓の考古学的微地形調査方法を

構築した。

　この考古学的微地形調査による３次元測量は，考古学
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的調査方法における数量分類計測と属性分類計測の2種

類の測量を行い，その計測結果を図化解析することに

よって遺跡踏査を反映した３次元測量図を作成した。

　具体的には，広域な地形測量と局地的な精査的測量を

実現するため，下記の調査要件を満たす測量を実施した。

○測量学的精度管理の下で，計測点全てに属性名称（記

号）と計測点Noを付加させる。

○全測点３次元計測した後３次元解析を行う。成果は地

理情報との整合性させた上で３次元表示を基本とし

た。

○測量・計測データは遺跡の３次元データマップとして

も利用可能とした。

○複数年に渡る広域な測量調査を均一な測定精度で調査

区全域を測量可能とするため，国土調査で設置され

た基準点を使用し，地形測量の測定精度は図面縮尺

1/500とした。

○遺跡調査における測量のため，考古学的測量仕様によ

り数量分析用計測点として，独立標高点（単点）計測は

７m四方に１点以上計測することとした。なお，等高

線図化表示は計曲線５m，主曲線１m，補助曲線0.5ｍ

である。

○考古学的測量調査方法は，地形を考古学的かつ地形学

的観察により微地形を抽出し，自然地形と人為的地形

改変の地勢を大分類として，それぞれの大分類下に中

分類，小分類を実施する。

　本調査で実施した３次元遺跡調査測量は，考古学的調

査に特化した測量技法であり，測定する対象は地形及び

地物の要素に加え，下記の１～７の考古学的分布調査の

第 164 図　既知の横穴墓

第 165 図　新たに確認した横穴墓

第 166 図　横穴墓墓前域形状に類似する微地形箇所

第 167 図　横穴墓に起因する微地形と推測地

調査項目を取り入れた上で計測記録し，地形との関連性

を確認出来るように３次元計測記録を行った。

１. 既知の横穴墓（第164図）

２. 新たに確認した横穴墓（第165図）

３. 横穴墓墓前域形状に類似する微地形箇所（第166図）

４. 横穴墓に起因する微地形と推測地（第167図）
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５. 人為的地形改変痕跡の微地形推測箇所（第168図）

６. 岸壁面が不自然に形成された窪み痕跡（第169図）

７.遺物や閉塞石等または類似する石（第170図）

　計測の属性分類は，測定時に現地で全て属性付けを行

い計測した。分類の基本は大分類，中分類，小分類の順

で行い，全ての観測点は３次元測定で実施した。なお，

考古学的微地形調査の理論を用いた解析による測量結果

から考古学的分析が可能な図化整理を行う。

　この考古学的微地形調査による測量方法は通常縮尺精

度1/100程度で実施するのが最も効果的である。しかし，

本測量調査対象地は当初９万㎡以上面積を計画されてい

たため，費用対効果が期待できる最小縮尺精度を１/500

と求め，新たな計測記録技法を併用して測量を実施する

こととなった。

　数量分類計測

　通常縮尺１/500地形測量の場合，国土交通省作業規程

に基づくと独立標高点（単点）の測定間隔は，20m×20m

に1測点を基準とする。

　しかしながらこの場合，小規模古墳や塚跡などは単な

る地膨れ的な地形解析となってしまい人為的地形改変痕

跡の検出は出来ない。

　考古学的測量調査の場合，遺構を起因とする過去の人

為的地形改変痕跡の地形解析を主とするため，縮尺精度

１/500の測量でも直径10ｍ程度の小規模な古墳も検出可

能な計測間隔を勘案し49㎡に１測点，すなわち定間隔計

測を７ｍ間隔で独立標高点（単点）を計測記録する特別な

仕様となった。

　独立標高点測量間隔の算定根拠は，国土交通省作業規

程で示される地形測量時の独立標高点測定間隔，図上４

㎝×４㎝当たり１点という基準を基に導き出した数量で

ある。

　数量分析を行うための数量分類計測は，計測者の主観

を出来るだけ排除した定間隔計測を基本とした測量方法

を必要とする。

　この計測方法は均等かつ客観的な計測点のみで地形の

起伏を解析図化するため，恣意的な図化解析にはならな

い。しかし，この数量分析を目的とした計測だけでは，

地形構成要素の具体性が乏しいため，平均的な地形解析

に止まり実際の地形とは隔たりが生じ，数量分類計測だ

けでは考古学的地形測量解析には向かない。

　したがって，数量分類計測に加え属性分類計測を含め

た測量を行う必要がある。

　属性分類計測

　地形には様々な自然地形と人が造成した人為的な地形

が有り，地形学的な分類と共に地図学的な分類が出来る。

　属性分類では，それら自然地形の地形学的分類や近現

第 168 図　人為的地形改変痕跡の微地形推定箇所

第 169 図　岸壁面が不自然に形成された窪み痕跡

第 170 図　遺物や閉塞石等または類似する石
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代の人為的造成地，地物に加え，遺構を起因とする微細

な人為的地形改変跡を分類する。

　測量時には，これら地形構成要素を現地で観察と評価

を行い，属性毎の分類をして３次元計測を行う。

　この考古学的微地形調査の理論［三井2009］による３次

元属性分類計測を行うためには，測量学及び考古学の知

識の他，地形学，地質学，土木工学等の知見をもって観

察と分類を実施する必要がある。

　属性分類計測の分類は大分類から中分類，そして小分

類を行う。

　大分類では自然地形と人為的地形改変痕跡・地上遺構・

現代の土地利用や人工自然不明地形等の分類。

　中分類では大分類毎に自然地形の地勢種類・人為的地

形改変痕跡の各種類・地上遺構の各遺構種類・土地利用の

種類などの分類をする。具体的な例は次の通りである。

・地表遺構：墳裾部，墳頂部，周溝部，段築部，人為的　

地形改変部，土塁部，溝部，整地部，窪地部等。

・現代の土地利用と人工構造物：家屋，道路，耕作地，　

法面部，造成地部，人工的掘削部，ブロック等。

・自然地形：尾根地形部，谷地形部，地形傾斜変換部等。

・人工自然不明地形：連続する傾斜面であるが不定形不　

均一地形，不定形窪地等。

　小分類は，中分類をおこなった地形をより細分化し，

各中分類の上端・中端･下端等の微地形情報を記録する。

　このように地形構成を明確に分類化すると共に，地形

中に包蔵する遺構推定箇所の情報を区別して，図化解析

時にはレイヤー分類することで遺跡データマップ化によ

る数値解析を可能とする。

　遺構の計測方法

　①横穴墓の測量

　横穴墓の計測は次の測定で実施した。

○既知の横穴墓

　横穴墓羨門位置の３次元計測と玄室長，そして主軸方

向を地形測量時に同時に計測記録。

○地形測量時に発見した横穴墓や，確認調査による発掘

時に発見された横穴墓

　横穴墓羨門位置の３次元計測。開口横穴墓は玄室長，

そして主軸方向を計測記録。

　発掘により発見された横穴墓は地形測量とは別途計

測。

○開口横穴墓中特に重要と判断された横穴墓

　墓前域から玄室内までの詳細３次元計測を行う。測定

種類はトータルステーションによる３次元計測を主と

して行い，写真測量も併せて行った。なお，館出支群

Ⅰ区第35号墓のみは３次元レーザースキャン（三角法）

による工具痕計測を実施した。

　横穴墓計測は地形測量時設置した基準点を使用し，同

一座標系とした。

　横穴墓の計測は地形測量とは計測方法と測定精度が異

なり，より精細な３次元記録を行うため簡易及び通常の

計測は測定精度１/40，詳細計測は測定精度１/10で実施し，

立体構造体の様々要素を漏れなく記録するため，横穴墓

を構成している各要素を属性分類して３次元計測を行っ

た。

　②使用計測方法

○トータルステーションによる横穴墓本体の３次元計測

　（第171図）

○写真計測による人骨及び遺物等の計測（第172図）

○StructureFromMotion（SFM）写真計測による横穴墓

　内部の立体的計測記録

○３次元レーザースキャナによる工具痕跡の計測

　トータルステーションによる横穴墓本体の３次元計測

　（使用器械：Leica製 TCRA1105Plus）

　横穴墓計測記録は，横穴墓を立体的に計測記録するだ

第 171 図　３次元遺構計測作業フロー

作　業　計　画

遺　構・遺　物　の　観　察

補　助　基　準　点　選　点

補　助　基　準　点　測　量

玄　室　内　計　測

図　化　解　析

墓　前　域　及　び　羨　門　部　計　測
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けなく，現場での観察情報から構造分類し計測記録した。

トータルステーションによる３次元計測の分類方法は次

の通りである。

　○大分類：横穴墓墓前域，羨門及び玄門部，玄室内部

　○中分類：各大分類した構造を床面，壁，天井等

　○小分類：各中分類した構造を上端，中端，下端等，　

　　構造線等

　また，横穴墓の特徴として構造体要素の他に意匠性も

併せ持っていることから，横穴墓築造の設計思想も考察

する重要な手がかりとなるため，次のように属性毎に分

類計測記録を行った。

・横穴墓全体の平面，立面，側面の形状。

・天井形状，壁や床面の仕上げ削りの範囲等。

　なお，壁面や天井面，床面など面的計測には面的変化

を抽出するため，数量分類計測による定間隔測定を密に

行い属性分類計測と共に３次元図化解析を実施した。

　写真計測による人骨及び遺物等の計測

（使用カメラ：RICOH製GX100　使用ソフトウェア：倉敷

紡績製 KuravesMD）

　写真計測はレーザースキャナによる３次元計測と共

に，多量かつ密集した状態で出土した遺物や，古墳の葺

石や石積遺構等の群を成して形成する遺構を計測記録す

るのに有用な測量方法である。

　写真計測はレーザースキャナよりも計測記録したデー

タ質量が少ない事と，遺構や遺物の色彩を画像により鮮

明に取得することが出来るためと，費用対効果が優れて

いることから本調査で使用した。

　また，計測精度を向上させるため横穴墓構造を計測す

るために使用した基準点から基準標定点を複数設け，写

真測量理論に則り撮影と解析を行った。

　横穴内部に人骨及び遺物を遺存する館出支群Ⅰ区第35

号墓や，館出支群Ⅲ区第５号墓の計測は，可視線による

デジタル写真測量に加え，近赤外線，色彩付赤外線を使

用した特殊光撮影による写真計測も併せて行った。

　近赤外線，色彩付赤外線による撮影計測記録は，光学

的反応の差分を撮影画像で分類出来るため，人骨と木片

の区別や火葬骨と未焼骨の違いを現場で判断でき，図化

解析時には明確な区分が出来ることから非常に有用な結

果をもたらした。［三井2010］

　StructureFromMotion（SFM）写真計測による横穴墓

内部の立体的計測記録

（使用カメラ：RICOH製GR　使用ソフトウェア：AgiSoft

製  PhotoScan）

　トータルステーションによる横穴墓構造体３次元計測

を補うために３次元写真計測であるStructureFromMo

tion（SFM）写真測量を行った。

　SFMによる写真測量はマルチイメージのバンドル調

整が同時に出来るため，写真測量理論での撮影方法を多

種類使用可能となり，平行撮影法や内向き撮影法に限ら

ず，外向き撮影法，遠近撮影法，斜め撮影方，斜め遠近

撮影法の様々な種類の撮影理論を使用できる。したがっ

て構造体の３次元計測が容易である。

　また，トータルステーションによる３次元計測では記

録出来ない岩盤の質感や色彩など視覚的な情報とデータ

処理によって３次元点群データから立体的なモデルデー

タまで取得出来る。

　３次元レーザースキャナによる工具痕跡の計測

　（使用器械：NextEngine製 3DScanner HD）

　館出支群Ⅰ区第35号墓玄室壁面は非常に平滑であり，

第 172 図　遺構・遺物の写真計測作業フロー

作　業　計　画

遺　構・遺　物　の　観　察

補　助　基　準　点　選　点

補　助　基　準　点　測　量

基　準　標　定　点　計　測

写　真　計　測　撮　影

写　真　計　測　デ　ー　タ　処　理

標　定　点　設　置

図　化　解　析
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削り面は化粧をした如く薄く削り整えられている。

　この工具痕跡を計測分析するため，３次元レーザース

キャナによる記録を写真測量やトータルステーションに

よる計測と共に実施した。

　３次元レーザースキャナによる計測は，玄室内壁面

３ヶ所を選び高密度計測なサンプリング行った。

　今回計測に使用した３次元レーザースキャナは，最高

で0.127㎜の測定精度が可能な三角法による計測器であ

る。この計測機器はTime Of Flightや位相差法レーザー

スキャナと比べより精密な計測に適している。

　測量・計測データ処理と図化解析

　トータルステーションによる３次元測量・計測は，計

測データを全計測点再検証可能にするため測点にナンバ

リングを行い，測量計算ソフトウェア（福井コンピュー

タ製 BlueTrend）を使用して観測手簿を作成した上で座

標計算を行った。

　計算された計測点はAutoCADに転送して属性毎にレ

イヤー分類し３次元図化解析を行った。

　図化解析された地形図及び遺構図は計測点群・遺構・遺

物の線画も３次元化させ，あらゆる角度の視点で3D表

示と計測検証を可能した。

　写真測量では，取得した画像データを図化解析するた

め写真計測ソフトウェア（倉敷紡績製 KuravesMD）を使

用してオルソフォト変換を行なった。

　オルソフォトはAutoCADに転送後，基準標定点の３

次元座標データと整合させ属性毎にレイヤー分類し図化

を行った。

　なお，人骨や遺物は出土状態が原位置と止めている為，

非接触による写真計測を行った。その際可視線撮影に加

え特殊光撮影によって得られた赤外線，色彩付赤外線画

像も使用して光学的反応別の分類と，現場観察情報と照

らし合わせた上で分類図化を行った。

　４　調査結果

　（１）測量・計測調査総数量

・３次元遺跡調査測量総面積　約187,000㎡

・横穴墓の３次元遺構調査計測　７基

　トータルステーションによる３次元遺構調査計測

　　館出支群Ⅰ区第35号墓（高精細計測調査）

　　館出支群Ⅰ区第32号墓，第33号墓

　　館出支群Ⅲ区第５号墓

　　館出支群Ⅶ区第３号墓

　　笠谷支群Ⅴ区第13号墓

　　笠谷支群Ⅵ区第１号墓（精細計測調査）

　写真計測による出土遺物及び人骨の詳細計測

　　館出支群Ⅰ区第35号墓

　　館出支群Ⅲ区第５号墓

　StructureFromMotion写真計測による横穴墓構造計測

　　館出支群Ⅰ区第32号墓，第33号墓

　　館出支群Ⅲ区第５号墓

　　館出支群Ⅶ区第３号墓

　　笠谷支群Ⅴ区第13号墓

　　笠谷支群Ⅵ区第１号墓

　（２）微地形測量による成果から得られた結果

・考古学的微地形調査による３次元測量の結果

　測量方法でも記述したが，通常考古学的３次元測量を

行う際に最も効果的な測量縮尺精度は１/100である。

　今回の調査では費用対効果を考慮して測量縮尺精度を

１/500にしたため，新たな測量技術を加えた考古学的微

地形測量方法を実施した。

　新たな測量技術は，第一に調査区全体の数量及び属性

分類計測は測定間隔を７m程度で測量を行う。それに加

え，地上遺構箇所や，埋蔵遺構が起因となる地形形成推

定地は縮尺精度１/100程度の測量を実施する。

　この測量方法を行うことで，一般的な縮尺１/500地形

図では分析表示出来ない考古学的遺跡踏査と測量結果の

分析と表示が可能となる。また，測量結果の３次元プロッ

トをする際計測データにNo及び名称付きで展開するこ

とで踏査箇所のチェックや次の解析を可能とした。

・全計測ポイントの３次元データと，計測対象物の確認

や踏査漏れの有無。

・属性分類や遺構の統計学的３次元解析等。

　考古学的微地形調査を実施した結果から次のような知

見を得た。

　地上踏査・測量時に発見した横穴墓は，露岩する崖面

または急傾斜地で多く見られた。そのほとんどは自然堆

積による埋没を免れた横穴墓であり，遠目には横穴墓は

視認できず近づくには地形が険しいため発見されなかっ

たと観察できる。
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　また，地形学的に自然地形の成り立ちと異なる微地形

地箇所にも横穴墓が埋蔵されていることが確認調査時の

発掘によって確認されている。これは，微地形調査の理

論に基づいた観察と分析で自然地形とは不合理性のある

地形を見分けることができる。

　例えば，円弧状崩落地（箇所）は一見して自然崩落と判

断される。それは自然崩落の場合崩落箇所直下には崩落

堆積土がある。しかし，埋蔵する遺構が起因する人為的

地形改変箇地の場合，崩落箇所直下にあるべき崩落土が

存在することは少ない。

　崩落形状が円弧では無く方形状崩落箇所の場合，自然

崩落地と思い込まず十分に疑ってみる必要がある。

　十五郎穴横穴墓群は凝灰岩層に横穴墓が造られ標高範

囲も限られる。

　十五郎穴横穴墓群の横穴墓造営地の地質は凝灰岩層に

作られ標高範囲も限られる。

　十五郎穴横穴墓群の横穴墓は，河岸段丘台地斜面地尾

根部を中心とした中層～下層の岩盤域に確認出来る。ま

た，方角的には指渋支群及び館出支群では台地の南面か

ら東面で横穴墓を確認出来るが北面では確認出来ない。

　笠谷支群では台地の南面，東面，西面で横穴墓を確認

出来る。このことから，計測結果では横穴墓造営地であ

る半島状に突き出た河岸段丘台地の東・西・南斜面と，横

穴墓造営位置における方位的規則性を見いだすことは出

来ない結果となった。

　しかしながら，周辺地形情報を含めた知覚的な地理空

間から分析すると次のような地理的関係性を見いだすこ

とが出来る。

　各横穴墓の大半は十五郎穴横穴墓群から見て南東方向

に位置する那珂川河口方向を望む場所に羨門及び墓全域

を造営されている。また，横穴墓群の分布状況において

注目すべき点として，台地上に古墳が望める麓斜面に密

集して横穴墓が造営されている。主な横穴墓密集地は次

の通りである。

・虎塚１号墳の南東地域（第173図）

・館出支群Ⅰ区墳丘（旧虎塚２号）東～南東地域（第174図）

・館出支群南端の半島状地の南地域（第175・176図）

・笠谷６号墳南西地域，笠谷７号墳南東地域（第177図）

　館出支群南端の台地上には古墳の確認ができない。し

かし，微地形測量解析したところ台地中央北から南方向

にかけて僅かに尾根状の微地形が確認できる。（第176図）

　半島状台地突端の地形であるにもかかわらず距離50m

で0.5m程度の高低差しかない。等高線には南西から北

東方向に規則性のある並びが見られ，突然屈曲する大小

の不自然な曲がりがある。この地形状は人為的な削平や

第 173 図　虎塚古墳南東地域

第 174 図　館出支群Ⅰ区墳丘東～南東地域
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盛土造成の地形に解析されることが多い。

　このことから，戦後の農地整備造成により現在森と

なっている半島突端部まで削平されたと推定できる。現

段階では遺構の有無は言及できないが，今後の調査によ

り古墳や他の遺構が発見される可能性がある。

　横穴墓の３次元遺構計測（縮尺精度１/10 ～１/40）成果

は３次元遺跡調査測量図に整合させ，横穴墓造営地形と

の関係性を分析が行えるようにした。

　それによって，地形測量調査時に合わせて行った考古

学的分布調査と微地形測量調査による特異な地形のマー

キングによって地形と横穴墓の関係性が明確になり，現

在判明していない十五郎穴横穴墓群の造営範囲の推定

や，虎塚古墳，館出支群Ⅰ区墳丘（虎塚２号墳），笠谷古

墳群との地理空間における位置関係を明示させた。

　また，計測精度による分析限界はあるものの図化解析

をCADで行うため縮尺による制限が無く使用目的に合

わせた縮尺での紙出力が可能となっている。

　５　測定結果からの考察

　（１）十五郎穴横穴墓群造営域の地形の特徴

　十五郎穴横穴墓群は，那珂川河口からおよそ上流に約

2.2㎞遡った左岸側支流の中丸川をまた遡上し，約2.6㎞

遡った左岸側支流の本郷川右岸に形成された河岸段丘面

に造営されている。

　十五郎穴横穴墓群の平面的な範囲は，南の笠谷古墳群

が所在する台地の下から北は虎塚１号墳がある台地下北

側まで断続的に造営されおり，その範囲の総延長は1.1

㎞以上確認された。

　（２）地形的要素と植生

　横穴墓の造営域の地形的特徴は，既知の横穴墓と新た

に確認された横穴墓のほとんどが，この本郷川右岸及び

その支流の河岸段丘急斜地（崖面）に造営されている。横

穴墓造営域の標高は，館出支群Ⅰ区第36号墓と第37号墓

のみ標高13ｍ付近に，その他の横穴墓は段丘急斜地中層
第 175 図　館出支群南端の半島状地の南地域

第 177 図　笠谷６号墳南西地域，笠谷７号墳南東地域第 176 図　館出南端微地形
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～下層域の標高４ｍ付近から11ｍ付近の南面～東面に造

