






































序

　宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群は静岡県周智郡森町の円田丘陵に築かれた古墳時

代の終わりごろ、７世紀を中心に造られた墓（横穴墓群）です。

　両横穴墓群は太田川が流れる平野部に面する丘陵の尾根斜面にトンネル状の穴を掘

り墓としたもので、宇藤横穴墓群で13基、天王ヶ谷横穴墓群で55基、総数68基で構成

されています。横穴墓は太田川流域に特徴的なテントを張ったような形状で、横穴墓

内には遺体とともに数多くの副葬品が納められていました。副葬品の分析を進めたこ

とで、両横穴墓群を造営した集団が紡織や鉄製品生産にかかわるような手工業生産に

携わっていた可能性が高いことがわかりました。

　一方、両横穴墓群から出土した多くの人骨の出土状態の分析により、当横穴墓群の

一般的な埋葬方法は別の場所で白骨化された遺体を横穴墓内に埋葬する改葬であるこ

とが明らかになった点は重要です。また、九州地方を中心とする人骨の分析により古

墳時代後期（６世紀）以降には夫婦とその子供たちが埋葬されたと考えられているこ

とについても、両横穴墓群では必ずしもこの想定と一致しないことが明らかとなりま

した。さらに、骨に海に潜ったときにできる特徴がみられる男性・女性が確認され、

海人や漁師を職業としていた可能性があり、女性については海辺の村からの嫁入りあ

るいは埋葬にあたって地元へ戻ってきた可能性などが考えられます。

　両横穴墓の形態的特徴や群構成、副葬品や人骨は今後の古墳時代の集団関係や家族

関係、葬送観念を明らかにする上で重要な資料となることが予想できます。

　また、同一の丘陵上には文殊堂古墳群や林古墳群などが形成され、古墳時代の墓地

としての位置づけが可能です。文殊堂古墳群では横穴式石室を埋葬施設とし、林古墳

群では横穴式木室を埋葬施設とし、一方で同時期の宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群

は横穴墓と、近接していながらも別の埋葬施設を採用していました。同一地域を墓地

としながらも別の墓制を採用する集団差を明らかにしていく重要な地域ともなります。

　今後は、これらの資料を基にした横穴墓研究をはじめとする古墳時代の群集墳研究

が一層進展することを期待します。また本書が、研究者のみならず、県民の皆様に広

く活用され、地域の歴史を理解する一助となることを願います。

　最後になりましたが、現地調査及び資料整理並びに本書の作成にあたり、中日本高

速道路株式会社東京支社ほか、各関係機関の御援助、御理解をいただきました。この

場を借りて厚く御礼申し上げます。

2012年３月

静岡県埋蔵文化財センター所長

勝　田　順　也
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２　調査は第二東名高速自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査業務として、日本道路公団静岡建設局

（当時）の委託を受け、静岡県教育委員会文化課（調査当時）の指導のもと財団法人静岡県埋蔵文化

財調査研究所が実施し、平成23年度以降は、静岡県埋蔵文化財センターが業務を引き継いで資料整理

を実施した。

３　宇藤横穴墓群（第二東名No.113地点）、天王ヶ谷横穴墓群（同No.113地点）の確認調査・本調査及び

資料整理（報告書印刷製本・収納作業を含む）の期間は以下のとおりである。

　　宇藤横穴墓群

　　　確認調査　平成10年７～８月　調査対象面積1,887㎡　実掘面積５㎡

　　　本調査　　平成11年５月８日～10月19日　実掘面積1,000㎡

　　天王ヶ谷横穴墓群

　　　確認調査　平成10年７～８月　調査対象面積3,000㎡　実掘面積０㎡（踏査のみ・掘削なし）

　　　本調査　　平成11年７月29日～平成12年２月18日　実掘面積3,000㎡

　　資料整理　平成12年４月１日～平成15年３月31日

　　　　　　　平成16年４月１日～平成17年３月31日

　　　　　　　平成19年４月１日～平成20年３月31日

　　　　　　　平成22年４月１日～平成24年３月31日

４　調査体制は以下のとおりである。

　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所(平成11～16，19・22年度)

　　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所の調査体制については別表１に示した。

　静岡県埋蔵文化財センター(平成23年度)

　　　平成23年度(資料整理)

　　　所長　勝田順也　　次長兼総務課長　八木利眞　　調査課長　中鉢賢治　

　　　主幹兼事業係長　村松弘文　　総務係長　瀧みやこ　　　　

　　　主幹兼調査第１係長　富樫孝志　　第１係主査　大谷宏治（資料整理担当）　

　　　調査第２係長　溝口彰啓　　第２係主査　大森信宏（保存処理担当）

５　本書（調査報告編）の執筆は大谷宏治が行った。

６　本書の編集は、静岡県埋蔵文化財センターが行った。

７　外部委託については下記のとおりである。

　　　測量業務委託・土器実測業務委託　株式会社フジヤマ

　　　人骨鑑定・保存処理業務委託　京都大学教授　片山一道（当時）

　　　耳環表面成分分析業務委託　ＪＦＥテクノリサーチ株式会社

　　　整理作業・保存処理業務委託　株式会社パソナ
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８　発掘調査では以下の方々に御指導、御助言を賜った。厚く御礼申し上げる（五十音順・敬称略）。

　京都大学霊長類研究所　京都大学理学研究室　静岡県考古学会　静岡県横穴墓研究会　

　中日本高速道路株式会社東京支社　森町教育委員会　森町円田地区自治会

足立順司　網干善教　池上　悟　伊藤美鈴　井村広巳　上杉彰紀　大熊茂弘　大谷晃二　大藪由美子

小野秀幸　片山一道　加藤理文　菊地芳朗　菊池吉修　北島恵介　北山峰生　齊藤香織　清水　尚

柴田　稔　篠原修二　白澤　崇　鈴木一有　鈴木敏則　滝沢　誠　竹内直文　竹原一人　田村隆太郎

塚本和弘　戸塚和美　永井義博　広川達麻　古谷　毅　前田庄一　松井一明　松本一男　向坂鋼二　

村松弘規　室内美香　米田文孝　

９　発掘調査の資料は、すべて静岡県埋蔵文化財センターが保管している。

別表１　財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所の調査体制（掛川工区，No.113地点担当）

役職名 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成16年度 平成19年度 平成22年度

所　　長 斎藤　忠 斎藤　忠 斎藤　忠 斎藤　忠 斎藤　忠 斎藤　忠 斎藤　忠 石田　彰

副　所　長 山下　晃 山下　晃 山下　晃 飯田英夫 飯田英夫

常務理事 清水　哲 石田　彰

事務局長 清水　哲 石田　彰

（事務局）次長

大場正夫
佐野五十三
及川　司
稲葉保幸

松村　亨

常務理事兼総務部長 伊藤友雄 伊藤友雄 伊藤友雄 粂田徳幸 粂田徳幸 平松公夫

次　長 鎌田英巳 松村　亨

総務課長 杉木敏雄 杉木敏雄 杉木敏雄 本杉昭一 本杉昭一 鎌田英巳 大場正夫 松村　亨

経理専門員 稲葉保幸 稲葉保幸 稲葉保幸 稲葉保幸 稲葉保幸 稲葉保幸

総務係長 田中雅代 芦川美奈子 芦川美奈子 瀧みやこ

会計係長 杉田　智 杉山和枝 杉山和枝

会計担当 鈴木秀幸 鈴木秀幸 鈴木秀幸 鈴木秋博 中鉢京子 中鉢京子

部　長 石垣英夫 佐藤達雄 佐藤達雄 佐藤達雄 山本昇平 山本昇平

次　長 佐野五十三 及川　司
栗野克已
及川　司

栗野克已
中嶋郁夫

栗野克已
中嶋郁夫

次長心得 佐野五十三

担当課長 遠藤喜和 及川　司 及川　司 及川　司 篠原修二 中嶋郁夫 及川　司 中鉢賢治

事業係長

会計担当
稲葉保幸
中鉢京子

担当係長 富樫孝志 富樫孝志

工区主任 平野　徹 篠原修二 加藤理文 加藤理文

主任調査研究員 篠原修二 長尾一男 長尾一男 松井文孝

調査研究員
（調査員）

竹原一人
長尾一男
富樫孝志
梶葉良久

竹原一人
西田光男
大谷宏治
溝口彰啓

田村隆太郎 田村隆太郎 田村隆太郎 田村隆太郎 田村隆太郎 大谷宏治

室長 西尾太加二 西尾太加二 西尾太加二 西尾太加二 西尾太加二

主任調査研究員 西尾太加二 西尾太加二 西尾太加二

調査研究員 青木　修 大森信宏 大森信宏

宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群 確認調査 本調査 基礎整理

整理作業・報告書作成 掛川工区森地区全体を対象として実施
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凡　　　例

１　本書で用いる国土座標は日本測地系（旧測地系）を使用している。特に記載のない場合は、日本測

地系による位置である。

　　一方、世界測地系による位置を示す場合には、世界測地系であることを明記した。

２　本書で用いる横穴墓の部分名称と計測位置については第２章第１節６（本書７～10頁）のとおりと

する。また、土器・陶磁器、金属製品等の名称と計測部位についても第２章第１節に示したとおりと

する。

　　なお、横穴墓実測図の線の表現については、別図１のとおりとする。

３　本書で使用した遺構の表記は以下のとおりである。

　　ＳＫ　土坑　ＳＸ　用途不明遺構

４　本書で使用した土器類の断面および塗布された釉薬の網掛け表示

　須恵器（黒塗）　土師器・かわらけ（白抜き）　灰釉陶器・山茶碗・陶磁器（灰色）

５　参考文献については、第７章末にまとめて記入した。

６　巻頭図版の遺物番号は別図２に示す。

凡 例

１ 本書で用いる国土座標は日本測地系（旧測地系）を使用している。特に記載のない場合は、日本測

地系による位置である。

　 一方、世界測地系による位置を示す場合には、世界測地系であることを明記した。

２ 本書で用いる横穴墓の部分名称と計測位置については第２章第１節６（本書７～10頁）のとおりと

する。また、土器・陶磁器、金属製品等の名称と計測部位についても第２章第１節に示したとおりと

する。

　 なお、横穴墓実測図の線の表現については、別図１のとおりとする。

３ 本書で使用した遺構の表記は以下のとおりである。

　 ＳＫ 土坑 ＳＸ 用途不明遺構

４ 本書で使用した土器類の断面および塗布された釉薬の網掛け表示

　須恵器（黒塗） 土師器・かわらけ（白抜き） 灰釉陶器・山茶碗・陶磁器（灰色）

５ 参考文献については、第７章末にまとめて記入した。

６ 巻頭図版の遺物番号は別図２に示す。

別図１　横穴墓実測図の線種と表示内容
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別図２　巻頭図版に掲載した遺物番号