営されている。

　また，横穴墓造営場所は露岩域が多い急傾斜地である

ため，表土が薄い場所と崩落土により表土が多大に堆積

する場所の２つの特徴が見られる。

　表土が大量に堆積している急傾斜地では，横穴墓確認

調査の発掘から，横穴墓造営後に多量の土砂が堆積した

ことを確認出来る。このことから横穴墓造営期または後

世に何らかの原因で大量の土砂が堆積したことが分か

る。

　また，岩盤層が地表付近まである横穴墓造営地には，

樹径60㎝～ 80㎝程度の樹木植生している事例が見られ

る。特に幹の太い山桜が生育または立ち枯れをしている

場所は，周辺地形とは地勢傾斜のベクトルが異なり，不

均等かつ不規則な地形であることを観察できる。

　尾根地形において，局地的に窪み状地形に樹木が生育

している箇所は，急勾配の傾斜地途中にコの字又はＵの

字状の露岩部と被覆土の境が観察出来る。また，その上

部に樹木が生育している箇所などは，横穴墓が遺存して

いる可能性を示していると考えられる。

　実際に十五郎穴横穴墓群では上記のような横穴墓上に

太い樹木の植生を何カ所も確認出来る。（第178図）

　茨城県指定史跡の指定地でも表土層が薄い崩地や露岩

崖部にコの字又はＵの字状の地形には岩質層と被覆土の

境が観察出来，その上部に直径約30㎝以上に成育した樹

木が所々観察出来る。（第179図）

　このような地形と植生は，自然の地形の岩盤地にも同

様な事例が見受けられ，土砂の堆積量が多い谷地形箇所

や，岩盤のクラックに樹木の根が入り込んでいる箇所に

樹木が生育している。［苅住1987］

　しかしながら，横穴墓造営地標高域のイレギュラーな

微地形と植生に関しては，重要な横穴墓の分布調査の対

象要素となる。

　

　（３）地形及び地質的特徴

　十五郎穴横穴墓群横穴墓造営域の地質的特徴は，ほぼ

凝灰角礫岩層域で造営されており，この凝灰角礫岩は虎

塚１号墳石室材にも使用されており，部田野軽石凝灰と

も呼称されている。

　この地の地質データは，ひたちなか市埋蔵文化財調査

センター（旧勝田市埋蔵文化財調査センター）建設時に

地質調査（1992年）がなされており，センター建物直下の

ボーリング調査資料が残されている。（第36表）

　地質データは，建物中央部のボーリング位置がポイ

ントNo.３，東へ約17.4ｍのボーリング位置がポイント

No.１，ポイントNo.３から西へ約17.2ｍの位置がポイ

ントNo.２となっている。それぞれのポイントの地表面

から凝灰角礫岩層までの深度は，No.１が11.80ｍ（標高

10.64ｍ），No.２は11.00ｍ（標高11.40ｍ），No.３は11.30

ｍ（標高11.12ｍ）である。

　最も深い深度まで調査したNo.１の土質柱状図（第36 

表）を見てみると，地表から地下への順で，地表面～ 0.5

ｍが腐植ローム層（表土），0.5ｍ～ 2.8ｍがローム層，2.8

第 178 図　館出支群Ⅰ区第 40 号墓

第 179 図　館出支群Ⅰ区の植生
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ｍ～ 4.5ｍが凝灰質粘土層，4.5ｍ～ 7.35mが砂礫層，7.35

ｍ～ 11.8ｍが粘土混じり微細砂層，11.8ｍ～ 20.36ｍが

凝灰角礫岩層である。このことから埋蔵文化財調査セン

ター付近の指渋支群の横穴墓群が所在する凝灰角礫岩層

は，上限が標高11m前後であり，下層深度は標高２ｍま

で確認出来る。

　台地の凝灰角礫岩層は，地形に沿った層厚の違いが生

じているが，火山灰が堆積する前の元地形上に均等堆積

した後，概ね勾配の少ない水平堆積となったと考えられ

る。また，河岸段丘台地縁辺部は台地形成過程の水によ

る浸食や風化作用によって台地内部より低くなっている

事が推測できる。

　しかし，館出支群Ⅰ区第36号墓と第37号墓は標高13ｍ

付近に造営されており，地質も他の横穴墓造営地と同じ

凝灰角礫岩層である。

　館出支群Ⅰ区第36号墓と第37号墓の造営地の直上には

館出支群Ⅰ区墳丘（旧虎塚２号墳）が築造されており，墳

丘築造時期の規模の大きな地形改変に起因する地形と推

定する。

　この横穴墓群造営地は県指定史跡に指定されており，

岩盤が露岩し切り立った崖状の地形を成している。

　また，一部地形は横穴墓を壊して後世の石切場として

土地利用されている箇所もある。３次元遺跡調査測量結

果から得られた地形測量図（第180・181図）を見ても明ら

かに他の横穴墓造営地とは趣が異なる地形であり，館出

支群Ⅰ区中央の第14号墓付近の地形傾斜角は，約69度以

上の角度である。

　３次元計測した結果から，横穴墓が多く分布する主な

横穴墓造営地と近現代の石材採掘跡の台地斜面の傾斜角

を比較すると次のような結果が得られた。（第182図エレ

ベーション図）

①　指渋Ⅳ区石材採掘跡　標高約6.5m ～ 12.5m

　　地形傾斜角　約76度

②　指渋Ⅵ区第77号墓付近　標高約６m ～ 13m

　　地形傾斜角　約48度

③　館出Ⅰ区第14号墓付近　標高約6.5m ～ 12.5m

　　地形傾斜角　約74度

調査名：勝田市埋蔵文化財調査センター建設工事設計地質調査 ボーリング方式：ロータリー式
地点番号 No.1 標高 22.440m 孔内水位 GL-3.80m 調査年月日　平成３年 10 月 31 日～ 11 月 3 日

標高 (m) 深度 (m) 層厚 (m) 土質名 色調 記事
22.44m ～ 21.94m 0.00m ～ 0.50m 0.50m 表土 黒褐灰 黒ボクよりなり草根を混入。
21.94m ～ 19.64m 0.50m ～ 2.80m 2.30m ローム 黄褐 含水中位。粘性中位。2m 以深浮石を点在する。

19.64m ～ 17.94m 2.80m ～ 4.50m 1.70m 凝灰質粘土 黄褐灰 含水中位。粘性中位～大位。炭化物を点在する。

17.94m ～ 15.09m 4.50m ～ 7.35m 2.85m 砂礫 黄褐灰 含水大位。Φ5～30 ㎜位の円礫を主体としマトリックス細中砂。

15.09m ～ 10.64m 7.35m ～ 11.80m 4.45m 粘土混じり微細砂
黄褐灰～
黄灰

含水中位。粒子不均一粘土を薄層状に挟む。深度 8.80m ～
9.00m 間及び 9.70m ～ 9.80m 間小礫を挟む。

10.64m ～ 2.08m 11.80m ～ 20.36m 8.56m 凝灰角礫岩 黄灰
含水大位。Φ 2 ～ 10 ㎜位の円礫を主体とする。上位（深度）
13.50m 付近まで風化し粘土化をなす。14.00m 以深コア状を
呈し硬い。20.10m 以深青灰色を呈する。

第 180 図　館出支群北部

第 36 表　ボーリング調査土質柱状図抜粋
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④　館出Ⅲ区第５号墓付近　標高約４m ～ 12.5m

　　地形傾斜角　約46度

⑤　笠谷Ⅴ区第11号墓付近　標高約４m ～ 13m

　　地形傾斜角　約36度

⑥　笠谷Ⅶ区第15号墓付近　標高約５m ～ 14m

　　地形傾斜角　約36度

　十五郎穴横穴墓群造営地の傾斜角度は，河岸段丘斜面

の一部が露岩している比較的急傾斜の造営地が約38度～

約40度，台地斜面全面が土砂で被覆されている造営地が

約31度～約36度と，自然地形における土砂の安定勾配を

第 181 図　館出支群北部鳥瞰

第 182 図　横穴墓造営地の傾斜角度
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なしている。

　それに対し，指渋Ⅳ区石材採掘跡は地形傾斜角が76度

を超える。

　館出Ⅰ区第14号墓付近の横穴墓造営地は地形傾斜角が

74度と急勾配で，指渋支群Ⅳ区石材採掘跡と同様な傾斜

角であり，他の自然地形と比べ異質な地形状である。

　このような館出支群Ⅰ区の地形と類似する崖地を伴う

斜面地は，指渋支群Ⅳ区の近現代石切場の他，笠谷支群

Ⅰ区谷部の台地に上る道沿い崖面，笠谷支群Ⅷ区の戦時

中掘削した岸壁，笠谷支群Ⅷ区～Ⅸ区にかけて断続的に

露岩する地形がある。

　通常，自然の崩落土地や崩落岩地の特徴は，崩落した

土や岩が崩落面下や地形下流に堆積している。また，崩

落地斜面の特徴として，崩落地上部が円弧状に土石が抉

られた形状を成していることが多く，地形を精査すれば

その痕跡を観察することが出来る。

　それに対して，人為的に採土・採岩された採掘地跡に

は自然の崩落地にある地形下や下流に堆積する崩落土は

少なく，ノミ跡等の工具痕や，直線状または規則性のあ

る形状に地形が観察できる。

　このことから，県指定史跡に指定されている館出支群

Ⅰ区の横穴墓造営地は，自然の露岩地ではなく人為的に

掘削した崖面としか考えられない地形に横穴墓が多数遺

存しているため，横穴墓造営時期以前に大規模な人為的

岩盤掘削をされたために他の台地縁辺部より標高が高い

位置まで岩盤域が露岩し，その後に横穴墓群が造営され

たと考察できる。

　（４）古代尺の基準値

　古代日本において使用された基準尺は，数種類の基準

尺が文献等により確認することが出来る。そのほとんど

が古代中国や古代朝鮮から輸入された文明系度量衡であ

る。

　度量衡の統一には必ず原器が存在し，その原器を複製

した二次原器が作成される。そこから分配する三次原器

や定規が発生する。このことは古代瓦の瓦当笵の伝播に

類似性を見ることが出来る。しかし，「度」の原器は瓦当

笵のように多様な変化は無く，規格性を重視した単純明

快な複製化がされていく。

　古代の原器及び定規素材がいかなる物で作成されたと

しても，現代の精密基準の価値観とは違ったものである

と考えられる。また，現在のような精密基準の原器が登

場するのは19世紀まで待たなくてはならない。

　日本において，現代のような度量衡の基準制定は過去

から度々実施されてきたが継続的に保持出来ず，明治８

年の度量衡取締条例によって曲尺の統一を定めるまで

様々な尺度を使用していた。

　古代基準尺は，原器が伝搬される過程で誤差を含むこ

とは当然であり，地域による古い基準と新しい基準が併

存し使用され，それに加え在地特有の使用尺が存在した

とも推定できる。

　古代の文献史料から度量衡の検討をした小泉袈裟勝は

自書の中で，日本書紀（日本紀）に地租や墳墓に関する長

さの定めの内，周漢を基とする長さの単位である尋の記

述があるとされ，また大宝律令の雑令で定めた五尺四方

を歩とする単位はその後の和銅の制によって六尺四方を

歩と変更されているとの内容を述べている。［小泉1974］

　古代中国から伝わった日本の「度」は，中華文明によっ

て発明された尺度であり，天文から導き出した暦由来

の6進法系と10進法の累進法を混在させるという特殊な

「度」を長さや面積に使用しているため，現代の分析で混

乱を招いている。

　古代の基準尺では土地の基準尺，建造物の基準尺，道

具類の基準尺がそれぞれ併存していた可能性があり，10

進法単位である厘・分・寸・尺・丈や尋は，建造物造成時

に，尺・間・町の単位は地積や建築物に使用されたと推定

する。

　明治18年（1885年）に日本がメートル条約に加盟した

後，公式に基準尺がメートル法となった以降現代までも

尺貫法は使用されている事実からも，同時期に複数の違

う基準「度」の併用は不思議ではない。

　日本国内の遺構は，そのほとんどが石造遺構ではない

ため風化等により範囲や規模が不明瞭である。また，遺

構全てが統一された「度」を使用して建造したとは考えら

れない。そのため，古代日本で使用された基準尺を遺構

から分析し解明することが困難となっている。しかしな

がら，建造物を造営するためには何かしらの基準を使用

する必要がある。発掘された遺構を計測することでその

痕跡を解明出来る可能性がある。

　十五郎穴横穴墓群は凝灰角礫岩層に造られた遺構であ
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る。いわゆる埋蔵されていた石造遺構ため風化作用によ

る影響が少なく，祭祀と密接に関係する埋葬施設である。

そのため，造営された横穴墓の中には「度」の規格性を持

ち合わせている可能性がある。

　小泉袈裟勝は自書『歴史の中の単位』で古代尺の検証を

しており，太宰府藏司跡から発掘された尺が記載された

木尺が曲尺の９寸７分に相当していると論じている。

木尺の時期に関しても同時に発掘された「久須評」と記載

された木簡から，大宝律令以前の「郡」指した文字である

事から大宝律令以前から唐大尺が使われていたとしてい

る。

　また，近世の考証学者狩野棭斎が調べた法隆寺蔵の

古式尺八（唐の貞観のころ呂才が黄鐘管（９寸）の２倍の

長さにして作った尺八）から得た楽器の尺が，唐小尺の

１尺８寸（曲尺の８寸８里）を基に算出した唐大尺１尺２

寸（曲尺の９寸７分）に相当し，太宰府藏司跡出土尺が同

じでありこの値が唐大小尺であると述べている。［小泉

1974］

　この論は楽器の音色を同じにするという音階による基

準を尺度の長さに適用する事で音律用の尺の普遍性を定

義づけさせることによって，出土した木尺との照合をす

ることで古代の基準尺を論証させている。［小泉1974］

　そのため小泉袈裟勝の導き出した論証は妥当性が有

り，この数値を分析に使用することにし，古代尺による

解析は，高麗尺の１尺は曲尺の１尺１寸６分，唐大尺の

１尺は曲尺の９寸７分，唐小尺の１尺は曲尺の８寸８分

と定義して行う事とした。（第37表）

　（５）横穴墓計測結果からの分析

　基準尺の分析には，まず前提となる遺構計測の精度管

理が重要である。計測精度が均一かつ計測理論に基づい

た測定で無ければ分析や比較が恣意的な答えになりかね

ない。

　そのため，計器のキャリブレーション実施はもちろん

のこと，使用する基準点測量や保持も計画を立てた上で

調査を実施した。

　横穴墓の計測調査の基準点は，地形測量のために行っ

た4級基準点を使用し，横穴墓の３次元計測をする際も

同じ座標系で縮尺精度も含めた精度管理を行った。

　実際の分析で使用する理論は，現在のメートル法の数

値を古代尺に変換して分析しなければならない。いわゆ

る測量学で使用するヘルマート変換理論をもって計測し

た形状は変化させず傾きと基準尺と縮尺を変換させ，該

当する古代の基準尺の最小単位による比較とその誤差率

を求める。

　分析は，３次元計測データをAutoCadにより床部分は

平面的に，構造体全体としては立体的に分析した。

　館出支群Ⅰ区第32号墓，第33号墓，第35号墓造営地

の特異性

　館出支群Ⅰ区第35号墓は今回の調査の確認調査時に新

発見された横穴墓である。また，館出支群Ⅰ区第32号墓，

第33号墓は昭和25年の住宅建設時に発見され，限られた

期間で緊急発掘調査が行われた横穴墓である。

　館出支群Ⅰ区第32号墓，第33号墓，第35号墓は，他の

館出支群Ⅰ区の横穴墓とは造営場所（位置）や横穴墓同士

の密集度が異なる。造営場所は他の横穴墓が東面を向い

た河岸段丘断崖に隙間無く造営されているのに対し，こ

の３基の横穴墓のみは南面を向いた小断崖の限られた空

間に等間隔に造営されている。（第183図）

　館出支群Ⅰ区第32号墓，第33号墓は，緊急発掘調査時

に図化記録が行われたが，機材も乏しい調査体制の下で

の図面記録しか残っていない。そのため，この２基の横

第 37 表　古代尺変換表

古代尺 曲尺 メートル法 (m) 備考

高麗尺の１尺 １尺１寸６分 0.351 大宝律令の尺　唐大尺の１尺２寸

唐大尺の１尺 ９寸７分 0.293 和銅の制の大尺

唐小尺の１尺 ８寸８里 0.244 楽器や道具類？

古代間尺（１間） 唐大尺の６尺を１間、高麗尺の５尺と等しい。

＊曲尺の長さは１尺当たり0.303ｍ
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穴墓の重要性から計測記録を実施した。

　また，館出支群Ⅰ区第35号墓は未開口の横穴墓であり，

横穴墓内に多数の人骨と遺物が出土したためより詳細に

記録するため高精細計測調査と写真測量による出土遺物

と人骨の非接触詳細計測記録を行った。

　館出支群Ⅰ区第32号墓，第33号墓の調査方法は，

トータルステーションによる３次元遺構調査計測と

StructureFromMotion写真計測による横穴墓の構造を計

測記録し，35号墓はトータルステーションによる高精細

な３次元遺構調査計測と，写真計測による出土遺物と人

骨の非接触詳細計測記録を実施し，数値的分析は３次元

計測結果を３次元CADに展開して行った。

　分析は，始めに館出支群Ⅰ区墳丘（旧虎塚２号墳）と館

出支群Ⅰ区第32号墓，第33号墓，第35号墓の関係性を調

べるために，それぞれの横穴墓の平面図から主軸を求め，

主軸方向線と館出支群Ⅰ区墳丘との関係性を分析した。

（第184図）

　主軸の求め方は，それぞれの横穴墓の計測値から羨門

及び玄門幅の中数値を求め，門幅中心点と奥壁幅の中心

点を通る線を主軸とした。この計算により求めた主軸を

CAD上で延長させ，３つの横穴墓の主軸方向性と館出

支群Ⅰ区墳丘との関係性を分析した。

　結果は，この３つの横穴墓は，東西方向より約30°北

へ傾けた東東南−西西北方向にほぼ直線状に削られた岩

壁面に造営されており，各横穴墓の羨門の標高は最大で

約1.4mの比高差があるものの，羨門中心位置は直線状

となり岩壁面はほぼ平行に作られている。

　各横穴墓の軸線角度は，岩壁面及び羨門中心位置を通

る直線に対して館出支群Ⅰ区第32号墓は約108°，第33号

墓は約103°，第35号墓は約93°である。次に軸線方向は，

第32号墓は墳丘中央東面に，第33号墓と第35号墓はおお

よそ墳丘中心方向に向かい墳丘中心点付近で交差する。

（第185図）

　館出支群Ⅰ区第33号墓と第35号墓の主軸が交差する点

までの距離は，それぞれ羨門から交差点まで第33号墓は

約31.8m，第35号墓は30.9mの距離である。

　この分析で注目すべき点は，館出支群Ⅰ区第35号墓は

第 183 図　館出支群Ⅰ区第 32・33・35 号墓造営場所

第 184 図　館出支群Ⅰ区墳丘と横穴墓との関係図１

第 185 図　館出支群Ⅰ区墳丘と横穴墓との関係図２
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岩壁面方向に対してほぼ直行させ，館出支群Ⅰ区墳丘の

中心方向へ向ける様に横穴墓の主軸方向を定めている

が，第32号墓と第33号墓の主軸方向は岩壁面に直交させ

ずに館出支群Ⅰ区墳丘の中心方向に向けていることであ

る。  

　次に館出支群Ⅰ区第32号墓，第33号墓，第35号墓の造

営位置の関係性は，先に述べたように３基の横穴墓の羨

門中心点を結ぶと，おおよそ直線状になり岩壁面ともほ

ぼ平行になる。

　３基の横穴墓は見た目にも等間隔に並んでおり，造営

者の何らかの意図が見て取れる。

　計測結果からの分析は，できるだけ保存状態が良好な

遺構で分析を行う方が好ましい。この３基の横穴墓は，

土中に長期間埋蔵されて風化作用は少なく，岩盤や比較

的硬い地層に造られていることから計測による分析には

適している。また，恣意的な結果を避けるため，測量学

的な精度管理の上で精密な計測結果を使用して分析を実

施した。

　分析実施には，各横穴墓間を測定する位置の客観的な

定義付けをおこなう必要がある。定義付けの条件は，横

穴墓造作時に設計及び施工の基準となり得るポイントで

あり，十五郎穴横穴墓群の横穴墓に共通した条件である

ことである。

　十五郎穴横穴墓群は，横穴墓の玄室の形状が多種多様

であることが特徴である。また，小規模な横穴墓は岩盤

に直行させつつ楕円筒状に掘られただけの装飾性の無い

横穴も多く見られるが，中規模～大規模の横穴墓は多く

場合，羨門を有す共通点が有り，館出支群Ⅰ区第32号墓，

第33号墓，第35号墓と同様に形状が意匠的である。

　館出支群Ⅰ区第33号墓，第35号墓の立体形状はまるで

住居の形を模した様であり，第32号墓の平面は扇型で天

井はカーブを描くように掘られている。すなわち，横穴

墓完成形状を意識・想定して構築されていると言える。

　横穴墓を計測調査の視点で観察すると，羨門を有する

横穴墓は平面形状や断面形状，主軸に対する左右対称形

状，天井の様々な形状様式を組み合わせて作られ計画性

を持った造営方法を読み取ることが出来る。

　そのため，横穴墓造営の際は，計画・設計・測量・掘削・

仕上げの工程を踏んで造営したと推定できる。また，羨

門は玄室である地下空間と地上との境界であると共に，

横穴墓掘削を行う際の重要な起工位置の基準となりえる

ことから，各横穴墓を分析する計測ポイントと定義付け

した。

　館出支群Ⅰ区第32号墓，第33号墓，第35号墓の平面位

置は，羨門幅の中心位置がほぼ直線となり，各横穴墓羨

門中心位置の間隔は水平距離で第32号墓と第33号墓が

5.877m，第33号墓と第35号墓は5.854mとなる。（第186図）

　この距離を古代の基準尺で変換すると，高麗尺で館

出支群Ⅰ区第32号墓−第33号墓間は16.71尺，第33号墓

−第35号墓間は16.65尺となる。しかし，唐大尺では第

32号墓−第33号墓間が19.99尺，第33号墓−第35号墓間

は19.91尺となり等間隔かつ整数の近似値である。また，

古代尺での十進法でほぼ２丈間隔の数値となる。

　この２つの間隔を唐大尺による誤差率で表すと，相対

値による誤差率は約0.3％であり20尺（２丈）を絶対値と

した場合の誤差率は館出支群Ⅰ区第32号墓−第33号墓間

で0.05％，第33号墓−第35号墓間で0.35％となる。

第 186 図　館出支群Ⅰ区第 32・33・35 号墓の関係図

第 38 表　館出支群Ⅰ区第 32・33・35 号墓間測定値の  
              古代尺換算

基準尺 第32号墓-33号墓 第33号墓-35号墓

メートル法 5.877  5.854 

高麗尺 16.71 16.65 

唐大尺 19.99 19.91 

唐小尺 24.00 23.91 
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　また，唐小尺でも館出支群Ⅰ区第32号墓−第33号墓間

の唐大尺で24.00尺，第33号墓−第35号墓間は23.91尺と

なり，整数の近似値であるが唐小尺は楽器や道具の尺で

あると考えると，唐大尺による造営をしたと考えるのが

妥当である。（第38表）

　以上のことから館出支群Ⅰ区第32号墓・第33号墓・第35

号墓が立地する横穴墓造営場所や横穴墓の位置は，館出

支群Ⅰ区墳丘南面麓に計画的な選地設営したと推定でき

る。

　横穴墓内部の詳細な３次元計測

　確認調査の際，発掘によって発見された横穴墓の中で

特に内部計測が必要と判断された横穴墓の詳細な３次元

遺構調査計測を実施した。なお，館出Ⅰ区第32号墓と第

33号墓は昭和25年～昭和26年に発掘調査が実施されたが

［斎藤1974］，詳細な遺構調査図が無いため新たに３次元

計測調査を実施した。

　ここでは，横穴墓の規模や形態，そして規格性を求め

るため平面図と主軸上のエレベーション図を掲載する。

また，測定距離はメートル法と唐大尺，面積は平方メー

トル法と唐大尺による歩を併記した。図面の方眼1マス

は唐大尺の一尺である。

館出支群Ⅰ区第32号墓内部の数値分析（第187・188図）

　・　羨門標高： 10.00m

　・　羨門から奥壁までの長軸長：2.30m（7.86尺）

第 187 図　館出支群Ⅰ区第 32 号墓１

第 188 図　館出支群Ⅰ区第 32 号墓２

第 189 図　館出支群Ⅰ区第 33 号墓１

第 190 図　館出支群Ⅰ区第 33 号墓２
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Ⅴ　十五郎穴横穴墓群の研究

　・　玄門内側から奥壁，玄室長軸長：1.98m（6.77尺）

　・　玄室幅（玄室中央位置）：1.62m（5.52尺）

　・　玄室床面積：3.16㎡（1.02歩）

　・　天井高（玄室中央位置）：0.799m（2.72尺）

 館出支群Ⅰ区第33号墓内部の数値分析（第189・190図）

　・　羨門標高：9.17m

　・　羨門から奥壁までの長軸長：2.16m（7.37尺）

　・　玄門内側から奥壁，玄室長軸長：1.54m（5.25尺）

　・　玄室幅（玄室中央位置）：2.06m（7.03尺）

　・　玄室床面積：3.14㎡（1.01歩）

　・　天井高（玄室中央位置）：1.03m（3.51尺）

館出支群Ⅰ区第35号墓内部の数値分析（第191・192図）

　・　羨門標高：8.74 m

　・　羨門から奥壁までの長軸長：2.93m（10.00尺）

第 191 図　館出支群Ⅰ区第 35 号墓１

第 192 図　館出支群Ⅰ区第 35 号墓２

第 193 図　館出支群Ⅲ区第５号墓１

第 194 図　館出支群Ⅲ区第５号墓２
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８　十五郎穴横穴墓群の測量調査

　・　玄門内側から奥壁，玄室長軸長：2.42m（8.25尺）

　・　玄室幅（玄室中央位置）：3.02m（10.30尺）

　・　玄室床面積：7.27㎡（2.35歩）

　・　天井高（玄室中央位置）：1.38m（4.70尺）

館出支群Ⅲ区第５号墓内部の数値分析（第193・194図）

　・　羨門標高： 7.08m

　・　羨門から奥壁までの長軸長：3.02m（10.30尺）

　・　玄門内側から奥壁，玄室長軸長：2.33m（7.95尺）

　・　玄室幅（玄室中央位置）：1.73m（5.96尺）

　・　玄室床面積：3.87㎡（1.25歩）

　・　天井高（玄室中央位置）：約1.27m（約4.33尺）

館出支群Ⅶ区第３号墓内部の数値分析（第195・196図）

　・　奥壁床面標高： 5.62m

　・　羨門から奥壁までの長軸長：不明

第 195 図　館出支群Ⅶ区第３号墓１

第 196 図　館出支群Ⅶ区第３号墓２

第 197 図　笠谷支群Ⅴ区第 13 号墓１

第 198 図　笠谷支群Ⅴ区第 13 号墓２
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Ⅴ　十五郎穴横穴墓群の研究

　・　玄門内側から奥壁，玄室長軸長：不明

　・　玄室幅（玄室奥壁位置）：2.49m（8.49尺）

　・　玄室床面積：不明 

　・　天井高（奥壁中央位置）：1.62m（5.52尺）

笠谷支群Ⅴ区第13号墓内部の数値分析（第197・198図）

　・　羨門標高： 6.55m

　・　羨門から奥壁までの長軸長：2.72m（9.28尺）

　・　玄門内側から奥壁，玄室長軸長：約2.13m（7.26尺）

　・　玄室幅（玄室中央位置）：約2.44m（8.32尺）

　・　玄室床面積：約5.13㎡（1.66歩）

　・　天井高（玄室中央位置）：約1.52m（5.18尺）

笠谷支群Ⅵ区第１号墓内部の数値分析（第199・200図）

　・　羨門標高：5.33 m

　・　羨門から奥壁までの長軸長：2.10m（7.16尺）

　・　玄門内側から奥壁，玄室長軸長：1.80m（6.14尺）

　・　玄室幅（玄室中央位置）：約1.93m（6.58尺）

　・　玄室床面積：約3.41㎡（1.1歩）

　・　天井高（玄室中央位置）：約0.94m（3.20尺）

　計測対象の横穴墓は，墓前域や羨門を有し，墓形も意

匠的形状の横穴墓である。そのため計画性をもって施工

されたと考えられ，計測調査時の観察と計測値図化から

それは窺える。

　地上と違い俯瞰で形を確認できない地下に意匠的な形

状の空間を作るためには，何らかの基準位置の設定と測

りながら施工することが不可欠である。

　計測によるデータ分析は，主軸の長さと玄室中央位置

の主軸に直交する玄室幅を第一の手掛かりとした。分析

は古代尺（唐大尺）で行った。

　測定分析結果は，今回調査した横穴墓全ての計測値が

整数とはならなかった。しかし，横穴墓形状による違い

はあるものの，四方形の横穴墓は羨門又は玄室内の主軸

長や玄室幅に施工上の規則性が見出せそうである。

　特に館出支群Ⅰ区第35号墓は羨門から奥壁までの主軸

長と玄室中央の玄室幅がほぼ同じ比率10尺（１丈）で造ら

れている。また，館出支群Ⅲ区第５号墓も玄室内主軸長

が7.95尺，玄室幅5.96尺と唐大尺の整数近似値である。

　天井の高さは各横穴墓とも一見して規格性が無いと思

われる。しかし，横穴墓の築造工程順から考えると天井

と壁の施工し最後に床面を掘り下げ形成したため高さの

規格性を見いだせないと考察が出来る。

　これらの測定値は恣意的結果を避けるため，各横穴墓

の分析条件を変更せず得た値である。このため偶然性に

よる数値ととらえず，横穴墓造営における計画性を表わ

す数値と考えるのが妥当であろう。

StructureFromMotion写真計測による横穴墓構造計測

StructureFromMotion（SFM）写真計測は現在最も注目

される写真測量技術である。

　十五郎穴横穴墓群調査では平成25年度調査時に実験的

に計測を行い，既存の写真測量技術との比較と測量学的

精度検証を実施した。

　その結果１/1000程度の精度を得られることが分かり，

平成26年度調査で本格実用化して従前から実施していた

第 199 図　笠谷支群Ⅵ区第１号墓１

第 200 図　笠谷支群Ⅵ区第１号墓２
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８　十五郎穴横穴墓群の測量調査

トータルステーションによる３次元計測と併用して次の

６基の横穴墓の計測記録を行った。

・館出支群Ⅰ区第32号墓・館出支群Ⅰ区第33号墓

・館出支群Ⅲ区第５号墓・館出支群Ⅶ区第３号墓

・笠谷支群Ⅴ区第13号墓・笠谷支群Ⅵ区第１号墓

　笠谷支群Ⅴ区第18号墓は地形測量時に新たに確認した

横穴墓であるが，人が立ち入れないためカメラのみ横穴

墓に挿入して撮影を実施し奥壁付近のみSFM写真測量

のデータ処理をした。

　データ解析技術はまだ途上であるが，図版は館出支群

Ⅲ区第５号墓をCADに３次元展開し数理的に分析出来

ることを示す一例である。軸線に平行して右壁から30㎝

毎に断面を表示した。（第201図）

　６　地下探査

　笠谷支群Ⅶ区には既知の横穴墓と今回調査で発見され

た横穴墓併せて16基が確認された。しかし，地形的に３

段の階段地形が長さ25m以上

に渡り現存することから未知

の横穴が多数遺存していると

予想された。

　このことから，奈良文化財

研究所埋蔵文化財センター遺

跡・調査技術研究室の主任研

究員金田明大氏の協力を得

て，ひたちなか市埋蔵文化財

調査センターと有限会社三井

考測の三者による岩窟横穴墓

のGPRによる遺跡探査の共同

研究を実施した。（第202図）

　研究調査は，2013年５月６

日～５月７日に現地調査を行

い，データ解析を経て３次元

測量図と照合させ測線上で探

査結果のプロファイル断面図

を作成した。

　地下探査レーダーによる調

査は，地形に平行の測線を東

西方向に0.5m間隔（測線１～

測 線13）と，1.0m間 隔（ 測 線

13 ～測線17）の測線を設置し，測線上にレーダーアンテ

ナを走らせて探査を実施した。（第203・204図）

　使用したレーダーの電磁波は500MHｚである。

　GPRは電磁波によって地中の状況を高密度に探査する

ことで，土中の土と岩盤域や横穴墓の空間との境界部分

における電磁波の反応を区別することが出来る。

　探査結果は横穴墓空間と墓前域と推定できる反応が多

数得られた。プロファイルデータ測線７～測線10付近に

は既知の横穴墓が確認されており，赤い丸で示した所が

強い反射の反応であり，横穴墓の空間部と墓前域の凹状

の形状と推定できる。（第205図）

　500MHｚのレーダーで有効深度は最大で2.0m程度で

あるが，電磁波長が短いため小規模な横穴墓にもGPRに

よる遺跡探査が有用である。

第 201 図　館出支群Ⅲ区第５号墓解析図
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Ⅴ　十五郎穴横穴墓群の研究
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１　横穴墓の分布・基数・配置

Ⅵ　総括

１　横穴墓の分布・基数・配置

指渋支群

館出支群

笠谷支群

指渋Ⅱ-121号墓

笠谷Ⅷ-４号墓

＊赤：横穴墓を確認した地区

第 206 図　十五郎穴横穴墓群横穴墓分布範囲図

　１　分布

　今回の調査では，当横穴墓群において横

穴墓がどの範囲に分布しているのかを知る

ことが重要な目的であった。そのため，遺

跡全域にわたり分布調査と地形測量を実施

し，さらに埋没している横穴墓を確認す

るためのトレンチによる確認調査を実施し

た。その結果についてはⅡ章で報告したと

おりであるが，改めてまとめると下記のと

おりである。

　遺跡の北側の端については，指渋支群第

121号墓周辺とし，西側の端については笠

谷支群Ⅷ区第４号墓周辺とした（第206図）。

その距離は約１㎞となる。この２基の横穴

墓周辺を遺跡の両端とした根拠について

は，両横穴墓よりも北もしくは西に横穴墓

を確認することができなかったことと併せ

て，地形や岩盤が横穴墓を構築することに

適さないと判断したことに拠る。同じよう

に，指渋支群の西側の端，館出支群の範囲，

笠谷支群の北側の端についても，同じ根拠

を以て決定した。

　２　基数

　今回の調査で確認できた横穴墓の基数

は，274基である。調査前は181基だったの

で，新たに93基の横穴墓を確認したことに

なる。詳細は第39表のとおりで，指渋支群

が122基，館出支群が97基，笠谷支群が55

基となる。

　前節でも述べたように，今回の調査は遺

跡の一部に限定されるため，確認した横穴

墓以外に埋没しているものが多数存在して

いることが予想される。そこで，調査によっ

て横穴墓の分布や配置が判明している指渋
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Ⅵ　総括

支 群 名 既知 分布調査 確認調査 合計
指　渋 120 2 0 122

館 出 旧 館出 34 4 1 39
旧 館出南 11 9 38 58
小 計 45 13 39 97

笠　谷 16 3 36 55
合　計 181 18 75 274

第 39 表　十五郎穴横穴墓群横穴墓確認基数
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第 207 図　指渋支群Ⅵ区横穴墓分布状況図

支群Ⅵ区を参考にして，基数を推定したい。

　指渋支群Ⅵ区では，発掘調査によって115基の横穴墓

が確認されている。この地区で確認された横穴墓の分布

を，他の地区の基数を推定する基準とするため，小谷

津を境として第207図のようにa ～ dの４つに細分した。

すると，a小支群は第１～ 38号墓の38基，b小支群は第

39 ～ 57号墓の19基，c小支群は第58 ～ 107号墓の50基，

d小支群は第108 ～ 115・122号墓の９基となる。なお，d

小支群については，表土をすべて除去していないため，

分析対象から除くことにする。小支群の範囲は，a小支

群が約32ｍ，b小支群が約23ｍ，c小支群が約36ｍとなる。

垂直分布は，a小支群が標高７～ 11ｍの範囲に２段，b

小支群が標高７～ 10ｍの範囲に２段，c小支群が標高５

～ 11ｍの範囲に３段にわたって構築されている。この

ことから，横穴墓の分布範囲と段数から次のような基準

を想定する。

　・分布範囲が20ｍ前後で２段の場合：約20基　基準Ａ

　・分布範囲が35ｍ前後で２段の場合：約40基　基準Ｂ

　・分布範囲が35ｍ前後で３段の場合：約50基　基準Ｃ

　なお，範囲が20ｍ以下の場合には，ｂ小支群を基準と

した20基（最低規模数）とした。

　この想定を基に，今回の調査結果と対応させて基数を

算出する。例えば，館出支群Ⅱ区の場合，横穴墓の分布

範囲を調査結果から第４号墓から第11号墓の範囲と推定

したので，その長さは約22ｍとなる。段数は，標高６ｍ

と９ｍ付近に２段とした。よって，分布範囲が「20ｍ前

後で２段」となるので，基準Ａが該当し，推定基数は20

基となる（第208図）。このように，各地区で算出すると

次のようになる。

　指渋支群Ⅱ・Ⅲ区　　Ⅱ・Ⅲ地区は，調査の結果から周

辺に横穴墓の存在が確認できないことから，それぞれ確

認できた横穴墓１基とした。

　指渋支群Ⅳ・Ⅴ区　　Ⅳ・Ⅴ区は，第116 ～ 119号横穴

墓の範囲とし，約20ｍに２段の分布であることから，基

準Ａの20基（確認数は４基）と想定した。

　指渋支群Ⅵ ｄ小支群　　ｄ小支群は，約18ｍに２段

の分布であることから，基準Ａの20基と想定した。

　館出支群Ⅰ区　　Ⅰ区は，約96ｍに２～３段の分布で

ある。横穴墓の範囲が約96ｍと広いが，この地区は横穴

墓の大半が露出しており，埋没しているものは少ないと

考え，基準Ｃの50基（39基）と想定した。

　館出支群Ⅱ区　　Ⅱ区は，約22ｍに２段の分布である

ことから，基準Ａの20基（12基）と想定した。
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約22ｍ・２段
12基

分布範囲が20ｍ前後で２段
となるので，基準Ａに該当

推定基数は20基

第 208 図　横穴墓基数算出例（館出支群Ⅱ区）

指渋支群

地 区 確認数
横穴墓分布

範囲
段数（推定） 推定数

Ⅱ区 1 − 1 1
Ⅲ区 1 − 1 1

Ⅳ・Ⅴ区 4 20m 2 20
Ⅵ区ｄ 9 18m 2 20
Ⅵ区ｃ 50 36m 3 50
Ⅵ区ｂ 19 23m 2 19
Ⅵ区 a 38 32m 2 38
合計 122 149

支 群 名 確認数 推定数
指渋 122 149
館出 97 210
笠谷 55 162
合計 274 521

第 40 表　十五郎穴横穴墓群横穴墓推定基数

合　計

館出支群

地 区 確認数
横穴墓分布

範囲
段数（推定） 推定数

Ⅰ区 39 96m 3 50
Ⅱ区 12 22m 2 20
Ⅲ区 8 13m 2 20
Ⅳ区 8 10m 2 20
Ⅴ区 5 12m 2 20
Ⅵ区 5 25m 1 20
Ⅶ区 4 10m 1 20
Ⅷ区 16 30m 2 40
合計 97 210

笠谷支群

地 区 確認数
横穴墓分布

範囲
段数（推定） 推定数

Ⅰ区 1 − 1 1
Ⅲ区 9 20m 2 20
Ⅳ区 3 10m 1 20
Ⅴ区 18 55m 3 50
Ⅵ区 1 − 1 1
Ⅶ区 16 30m 3 50
Ⅷ区 7 25m 2 20
合計 55 162

　館出支群Ⅲ区　　Ⅲ区は，約13ｍに２段の分布である

ことから，最低規模の20基（８基）と想定した。

　館出支群Ⅳ区　　Ⅳ区は，約10ｍに２段の分布である

ことから，最低規模の20基（８基）と想定した。

　館出支群Ⅴ区　　Ⅴ区は，約12ｍに２段の分布である

ことから，最低規模の20基（５基）と想定した。

　館出支群Ⅵ区　　Ⅵ区は，約25ｍに２段の分布である

ことから，基準Ａの20基（５基）と想定した。

　館出支群Ⅶ区　　Ⅶ区は，約10ｍに１段の分布である

ことから，最低規模の20基（４基）と想定した。

　館出支群Ⅷ区　　Ⅷ区は，約30ｍに２段の分布である

ことから，基準Ｂの40基（16基）と想定した。

　笠谷支群Ⅰ区　　Ⅰ区は，調査の結果から周辺に横穴

墓の存在が確認できないことから，確認できた横穴墓１

基とした。

　笠谷支群Ⅲ区　　Ⅲ区は，約20ｍに２段の分布である

ことから，基準Ａの20基（９基）と想定した。

　笠谷支群Ⅳ区　　Ⅳ区は，約10ｍに１段の分布である

ことから，最低規模の20基（３基）と想定した。

　笠谷支群Ⅴ区　　Ⅴ区は，約55ｍに３段の分布である

ことから，基準Ｃの50基（18基）と想定した。

　笠谷支群Ⅵ区　　Ⅵ区は，調査の結果から周辺に横穴

墓の存在が確認できないことから，確認できた横穴墓１

基とした。

　笠谷支群Ⅶ区　　Ⅶ区は，約30ｍに３段の分布である

ことから，基準Ｃの50基（16基）と想定した。

　笠谷支群Ⅷ区　　Ⅷ区は，約25ｍに２段の分布である

ことから，基準Ａの20基（７基）と想定した。

　以上をまとめたものが，第40表である。この想定によ

ると，指渋支群が149基，館出支群が210基，笠谷支群が

162基の合計521基となる。

　東日本で確認されている大規模な横穴墓群には，福島

県双葉郡双葉町に所在する清戸廹横穴墓群と埼玉県比企

郡吉見町に所在する吉見百穴が挙げられる。確認され
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十五郎穴横穴墓群指渋支群Ⅵ区ａ・ｂ・ｃ小支群

ｂ小支群

ａ小支群

ｃ小支群

ている横穴墓の基数は，清戸廹横穴墓群が318基［渡辺

1984］，吉見百穴が219基である。清戸廹横穴墓群は，枝

状にわかれた谷筋ごとに30群の支群があり，横穴墓はそ

の北側斜面の南面した所にしか造られていない（第210

図）。また，確認されている以外に多数の横穴墓が埋没

していると考えられており，十五郎穴横穴墓群同様に

500基を超える横穴墓群と思われる。
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第 210 図　清戸廹横穴墓群横穴墓配置図（［渡辺 1984］
より転載）