vi

調査報告編（第１分冊）　目次

巻頭図版

序

例言

凡例

目次

挿図目次・挿表目次・巻頭図版目次・写真目次

第１章　調査に至る経緯 １

第２章　調査の方法と経過

　第１節　調査の方法 ３

　１　確認調査の方法 ３ ２　本調査の方法 ３

　３　資料整理および報告書作成の方法 ６ ４　グリッドの表記方法について ６

　５　横穴墓の遺構番号について ６

　６　本書で用いる横穴墓・出土遺物の名称と計測位置 ７　　７　本書で用いる時期区分について 12

　第２節　確認調査および本調査の経過 13

　　１　確認調査の経過 13 ２　本調査の経過 13

　第３節　資料整理および報告書作成、保存処理の経過 17

　　１　人骨鑑定の経過 17 ２　資料整理および報告書作成等の経過 17

第３章　地理的環境・歴史的環境

　第１節　地理的環境 18

　第２節　歴史的環境 19

　　１　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群周辺の遺跡について 19

　　２　遠江における横穴墓の概観 23

第４章　宇藤横穴墓群

　第１節　宇藤横穴墓群の概要 26

　　１　宇藤横穴墓群の位置 26 ２　宇藤横穴墓群の調査歴 26

　第２節　宇藤横穴墓群の調査成果 27

　　１　調査した横穴墓の概要 27

　　２　宇藤横穴墓群Ⅰ支群（１区）の調査成果 28

　　　（１）宇藤横穴墓Ⅰ支群の概要 28 （２）宇藤８号横穴墓 29 （３）宇藤９号横穴墓 31

　　　（４）宇藤10号横穴墓 33 （５）宇藤11号横穴墓 35 （６）宇藤12号横穴墓 36

　　　（７）宇藤13号横穴墓 37

　　３　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（２区）の調査成果 40
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　　　（１）宇藤横穴墓群Ⅱ支群の概要 40 （２）宇藤５号横穴墓 41 （３）宇藤４号横穴墓 43

　　　（４）宇藤３号横穴墓 46 （５）宇藤２号横穴墓 48 （６）宇藤１号横穴墓 51

　　　（７）宇藤６号横穴墓 54 （８）宇藤７号横穴墓 55

　　４　宇藤横穴墓群出土遺物観察表 60

第５章　天王ヶ谷横穴墓群

　第１節　天王ヶ谷横穴墓群の概要 61

　　１　天王ヶ谷横穴墓群の位置 61 ２　天王ヶ谷横穴墓群の調査歴 61

　　３　調査した横穴墓の概要 61

　第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群（３・４区）の調査成果 65

　　１　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の概要 65

　　２　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群（以下，横穴墓番号に限って天王ヶ谷省略） 67

　　　（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群の前庭 67 （２）１号横穴墓 67

　　　（３）２号横穴墓 69 （４）３号横穴墓 71 （５）４号横穴墓 74

　　　（６）５号横穴墓再利用時 79 （７）５号横穴墓 81 （８）６号横穴墓 87

　　　（９）７号横穴墓 90

　　３　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ単位群 95

　　　（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ単位群の前庭 95 （２）８号横穴墓 95

　　　（３）９号横穴墓 98 （４）10号横穴墓 100 （５）11号横穴墓 106

　　　（６）12号横穴墓 109 （７）13号横穴墓 111

　　４　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群 119

　　　（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群の前庭 119 （２）14号横穴墓 122

　　　（３）15号横穴墓 127 （４）16号横穴墓 132 （５）55号横穴墓 142
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1

第１章　調査に至る経緯

　東名高速道路は昭和44年の開通以来、日本の大動脈として大きな役割を果たしている。しかし、経済

発展に伴って交通量が激増し混雑が激しくなり、高速性・定時性を伴う交通需要に対応することが困難

になると予想されるようになった。この問題に対する抜本対策として第二東名高速道路が計画された。

このうち静岡県内においては、東西に貫く形で延長約170㎞の路線が策定された。

　この計画に伴い、静岡県教育委員会は日本道路公団から埋蔵文化財分布調査の手続きの依頼、埋蔵文

化財包蔵地の所在の有無についての照会を受けた。埋蔵文化財の所在の有無についての回答は、関係市

町村教育委員会へ照会した結果を基に協議し、静岡県教育委員会が取りまとめて行った。調査対象とな

る地点は、周知の埋蔵文化財包蔵地を中心に県内130箇所以上に及ぶこととなった。

　その後、日本道路公団に第二東名建設の施行命令が出されたことに伴って、日本道路公団、静岡県土

木部、静岡県教育委員会が埋蔵文化財調査の進め方等について協議した。また、発掘調査の実施につい

ては、日本道路公団が財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所（以下、財団法人を除いて記す）へ委託す

ることが確認された。平成８年度には埋蔵文化財調査の実施が具体化し、日本道路公団静岡建設局と静

岡県教育委員会は、第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財の取り扱いについての確認書を締結した。さら

に、静岡県埋蔵文化財調査研究所を加えた三者は、第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査実施方