　３　配置

　今回の調査では，遺跡の一部にしかトレンチ調査を

行っていないため，正確な横穴墓の配置は検討できない。

しかし，調査からは，横穴墓が谷と谷の間に突出した台

地（先端部）の凝灰岩層に構築される傾向をつかむことが

出来た。また，横穴墓は東・南・西に面した斜面を選んで

おり，北面した所には営まれない特徴をもっている（第

209図）。この特徴については，横穴墓が那珂川河口部（ま

たは海）の方向を臨んでいる，あるいは河口部からの視

線を意識して墓を造営しているといえるかもしれない。

北面した斜面に横穴墓が構築されないのは，清戸廹横穴

墓群と共通する点である。

　垂直分布では，４～ 13ｍの範囲で，８ｍ前後に集中

する。ちなみに台地平坦面の標高は約20ｍ，水田面が約

３ｍである。

＊基数の算出方法に関しては，川崎純徳氏よりご指導い

ただいた。

第 209 図　十五郎穴横穴墓群横穴墓主軸方向（主軸方向が確認できたものに限る）

館出支群

笠谷支群

指渋支群
N

S

E

W

W

N

S

E

N

S

EW

笠谷支群上空から那珂川河口付近（矢印）を臨む

＊主軸を確認できた基数：指渋支群１２０基
　　　　　　　　　　　　館出支群　６４基
　　　　　　　　　　　　笠谷支群　１４基
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２　横穴墓の時期と形態

　１　出土遺物の時期

　既往の調査では，指渋支群で17基，館出支群で２基の

横穴墓から遺物が出土している（第211 ～ 213図）。それ

に加えて今回の調査では，指渋支群第121号墓と館出支

群Ⅰ区第35号墓，笠谷支群Ⅲ区第４号墓から遺物が出土

した。これらの出土遺物の土器に関して，時期をまとめ

たものが第41表である。最も古い遺物は７世紀中葉で，

最も新しい遺物は９世紀前葉，時期の中心は８世紀第２

～３四半期となる。

　土器以外の出土遺物で時期が推定できるものには，館

出支群Ⅰ区第35号墓から出土した大刀と鉄鏃がある。大

刀の年代は８世紀中葉，鉄鏃は８世紀以降の時期が想定

される。

　よって，遺物から求められる時期は，７世紀中葉から

９世紀前葉となる。

　２　横穴墓の形態からみた時期

　横穴墓の場合には，追葬が行われる例が多いため，出

土遺物の年代が横穴墓を造営した時期とは必ずしも一致

しないという問題がある。そこで，まず指渋支群の調査

成果を基に検討された既存の研究をまとめ，それらを参

考としながら横穴墓の形態から推定される時期について

検討を行う。次に時期を推定するにあたり，斜面部全体

の調査例がある指渋支群の横穴墓の変遷を明らかとし，

それを基準として館出支群や笠谷支群の分析を実施し，

さらに他地域の横穴墓との比較を行うことで時期を推定

する。

10cm0

７世紀後半

８世紀１

７世紀４～８世紀１

第 211 図　指渋支群Ⅵ区出土土器１
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10cm0
８世紀２～３

８世紀２

第 212 図　指渋支群Ⅵ区出土土器２

　（１）　指渋支群における既存の研究

　ここでは119基の横穴墓が調査された指渋支群Ⅳ・Ⅴ・

Ⅵ区を対象とした小林三郎，米川仁一，池上悟の研究を

まとめて，検討の参考としたい。

　小林三郎は，指渋支群の横穴墓を形態の変化から６つ

に分類している［小林1979］（第214図）。分類では，墓前域・

羨門部・羨道部・玄室部を有するものを第Ⅰ形態として，

その中で玄室平面形が正方形または台形を呈するものを

Ａ類，フラスコ形をＢ類，矩形で石室主軸と平行に遺骸

を埋葬するものをＣ類とした。次に，第Ⅰ形態Ｃ類の羨

道部が不明確ものを第Ⅱ形態とし，さらに第Ⅱ形態の羨

道部が省略され，墓前域・羨門部・玄室部から成る構造の

ものを第Ⅲ形態とした。所謂「小形横穴」については第Ⅳ

形態とし，第Ⅲ形態の簡素化されたものとしている。時

期については，「西暦８世紀代を中心に前後100年間位の

間にわたって営まれつづけてきたもの」としている。
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10cm0 ８世紀３

第 213 図　指渋支群Ⅵ区出土土器３
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支群 地区 番号 時期
指渋 Ⅱ区 121 号墓 ７世紀２
指渋 Ⅵ区 83 号墓 ７世紀４～８世紀１
指渋 Ⅵ区 29 号墓 ７世紀後半
指渋 Ⅵ区 89 号墓 ７世紀後半，８世紀１，８世紀３
指渋 Ⅵ区 20 号墓 ８世紀１
指渋 Ⅵ区 67 号墓 ８世紀１
笠谷 Ⅲ区 ４号墓 ８世紀１～２
指渋 Ⅵ区 17 号墓 ８世紀２
指渋 Ⅵ区 57 号墓 ８世紀２
指渋 Ⅵ区 101 号墓 ８世紀２
指渋 Ⅵ区 106 号墓 ８世紀２
指渋 Ⅵ区 107 号墓 ８世紀２
指渋 Ⅵ区 38 号墓 ８世紀２～３
指渋 Ⅵ区 56 号墓 ８世紀２～３
指渋 Ⅵ区 2 号墓 ８世紀３
指渋 Ⅵ区 18 号墓 ８世紀３
指渋 Ⅵ区 34 号墓 ８世紀３
指渋 Ⅵ区 35 号墓 ８世紀３
指渋 Ⅵ区 51 号墓 ８世紀３
館出 Ⅰ区 32 号墓 ８世紀３～４
館出 Ⅰ区 33 号墓 ８世紀２，８世紀４
館出 Ⅰ区 35 号墓 ８世紀４，９世紀１～２

第 41 表　十五郎穴横穴墓群出土土器の時期

第 215 図　指渋支群Ⅵ区「棺室横穴墓」例第 214 図　指渋支群Ⅵ区小林分類例

　米川仁一は，指渋支群の横穴墓の玄室形態について，

「平面形は長方形，逆台形，筒形，不整形のものがほぼ

同じ割合でみられ，断面形では（縦断面）ドーム形・（横断

面）半円形，平坦形・半円形，アーチ形・半円形が多い」と

している［米川1990］。また，当横穴墓群の特徴として，「玄

室内に礫を敷きつめる礫床式のものが全く存在していな

いこと」と「小型横穴墓」を挙げている。「小型横穴墓」は

玄室長180㎝以下（ただし，玄室幅180㎝以上のものは除

く）と定義し，その大半の形態が「縦横断面とも不整形で

平面形は筒形」で，その数は支群の約60％を占める70基

を数えるとしている。時期については，７世紀中葉頃に

造営が始まり，ピークは７世紀後葉から８世紀前半にか

けてで，存続期間は８世紀後半から９世紀にかけて続く

としている。

　池上悟は，横穴墓の変遷について，「玄室矩形平面・ドー

ム形天井で，床面に無縁の棺座を附設する初現期の構造

から，長方形を基調として徐々に簡素化する変遷過程に

より，ほぼ７世紀代に展開したものと確認できる」とし

ている［池上2015］。小型横穴墓については，「小型改葬

墓の時期は明確とはならないが，群形成の終末に至って

小型化し，単体埋葬を目的としたと思われる不正長方形

平面横穴墓に近接して構築される点が目立つ点から判断

すると，群形成の後半の７世紀後半代に顕現した事象と
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第 216 図　指渋支群Ⅵ区の特異な玄室形態の横穴墓

Ⅵ-85号墓

Ⅵ-81号墓Ⅵ-76号墓

Ⅵ-57号墓 Ⅵ-56号墓

考えられる」としている。また，当横穴墓群の横穴墓の

構造や他地域との関連については，東北地方における横

穴墓型式の「礫敷きとしない無縁棺座横穴墓」と「棺室横

穴墓」（第215図）の検討の中で考察している。

　「礫敷きとしない無縁棺座横穴墓」については，類例と

して福島県南相馬市糠塚横穴墓群第１号墓や同県双葉町

清戸廹横穴墓群第Ａ７号墓，同県いわき市小申田北横穴

墓群第18号墓とし，当横穴墓群においては指渋支群の第

57号横穴墓を挙げている。当横穴墓については，「群形

成初期に遡及するものと思慮される玄室奥側を一段高

く棺座として造作する構造に次いで，やや小型化した段

階に属するもの」とし，福島県の「例と異なって片方の側

壁沿いを一段高く棺座として造作しており，中心分布地

域を離れた故の受容に当たっての変容を確認できる」と

している。「無縁棺座横穴墓」の系譜については，「東北

地方における初現期横穴墓型式の一つ」として位置づけ，

その源流の地として九州地域を想定せざるを得ないと

し，「肥後型横穴墓を起源として筑後・筑前地域において

横穴墓型式が変容して無縁棺座横穴墓が現出し，筑前地

域で定型化した」としている。

　「棺室横穴墓」については，福島県いわき市小申田北横

穴墓群，御台横穴墓群，弾正作横穴墓群といったいわき

市域に集中するとされる。当横穴墓群では，「棺室横穴

墓類似横穴墓」として「棺室幅20 ～ 115㎝，長さ90 ～ 240

㎝を測る」もの36基をそれとし，「規模的に（全体の）三分

の一の横穴墓は改葬墓として構築された点が看取でき，

いわき市域所在の横穴墓と同様相が確認できる」として

いる。「棺室横穴墓」の出現理由については，「可能性の

高い推測として畿内地方に展開した横口式石槨構造の波

及の結果」とし，当横穴墓群では「無縁棺座横穴墓」と同

様に東北地方との関連の中で出現したものと考察してい

る。

　横穴墓群の形成時期については，「横穴墓構造から７

世紀初頭頃と想定される」とし，「地区首長墓としての虎

塚古墳と関連して形成されたものと考えられる」として

いる。
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第 217 図　指渋支群玄室規模（玄室長×玄室最大高と玄室長 × 玄室最大幅）

　（２）指渋支群の横穴墓の変遷

　指渋支群で調査された119基の横穴墓を対象に分析を

行う。

　①玄室形態　　玄室形態では，第216図の５基の横穴

墓が特異なものとなる。いずれも指渋支群Ⅵ区に位置す

る。Ⅵ区第76号墓は奥壁に並行して高い屍床を有する。

Ⅵ区第81号墓は，玄室の両側壁はアーチ状に立ち上がり，

天井との境に弱い段をもって軒線とし，天井はドーム状

の家形を呈する。Ⅵ区第85号墓は，Ⅵ区第81号墓の天井

がアーチ状に変化した家形を呈する。Ⅵ区第57号墓は玄

室床面にコの字状の屍床がみられる。Ⅵ区第56号墓は，

玄室平面形が扇形で，奥壁に並行して低い屍床がみられ

る。これらの特徴を有する横穴墓は，指渋支群では上記

の１例ずつしかない。

　②玄室規模　　119基の横穴墓中，数値の明らかな111

基を対象に分析を行う。分析では，玄室長と玄室最大高，

玄室最大幅で規模を比較した。その結果が第217図のグ

ラフである。グラフからは，Ⅵ区第76号墓の規模が突出

して大きいことがわかる。また，玄室長が1.7ｍ以上で，

最大高が1.1ｍ以上または最大幅が1.8ｍ以上の横穴墓に

一つのまとまりがみられる。このまとまりには，Ⅵ区第

11・27・28・32・38・44・56・57・70・81・85号墓，Ⅳ区第119号

墓の12基（第219図）が該当し，この中には指渋支群で８

基確認されている一段高い屍床を有する横穴墓のすべて

が属するだけでなく，先述の特異な形態の横穴墓もすべ

て含まれる。よって，この一群は，支群の中で大型の横

穴墓で，玄室形態が特異なものを示すまとまりとするこ

とが可能である。

　③変遷　　横穴墓の形態変化から，指渋支群の横穴墓

の変遷を推定する。まず，初現期の横穴墓については，

4m0

宮城県仙台市宗善寺横穴墓群第 15 号墓

那珂市権現山横穴墓

第 218 図　高い屍床を有する横穴墓の類例
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第 219 図　指渋支群大型横穴墓集成図・分布図（赤丸は屍床あり）
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第 220 図　指渋支群横穴墓変遷推定図（＊は出土遺物の年代）
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第 222 図　大分県の横穴墓の変遷（［池邉 2001］を一部修正）
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第 221 図　指渋支群第 220 図変遷推定図の横穴墓玄室規模（玄室長 × 玄室最大高と玄室長 × 玄室最大幅）
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4m0

家形ドーム形の横穴墓

日立市千福寺下横穴墓群第 32 号墓　＊７世紀前半

家形アーチ形

常陸太田市幡山東横穴墓群第 B9 号墓　＊７世紀中葉

大分県大分市飛山横穴墓群　＊６世紀後半

１号墓 ４号墓

第 223 図　家形横穴墓の類例１

大型で特異な玄室形態のものと仮定した。それに該当す

るものとしては，超大型のⅥ区第76号墓が考えられるが，

この形態は他の横穴墓群でも類例が非常に少なく，比較

検討が難しいことから，検討対象から除外する（第218

図）。次に，規模や形態から初現期のものと考えられる

のは，玄室長・玄室最大高がⅥ区第76号墓に次ぐ規模で，

玄室立面形が家形ドーム形のⅥ区第81号墓である。Ⅵ区

第81号墓の平面形はやや長方形で，床面には奥壁に並行

して屍床が設けられている。立面形は家形ドーム形を呈

する。壁面の加工も非常に丁寧で，平坦に仕上げられて

いる。

　この家形ドーム形の横穴墓は，天井がドーム形から

アーチ形へと変化するとされていることから，Ⅵ区第81

号墓から，そのすぐ隣に位置する家形アーチ形天井のⅥ

区第85号墓へと変遷するものと思われる。家形構造はこ

の２基で終了し，その後はⅥ区第44号墓の縦断面アーチ
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第 224 図　指渋支群Ⅵ区第 81 号墓周辺横穴墓分布状況

形や，Ⅳ区第119号墓の天井部がやや湾曲するアーチ形

へと変化する。そして，その次には床面の屍床がなくな

り，玄室最大高と最大幅が減少する（第221図）。また，

少数ではあるが，Ⅵ区第70号墓のような縦断面ドーム形

の横穴墓も存在する。Ⅵ区第70号墓は縦断面形がⅥ区第

81号墓と類似することから，天井形が家形からドーム形

に変遷したものもあると推定した。さらに，玄室幅が狭

く，平面形が細長い形態のものも存在する。この小型の

横穴墓は，池上が「棺室横穴墓」としたもので，玄室幅が

20 ～ 115㎝，玄室長が90 ～ 240㎝のものが該当する。こ

れらは単独の伸展葬のみ可能なものと，二次的に遺骨を

収納する改葬墓としての利用が考えられ，先行する大型

の横穴墓構造の変遷とは直接的には現出しない横穴墓構

造とされる［池上2015］。以上をまとめると，第220図の

ようになる。

　④時期　　指渋支群で初現期としたⅥ区第81号墓の時

期について，当横穴墓から遺物が出土していないため，

他の遺跡との比較から考察する。

　Ⅵ区第81号墓のような家形ドーム形の横穴墓は，生田

目和利の集成［生田目2010］によると，茨城県内では，日

立市千福寺下横穴墓群第32号墓，常陸太田市釜田横穴墓

群B支群第４号墓，常陸太田市島横穴墓群の１基で，当

横穴墓群を含めて４基しか確認できない。生田目はこの

形態の横穴墓について茨城県において初現期のみに造営

されるものとし，その系譜を「大分県大野川・大分川下流

域に求められよう」としている。また，池邉千太郎の研

究［池邉2001］によると，大分川下流域の横穴墓の様相に

ついて，６世紀後半に飛山横穴墓群第１号墓のような平

面形が妻入り長方形で，寄棟形天井の形態から，７世紀

初頭には寄棟形天井の天井部分がドーム状となり，四壁

と天井との境の軒にあたる部分に掘り込みや線刻が施さ

れるようになり，さらに７世紀前半には天井がドーム形

からアーチ形へと変化するとされる（第222図）。日立市

千福寺下横穴墓群第32号墓では７世紀前半の遺物が出土

し，次の形態とされるアーチ形を呈する常陸太田市幡山

東横穴墓群第Ｂ９号墓では７世紀中葉の遺物が出土して

いることから，茨城県の家形ドーム形と家形アーチ形の

横穴墓の時期は，大分県の編年とそれほど大きな差はな

いものと思われる（第223図）。よって，Ⅵ区第81号墓は

当支群における初現期の横穴墓で，その時期は７世紀前

半の時期を想定する。次のⅥ区第85号墓は，幡山東横穴

墓群第Ｂ９号墓との比較から７世紀中葉が推測され，そ

の系譜の下に位置づけたⅥ区第83号墓からは７世紀第

４四半期から８世紀第１四半期の須恵器が出土している

ことからその時期と思われる。

　次に，単独葬または改葬墓と考えられる「棺室横穴墓」

とされる小型の横穴墓については，Ⅵ区第67号墓から８

世紀第１四半期，Ⅵ区第101号墓から８世紀第２四半期

と思われる須恵器が出土している。他遺跡の例では，福

島県いわき市御台横穴墓群第28号墓からは７世紀末葉の

須恵器が，弾正作横穴墓群第B92号墓からは７世紀後半

の早い時期の所産とされる須恵器が出土していることか

ら，いわき市周辺では７世紀後半になって出現したもの

と想定されている［池上2015］。よって，指渋支群では，

玄室形態でⅥ区第101号墓よりもⅥ区第35号墓が先行す

るものと思われることから，出現時期については７世紀
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第 225 図　館出支群の特異な玄室形態の横穴墓

第 226 図　笠谷支群の特異な玄室形態の横穴墓

後半から８世紀初頭と想定する。

　⑤分布　　指渋支群において，特異な玄室構造で，規

模が超大型のⅥ区第76号墓と，大型のⅥ区第81号墓を初

現期と推定した。これらの横穴墓の分布をみてみると，

Ⅵ区第76号墓やⅥ区第81号墓，次の時期のⅥ区第85号墓

は，台地先端部の目立つ場所で，標高７ｍあたりに並ん

で位置していることがわかる（第224図）。よって，初現

期の横穴墓が，台地の最も先端部の目立つ場所に位置し

ているといえる。

　⑥小結　　以上の分析から，特異な

玄室形態であり，規模が玄室長1.7ｍ

以上で最大高が1.1ｍ以上または最大

幅が1.8ｍ以上の大型で，台地の先端

部の目立つ位置に構築されている横穴

墓が，初現期またはそれに次ぐ時期の

横穴墓であることが判明した。その時

期については，７世紀前半を想定した。

また，単独葬または改葬墓とされる小

型の横穴墓は，７世紀後半から出現す

るものと考察した。

　（３）館出支群・笠谷支群の横穴墓

　館出支群と笠谷支群では，支群の一部しか調査できて

いない。よって，指渋支群の分析を応用することで，館

出支群や笠谷支群の横穴墓を分析することとする。

　まず，館出支群や笠谷支群で特異な玄室形態の横穴墓

を抽出すると第225・226図の横穴墓が該当する。これら

の横穴墓を指渋支群のグラフに当てはめてみると，第

227図のようになる。館出支群Ⅶ区第３号墓は一部しか
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残存していないが，玄室最大幅と最大高が指渋支群Ⅵ区

第76号墓と近いことから，Ⅵ区第76号墓の玄室長を推定

長とした。すると，館出支群Ⅶ区第３号墓は超大型の横

穴墓となる。玄室最大高では，笠谷支群Ⅴ区第13号墓が，

玄室最大幅では館出支群Ⅰ区第35号墓が突出し，超大型

の横穴墓となる。大型では，館出支群Ⅰ区第32号墓・Ⅲ

区第５号墓，笠谷支群Ⅵ区第１号墓が該当する。館出支

群Ⅰ区第33号墓は，少しの差で大型の範囲からは外れる

が，館出支群と笠谷支群の特異な玄室形態の横穴墓のほ

ぼすべてが，指渋支群の大型または超大型の横穴墓の範

疇に収まることとなる。また，指渋支群の初現期の横穴

墓の特徴として，台地先端部の目立つ場所に位置するこ

とについても，館出支群Ⅰ区第32・33・35号墓やⅦ区第３

号墓，笠谷支群Ⅴ区第13号墓・Ⅵ区第１号墓は同じよう

な立地を示すことから，これらの横穴墓が各支群におけ

る初現期またはそれに次ぐ時期のものと推定される。

　（４）横穴墓の時期

　当横穴墓群の特異な玄室形態の横穴墓について，各支

群における初現期またはそれに次ぐ時期と推定した。こ

れらの時期について，家形ドーム形の横穴墓の時期を推

定する際に他遺跡の横穴墓と比較したように，他遺跡の

横穴墓との比較を行い，時期を推定することとする。

　①コの字形屍床を有する横穴墓（第228図）　　コの字

形屍床を有する横穴墓には，館出支群Ⅰ区第35号墓があ

る。館出支群Ⅰ区第35号墓は，平面形が逆台形で，ドー

ム形の天井を呈し，床面は玄室手前から中央部を窪め

て，周囲三方にコの字形に屍床を造り出す玄室構造であ

る。このような玄室構造は，（１）で触れた池上の「無縁

棺座横穴墓」に該当するものと考えられる。「無縁棺座横

穴墓」は，福島県南相馬市の羽山横穴墓群第１号墓を典

型とし，「矩形玄室平面の床面を無縁棺座としてドーム

形天井とする構造」で，「福島県浜通りを中心として分布」

している。また，分析から「無縁棺座横穴墓」を「東北地

方における初現期横穴墓型式の一つ」として位置づけて

いる。さらに，分析の中では前述のとおり，指渋支群Ⅵ

区第57号墓をその一つとしてあげている。

　館出支群Ⅰ区第35号墓は，玄室平面形が矩形ではなく

逆台形で，窪みと玄門部の境に段差があって羨道部の延

長ではないなど細かな違いはあるものの，当横穴墓群に

おいて最大級の玄室構造であり，なおかつ広い墓前域を

有していることを考慮するならば，「無縁棺座横穴墓」の

定義のとおり，群の中で初現期に造営された横穴墓と考

えられる。この形態の横穴墓の時期については，他遺跡

では６世紀末頃に出現し，７世紀前葉に比定される例が

多い。館出支群Ⅰ区第35号墓は，初現の「無縁棺座横穴墓」

と比較して，矩形玄室平面ではなく，窪みの構造にも相

違があることから，６世紀末までは遡らない７世紀前葉
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館出支群Ⅰｰ35号墓

コの字形屍床を有する横穴墓

福島県南相馬市羽山横穴墓群第１号墓

福島県双葉町清戸廹横穴墓群第 A7号墓　＊６世紀末？

4m0

無縁棺座横穴墓の分布（[池上 2015]より転載）

＊６世紀末

指渋支群Ⅵｰ57号墓

第 228 図　コの字形屍床を有する横穴墓の類例
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4m0

指渋支群Ⅵｰ81 号墓

家形ドーム形の横穴墓

日立市千福寺下横穴墓群第 32 号墓　＊７世前半

笠谷支群Ⅵｰ1 号墓
館出支群Ⅰｰ33 号墓

指渋支群Ⅵｰ85 号墓

家形アーチ形

常陸太田市幡山東横穴墓群第 B9 号墓　＊７世紀中葉

大分県大分市飛山横穴墓群　＊６世紀後半

＊礫床

１号墓 ４号墓

第 229 図　家形横穴墓の類例２
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笠谷支群Ⅴ-13 号墓

日立市坂下横穴墓群第 15 号墓　＊６世紀末

第２号墓

第３号墓

穹窿形の横穴墓

4m0

宮城県仙台市愛宕山横穴墓群　＊７世紀中葉？

第 C1 号墓 第 10 号墓（第３次）

宮城県多賀城市大代横穴墓群第２号墓

大分県玖珠町鷹巣横穴墓群　＊６世紀末

＊７世紀前半

第 230 図　穹窿形の横穴墓の類例
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第 231 図　方（･ 台）形・平天井の横穴墓の類例

館出支群Ⅶｰ3 号墓

方 (･台 ) 形・平天井の横穴墓

日立市千福寺下横穴墓群第 37 号墓　＊７世紀２

日立市赤羽横穴墓群第 B1 号墓　＊６世紀後葉

日立市十王前横穴墓群第２号墓　＊６世紀末～７世紀初頭
日立市千福寺下横穴墓群第 26 号墓　＊７世紀前葉

4m0
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の時期を想定する。

　②家形ドーム形の横穴墓（第229図）　　玄室立面形が

家形ドーム形の横穴墓については，すでに検討を行い，

指渋支群Ⅵ区第81号墓を７世紀前半の時期と想定した。

この指渋支群Ⅵ区第81号墓と同様に，館出支群Ⅰ区第33

号墓や笠谷支群Ⅵ区第１号墓についても，平面形が横長

長方形や矩形であったり，屍床の有無など細かな違いは

認められるが，家形ドーム形の系譜の横穴墓と考えられ

る。立地も，館出支群Ⅰ区第33号墓は広い墓前域を有し，

笠谷支群Ⅵ区第１号墓は単独で存在するなどの特異性が

みられる。よって，この２基についても，群の初現期に

造営されたものと考え，７世紀前半の時期を想定する。

　③穹窿形の横穴墓（第230図）　　玄室立面形が穹窿形

の横穴墓には，笠谷支群Ⅴ区第13号墓がある。笠谷支群

Ⅴ区第13号墓の平面形は矩形で，玄室の両側壁と奥壁・

前壁が天井の中心に向かってつながり，各壁の境が明確

な穹窿形を呈する。この形態は，現状では笠谷支群Ⅴ区

第13号墓しか確認されていない。

　生田目の集成［生田目2010］では，茨城県内でこの形態

は，日立市加幸沢A横穴墓群の３基，同市十王台南C横

穴墓群の１基，同市十王台南D横穴墓群の３基，同市松

木下横穴墓群の１基，同市長峰横穴墓群の１基，同市坂

下横穴墓群の１基で，当横穴墓群を含めて11基確認され

ている。なお，穹窿形を呈しているが両側壁に並行して

２つの屍床が造り出されている坂下横穴墓群第15号墓に

ついては，生田目は肥後系として穹窿形とは分けている

が，笠谷支群Ⅴ区第13号墓の床面形態が不明のため，こ

こでは穹窿形の例として取り上げた。時期については，

坂下横穴墓群第15号墓を６世紀末頃に位置づけている。

　宮城県では，多賀城市大代横穴墓群第２・６号墓や仙

台市愛宕山横穴墓群第C1号墓・第３次第10号墓が類似す

る形態と思われる。時期については，大代横穴墓群第２・

６号墓が７世紀前半，愛宕山横穴墓群第C1号墓が７世

紀中葉頃に比定されている。

　大分県日田・玖珠地域では，6世紀後葉から７世紀前葉

を中心とした時期に，玄室平面形逆台形で四角錐形の天

井を有する横穴墓がみられる［池邉2001］。平面形や天井

の中心が尖っているといった違いはあるが，家形ドーム

形の横穴墓の系譜からも，当地域との関連性が考えられ

る。

　これらの事例を踏まえて，笠谷支群Ⅴ区第13号墓の時

期については７世紀前半を想定し，６世紀末に遡る可能

性もあるとする。

第 232 図　台形型横穴墓の変遷（［生田目1996］より転載） 第 233 図　平天井横穴墓の分布（［池上 2015］より転載）
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　④方（･台）形・平天井の横穴墓（第231図）　　奥壁が方

形または台形で，両側壁はほぼ垂直またはやや内傾しな

がら立ち上がり，天井部が平天井の横穴墓には，館出支

群Ⅶ区第１・２・３号墓と笠谷支群Ⅴ区18号墓がある。し

かし，館出支群Ⅶ区第１・２・３号墓は奥壁周辺のみしか

残存しておらず，笠谷支群Ⅴ区18号墓は未調査のため詳

細が不明である。辛うじて検討の対処と出来るのは，測

量図面がある館出支群Ⅶ区第３号墓で，奥壁側幅が約

2.5m，高さが約1.5mと，当横穴墓群中では指渋支群Ⅵ

区第76号墓に匹敵する超大型の横穴墓である。

　生田目の集成［生田目2010］では，茨城県内で台形・平

天井の横穴墓は，日立市十王前横穴墓群の10基，金宝淵

横穴墓群の１基，千福寺下横穴墓群の11基，赤羽横穴墓

群の１基，幡町バッケ横穴墓群の２基，元太田山横穴墓

群の１基の合計26基が確認されている。特徴としては，

「数が極めて少なく，要衝に立地し，群中の他の形態の

横穴墓や台形型横穴墓を含まない横穴墓群と比べても玄

室規模が大きく，有（無）円屍床の存在率も高い」とされ

る。時期については，形態変遷を５期設定し，初現（１）

期に日立市赤羽横穴墓群第B１号墓をあげて６世紀後葉

とし，２期を６世紀末～７世紀初頭，３・４期を７世紀

前葉，５期を７世紀中葉としている［生田目1996］（第232

図）。また，池上も「平天井横穴墓」として分析を行い，

７世紀前半代に展開したものと想定している［池上2015］

（第233図）。

　館出支群Ⅶ区第３号墓については，残存がわるく玄室

構造の詳細や規模が不明で，奥壁も台形ではなくやや方

形を呈するが，館出支群の位置する舌状台地の先端部に

位置し，この地点にのみ平天井の横穴墓が３基並列し，

第３号墓は規模も比較的大型のため，初現期の横穴墓と

考えられる。館出支群Ⅶ区第３号墓の時期については，

規模が日立市千福寺下横穴墓群第37号墓に近いことか

館出支群Ⅲｰ5 号墓

礫敷・アーチ形の横穴墓

常陸太田市善光寺横穴墓群第３号墓　＊７世紀前葉

4m0

第 234 図　礫敷・アーチ形の横穴墓の類例
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いては，台地の先端部という目立つ場所に位置するとい

う共通点もみられる。さらに，場所によって初現期の玄

室形態が様々であることが指摘できる。

　よって，当横穴墓群では，一つの地点から横穴墓が周

囲に展開していったのではなく，それぞれの支群でほぼ

同じ時期に様々な形態の横穴墓が導入され，広がって

いったと考えられる。そして，様々な形態の横穴墓の存

在からは，墓の造営に多くの集団が関わっていたことが

考えられる。その背景には，この地が外洋と内陸とを繋

ぐ交通の要衝であること［稲田2014］から，多くの集団が

集まる場所であったことが推測され，それらの集団が自

らを誇示する墓の形態を採用した結果とも考えられる。

　４　茨城県内の横穴墓の時期との比較

　茨城県内の横穴墓については，生田目が詳細な検討を

行っている［生田目2010］。それによると，2010年の報告

時で，横穴墓の数は1322基とされる。初現期については，

遺物や横穴墓の形態から６世紀後半とされる。また，終

末期については，断定は避け８世紀代としているが，こ

の報告後に当横穴墓群から９世紀前葉の土器が出土して

いるので，この土器が最も新しい遺物となろう。

　茨城県内の横穴墓の造営および使用の時期を６世紀後

半から９世紀前葉と仮定すると，当横穴墓群は茨城県内

における横穴墓の導入期から終末期までほぼ同時期に継

続して横穴墓が造営・使用された横穴墓群とすることが

できる。

ら，生田目の３期，７世紀前葉の時期を想定する。

　⑤礫敷・アーチ形の横穴墓（第234図）　　玄室平面形長

方形で，立面形がアーチ形の横穴墓は，茨城県で最も多

い形態で，生田目の集成でも228基が確認されている。

この中で，県北部久慈川流域では礫敷のものが多く，そ

れに対して礫敷がないことが当横穴墓群の特徴とされて

きた。しかし，今回の調査によって，館出支群Ⅲ区第５

号墓と笠谷支群Ⅵ区第１号墓で礫敷があることを確認で

きた。特に，館出支群Ⅲ区第５号墓の礫敷でアーチ形と

いう形態は，久慈川流域の横穴墓と類似しており，当横

穴墓の確認により，県北部との関連性が強まったと言え

る。

　この形態の横穴墓に関しては，前述の４つの形態のよ

うに初現期の形態とは言えないが，礫敷のものが存在す

るということが重要であるため，ここに記載した。

　⑥小結　　特異な形態の横穴墓について，他地域の横

穴墓との比較を行い，形態から導き出せる造営時期を推

定してみた。まとめると，以下のとおりである。

　７世紀前葉

　　館出支群Ⅰ区第35号墓

　　館出支群Ⅶ区第３号墓

　　（指渋支群Ⅵ区第76号墓）

　７世紀前半

　　指渋支群Ⅵ区第81号墓（・第85号墓）

　　館出支群Ⅰ区第33号墓

　　笠谷支群Ⅴ区第13号墓

　　笠谷支群Ⅵ区第１号墓

　以上のように，各支群で確認された特異な玄室形態の

横穴墓については，他遺跡との比較で７世紀前葉または

７世紀前半に比定できた。茨城県内で横穴墓の導入時期

は６世紀後半とされていることから，これらの横穴墓が

当横穴墓群における初現期，またはそれに次ぐ時期の横

穴墓とすることが可能であり，指渋支群における分析を

支持する結果となる。

　　

　３　十五郎穴横穴墓群における横穴墓の展開

　玄室形態から初現期に想定した横穴墓の位置をまとめ

ると，第235図のようになる。図からは，初現期に想定

した横穴墓が一つの支群に集中することなく，それぞれ

の支群に分布していることがわかる。また，各支群にお

註１

註２
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第 235 図　十五郎穴横穴墓群初現期に想定した玄室形態の横穴墓分布図

指渋Ⅵ-85号墓 指渋Ⅵ-81号墓

指渋Ⅵ-76号墓
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３　横穴墓と古墳との関係

　十五郎穴横穴墓群が存在する台地崖面の上の台地平坦

部には，虎塚古墳群と笠谷古墳群が存在している。今回

の調査により，当横穴墓群の性格の一部が明らかとなっ

たことから，調査成果をもとに，当横穴墓群と古墳群と

の関係について検討を行う。なお，検討するにあたり，

当横穴墓群の初現の時期については，前節の横穴墓の形

態から想定した時期とする。

　１　ひたちなか市内の古墳の概要

　検討に入る前に，ひたちなか市内の古墳について概観

する。現在，ひたちなか市で確認している古墳は45 ヶ

所あり，その数は134基である。また，この数に過去の

文献等から消滅した古墳の数も統計すると255基となる。

　分布は，太平洋岸と那珂川・中丸川流域に大半が分布

しており，内陸部には少ない（第236図）。古墳がもっと

も集中する地域は太平洋岸で，消滅したものも含めると

124基の古墳が確認されている。前方後円墳の分布は，

那珂川・中丸川流域に集中する。

　時期は，発掘調査が実施されていないものが多いため，

正確な時期を確定できる古墳は少ない。よって，未調査

の古墳の時期については，墳形や埴輪の有無，埋葬施設

の構造等から時期を推定した（第237図）。

　市域の古墳で，確実に前期の古墳といえるものは確認

できない。現時点で最も古い古墳は，壷形埴輪等が出土

した三ツ塚古墳群第12号墳で，５世紀前葉の時期と考え

られる。また，2015年の測量調査により，三ツ塚古墳群

＊主な古墳と古墳群
１　川子塚古墳
２　大穴塚古墳
３　磯崎東古墳群
４　磯合古墳群
５　入道古墳群
６　三ツ塚古墳群
７　新道古墳群
８　寺前古墳
９　高井古墳群
10　三反田古墳群
11　笠谷古墳群
12　虎塚古墳群
13　大平古墳群
14　殿塚古墳群
15　津田西山古墳群
16　田彦古墳群
17　鉾ノ宮古墳群

水戸市

東海村

那珂市

早戸川

常

磐

線

国

道
６
号

1
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5
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7

8

9

10 11

12

13

14

15

16
17

第 236 図　ひたちなか市の古墳の分布図（［稲田 2012］に加筆）
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３
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高井古墳群
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第 237 図　ひたちなか市の古墳の編年（白抜き：埴輪なし／［稲田 2012］に加筆）

第 238 図　十五郎穴横穴墓群周辺の古墳の分布図
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第13号墳が墳丘長70ｍに達する帆立貝古墳であることが

判明し，時期も５世紀前半が推定されている［田中・一之

瀬2015］。５世紀後半の時期には，市域最大規模の川子

塚古墳が出現し，その他に磯崎東古墳群第30号墳や入道

古墳群第１号墳が当該時期に推定される。

　６世紀に入ると，太平洋岸以外にも古墳が出現する。

６世紀中頃の古墳には，調査が実施された津田西山古墳

群第１・３号墳と鉾ノ宮古墳群第１・２号墳が，埋葬施設

と出土遺物から当該時期と推定される。

　６世紀後半になると，高井・三反田・笠谷・大平・殿塚・

長堀・田彦・老ノ塚古墳群といった多くの古墳が造られる

ようになり，またその中には７世紀前半まで継続する古

墳群（三反田・笠谷・大平・殿塚・老ノ塚古墳群）もある。三

反田古墳群と笠谷古墳群，大平古墳群には，それぞれ

埴輪を樹立する前方後円墳（三反田１号墳，笠谷６号墳，

大平黄金塚古墳）と，樹立しない前方後円墳（三反田２号

墳，笠谷７号墳，大平１号墳）が存在する。

　７世紀になると，新たな場所に虎塚・中根中区・二ツ森・

孫目古墳群が造られる。虎塚古墳群は，前方後円墳の虎

塚古墳が７世紀前葉，方墳の第４号墳が７世紀中葉と考

えられる。市域で最終時期の古墳と推定されるのは，三

反田古墳群の飯塚前古墳である。墳形は，東西約30ｍ，

南北約20ｍ，高さ約３ｍを測る市域唯一の長方墳である。

埋葬施設は2013年の地下探査調査により，２基の横穴式

石室が並列している可能性が指摘された［稲田他2015］。

出土遺物は確認されていないが，墳形や２基の埋葬施設

の存在等から７世紀中葉の時期と考えられる。

　以上のように時期の中心は，６世紀後半から７世紀前

半が大半を占める。現時点でもっとも古い古墳は５世紀

前葉の三ツ塚古墳群第12号墳であり，市域で前期古墳は

確認されていない。ただし，那珂川河口を望む前方後円

墳の寺前古墳は，その立地等から前期古墳の可能性が指

摘されている。時期別の古墳の分布は，５世紀代は太平

洋岸にのみ存在し，６世紀中葉以降は各河川流域に分布

するようになる。

　２　十五郎穴横穴墓群周辺の古墳群

　当横穴墓群周辺の古墳群として，大平古墳群，笠谷古

墳群，虎塚古墳群の３つの古墳群について記述する（238

図）。

１

２

３

４

５

１：大平古墳群第１号墳　２：大平古墳群第２号墳　３：大平古墳群黄金塚古墳

４：殿塚古墳群第１号墳　５：殿塚古墳群殿塚古墳(線刻壁画）　

51.7m

60m

27m～
29m

1.7m

２m

2.1m

第 239 図　大平古墳群の古墳分布と黄金塚古墳見取り図（写真は 1945 年撮影／［高柳 1948］に一部加筆）

註３
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第 240 図　笠谷古墳群の古墳分布と第７号墳墳丘測量図