法等を定めた協定書を締結した。この年度から、静岡県における第二東名建設に伴う埋蔵文化財発掘調

査が始まっている。なお、平成17年度の日本道路公団の民営化に伴って、日本道路公団静岡建設局によ

る埋蔵文化財発掘調査の委託は、中日本高速道路株式会社東京支社に引き継がれている。

　上記したように森町域においても調査が開始された。森町域には、延長約７㎞の路線とパーキングエ

リア、インターチェンジ取付道路が計画されており、総数21地点に対し確認調査を実施した。調査の結

果、21地点で16遺跡（同一箇所の古墳群と遺跡は一つとしてカウント）の存在が認められた。この結果

にもとづいて、各遺跡の発掘調査を順次実施することとなった。確認調査と現地調査、整理作業、報告

書刊行作業は、静岡県教育委員会の指導のもと静岡県埋蔵文化財調査研究所が平成22年度まで行い、平

成23・24年度は静岡県埋蔵文化財センターが実施した。なお、上記の経緯の詳細や確認調査の内容につ

第１図　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群の位置①
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いては、既に報告している（静岡埋文研2004a）。

　森町域のパーキングエリア建設予定地で周知の埋蔵文化財包蔵地と第二東名路線の計画範囲を対比す

ると、文
もん

殊
じゅ

堂
どう

古
こ

墳
ふん

群
ぐん

・遺跡、林
はやし

古墳群・遺跡、フケ遺跡、宇
う

藤
とう

蓮
れん

台
だい

遺跡、宇
う

藤
とう

横
よこ

穴
あな

墓
ぼ

群
ぐん

、天
てん

王
のう

ヶ
が

谷
や

横穴

墓群、中
なか

屋
や

敷
しき

遺跡、北
きた

垣
がき

遺跡、弥勒平
みろくだいら

遺跡で遺構が確認され、本調査を実施した。このうち文殊堂古墳

群、林古墳群、宇藤蓮台古墳群、中屋敷遺跡などについては既に報告済（静岡埋文研2006・2008a・

2011）であり、北垣遺跡については24年度に報告書刊行予定である。

参考文献

　参考文献は第７章末（第２分冊337・338頁）に一括して記載している。

第２図　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群の位置②（国土地理院発行１：200,000 地勢図「名古屋」に加筆）

第１章　調査に至る経緯
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第２章　調査の方法と経過

第１節　調査の方法

１　確認調査の方法

　踏査　発掘調査前に、第二東名高速道路建設工事対象地内を踏査し、これまでの分布調査で横穴墓の

所在が確認されている位置や、横穴墓が存在する可能性が高い丘陵斜面などを中心に、横穴墓の存在が

想定される箇所を抽出した。

　確認調査　確認調査では横穴墓の正確な数量と位置の確認は困難であると判断したことから、２区、

３・４区、６区については踏査段階で開口している横穴墓が確認できたため、この箇所の確認調査は行

わず、直接本調査を行うこととし、本調査に当たっては横穴墓の所在が想定される箇所を中心に斜面全

体を表土除去し、改めて基数と範囲を確認することとした。一方で、横穴墓の所在を想定した箇所（１

区）について試掘溝を設定し、人力にて表土除去・遺構の精査を行い、横穴墓の有無を確認した。

　踏査及び確認調査終了後、横穴墓が所在する地点は地形図に明記した。

２　本調査の方法

　表土等除去　横穴墓は斜面中腹に存在し、土砂が厚く堆積していること、表土等除去により上部の土

砂の崩落の危険性が高いことから、調査区の表土等除去は基本的に大部分を重機で行い、横穴墓直上や

前庭の部分の表土については人力により行った。また、確認調査により古墳や遺構が存在しない調査区

の斜面下部や樹木の抜根・処理については、重機を用いて行い、前庭よりも標高が下位の部分に、調査

が安全かつ効率的に行えるように調査用の平坦面を造成した。

　横穴墓の調査　横穴墓は踏査および確認調査により、その存在が想定できる箇所を中心に表土等除去

を行った後、その検出を行った。横穴墓については、開削された場所が掛川層群という砂層と粘土層の

互層であり、崩落する危険があることから、通常埋葬施設内を十字あるいはキ字形に区切って調査する

ことは危険であると判断し、遺物や内部施設に留意しながら横穴墓内部全体の土砂を一気に掘り下げる

方法を採用した。

　横穴墓内部および前庭を完掘した状態で写真撮影、遺物出土状況や横穴墓の実測を実施した。埋葬施

設内の調査終了後、遺物・人骨の取上げ、閉塞石・敷石の除去を行うとともに補足実測、完掘状況の写

真撮影を行った。なお、埋葬施設内の土砂については、現地作業員棟にて篩にかけた。

　その他の遺構の調査　横穴墓以外の遺構については、横穴墓の表土等除去後に判明したものが多く、

それぞれ二分割して堆積状況や遺物等に留意しながら人力にて実施した。

　遺構実測　遺構実測のうち、３・４級基準点、座標杭の設置は、委託作業として実施し、国土座標

（日本測地系）に準拠して設置した。横穴墓等の実測のための杭（釘）については、調査担当者などが

トータルステーション（以下，ＴＳとする）を用いて設置した。

　地形測量は、測量業者に委託してラジコンヘリコプターによる空中写真測量を実施した。遺構実測に

ついては調査担当者の指示のもと、調査補助員等が実測した。

　写真撮影　遺構の写真撮影は、中型カメラ（６×７判，白黒フィルム）を主体に撮影し、補助的に小

型カメラ（35㎜ポジフィルム，カラーネガフィルム）を用いて撮影した。また、横穴墓群の全景写真な

どについては中判カメラ（６×７判，ポジフィルム）を用いた。
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第３図　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群の位置とグリッド配置図