　（１）大平古墳群（第239図）

　大平古墳群は当横穴墓群から西へ約３㎞の中丸川を臨

む台地上に位置する。1945年に陸軍省により撮影された

航空写真を見ると，前方後円墳３基と円墳数基を確認す

ることができるが，現在は円墳１基を残すのみである。

1956年に破壊された黄金塚古墳は全長約60ｍの前方後円

墳で，墳丘からは「乳飲み児を抱く埴輪」等の埴輪が出土

している。埋葬施設は横穴式石室で，前方部に位置する。

石室内からは大刀や馬具が出土している。

　1985年に発掘調査された第１号墳は，全長約50ｍの前

方後円墳である。埋葬施設は前方部に位置しており，凝

灰質泥岩を用いた横穴式石室を有する。石室内からは銅

釧・刀子・鉄鏃・馬具・切子玉等が出土している。墳丘から

埴輪は認められない。時期は，黄金塚古墳が６世紀後半，

第１号墳が７世紀前葉と考えられている。当古墳群は，

埴輪を樹立する前方後円墳から，樹立しない前方後円墳

へと移行する時期に造られている。

　（２）笠谷古墳群（第240図）

　当古墳群は，笠谷支群直上の中丸川と本郷川を臨む台

地上に位置する。確認されている古墳は，前方後円墳２

基，円墳８基の計10基だが，1951年頃の調査の記録によ

ると18基の古墳の存在が記されている。前方後円墳は第

６号墳と第７号墳で，規模は第６号墳が全長約43ｍ，第

７号墳が約28ｍである。円墳は直径10 ～ 24ｍの範囲の

中にある。第６号墳の横穴式石室からは，大刀・鉄鏃・

馬具等が出土している。墳丘からは円筒埴輪・形象埴輪

が確認されている。第６号墳の前方部西方からは，刳抜

式の舟形石棺が出土したとされる。第７号墳は高さが約

1.3mの非常に低い墳丘が特徴で，埴輪が無く，埋葬施

設は不明である。2013年に墳丘の再測量と地下探査を実

施したところ，後円部に石室の存在が指摘されたが，確

認には至っていない。時期は第６号墳が６世紀後葉，第

７号墳が７世紀前半と推定されており，古墳群の時期も

６世紀後半から７世紀前半頃と考えられる。笠谷古墳群

も大平古墳群と同様に，埴輪を樹立する前方後円墳か

ら，樹立しない前方後円墳へと移行する時期に造られて

いる。

註４
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10m0

虎塚古墳群第４号墳石室・刳り抜き玄門

　（３）虎塚古墳群（第241図）

　当古墳群は，指渋支群直上の本郷川を臨む台地上に位

置する。確認されている古墳は，前方後円墳１基，方墳

２基，墳形不明の２基で，この他に現在確認できない古

墳の存在が示唆されている。前方後円墳の第１号墳は装

飾古墳で有名な虎塚古墳である。規模は全長56.5ｍを測

る。後円部に板状の凝灰岩の切石によって組まれた横穴

式石室を有する。墳丘からは埴輪は認められず，出土遺

物から７世紀前葉の時期が推定されている。第４号墳は

方墳で，一辺約22ｍの規模をもつ。埋葬施設は，半地下

式の単室構造の横穴式石室で，奥壁・左右側壁・天井石・

床石がすべて一枚石で箱形に構築されている。玄室平面

形は長方形を呈し，奥壁は正方形，側壁はほぼ垂直に立

ち，奥壁との接点では奥壁の両端がＬ字状に切り込まれ

第 241 図　虎塚古墳墳丘測量図・石室実測図

1m0
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第 242 図　虎塚古墳と館出支群Ⅰ区の位置図

ている。玄門部は，一枚石の板石の中央が幅50㎝，長さ

１ｍに刳り抜かれており，この刳り抜き玄門が当古墳の

特徴といえる。出土遺物は周溝内から７世紀中葉に比定

される須恵器が出土している。第３号墳も横穴式石室の

存在が確認されている。

　当古墳群は７世紀前葉から中葉にかけて形成された古

墳群と推定できることから，６世紀から続く大平古墳群

や笠谷古墳群とは立地を異にして，７世紀に新たに形成

されたと考えられる。

　（４）大平・笠谷・虎塚古墳群の関係

　６世紀後半には，大平古墳群黄金塚古墳や笠谷古墳群

第６号墳が存在する。この２つの古墳群では，７世紀に

なると規模を縮小し，埴輪を樹立しない前方後円墳が造

られる。そんな中，虎塚古墳は，６世紀後半から継続す

る古墳群中に築造されるのではなく，新たな場所に市内

最後の前方後円墳として築造される。また，古墳の規模

はその時期地域最大であることから，当該地域の覇権を

確立した有力首長の墓と考えられる。さらに，埋葬施設

には装飾を施すという新しい墓制が採用される。装飾文

様については，円文や三角文といった幾何学文様と，大

刀や靭・馬具といった武器・武具類が描かれており，一部

の文様は線刻と彩色を併用する技法がみられる。このよ

うな文様や技法は，熊本県菊池川流域の装飾古墳の特徴

に類似していることから，その地域との関係が考えられ

る。

　虎塚古墳の次の時期には墳形が方墳へと変化し，刳り

抜き玄門の横穴式石室を有する第４号墳が造られる。１

枚石を刳り抜いた玄門形態は県内唯一で，栃木県の壬生

地域や熊本県，出雲地方東部との関連が考えられる。

　３　十五郎穴横穴墓群と古墳群との関係

　（１）虎塚古墳群との関係

　指渋支群の台地上には，虎塚古墳群が位置している。

指渋支群では，横穴墓の形態から初現が７世紀前葉と推

定され，出土遺物からは７世紀中葉の時期が求められる。

このことから，虎塚古墳の築造時期とほぼ同じ時期に造

営が始まり，出土遺物の時期からは，第４号墳の築造時

期と重なる。つまり，台地上に当該地区の覇権を確立し

た首長墓と考えられる古墳が展開し，それと同時期に横

穴墓も造営されていたということになる。また，虎塚古

墳を造った集団は，装飾古墳という新たな墓制を採用し

ている。よって，当横穴墓群の造営には，虎塚古墳との

密接な関係を持ち，虎塚古墳と同様に新たな墓制として

横穴墓をこの地に採用した集団の存在が窺える。

　また，虎塚古墳群との関係では，館出支群Ⅰ区との関

係も推測される（第242図）。当古墳群の石室の石材は，

横穴墓が掘削された崖面と同じ凝灰岩が使用されてい

る。今回の横穴墓群の地形測量と分布調査では，石室石

材の採取場所についても注目しながら実施した。その結

果，今回の調査範囲の中で，不自然な地形が館出支群Ⅰ

区で確認された。ここには，約３段に横穴墓が多数構築

されている場所だが，横穴墓の存在を消すと，凝灰岩の

ほぼ垂直の崖面となり，周辺の自然地形とは明らかに異

質となる。崖面の前の平坦部に入れたトレンチでは，そ

の平坦面が凝灰岩屑の堆積であることを確認している。

よって，推測ではあるが，虎塚古墳群の石材は館出支群

Ⅰ区の場所で採掘され，首長墓の石室を採掘した場所に

あえて横穴墓を構築したとも考えられる。

　（２）笠谷古墳群との関係

　笠谷支群の台地上には，笠谷古墳群が位置している。

笠谷支群では，今回の調査で横穴墓の形態から７世紀前

半に推定される横穴墓を初めて確認した。このことから，
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笠谷古墳群第６号墳の築造時期に造営された横穴墓は確

認できないが，第７号墳や円墳の築造時期と重なること

になった。つまり，笠谷古墳群第６号墳の築造からはや

や遅れるが，指渋支群と同様に台地上に首長墓と考えら

れる古墳が展開し，それと同時期に横穴墓も造営されて

いたということになる。笠谷古墳群の古墳の大半が未調

査なため，横穴墓との関係を詳細に検討することは出来

ないが，指渋支群と虎塚古墳群との関係と同じように，

笠谷支群でも一部の古墳と横穴墓が同時期に造営されて

いたものと考えられる。その背景について検討するには，

現状では難しいが，在地の有力首長墓と考えられる第６

号墳を造った集団が，７世紀になって新たな墓制である

横穴墓を採用したとは考えられないだろうか。

　４　館出支群の横穴墓と墳丘

　指渋支群と笠谷支群では，初現期の横穴墓の位置する

台地上に，古墳が展開していたことが想定できた（第243

図）。また，今回の調査によって，初現期の横穴墓が位

置する館出支群Ⅰ区の上には，横穴墓に伴う墳丘がある

ことが判明した。そうなると，当横穴墓群で初現期とさ

れる横穴墓の位置する台地上で古墳や墳丘が確認できな

いのは館出支群Ⅶ区だけとなる。

指渋支群

館出支群

笠谷支群

0 2m

指渋Ⅵ-76号墓

指渋Ⅵ-81号墓

館出Ⅰ-33 号墓

館出Ⅰ-35号墓

館出Ⅶ-3 号墓

笠谷Ⅴ-13 号墓

笠谷Ⅵ-1号墓

指渋Ⅵ-85号墓

虎塚古墳

Ⅰ区墳丘

笠谷６号墳

笠谷７号墳

（中世 土塁）

第 243 図　十五郎穴横穴墓群初現期に想定した横穴墓と古墳の分布
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　館出支群Ⅶ区では，奥壁が方形で平天井の大型の横穴

墓が確認され，形態から７世紀前葉の時期を想定した。

当地区は舌状台地の先端部に位置し，その地形は笠谷古

墳群の位置する台地と類似する。しかし，現在の台地上

は平坦で，古墳を確認することは出来ない。

　この場所にかつて古墳または墳丘が存在していたので

はないかと記録を調査したところ，『勝田市史　中世・近

世編』［志田1978］に次のような記述をみつけた。

　「中根鉱泉上の館出には，一辺100メートル前後の土

　塁を方形にめぐらした遺構があったが，戦後の農地解

　放による開墾のとき，崩して畑にしたといわれている。

　この館出は，中根城の出城であろう。」

　この記述にある「中根鉱泉上」とは，まさしく館出支群

Ⅶ区の台地上である。1945年２月と1948年４月に撮影さ

れた航空写真を見比べると，1945年には館出支群Ⅶ区上

に樹木を確認できるが，1948年にはその樹木がなくなっ

ているように見える（第244図）。この写真からは，記述

にある戦後の開墾がこの場所で実施されたことが証明さ

れる。また，記述からは，「館出」というこの場所の字名

の由来も判明するし，「一辺100メートル前後の土塁を方

形にめぐらした遺構」の存在からは，古墳や墳丘がかつ

て存在していたとしても，中世に破壊されてしまって現

在は残っていないという可能性が導き出せる。さらに，

大規模な土塁の元となった土が，古墳や墳丘の土を転用

したことも想像できる。

　以上から，推測の域を出ることは出来ないが，館出支

群Ⅶ区の台地上に古墳または墳丘が存在していた可能性

が指摘できた。よって，当横穴墓群の初現期の横穴墓の

台地上には，すべて古墳や墳丘が存在していたと推定す

ることができるのではないだろうか。

　５　小結

　今回の調査によって，虎塚古墳群だけでなく，笠谷古

墳群も横穴墓と関係する可能性が出てきた。虎塚古墳群

との関係では，７世紀になって新たな場所に古墳を造営

し，当該地域の覇権を確立した新興の有力首長の墓と考

えられる虎塚古墳との密接な関係を持ち，虎塚古墳と同

様に新たな墓制として横穴墓をこの地に採用した集団の

存在が窺えるとした。同じように笠谷古墳群では，虎塚

古墳群出現以前の在地の有力首長墓と考えられる第６号

墳を造った集団が，７世紀になって指渋支群や館出支群

と同様に横穴墓を採用したものと推測した。

　以上のように，当横穴墓群の成立には，古墳を造営し

た集団との深い関わりがあると考えられる。

第 244 図　館出支群と笠谷支群の航空写真（右：国土地理院ウェブサイトより）

1945年２月撮影 1948年４月撮影
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４　横穴墓の時期の問題

　１　遺物と横穴墓形態との時期差

　横穴墓から出土した土器と横穴墓の形態からみた時

期について比較すると，例えば館出支群Ⅰ区第35号墓

のように土器では８世紀第４四半期から９世紀前葉，

形態では７世紀前葉となり，時期が一致しないものが

ある。この時期差の要因としては，古墳や横穴墓では，

形態や土器以外の副葬品から造墓が７世紀前半代と考

えられる墳墓でも，出土する土器は７世紀後葉から８

世紀前半の年代に収まる場合が多いことが指摘されて

いる［佐藤2015］。

　よって，当横穴墓群の出土遺物と横穴墓形態との時

期差の要因について，横穴墓ではないが茨城県内の古

墳における再利用の例を挙げて，その可能性について

検討する。

　２　茨城県内の古墳の再利用

　古墳の再利用と考えられる例として，水戸市ニガサ

ワ古墳群第１号墳，常陸大宮市赤岩遺跡第１号墳，笠

間市箱田宮後古墳群四所神社内１号墳，つくば市平沢

古墳群第１号墳の４例をあげる。

　（１）水戸市ニガサワ古墳群第１号墳［江幡・黒澤

2003，渥美2013］

　当古墳は水戸市藤井町に位置する。古墳の規模と墳

形は，直径約36ｍ，残存高約1.3ｍの円墳である。埋

葬施設は切石組の横穴式石室で，全長約4.8m，最大幅

1.57mを測る。土器は，横穴式石室の墓道とそれに連

結する周溝から出土した（第245図）。それらの土器を

再整理した渥美賢吾の報告によると，出土した土器の

器種には，須恵器の横瓶，甕，脚付長頸瓶，有台長頸瓶，

有台短頸壷，広口長頸瓶，無台杯，有台杯，蓋，有台

盤，円面硯，高盤，土師器杯，緑釉有台皿がある。土

器の年代については，７世紀後半，７世紀末～８世紀

前葉，８世紀中葉～後半，９世紀後半の４つの時期が

あるとされる。また，この４つの時期の器種を比較す

ると，「注器重視の傾向から供膳器重視の傾向に変化

して」おり，「土器等器物の様式と同様に古墳時代様式

から古代様式への著しい変化がみられる」と分析して

いる。そして，これらの土器組成から「祭祀を行った

人々の心性には，明らかに古墳の墳丘もしくは埋葬施

設に対して，かつて古墳を造営した人々のそれとは異

なるものが宿っていた」とし，これらの土器群は「追葬

行為なのではなく追善供養である可能性が高い」と指

摘し，追葬行為については否定している。

　４つの時期の中で８世紀中葉～後半としたものに

は，須恵器の有台杯や蓋，有台盤，高盤，円面硯があり，

円面硯を除くと館出支群Ⅰ区第35号墓と似た器種組成

となる。

　（２）常陸大宮市赤岩遺跡第１号墳［三輪・後藤2012］

　当古墳は常陸大宮市三美に位置する。古墳の盛土は

失われており，周溝から推定される古墳の規模と墳形

は，直径約16.5ｍの円墳である。埋葬施設は横穴式石

室だが，石材が抜き取られているため詳細は不明であ

る。土器は，横穴式石室の墓道とそれに連結する周溝

から出土した（第246図）。出土した土器の器種には，須

恵器のフラスコ形長頸瓶，大型フラスコ形長頸瓶，長

頸瓶，横瓶，小型短頸壷，甕，コップ型，無台杯，有

台杯，蓋，土師器の椀，甕がある。これらの土器の年

代は，７世紀後半，８世紀第１四半期，８世紀第２四

半期，８世紀第３四半期の４つの時期が存在する。

　これらの土器は，その出土状況や時期による器種構

成がニガサワ古墳群第１号墳に類似している。古墳の

立地も，ニガサワ古墳群第１号墳の東側を流れる那珂

川の上流に位置していることから，ニガサワ古墳群第

１号墳と同じ時期に，同じような祭祀が行われたもの

と考えられる。

　（３）笠間市箱田宮後古墳群四所神社内第１号墳［大森

1953，能島1993］

　当古墳は笠間市箱田に位置する。古墳の規模と墳形は，

直径10ｍ，高さ1.2ｍの円墳とされる。埋葬施設は横穴

式石室で，全長3.45m，幅0.75mを測る。土器は玄室前

の羨道部から出土した（第245図）。実測図には，須恵器

の有台杯と有台蓋，小型短頸壷と思われる土器が掲載さ

れている。この中で，館出支群Ⅰ区第32・33・35号墓から
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＊縮尺不明

水戸市ニガサワ古墳群第１号墳

笠間市箱田宮後古墳群四所神社内第１号墳

つくば市平沢古墳群第３号墳

0 75cm

＊８世紀中葉～後半 ＊９世紀後半

第 245 図　茨城県内古墳再利用の例１（［渥美 2013］・［大森 1953］・［田中・吉澤 2011］を一部改変）
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第 246 図　茨城県内古墳再利用の例２（［三輪・後藤 2012］を一部改変）

も出土している小型短頸壷を含むことが注目される。こ

れらの土器の時期は，８世紀前半と後半の土器が混じっ

ていると思われる。土器の時期と出土位置から，これら

の土器は追葬行為に伴うものか，追善供養に使用された

ものと考えられる。

　（４）つくば市平沢古墳群第１号墳［田中・吉澤2011］

　当古墳はつくば市平沢に位置する。古墳の規模と墳形

は，一辺30ｍの方墳である。埋葬施設はＴ字形の横穴式

石室である。古墳の時期は７世紀前半と推定されている。

当古墳の石室の墓前域からは，須恵器の短頸壷１点と有

台杯２点が出土した（第245図）。有台杯２点は，短頸壷

の蓋として使用されたもので，これらは骨蔵器とされる。

骨蔵器の時期は８世紀前葉であることから，古墳を再利

用して，墓前域に埋設したものと推測されている。骨蔵

器を古墳の墓前域に埋設したことについては，「先祖と

の系譜を意識したものに他ならない」とし，「当地譜代の

勢力を引き継ぐ者であることを，世代を越えた「追葬」と

いうかたちで示したのであろう」と考察している。

　３　墳墓の再利用の意義

　以上の例からは，茨城県内の古墳で，追葬行為もしく

は追善供養と思われる古墳の再利用が行われていること

がわかる。このような古墳の再利用については，畿内を

対象として分析を行った渡邊邦雄の研究成果［渡邊1999・

2000］があり，水戸市ニガサワ古墳群第１号墳を分析と

した渥美も参考としている。

　渡邊は，古墳の再利用の祭祀において，８世紀前半，

常陸大宮市赤岩遺跡第１号墳

＊８世紀第２四半期 ＊８世紀第３四半期
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８世紀後半～９世紀前半，９世紀後半～ 10世紀初頭の

３つの画期を設定した。８世紀前半については「畿内に

おける古墳終焉の一形態として捉え，律令国家による造

墓規制の中での氏族独自の墓域主張に伴う現象」，８世

紀後半～９世紀前半については「桓武天皇の「延暦十年の

改革」（791年）に基づく祖先祭祀の画期に合わせて，各氏

族が出自の再確認や系譜を主張するために古墳を墳墓と

して再利用又は追善供養を行ったもの」，９世紀後半～

10世紀初頭については「「十稜四墓制」（858年）等，令制氏

族墓衰退に対する近親祖先墓の再興を図った藤原良房の

政策と歩調を合わせた新興勢力の存在を示唆する現象」

と位置づけている。この３つの画期について，渥美はニ

ガサワ古墳群第１号墳の例をこれとほぼ連動した動きと

捉えている。よって，常陸大宮市や笠間市，つくば市の

例についても，３つの画期のいずれかに連動しているも

のと考えられる。

　４　十五郎穴横穴墓群における横穴墓の再利用

　館出支群Ⅰ区第35号墓からは，８世紀第４四半期から

９世紀前葉の土器が出土しており，玄室内の遺物や人骨

の出土状況から，土器の時期に埋葬が行われたものと考

えられる。また，館出支群Ⅰ区第35号墓の隣に位置する

Ⅰ区第32号墓やⅠ区第33号墓の羨道部からも，８世紀第

２・３・４四半期の須恵器が出土している。Ⅰ区第32号墓

の玄室形態からみた時期については，土器との時期差が

あるかどうか判断できないが，Ⅰ区第33号墓やⅠ区第35

号墓では，玄室形態と土器との時期に差が生じているこ

とから，これら３基の横穴墓では追葬があった可能性が

考えられる。

　これらの横穴墓から出土した土器の時期は，渡邊の８

世紀後半～９世紀前半の画期に該当し，土器の器種構成

は供善器中心の構成である。このことは，つくば市の例

は除いて，水戸市や常陸大宮市，笠間市の８世紀後半と

いう時期や土器構成が類似する。よって，古墳と横穴

墓という違いはあるが，ニガサワ古墳群第１号墳や赤岩

遺跡第１号墳と同じ那賀郡に属する当横穴墓群において

も，７世紀前半に造られた横穴墓を８世紀以降に再利用

したことが推測される（第247図）。その意義については，

渡邊が指摘しているように，当地域の氏族が出自の再確

認や系譜を主張するために再利用したものと考えられ

る。

第 247 図　那珂川流域墳墓再利用関連遺跡分布図

10km0

１:十五郎穴横穴墓群　　２:ニガサワ古墳群　　３:高根古墳群　　４:赤岩遺跡

５:台渡里官衙遺跡群（那賀郡衙）

註５

註６
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５　奈良時代以降の十五郎穴横穴墓群

　前節では，十五郎穴横穴墓群において，奈良時代以降

も追葬や追善供養が行なわれていたことを指摘した。ま

た，出土遺物の大半も，奈良時代に比定できる。そこで，

ここでは，奈良時代以降の当横穴墓群の様相について，

周辺遺跡との関係から考察したい。

　１　奈良時代以降の周辺遺跡について

　十五郎穴横穴墓群周辺で調査が実施され，関係がある

と思われる遺跡には，鷹ノ巣遺跡，東中根清水遺跡，後

谷津製鉄遺跡，原の寺瓦窯跡，奥山瓦窯跡がある（第248

図）。これらの遺跡の詳細は下記のとおりである。

　（１）鷹ノ巣遺跡

　鷹ノ巣遺跡は，当横穴墓群指渋支群の対岸の台地上に

位置しており，遺跡から横穴墓を見下ろせる近い距離に

ある。1992年度，2005年度，2012年度の３回調査が実施

され，弥生時代後期から平安時代にかけての竪穴住居跡

74基などが調査された［井上1994，稲田2008・2013］。調

査された住居跡で，古墳時代後期の住居跡は22基，奈良・

平安時代の住居跡は20基ある。詳細な時期は，古墳時代

が６世紀代で，７世紀のものは確認できない。奈良・平

安時代は，８世紀の第１四半期が２基，第２四半期が２

基，第３四半期が７基，第４四半期が１基，８世紀後半

と思われるものが１基，９世紀第２四半期から第３四半

期が５基，９世紀末が１基となる。

　注目される遺構は，第32号住居跡である。この住居跡

の特徴はその規模で，長軸8.61ｍ，短軸8.15ｍ，確認面

からの深さ約１ｍを測る大型住居跡である。出土した遺

物の時期は，８世紀第２四半期頃に位置づけられる。

　注目される遺物は，第33号住居跡から出土した丸瓦で，

凸・凹面両面にヘラ書きで「山田文マ子夜児」という文字

がある。文字については，「山田」という地名の「文部」の

「子夜児」という人物の名前と考えられ，瓦を作った工人

の名前の可能性が推測されている。住居跡から出土した

土器の時期は，８世紀第３四半期頃に位置づけられる。

　（２）東中根清水遺跡

　東中根清水遺跡は，当横穴墓群から北西に約１㎞の場

所に位置する。2001年に発掘調査が実施され，竪穴住居

跡19基，掘立柱建物跡１基，版築遺構１基などが調査さ

れた［鴨志田他2002］。遺構の時期は７世紀から10世紀ま

であるが，半数以上の11基が８世紀後半から９世紀前半

に比定される。

　注目される遺構は版築遺構である。遺構の大半が住居

跡によって壊されているため，詳細は不明であるが，住

居跡の時期から９世紀第２四半期以前の時期と推定され

る。遺構からの出土遺物はないが，調査区からは瓦片が

出土しているため，瓦葺建物の存在が窺われる。

　（３）後谷津製鉄遺跡

　後谷津製鉄遺跡は，当横穴墓群の前を流れる本郷川の

約３㎞上流に位置する。1988年に発掘調査が実施され，

製鉄炉１基が確認された［住谷他1996］。製鉄炉は箱形炉

で，その特徴から８世紀前半の時期が推定されており，

茨城県内最古の製鉄炉の可能性が指摘されている［佐々

木2012］。

　この遺跡については，水戸市渡里にある台渡里官衙遺

跡群に関連する生産遺跡と考えられている。

　（４）原の寺瓦窯跡，奥山瓦窯跡

　原の寺瓦窯跡は，当横穴墓群から北へ約５㎞，奥山瓦

窯跡は原の寺瓦窯跡からさらに北へ約１㎞の場所に位置

する。原の寺瓦窯跡では，1976・1979・1990・1995年の４

回調査が実施され，窯跡２基，工房跡６基，粘土堆積遺

構など，瓦生産の一連の遺構が確認されている。奥山瓦

窯跡は1988年に調査が実施され，窯跡１基などが確認さ

れている。原の寺瓦窯跡から出土した遺物は，軒丸瓦・

軒平瓦・平瓦・須恵器などで，特徴として文字瓦が多く出

土している。時期については，瓦の詳細な検討が行われ

ていないためはっきりとは判らないが，須恵器の時期か

らは，原の寺瓦窯跡が８世紀第１四半期・第２四半期・第

３四半期の３つの時期，奥山瓦窯跡が８世紀第２四半期

の時期を想定されている［佐々木2011］。また，出土した

瓦と須恵器の胎土が類似することから，瓦だけでなく須

恵器の生産を行っていた可能性が高いとされる。

　原の寺・奥山瓦窯跡で生産された瓦については，台渡
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第 248 図　十五郎穴横穴墓群周辺の遺跡分布図と確認された遺構や遺物