第２章　調査の方法と経過
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第４図　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群の調査区配置図

第１節　調査の方法
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　空中写真撮影については、中型カメラ（６×4.5判，ポジフィルム，白黒フィルム）を用いてラジコ

ンヘリコプターにて実施した。

３　資料整理および報告書作成の方法

　基礎整理～報告書刊行までの作業は、静岡県教育委員会通知『静岡県埋蔵文化財発掘調査の作業標

準・積算基準』に基づき実施した。

　基礎整理　土器・玉類については取上げ後、台帳を作成し、遺物を傷つけないように慎重に洗浄・注

記し、整理作業に備えた。金属製品については、現地にて劣化遅延処置を実施後、取上げを行い、台帳

作成し、保存処理に備えた。

　記録類は現地で実測した図面の整合性を合わせるとともに、台帳を作成した。

　整理作業・報告書刊行作業　出土品の分類、仕分け、接合、復原を行うとともに、それが終了した遺

物から順次実測を行い、版組を行った後でトレースした。また、実測が終了したものから写真撮影を

行った。金属製品は、保存処理（クリーニング）を行った後で実測、版組、トレースを行うとともに、

写真撮影を実施した。写真撮影は、個別写真については中型カメラ（６×７判ポジフィルム，白黒ネガ

フィルム）、集合写真については大型カメラ（４×５判ポジフィルム，白黒ネガフィルム）を用いて撮

影した。

　記録類は図面整理を行い、横穴墓・遺構ごとに版組し、トレースを行った。

　これらが終了した段階で、文章の執筆、編集、校正を行い、本書を刊行した。

　保存処理　出土した金属製品について、現地調査終了後平成22年度に静岡県埋蔵文化財調査研究所保

存処理室においてクリーニングを進め、平成23年度に静岡県埋蔵文化財センターにおいて脱塩処理・修

復などの保存処理を行った。

４　グリッドの表記方法について

　宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群は、文殊堂古墳群・文殊堂遺跡の調査と並行して行ったため、それ

らと統一したグリッド番号を付加したが、森町円田丘陵に所在する遺跡の報告を作成するにあたり、複

数の遺跡を同じ報告書で報告することとなったため、同一の報告内に同じグリッド番号が出現すること

となることから、調査終了後資料整理の段階で、読者の混乱を防ぐために、北垣遺跡やフケ遺跡など森

町円田丘陵の所在する遺跡すべてを包括するグリッドを設定し直した（第３・４図）。したがって、調

査当時のグリッド番号を新しい円田丘陵に関係するグリッド番号に振り替えている。以下（第１表）に、

その対応関係を記す。

　なお、各グリッド名は（南西）杭を基準としている。

５　横穴墓の遺構番号について

　横穴墓の遺構番号については、宇藤横穴墓群はこれまでの踏査により調査時の２区において１・２号

横穴墓が確認されており、踏査段階で確認された２基については番号が付加されているためその番号を

踏襲し、新たに発見された11基については、２区のものを３～７号横穴墓とし、１区は西から８～13号

横穴墓とした。

　天王ヶ谷横穴墓群については、踏査時には全く確認されておらず、番号も付加されていないことから、

発見した順に１～55号横穴墓まで命名した。

　なお、本書では調査段階で命名した横穴墓の名称を変更せず報告する。

第２章　調査の方法と経過



7

６　本書で用いる横穴墓・出土遺物の名称と計測位置

（１）横穴墓の名称（第５～７図）

　今回報告する横
よこ

穴
あな

墓
ぼ

の各部位の名称、遺物の名称を下記のとおり定義する。

　横穴墓　丘陵
きゅうりょう

の斜面
しゃめん

にトンネル状に掘削された古墳時代の墓。

　玄室
げんしつ

　　横穴墓のうち、主に遺
い

体
たい

を埋葬
まいそう

した場所。

　羨道
せんどう

　　横穴墓が袖
そで

（玄門
げんもん

）をもち、玄室と区分され、玄室に至る道。

　前庭
ぜんてい

　　横穴墓の前面に掘削された祭
さい

祀
し

空間である。前庭を単独でもつもの「（単独）前庭」と複数

の横穴墓で共有するもの「共有前庭」がある。

　墓
ぼ

道
どう

　　横穴墓の前面に、横穴墓の玄室よりも幅が狭く、溝状に長く掘り込まれたもの。

　片袖式
かたそでしき

　袖が片側のみ内側に折れ、羨道はその幅のまま、あるいはやや広がるもの。基本的に遠江の

横穴墓にはない形態である。

　なお、本報告では、横穴系埋葬施設の場合、奥壁
おくへき

側から玄門側をみて、右側を右側壁
みぎそくへき

、左

側を左側壁
ひだりそくへき

とする。

　両袖式
りょうそでしき

　袖の両側が内側に折れ、羨道はその幅のまま、あるいはやや広がるもの。

　疑
ぎ

似
じ

両
りょう

袖
そで

式
しき

　玄門を有するが、両袖式のように袖部が明確ではなく、側壁から直角ではなく鈍角に屈

曲させ袖としているもの、側壁からわずかに突起するものあるいは側壁に屈曲箇所（変

化点）を設け、それを袖としているものがある。

　無
む

袖
そで

形
がた

　袖が形成されないもの。無袖形は、系譜関係の判断が難しく、「型式」として区分できない

ため、袖がないものを一括して「無袖形」とする。

　玄室の平面形　長方形　玄門側、中央部、奥壁側の幅がほぼ等しいもの。玄室長に対して玄室幅が短

い縦長長方形と、玄室長に対して幅が広い横長長方形がある。

第１表　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群　グリッド番号新旧対応表

１区 ２区 ３～６区 ７区
旧 新 旧 新 旧 新 旧 新 旧 新 旧 新 旧 新 旧 新
Ａ39 ｏ45 Ｇ29 ｅ51 Ｎ21 Ｗ58 Ｒ21 Ｗ62 Ｕ20 Ｖ65 Ｙ20 Ｖ69 Ｒ28 ｄ62 Ｖ28 ｄ66
Ａ40 ｐ45 Ｇ30 ｆ51 Ｎ22 Ｘ58 Ｒ22 Ｘ62 Ｕ21 Ｗ65 Ｙ21 Ｗ69 Ｒ29 ｅ62 Ｖ29 ｅ66
Ａ41 ｑ45 Ｇ31 ｇ51 Ｎ23 Ｙ58 Ｒ23 Ｙ62 Ｕ22 Ｘ65 Ｙ22 Ｘ69 Ｒ30 ｆ62 Ｖ30 ｆ66
Ａ42 ｒ45 Ｈ29 ｅ52 Ｎ24 Ｚ58 Ｒ24 Ｚ62 Ｕ23 Ｙ65 Ｙ23 Ｙ69 Ｒ31 ｇ62 Ｖ31 ｇ66
Ｂ38 ｎ46 Ｈ30 ｆ52 Ｎ25 ａ58 Ｒ25 ａ62 Ｕ24 Ｚ65 Ｚ20 Ｖ70 Ｒ32 ｈ62 Ｖ32 ｈ66
Ｂ39 ｏ46 Ｈ31 ｇ52 Ｎ26 ｂ58 Ｒ26 ｂ62 Ｕ25 ａ65 Ｚ21 Ｗ70 Ｓ28 ｄ63 Ｗ28 ｄ67
Ｂ40 ｐ46 Ｉ29 ｅ53 Ｏ21 Ｗ59 Ｓ21 Ｗ63 Ｖ20 Ｖ66 Ｚ22 Ｘ70 Ｓ29 ｅ63 Ｗ29 ｅ67
Ｂ41 ｑ46 Ｉ30 ｆ53 Ｏ22 Ｘ59 Ｓ22 Ｘ63 Ｖ21 Ｗ66 Ｚ23 Ｙ70 Ｓ30 ｆ63 Ｗ30 ｆ67
Ｂ42 ｒ46 Ｉ31 ｇ53 Ｏ23 Ｙ59 Ｓ23 Ｙ63 Ｖ22 Ｘ66 2Ａ20 Ｖ71 Ｓ31 ｇ63 Ｗ31 ｇ67
Ｃ38 ｎ47 Ｊ29 ｅ54 Ｏ24 Ｚ59 Ｓ24 Ｚ63 Ｖ23 Ｙ66 2Ａ21 Ｗ71 Ｓ32 ｈ64 Ｗ32 ｈ67
Ｃ39 ｏ47 Ｊ30 ｆ54 Ｏ25 ａ59 Ｓ25 ａ63 Ｗ20 Ｖ66 2Ａ22 Ｘ71 Ｔ28 ｄ64 Ｘ28 ｄ68
Ｃ40 ｐ47 Ｊ31 ｇ54 Ｏ26 ｂ59 Ｓ26 ｂ63 Ｗ21 Ｗ67 2Ａ23 Ｙ71 Ｔ29 ｅ64 Ｘ29 ｅ68
Ｃ41 ｑ47 Ｐ21 Ｗ60 Ｔ20 Ｖ64 Ｗ22 Ｘ67 2Ｂ20 Ｖ72 Ｔ30 ｆ64 Ｘ30 ｆ68
Ｃ42 ｒ47 Ｐ22 Ｘ60 Ｔ21 Ｗ64 Ｗ23 Ｙ67 2Ｂ21 Ｗ72 Ｔ31 ｇ64 Ｘ31 ｇ68
Ｄ38 ｎ48 Ｐ23 Ｙ60 Ｔ22 Ｘ64 Ｘ20 Ｖ67 2Ｂ22 Ｘ72 Ｔ32 ｈ65 Ｘ32 ｈ68
Ｄ39 ｏ48 Ｐ24 Ｚ60 Ｔ23 Ｙ64 Ｘ21 Ｗ68 2Ｂ23 Ｙ72 Ｕ28 ｄ65 Ｙ28 ｄ69
Ｄ40 ｐ48 Ｐ25 ａ60 Ｔ24 Ｚ64 Ｘ22 Ｘ68 Ｕ29 ｅ65 Ｙ29 ｅ69
Ｄ41 ｑ48 Ｐ26 ｂ60 Ｔ25 ａ64 Ｘ23 Ｙ68 Ｕ30 ｆ65 Ｙ30 ｆ69
Ｄ42 ｒ48 Ｑ21 Ｗ61 Ｔ26 ｂ64 Ｘ24 Ｚ68 Ｕ31 ｇ65 Ｙ31 ｇ69
Ｅ38 ｎ49 Ｑ22 Ｘ61 Ｕ32 ｈ65 Ｙ32 ｈ69
Ｅ39 ｏ49 Ｑ23 Ｙ61
Ｅ40 ｐ49 Ｑ24 Ｚ61
Ｅ41 ｑ49 Ｑ25 ａ61
Ｅ42 ｒ49 Ｑ26 ｂ61