東中根清水遺跡　版築遺構 原の寺瓦窯跡　第１号窯跡

鷹ノ巣遺跡　第 33 号住居跡出土瓦

鷹ノ巣遺跡　第 32 号住居跡

後谷津製鉄遺跡　製鉄炉

十五郎穴横穴墓群周辺の遺跡分布図
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里官衙遺跡群や田谷廃寺跡に供給されていたことが判明

している［鴨志田2003］。

　２　十五郎穴横穴墓群と周辺遺跡との関係

　当横穴墓群の周辺には，集落跡の鷹ノ巣遺跡・東中根

清水遺跡と，生産遺跡の後谷津製鉄遺跡・原の寺瓦窯跡・

奥山瓦窯跡が存在する。いずれの遺跡も当横穴墓群と関

係する時期は８世紀から９世紀で，造営初期と推定した

７世紀の遺構は確認できない。上記の遺跡以外にも周辺

の遺跡で７世紀の集落跡が確認できないことは，当横穴

墓群の造営を考える上で注目される点である。

　鷹ノ巣遺跡は，当横穴墓群が見える場所に位置してい

ることから，密接な関係があるものと思われる。一辺８

ｍを越える大型住居跡の第32号住居跡は，その規模から

有力者の居宅と推定でき，さらに８世紀第２四半期とい

う時期からは横穴墓の被葬者の住居とも考えられる。東

中根清水遺跡でも，８世紀後半から９世紀前半の住居跡

が11基確認されており，版築遺構の存在から，当横穴墓

群との関係が考えられる。

　後谷津製鉄遺跡・原の寺瓦窯跡・奥山瓦窯跡の３つの生

産遺跡は，時期が８世紀前半に比定されることから，当

横穴墓群から出土した遺物の時期と重なる。この３つの

遺跡は，いずれも那賀郡衙とされる台渡里官衙遺跡群に

製品を供給していた遺跡である。製品の運搬に水上交通

を利用したと想定すると，そのルートは本郷川から中丸

川を下り，那珂川に出て上流にある台渡里官衙遺跡群へ

と続くルートが考えられる。そのルートであれば，製品

は当横穴墓群の前を通って運ばれたことになる。そう考

えると，時期だけでなくその運搬ルートからも，３つの

遺跡と当横穴墓群との関係が窺われる。また，当横穴墓

群の周辺が，那賀郡衙と関連する場所であることも注目

される。

　３　那賀郡における十五郎穴横穴墓群とその被葬者像

　那賀郡は，22郷を有する大郡である。地理的には，那

珂川河口域を含み，那珂川・涸沼川水系と太平洋との結

節点，つまり内水面と外洋とをつなぐ交通の要所に位置

する。那賀郡の官衙施設は，その地理的な重要性を背景

に，那珂川沿いと河口域に３つの施設が存在する。

　台渡里官衙遺跡群は，水戸市渡里に所在し，那珂川を

見下ろす台地上で，すぐ近くを官道が通り，水陸交通の

要所に位置している。遺跡群は，那賀郡衙である台渡里

官衙遺跡と，それに関連する寺院とみられる台渡里廃寺

跡が複合した遺跡群とされる。台渡里官衙遺跡は，大

小二重の溝で囲繞された東西300ｍ，南北270ｍの範囲内

に瓦倉が建ち並ぶ那賀郡衙の正倉院とされる（第249図）。

台渡里廃寺跡は，７世紀後半に創建された寺院で，火災

による消失し，９世紀後半に再建されている。

　河内駅家に推定される田谷廃寺跡は，水戸市田谷町に

所在し，台渡里官衙遺跡群の那珂川の対岸に位置する。

詳細はわかっていないが，礎石建物の存在が認められて

いる。

　那珂川河口域には，郡衙正倉別院とされる大串遺跡と

平津駅家がある。水戸市塩崎町・大串町に位置する大串

遺跡では，2007年の調査で正倉とみられる礎石建物や大

型掘立柱建物，正倉院の西側を区画する溝などが確認さ

れ，多数の瓦も出土した［小川他2008］。調査成果を分析

した川口武彦によると，当遺跡は那賀郡衙正倉院（本院）

に対して，「那賀郡内諸郷からの租税の収奪の強化・円滑

化を図るために，郡衙が置かれた郷とは別の郷に設置さ

れた郡衙正倉院別院の可能性が極めて濃厚である」とし，

第 249 図　台渡里官衙遺跡群長者山地区の遺構と出土瓦
　　（［真保 2015］を一部修正）
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木本挙周の指摘する「平津駅家に関連する可能性」を記述

している［川口2009］。また，平津駅家については，郡衙

別院と駅家を一本化あるいは複合させる説に同意してい

る。その理由については，平津駅家が蝦夷征討において

兵站補給基地としての役割を担った河川港という性格を

持たせ，軍糧補給を効果的に行えるようにする目的から

郡衙別院との一本化あるいは複合させる契機となったの

ではないかとしている。

　これら３つの施設では，注目すべき共通点が指摘され

ている。その共通点とは，瓦葺の倉を有し，その瓦に多

賀城系瓦が採用されていることである（第250図）。瓦倉

の存在については，「対東北政策を進める上で地方官衙

施設の荘厳化の役割が重要であった」［大橋2012］と考え

られ，多賀城と酷似する瓦当文様の瓦で正倉の軒先を

飾った背景については「那賀郡司らにとって征夷事業へ

の参加は一大イベント」であり，「征夷事業を後方から支

援していることを郡の内外に知らしめるための一つの手

段として類似したものでも構わないから，似たような文

様の軒先瓦を正倉の屋根に採用したのではないか」［川口

2009］との指摘がある。

　以上のように，那賀郡は蝦夷征討と深い関わりのある

場所と考えられている。特に，那賀郡が貢献したものと

して，人やモノの輸送が指摘される。『続日本紀』には，

養老７（723）年と天応元（781）年に那賀郡の貢献した記事

がみられる。養老７年の記事では，「常陸国那賀郡大領

外正七位上宇治部直荒山が私穀三千斛を陸奥国の鎮所に

献じ，外従五位下を授けられる」とされる。中村太一の

計算によると，養老７年に動員されたであろう人員は，

陸上輸送ならば6000人，海上輸送ならば300人で船数60

隻を算出している［中村1996］。天応元年の記事では，「下

総国印幡郡大領外正六位上丈部直牛養・常陸国那賀郡大

領外正七位下宇治部全成が軍粮を進め，外従五位下を授

けられる」とある。

　川尻秋生は「こうした献物叙位における労働力は，郡

司の持つ在地首長としての「私的」な労働力編成であった

と推測されるが，坂東の在地首長層の政治・経済的活動

に，外洋交通が重要な機能をはたしたこと，征夷には坂

東の在地首長の海運力が不可欠であったことがわかる」

と指摘する。また，中村は「古代東国の水上交通の特質は，

地域的な水上交通を主体として発生・展開しつつ，その

うえに征夷事業の人的・物的供給地域として陸奥地域と

の水上交通が付加された形態にあるとすることができよ

う」としている。

　このような那賀郡を含む古代東国の外洋交通について

川尻は，在地首長が外洋船を私有しており，そこからは

在地首長の外洋航海についての技術と知識を潜在的に有

していたことを指摘する［川尻2003］。また，その外洋船

は征夷の進行とともに，大量の兵士と兵粮を東北へ輸送

する際に使用され，東国の国衙が海上交通についてより

強く在地首長に依存していたと指摘する。

　以上の指摘からは，当地が奈良時代以前から海運力を

有する首長（集団）が存在していたことを窺わせる。これ

を裏付ける事象や遺物としては，虎塚古墳の装飾文様に

みられる彩色と線刻とを併用する技法や，笠谷古墳群第

６号墳から出土したイモ貝装馬具，磯崎東古墳群から出

土した骨鏃があげられる。これらの事象や遺物は，ひた

ちなか市から福島県いわき市にかけての太平洋岸沿いに

帯状に分布し（第251図），さらに列島的にみても主に海

第 250 図　多賀城以南の多賀城様式瓦群分布図（［真保
　　　　　2015］より転載）
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５　奈良時代以降の十五郎穴横穴墓群

1

2

3

1: 中田１号墓　2: 十王前 2･11･14 号
墓　3: 虎塚古墳

彩色と線刻を併用する装飾古墳分布

1
2 3

5

6

4

7

1: 八幡 23 号墓　2: 中田１号墓　3: 餓鬼
堂 23 号墓　4: 千代鶴 11 号墓　5: 二本
松古墳　6: 笠谷６号墳　7: 天神山４号墳

イモ貝装馬具出土分布

1

2
3

4

5

1: 勿来金冠塚古墳　2: 千福寺下 34･40
号墓　3: 白方７号墳　4: 磯崎東 24･34
号墳付近　5: 大塚５号墳

骨鏃出土分布

第 251 図　海と関連する古墳時代の事象や遺物の分布図（［稲田 2014］を一部修正）

に面した地域に分布することから，海との関連が窺える

ものである。よってその背景には，航海・漕艇・運輸・造

船に係る高度な専門知識や技能を持った集団＝海洋民の

存在を指摘することができることから［稲田2014］，当地

が奈良時代以前から海運力を有する首長（集団）が存在し

ていたと想定され，当横穴墓群がその首長や集団の墓域

であったとも考えられる。

　蝦夷征討との関連では，次の指摘も注目される。志田

諄一は「常陸国の水運も，弘仁以降の海道の蝦夷征討の

終結によって，（略）平津から陸奥国鎮所への漕送も不必

要になったのである」［志田1992］としている。弘仁とい

う時期（810 ～ 824年）が，十五郎穴横穴墓群で遺物から

確認できる最も新しい時期の９世紀前葉と重なることか

ら，征夷事業と連動して横穴墓の使用が終了したとも考

えられる。

　このように，十五郎穴横穴墓群は対東北政策（東北経

営・蝦夷征討）に深く関連した遺跡とも考えられる。よっ

て，その被葬者には，水上交通を担う集団や兵士といっ

た対東北政策に深く関わった人物，またはそれに貢献し

た人物が想定できる。それを裏付ける遺物として，館出

支群Ⅰ区第32号墓やⅠ区第35号墓から出土した大刀，Ⅰ

区第35号墓から出土した豪華な刀子が考えられる。また，

当横穴墓群の横穴墓の分布が那珂川河口部を意識したよ

うな立地であることからは，那賀郡の官衙遺跡と同じよ

うに那珂川河口部からの景観を意識し，対東北政策を後

方から支援していることを郡の内外に知らしめるための

墓域とも考えられるのである。
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　横穴墓の分布・基数・配置　　十五郎穴横穴墓群では，

調査によって本郷川に沿って約１㎞の範囲に横穴墓が構

築されていることが判明した。横穴墓群は，地形的に深

い谷津を境として指渋支群・館出支群と笠谷支群の２つ

に分かれ，さらに小さな谷津により指渋支群と館出支群

に分かれて３つの支群で構成されており，確認できた横

穴墓の基数は274基である。ただし，確認された横穴墓

以外にも多数の横穴墓が埋没している。そこで，指渋支

群Ⅵ区を基準に算出すると（286・287頁参照），その数は

500基以上となることが判明した。この基数からは，当

横穴墓群が東日本最大級の横穴墓群であることが想定さ

れる。

　横穴墓の配置では，横穴墓が谷と谷の間に突出した台

地の凝灰岩層に構築される傾向をつかむことが出来た。

また，横穴墓は東・南・西に面した斜面を選んでおり，北

に面した所には営まれない特徴をもっている。この特徴

については，横穴墓が那珂川河口部（または海）の方向を

臨んでいる，あるいは河口部からの視線を意識して墓を

造営していると考えられる。

　　横穴墓の形態　　確認調査では，十五郎穴横穴墓群

の横穴墓の玄室形態を明らかにすることが出来た。確認

できた横穴墓の玄室形態は，平面形が矩形または長方形

で，縦断面がアーチ形で横断面が半円形のものと，小型

の横穴墓が多くみられる。また，特異な形態として，家

形ドーム形や家形アーチ形，コの字形屍床を有するもの，

穹窿形のもの，平天井のものを確認した。これらの特異

な玄室形態の横穴墓は，群の中で規模が大型で，他遺跡

の類例との比較から，当横穴墓群における初現期の玄室

形態であると推定できる。

　横穴墓の時期　　十五郎穴横穴墓群から出土している

遺物の時期は，７世紀中頃のものが最も古く，８世紀が

大半で，最も新しいものが９世紀前葉である。横穴墓の

玄室形態からみた時期については，初現期の玄室形態の

横穴墓を７世紀前葉または７世紀前半と推測した。ま

た，単独葬または改葬墓とされる小型の横穴墓について

は，７世紀後半から８世紀初頭頃に出現するものと想定

した。よって，遺物と玄室形態から当横穴墓群の時期は，

７世紀前葉から９世紀前葉となる。この時期は，茨城県

内における横穴墓の導入期から終末期までの時期とほぼ

重なる。

　横穴墓の展開　　十五郎穴横穴墓群では，初現期とし

た横穴墓が一つの支群に集中することなく，それぞれの

支群に分布し，各支群において台地の先端部という目立

つ場所に位置していることが判明した。このことから，

当横穴墓群では一つの地点から横穴墓が周囲に展開し

ていったのではなく，それぞれの支群でほぼ同じ時期に

様々な形態の横穴墓が導入され，広がっていったと考え

られる。そして，様々な形態の横穴墓の存在からは，墓

の造営に多くの集団が関わっていたことが考えられる。

　その背景には，この地が外洋と内陸とを繋ぐ交通の要

衝であることから，多くの集団が集まる場所であったこ

とが推測され，それらの集団が自らを誇示する墓の形態

を採用した結果と考えられる。

　未開口横穴墓の発掘調査　　今回の調査では，新たに

確認した横穴墓である館出支群Ⅰ区第35号墓の発掘調査

も実施した。当横穴墓は，未開口の状態で埋没していた

ことから，発掘調査によって当時の埋葬状況などを知る

手がかりを多く得ることが出来た。

　遺物は玄室外と玄室内から出土した。玄室外では，須

恵器が57点出土した。須恵器は，墓前域北西隅と羨道部

の西側および東側の３地点にまとまっており，その他に

羨道部と墓前域の中央に点在する。これらの土器の分析

からは，複数回の葬送儀礼で使用されたものの集積では

なく，８世紀第４四半期頃に行われた儀礼で用いられ

たものと判断した。土器の接合関係では，３地点のまと

まりと墓前域南端で出土した土器片とが接合したことか

ら，この場所に一度集められてから墓前域北西隅と羨道

部の両側に片づけられたことが推測でき，当時の儀礼の

一端を垣間見ることが出来た。

　玄室内からは，大刀１口，刀子５口，鉄鏃19点，鉄釘

181片，須恵器１点，炭化材，漆片と思われるものや人

骨が出土した。大刀は蕨手刀で８世紀中葉の時期が比定
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される。刀子には金銅製の金具を備えた非常に豪華なも

のが１口ある。この刀子は出土品としては類例がなく，

唯一正倉院に類例が求められるものである。大刀と刀子

については，保存処理前にＸ線ＣＴによる調査を実施し，

保存状況や金具の接合方法等を明らかにすることが出来

た。

　181点出土した鉄釘の分析では，玄室内の東側に六脚

形式の唐櫃，西側に四脚形式の唐櫃の存在が指摘された。

西側の唐櫃の木材はスギと同定されている。唐櫃の用途

について断定はできないが，東側のものについては人骨

周辺ではなく大刀や刀子周辺であることから，これらの

遺物などを収納していたことが想定される。これについ

ては，館出支群Ⅰ区第32号墓でも大刀周辺から釘や壷金

具が出土していることが，この想定を助けるといえよう。

玄室内から出土した土器は９世紀第１四半期から第２四

半期頃で，玄室外とは別の時期の儀礼に伴うものと判断

した。

　人骨は，成人７体と未成人３体の合計10体と判断され

た。詳細な男女比は判断できなかったが，男性だけでな

く女性が含まれていることが判っている。人骨の出土状

況からは，埋葬後にその位置を乱す行為が行われ，その

後に火葬された人骨が埋葬されたと想定されている。ま

た，人骨の分析ではＤＮＡ分析も実施し，「母子ではない」

あるいは「同一の母親から生まれた兄弟姉妹ではない」人

骨が含まれていることが判明している。さらに，年代測

定分析では，2点の人骨を調査し，10世紀後半から11世

紀前半と，13世紀中頃から13世紀後半という結果が出て

いる。この結果については，遺物から求められる年代と

の差が大きいため，今後さらに多くの人骨の年代測定を

実施し検討したいと思う。

　以上のように，当横穴墓からは様々な遺物が出土し，

それらの遺物に対してＸ線ＣＴやＤＮＡ分析など出来る

限りの調査を実施したことにより，貴重な情報を得られ

た。なかでも，横穴墓内に唐櫃の存在を明らかにしたこ

とは大きな成果の一つである。これらの調査で得られた

情報は，今後の横穴墓研究に大いに役立つものと思われ

る。

　

　横穴墓と古墳の関係　　十五郎穴横穴墓群の台地上に

は，虎塚古墳群と笠谷古墳群が存在しており，以前から

横穴墓群との関係が指摘されていた。今回の調査を基に

検討した結果，指渋支群では虎塚古墳の築造とそれほど

変わらない時期に横穴墓の造営が開始され，出土遺物で

は虎塚古墳群第４号墳よりも古い須恵器が出土したこと

から，虎塚古墳群が造営されている期間に確実に横穴墓

が併存していたことが明らかとなった。

　そのことから，当横穴墓群は７世紀になって新たな場

所に古墳を造営し，当該地域の覇権を確立した新興の有

力首長の墓と考えられる虎塚古墳との密接な関係を持

ち，虎塚古墳と同様に新たな墓制として横穴墓をこの地

に採用した集団の存在が窺える。

　同じように笠谷古墳群と笠谷支群の関係では，虎塚古

墳群出現以前の在地の有力首長墓と考えられる第６号墳

を造った集団が，７世紀になって新たな墓制として横穴

墓を採用したものと推測できる。

　よって，当横穴墓群の成立には，古墳を造営した集団

との深い関わりがあることが判明した。

　