第１節　調査の方法
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　　　　　　　　台形　奥壁側の幅が広く、玄門に向かって幅を狭めるもの。玄門側幅が奥壁幅の１割

以上減少しているものを対象とする。

　　　　　　　　方形　玄室長と玄室幅がほぼ等しいもの。

　　　　　　　　円形　玄室長と玄室幅がほぼ等しい円形のもの。

　　　　　　　　楕円形　玄室幅と玄室長に長さの違いがあり、側壁や奥壁が円弧を描くもの。

　天井（断面）形態　尖頭
せんとう

アーチ形　横断面が三角形のもので、奥壁（側壁）と天井との境には隅角
すみかど

が

設けられる。天井は水平かあるいは下
さが

り天井が多い。

　　　　　　　　　　アーチ形　横断面が円弧（アーチ）を描くのもの。奥壁（側壁）と天井との境に

は隅角が設けられる場合が多い。天井は水平か下り天井が多い。

　　　　　　　　　　ドーム形　横断面、縦断面ともに円弧を描くもの。奥壁や側壁との境には隅角が

設けられていない。天井も円弧を描く。

第５図　本書で使用する横穴墓の部位名称と定義①（横穴墓の部位名称と計測位置と掘削痕）

第２章　調査の方法と経過
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　内部施設　横穴墓内（特に玄室内）に遺体の埋葬を行うために設ける敷石や棺台などをいう。