　奈良時代以降の横穴墓の再利用　　十五郎穴横穴墓群

については，館出支群Ⅰ区第35号墓のように，横穴墓の

形態からは台地上の古墳群と重なる時期の７世紀前葉と

比定したが，出土した遺物の時期は８世紀第４四半期か

ら９世紀前葉となり，形態と遺物の時期が一致しない例

がある。この時期差の要因については，横穴墓ではない

が水戸市や常陸大宮市，笠間市の３つの古墳において８

世紀後半という時期に古墳の再利用した例があり，出土

した土器構成も館出支群Ⅰ区第35号墓と類似しているこ

とから，当横穴墓群においても７世紀前葉に構築された

横穴墓を８世紀以降に再利用したと推定される。その意

義については，当地域の氏族が出自の再確認や系譜を主

張するために墓を再利用したものと考えられる。

　十五郎穴横穴墓群の歴史的意義　　奈良時代の十五郎

穴横穴墓群が位置する那賀郡は，22郷からなる大郡で，

地理的には那珂川河口域を含み，那珂川・涸沼川水系と

太平洋との結節点，つまり内水面と外洋とをつなぐ交通

の要所に位置する。その地理的な重要性を背景に，那賀

郡は対東北政策（東北経営・蝦夷征討）に深く関連した地

域であったと推測される。そして，那賀郡に所在する当

横穴墓群も，周辺遺跡の関連から対東北政策と深く関わ

註７



–330–

Ⅵ　総括

るものであり，その被葬者に対東北政策に伴う水上交通

を担う集団や兵士といった人物，またはそれに貢献した

人物が想定される。それを裏付ける遺物として，館出支

群Ⅰ区第32号墓やⅠ区第35号墓から出土した大刀，Ⅰ区

第35号墓から出土した豪華な刀子が考えられよう。

　さらに，当横穴墓群の横穴墓の分布が那珂川河口を意

識したような立地であることからは，那賀郡の官衙遺跡

と同じように那珂川河口からの景観を意識し，「征夷事

業を後方から支援していることを郡の内外に知らしめる

ため」の墓域とも推定できる。

　奈良時代以前については，虎塚古墳の装飾文様にみら

れる彩色と線刻とを併用する技法や，笠谷古墳群第６号

墳から出土したイモ貝装馬具，磯崎東古墳群から出土し

た骨鏃から，当地に海運力を有する首長（集団）が存在し

ていたと考えられることから，その墓域が当横穴墓群で

あった可能性がある。また，これらの集団が，後の奈良

時代になって対東北政策に重要視され，横穴墓の再利用

や造墓を行ったとも考えられる。

　以上のように，当横穴墓群は内水面と外洋とをつなぐ

地理的な重要性を背景に，古墳時代終末から平安時代に

かけての中央の対東北政策と深く関わる遺跡として重要

である。

　今後の課題と保存・活用　　今回のさまざまな調査に

よって，十五郎穴横穴墓群の様相が明らかとなった。た

だし，確認できた横穴墓は全体の一部であり，未確認の

横穴墓が多数埋没していることから，今回の結果だけ

では遺跡の全体像を把握したとは言えない状況にある。

よって，今後も横穴墓の確認調査や発掘調査を継続する

ことによって，当横穴墓群のより正確な全体像をつかむ

ことが課題となる。

　また，今回の調査によって，遺跡が非常に良い状態で

保存されていることも確認できた。このことは，当横穴

墓群の一部が1940年に県指定史跡の認定をうける際，「当

遺跡は県下希にみる横穴墓群であり，多くの横穴墓の密

集と個々の横穴墓が比較的に既往の破壊を免れている」

と評価されていたが，70年以上経過した現在もその当時

の評価に値する状態であることが判明したことになる。

これは，当横穴墓群が長年にわたり地域とかかわりなが

ら現在まで最高の保存状態で伝えられてきたことの証と

註
註１　指渋支群Ⅵ区第 76 号墓については，指渋支群における最初の横穴
　墓で，主軸方位が虎塚古墳の横穴式石室と類似しているということを
　生田目氏よりご指摘いただいた。その視点で館出支群の横穴墓をみて
　みると，初現期のものとした４基が虎塚古墳と類似している。館出支
　群で主軸方位を確認できた 64 基のうち，虎塚古墳のように北から東に
　傾くものは９基しかなく，さらにその内の４基が初現期の横穴墓と
　いうのは偶然ではないと思われる。
　　　　虎塚古墳　　　　　　　：N － 15°－ E
　　　　指渋支群Ⅵ区第 76 号墓：N － 15°－ E
　　　　館出支群Ⅰ区第 32 号墓：N － 18°－ E
　　　　館出支群Ⅰ区第 33 号墓：N － 17°－ E
　　　　館出支群Ⅰ区第 35 号墓：N － 27°－ E
　　　　館出支群Ⅶ区第３号墓　：N － 18°－ E
註２　館出支群Ⅰ区第 35 号墓から出土した人骨の年代測定では，10 世
　　紀後半～ 11 世紀前半頃と 13 世紀中頃～後半という結果が出ている。
　　２点しか分析していないため，この結果だけで判断することは難し
　　いが，この年代測定の時期を採用すると，今回の報告とは違う結論
　　を用意しなければならない。
註３　当古墳の名称については，「黄金塚古墳」は別の古墳の名称である
　　という意見があることから，正式な古墳名として登録されていない。
　　ただし，当古墳が「黄金塚古墳」という名で呼称されることが多い
　　ことから，本文では当古墳を「黄金塚古墳」と呼称する。 
註４　2016 年２月に笠谷古墳群のすぐ北側で，トレンチにより試掘調査
　　が実施された。その調査で，笠谷支群Ⅰ区の北西側の場所に凝灰岩
　　を使用した横穴式石室を有する円墳２基を確認した。過去の聞き取
　　り調査でも，２基の古墳の存在が知られていたので，調査によって
　　その場所が確定したことになる。
註５　仁藤敦史は，古代東国史を考えるキーワードとして「譜第」意識
　　という視角を中心に考察し，「古代東国の豪族たちには，自己の系譜
　　と中央のヤマト王権ないしはその後身たる律令国家との関係を強固
　　に維持していこうとする意識が連綿と存在した」とし，「自己正当化
　　の手段として「系譜への執着」と「権威への従属」が表裏の関係で
　　必然化したのではないかと」結論づけている［仁藤 2008］。よって，
　　墓の再利用については，仁藤の自己正当化の手段として「系譜への
　　執着」の一つの現れとも理解できる。
註６　館出支群Ⅰ区第 35 号墓と同じ蕨手刀が出土した城里町高根古墳群
　　について，古墳の詳細や出土状況は不明であるが，蕨手刀の時期が
　　７世紀後葉から８世紀前葉で，那珂川流域に位置していることから，
　　蕨手刀は古墳の再利用に伴う出土遺物である可能性が推測される。
註７　唐櫃の用途については，正倉院文書から紙や経巻，綿，軸，経　
　　帙，経緒，仏画，瓷鉢，花氈，薬物などが納めていたとされる［関
　　根 1992］。また，衣服や身辺の雑物なども収納したことが考えられ
　　るとしている。

なろう。

　今後は，国史跡指定申請に向けて，地権者等に遺跡保

存の協力を求めるとともに，この最高の状態を保ちなが

ら，十五郎穴横穴墓群のすばらしい魅力が感じられる史

跡整備を実施していく必要がある。そして，その史跡整

備により，市民の方々をはじめより多く方に来訪してい

ただき，ひたちなか市の歴史と文化を象徴する十五郎穴

横穴墓群の価値を実感していただくとともに，ひたちな

か市のすばらしさも感じていただけるよう努力していか

なけらばならない。
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Jūgorō-Ana Tunnel Tomb Cluster, Ibaraki Prefecture, Eastern Japan

        This report summarizes the results of archaeological investigations conducted at the site of Jūgorō-Ana Tunnel Tomb Cluster, 
Hitachi-Naka City, northern Ibaraki Prefecture, 85 miles northeast of Tokyo, Japan.  The site is dated from the early seventh to early 
ninth century, A.D.  A tunnel tomb was a type of burial facility in which a corridor-style horizontal burial chamber was dug into 
a cliff.  The results of our archaeological investigations have provided us clue to understanding aspects of mortuary practices and 
rituals and to some extent kinship structure at that time.

Spatial distributions of tunnel tombs
        The tunnel tombs are distributed along the Hongo Stream, for approximately one kilometer.  The tunnel tomb cluster is spatially 
divided by a major valley into the Sashibu-Tatedashi Group and Kasaya Group.  The Sashibu-Tatedashi Group may be divided into 
Sashibu and Tatedashi Groups by a minor valley.  Thus far, 247 tunnel tombs have been discovered.
        Besides 247, far more tunnel tombs remain buried and to be discovered.  Accordingly, we conducted a detailed survey in the 
Locality VI of the Sashibu Group to estimate how many tunnel tombs were dug per area.  Based on this, we estimate that more than 
500 tunnel tombs were dug in this cluster.  If this estimate is correct, this cluster should be one of the largest in eastern Japan.
        Geologically, the tunnel tombs were dug into tuff layer.  The entrances to the tunnel tombs all face the east, west, and south; 
none faces to the north.  We speculate that the entrances were designed either to face toward the mouth of the Naka River (Pacific 
Ocean) or to be viewed by people standing at the river mouth.

Morphology of tunnel tombs
        Archaeological excavations revealed the morphologies of the main burial chambers of some tunnel tombs.  The main burial 
chambers were usually square or rectangular in plan.  The longitudal cross-section formed an arch and the lateral cross-section is 
semi-ciruclar.  Unusually morphologies include flat, gambrel-roof, arch, and vaulted ceiling.  In some cases, “beds” to place dead 
bodies were carved out of the floors of main burial chamber, and the beds are コ-shaped in plan.  These tunnel tombs of unusual 
morphologies are larger than those of ordinary morphologies.  Based on comparison of tunnel tombs of similar morphologies at other 
sites, we consider that these tunnel tombs unusual morphologies were dug at the initial stage of digging tunnel tombs in this cluster.

Dates of interments
        Among the artifacts we have excavated, those of typologically oldest type are dated to the middle seventh century, and those 
of newest type are dated to the early ninth century.  Most of the artifacts are dated to the eighth century.  Based on typological 
comparison of the morphology of main burial chamber, we speculate that the early type of tunnel tombs may be dated to the early 
seventh century or the early half of the century.  We also speculate that small tunnel tombs that were designed to house a single 
body or where only one body was interred may be dated from the late seventh century to the beginning of the eighth century.  Based 
on these interpretations, the interment at this site took place from the early seventh century to the early ninth century.  This is 
contemporaneous to other sites of tunnel tombs in the Ibaraki Prefecture.

Temporal change in the spatial distributions
        In the Jūgorō-Ana Tunnel Tomb Cluster, tunnel tombs considered very early are distributed in each spatially distinctive 
group.  In each group, these early tunnel tombs occupy the tip of a height, a point highly conspicuous.  This observation leads us to 
interpretations that tunnel tombs were not originated from one locality in the cluster.  Rather, various types of tunnel tombs were 
introduced to all the groups at the same time, and subsequently the number of tunnel tombs increased in each group.  The presence of 
various types of tunnel tomb also suggests to us that different groups of people were involved in the construction of tunnel tombs.
        We speculate that the background to the variety of types of tunnel tombs was the location of this tunnel tomb cluster at the 
node of sea and inland transportations where people of many different groups met one another.  Various groups of people may have 
attempted to show their identities through the variety of types of their tombs.

Archaeological excavations of a newly discovered tunnel tomb
        As a part of our archaeological project, we conducted an excavation of the Tomb No. 35 at the Locality I in the Sashibu Group.  
Since the entrance to this tunnel tomb was completely buried underground and previously unlooted, we gained good information 
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about mortuary practices and rituals that took place there.
        We excavated artifacts outside and inside the burial chamber.  Outside the burial chamber, we discovered 57 pieces of sue-
stoneware pottery.  They were clustered in the eastern and western sides of the corridor leading to the burial chamber and in the 
northwestern corner of a space in front of the entrance to the burial chamber.  Some sue-stoneware pottery was scattered in the 
corridor and in the center of the space in front of the entrance.  We interpret that these clusters of sue-stoneware pottery were 
intentionally placed during a mortuary ritual that took place in the fourth quarter of the eighth century.  Pottery sherds discovered in 
the three separate clusters and at the southern end of the space in front of the entrance were re-fitted together.  This suggests to us that 
the sue-stoneware pottery was first placed at the southern end of the space in front of the entrance and then moved to the northwestern 
corner of the space and the two sides of the corridor to the burial chamber.  This provides us a clue to understanding an aspect of 
mortuary ritual at that time.
        Inside the burial chamber, we discovered one iron sword, five iron knives, 19 iron arrowheads, 181 fragments of iron nails, one 
piece of sue-stoneware pottery, charred woods, material that may be of lacquer, and human bones.  The iron sword was characterized 
by a hilt in a pattern of circinate unopened frond of a bracken.  This particular pattern suggests that it was made in the middle eighth 
century.  One of the knives was decorated by a highly elaborated gilt-bronze fitting.  Although no other knives of the same type has 
been discovered archaeologically, a very similar knife survives as a Shōsō-in Treasure at the Tōdai-ji Buddhist Temple in Nara.  We 
took X-ray computerized tomography images of the sword and this knife, which clarified the condition of their preservation as well 
as the methods of joining the fitting to the knife.
        The results of spatial analysis of the 181 fragments of iron nails suggest the presence of a six-legged Chinese style wooden chest 
in the eastern part of the burial chamber and a four-legged Chinese style wooden chest in the western part.  The four-legged chest 
was made from Japanese cedar.  Although we cannot ascertain the functions of these chests, the six-legged chest may have contained 
the sword and some knives because the chest was discovered in the vicinity of these iron objects.  Our interpretation is backed by the 
observation that in the Tomb No. 32 at the Locality I of the Tatedashi Group iron nails and knuckle of hinges were discovered in the 
vicinity of an iron sword.
        The pottery discovered inside the burial chamber may be dated from the first to second quarters of the ninth century.  We 
interpret that the pottery was placed at a mortuary ritual different from that of outside the burial chamber.
The human bones were of seven adults and three juveniles.  Although we could not determine the exact sex ratio, the ten included 
at least one woman.  The conditions of their discoveries suggest that the bodies were disturbed after interments.  Some of the bodies 
were cremated.  The results of DNA analyses of the bones show that some were not siblings of the same mother.  The results of 
dating two bodies have turned out that one was from the late tenth to early eleventh centuries and the other was from the middle to 
late thirteenth century.  These data show obvious discrepancy from the presumed date of this tunnel tomb based on artifact analysis.  
We hope to obtain more data on the dates of bones.
        In summary, we have discovered a wide variety of artifacts.  The discovery of Chinese-style wooden chests in particular is 
a good contribution to understanding material culture at that time.  Furthermore, scientific analyses of human bones has provided 
information valuable for understanding mortuary practices.  These will significantly contribute to the studies of tunnel tombs as a 
whole.

Relationship with contemporaneous mounded tombs
        The tunnel tombs were dug into cliffs of heights, and on the top of the heights exists the Torazuka and Kasaya Mounded Tomb 
Groups.  Archaeologists assume that those who were buried in the Torazuka Mounded Tomb Group were new regional elites who 
gained power locally toward the end of the sixth century and started the construction of mounded tombs at the beginning of the 
seventh century at a previously undeveloped area.  Archaeologists have previously suspected that some relationship, kinship or social, 
must have existed between those buried in the Jūgorō-Ana Tunnel Tomb Cluster and those buried in the Mounded Tomb Groups.  
Results of our project show that the construction (digging) of tunnel tombs in the Sashibu Group started more or less at the same time 
as the Torazuka Keyhole-shaped Mounded Tomb built at the beginning of the seventh century.  Excavations in the Sashibu Group 
also resulted in the discovery of sue-stoneware pottery dated earlier than the Torazuka No. 4 Mounded Tomb.
        These clearly indicate that while the mounded tombs in the Torazuka Group were constructed, the construction of some of 
the tunnel tombs in the Sashibu Group also took place.  Because of this geographical proximity and temporal overlap between the 
Torazuka Group and Sashibu Group, we consider that those buried in these two groups were closely related.  As aforementioned, 
those buried in the Torazuka Mounded Tomb Group were new elites, and we consider that those buried in the Sashibu Tunnel Tomb 
Group were a group of people who introduced a completely new mortuary practice of digging tunnel tombs to this area.
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        In the Kasaya Mounded Tomb Group, we consider the one buried in the Tomb No. 6 was a locally influential elite before the 
Torazuka Keyhole-shaped Mounded Tomb built at the beginning of the seventh century.  We speculate that a group to which the one 
buried in the Kasaya Mounded Tomb No. 6 started a new mortuary practice of tunnel tombs in the seventh century.
In summary, the results of our project give support for an old hypothesis that that some relationship, kinship or social, must have 
existed between those buried in the Jūgorō-Ana Tunnel Tomb Cluster and those buried in the Torazuka and Kasaya Mounded Tomb 
Groups.

Additional interments
        As exemplified by the Tomb No. 35 of the Locality I, Tatedashi Group, very early types of tunnel tombs in this cluster may 
be dated to the early seventh century, contemporaneous to mounded tombs on the top of the heights.  However, the presumed 
dates of artifacts discovered in the Tomb No. 35 fall between the fourth quarter of the eighth century and early ninth century.  We 
see a discrepancy of dates between one based on the typology of the tunnel tomb and one based on artifact analyses.  A possible 
explanation for this is a “recycling” of a tomb.  We have evidence that interments took place in the late eighth century in three 
mounded tombs in three cities in the neighborhood of Hitachi-Naka City.  The pottery assemblages in these three mounded tombs 
are very similar to the assemblage in the Tomb No. 35.  Accordingly, we suspect that tunnel tombs dug in the early seventh century 
were “recycled” in the eighth century and after.  The possible reason for such recycling would be, for example, that a local elite clan 
wanted to re-confirm the origin and genealogy of the clan.

Jūgorō-Ana Tunnel Tomb Cluster in the broader historical context
        The tunnel tomb cluster is located in an area that was referred to as the Naka County during the Nara Period (710-794).  
In the Nara Period, there were 22 villages in the Naka County, considerably more than other counties of the same time period.  
Geographically, the mouth of Naka River and its tributary system and also of the Hinuma River tributary system is also situated in 
the county.  The river mouth functioned as a node between the sea transportation and inland transportation taking advantage of the 
tributary systems.  Because of its importance in transportation, historians consider that the Naka County was strategically crucial for 
the central government in Nara to gain more control over the northeastern peripheral regions of Japan.
        If historians’ hypothesis is really the case, it is likely that those who contributed to the central government’s gaining more 
control over the northeastern peripheral regions of Japan were buried in some of the tunnel tombs.  Such individuals might be those 
who were responsible for transportation of sending troops and supplies to northeastern Japan or soldiers themselves.  The iron swords 
and iron knives with elaborate decorations that were discovered in the Tomb No. 32 and 35, Locality I of the Tatedashi Group may be 
evidence for these military-related interpretations.
        Furthermore, it is important to note that the entrances to the tunnel tombs could have been seen from the Naka River mouth.  
The same was the case of the site of the Office of the Naka County Magistrate, which could have been seen from the mouth of the 
Naka River mouth.  These can lead us to a speculation that the tunnel tombs functioned let the local viewers know that those who 
were buried in the tombs contributed to the central government’s gaining control over the northeastern peripheral regions of Japan.
        Even before the eighth century, archaeologists have considered that local elites buried in tombs of this region were influential 
in terms of the sea transportation.  This interpretation may be backed by the mural painting and engraving of the Torazuka Keyhole-
shaped Mounded Tomb burial chamber, horse-trappings discovered in the Tomb No. 6 of the Kasaya Group made from cone shells, 
and bone arrowheads discovered in the nearby Isozaki-Higashi Mounded Tomb Group.  The decorated burial chamber suggests 
possible tie with Kyushu where such decorated burial chambers exist.  While horse-trappings of the seventh century were usually 
made from wood, iron, and bronze, those made from sea shells were so very unusual that we would be tempted to suspect some 
meanings related to the ocean.  The Isozaki-Higashi Mounded Tomb Group is located right on the coast of the Pacific Ocean, 
suggesting some relationship with the ocean, and the bone arrowheads are very unusual because the arrowheads in the seventh 
century were usually iron.  Because bones were an essential material for the production of fishing gears throughout the prehistoric and 
early historic Japan, very rare bone arrowheads may well be evidence that the arrowheads were used by a group of people somewhat 
related to the ocean, such as fishermen.  Because the Jūgorō-Ana Tunnel Tomb Cluster is located in the vicinity of Torazuka and 
Isozaki-Higashi, it is possible to speculate that those who played an important role in the sea transportation in the seventh century 
were also buried in these tunnel tombs.  Owing to their contributions to the sea transportation, the central government in Nara may 
have considered their eighth century descendants important for the government, and allowed them to continue the construction of the 
tunnel tombs or to inter bodies in the seventh-century tunnel tombs.
        In summary, the strategically important location at the river mouth must have been a background to the construction of the 
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tunnel tombs.  This location must have been related to the central government’s gaining control over the northeastern peripheral 
regions of Japan from the seventh to ninth centuries, while the interments in these tunnel tombs continued.

Future management of the site as a historical heritage
        While the results of our project have greatly contributed to understanding various aspects of the Jūgorō-Ana Tunnel Tomb 
Cluster, it is also true that numerous tunnel tombs in this cluster remain to be discovered.  We must admit that we have not grasped 
the entire picture of this tunnel tomb cluster yet.  Consequently, we should continue archaeological investigations at this site.
        One important result of our project is that the site is very well preserved.  In 1940 when this site was designated as a Historic 
Site by the Ibaraki Prefectural government, the site was valued because “tunnel tombs were rare in the prefecture, and not only 
individual tunnel tombs but also tunnel tombs as a cluster were relatively off-limits to destruction.”  Our project conducted seventy 
years after the designation has proved that this value has remained unchanged.  The best preservation of the site really owes to a long-
term relationship with local people.
        Toward the national designation as a Historic Site, we must seek for more cooperation and understandings of local people for 
the preservation of the site.  At the same time, it is necessary that we should gradually turn this site into an attractive and more visible 
scenic spot, while maintaining this best condition of the preservation.  We must continue working hard so that more people, both local 
and foreign, will visit this site, understand the value of this site that symbolizes the history and culture of Hitachi-Naka City, and gain 
feeling of the wonderful aspects of the city.
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187,000 ㎡ 遺跡の内容
確認調査

所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な出土遺物 特記事項

十五郎穴横穴墓群

墳墓
遺物包蔵地

古墳時代
奈良時代
平安時代

近代
現代

横穴墓　274 基

太平洋戦争遺構

須恵器
蕨手刀
刀子
鉄鏃
鉄釘

人骨の DNA 分析
大刀と刀子のＸ線 CT 分析

要　　約

　
　十五郎穴横穴墓群では，調査によって本郷川に沿って約１㎞の範囲に横穴墓が構築されていることが判明した。横穴墓群は，深

い谷津を境として指渋支群・館出支群・笠谷支群の３つの支群で構成されており，確認できた横穴墓の基数は 274 基である。確認

された横穴墓以外にも多数の横穴墓が埋没しており，算出基準により推定した数は 500 基以上となる。横穴墓群の時期は７世紀前

葉から９世紀前葉と考えられる。

　発掘調査を実施した館出支群Ⅰ区第 35 号墓では，須恵器 58 点，大刀１口，刀子５口，鉄鏃 19 点，鉄釘 181 片，人骨等が出土し，

それらの遺物に対してＸ線ＣＴやＤＮＡ分析など出来る限りの調査を実施したことにより，貴重な情報を得ることが出来た。なか

でも，横穴墓内に唐櫃の存在を明らかにしたことは大きな成果であろう。これらの情報は，今後の横穴墓研究に大いに役立つもの

と思われる。　
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