　　　　　　なし　　　横穴墓内部に敷石などの施設がなく、掘削されたままの状態を床面としたもの。

　　　　　　敷石
しきいし

　　　石を玄室内に面的に敷設するもの。

　　　　　　棺台
かんだい

　　　棺を置くために石材を数個配置するもの。

　　　　　　棺
かん

座
ざ

　　　玄室内の床面に段差を設けて埋葬場所としたもの。

　　　　　　箱形石棺
はこがたせっかん

　板石を箱形に配置して石棺にしたもの。

　　　　　　板石敷
いたいしじき

　　板石を玄室内に敷き並べるもの。

第６図　本書で使用する横穴墓の部位名称と定義②（平面・断面の形態）

第１節　調査の方法
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　閉塞　石積閉塞
いしづみへいそく

　河原石などの石材を積み上げて閉塞するもの。河原石を積み上げた円
えん

礫
れき

積
づ

みが多い。

　　　　板石閉塞
いたいしへいそく

　板状石材１～２枚を開口部に立て掛けて閉塞するもの。

　掘削痕　横穴墓を掘削際の掘削痕
くっさくこん

と、壁面を平滑にするための最終調整痕が想定できるが、宇藤・天

王ヶ谷横穴墓群では、このうち最終調整痕のみが確認できた。

（２）遺物（第８・９図）

　遺物では、須
す

恵
え

器
き

、土
は

師
じ

器
き

、玉類
たまるい

、耳
じ

環
かん

、刀剣、鉄鏃
てつぞく

、刀
とう

子
す

、（弓
ゆみ

）両頭金具
りょうとうかなぐ

、石製
せきせい

紡錘車
ぼうすいしゃ

、砥
と

石
いし

、

この他平安時代以降の灰
かい

釉
ゆう

陶
とう

器
き

、山茶碗
やまぢゃわん

、かわらけ、磁
じ

器
き

が出土した。

主な遺物は次のように分類する。

　須恵器　須恵器は杯
つき

身
み

・杯蓋
つきぶた

（杯Ｈ・杯Ｈ蓋、返蓋
かえりぶた

・無
む

台
だい

杯
つき

【杯Ｇ・杯Ｇ蓋】、摘蓋
つまみぶた

・有台杯
ゆうだいつき

【杯

Ｂ・杯Ｂ蓋】に細分して表記する）、高杯
たかつき

（短脚
たんきゃく

・長脚
ちょうきゃく

）、ワイングラス形高杯、盌
まり

、

短頸壺
たんけいつぼ

・短頸壺蓋、長頸壺
ちょうけいつぼ

、平瓶
ひらべ（ひらか）

、提
さげ

瓶
べ

、フラスコ瓶
へい

、坩
かん

、壺に区分した（第８図）。

　土師器　杯（身）、高杯、脚付盌
きゃくつきまり

、鉢、把
とっ

手
て

付
つき

鉢
はち

、壺、甕
かめ

に区分した（第８図）

　土器・陶磁器　須恵器・土師器以外の土器・陶磁器は、灰釉陶器（碗・小碗・長頸壺）、山茶碗

（碗・山皿
やまざら

）、清郷
せいごう

（型）甕（鍋
なべ

）、磁
じ

器
き

（染付皿
そめつけさら

）に分類した（第８図）。

　玉類　勾
まが

玉
たま

、管
くだ

玉
たま

、切
きり

子
こ

玉
だま

、丸玉、小玉に分類した（第９図）。

　　　　丸玉・小玉はおおよそ直径８㎜で丸玉（８㎜以上）と小玉（８㎜未満）に区分した。

　　　　なお、管玉などについて自然科学的な石材鑑定は実施していない。

　大刀・短刀・刀子　短刀は全長おおよそ40㎝以下、刀子は全長15㎝以下とする（第９図）。

　　　　　　　　　　刀子の柄は鹿
ろっ

角
かく

柄
え

のものと木
もく

柄
え

のものがある。

　鉄鏃　頸
けい

部
ぶ

長が鏃身長の２倍以上のものを長頸鏃
ちょうけいぞく

、それ未満のものを短頸鏃
たんけいぞく

とする。また、鏃身
ぞくしん

幅が

1.5㎝を超えるものを平
ひら

根
ね

式
しき

、それ以下のものを尖根式
とがりねしき

とする。関
まち

は鏃身部分を鏃身関、茎
なかご

と頸

部の間を「茎関」とする。形態分類は、『静岡県埋蔵文化財調査研究所研究紀要』10号（静岡埋

文研2003）の分類に基づく。天王ヶ谷横穴墓群では、平根式は長三角形式、三角形式、腸抉
わたくり

三角

形式、尖根式では、柳葉式
やないばしき

、三角形式、腸抉三角形式、鑿
のみ

箭
や

式
しき

、片
かた

刃
は

箭
や

式
しき

が出土した（第９図）。

　（弓
ゆみ

）両頭金具
りょうとうかなぐ

　木製弓の飾りとして弭
ゆはず

に取り付けられた可能性が高い金具（井鍋2003参照）。大刀に

装着された飾金具
かざりかなぐ

の可能性もある（第９図）。

　耳
じ

環
かん

　Ｃ字形の耳飾りで、金銅装
こんどうそう

、鉄製のものがある（第９図）。

　不明金属製品　鉄製品のうち、破片のため用途が不明のものがあることから、それらについては想定

される用途から、それぞれに名称を付加した。

第７図　本書で使用する横穴墓の部位名称と定義③（内部施設）

第２章　調査の方法と経過
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第８図　本書で使用する遺物の名称（土器・陶磁器）

第１節　調査の方法



12

７　本書で用いる時期区分について

　本書で用いる古墳時代の時期区分は、須恵器を主体とし、鈴木敏則氏の静岡県湖
こ

西
さい

市
し

を中心に分布す

る湖
こ

西
さい

古
こ

窯
よう

跡
せき

群
ぐん

の生産品と古墳出土須恵器を中心とした遠江須恵器編年（鈴木敏2001・2004）を用いる。

第２表に近畿地方の陶
すえ

邑
むら

古
こ

窯
よう

址
し

群
ぐん

や飛
あす

鳥
か

地域の土器編年とのおおよその時期の対応を示した。

第９図　本書で使用する遺物の名称と計測位置（玉類・金属製品・石製品）

第２表　本書で使用する須恵器編年のおおよその時期対応表

本書-遠江編年（鈴木編年） 陶邑田辺編年 陶邑中村編年 飛鳥編年 暦年代

遠江Ⅰ期中葉 TK208 Ⅰ期３段階 ５世紀中頃～後半

遠江Ⅰ期後葉 TK23 Ⅰ期４段階 ５世紀後半

遠江Ⅰ期末葉 TK47 Ⅰ期５段階 ５世紀末～６世紀初頭

遠江Ⅱ期 MT15 Ⅱ型式１段階 ６世紀前葉

遠江Ⅲ期前葉 TK10 Ⅱ型式２段階 ６世紀中頃

遠江Ⅲ期中葉 TK43 Ⅱ型式３・４段階 ６世紀後半

遠江Ⅲ期後葉 TK209 Ⅱ型式５段階 ６世紀末～７世紀初頭

遠江Ⅲ期末葉

TK217

Ⅱ型式６段階 飛鳥Ⅰ ７世紀前半

遠江Ⅳ期前半 Ⅱ型式６段階・Ⅲ型式１段階 飛鳥Ⅱ ７世紀前半～中頃

遠江Ⅳ期後半 TK46 Ⅲ型式２段階 飛鳥Ⅲ ７世紀後半

遠江Ⅳ期末葉 TK48 Ⅲ型式３段階 飛鳥Ⅳ ７世紀後半～末葉

遠江Ⅴ期前半（初頭）
MT21

Ⅳ型式１段階 飛鳥Ⅴ・平城Ⅰ ７世紀末葉～８世紀第１四半期

遠江Ⅴ期前半 Ⅳ型式２段階 ８世紀第２四半期頃

※陶邑との編年的な対応関係および暦年代については、近つ飛鳥博物館『年代のものさし－陶邑の須恵器－』（近つ飛鳥博物館2005）、鈴木一有氏
の編年観（鈴木2008）を参考にして作成。

第２章　調査の方法と経過
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第２節　確認調査および本調査の経過

１　確認調査の経過

　確認調査は、113地点その１として文殊堂古墳群とともに実施した。対象地内には76箇所の試掘溝を

設定したが、このうち横穴墓を対象としたのは１区の１箇所のみである。２区、３・４区、６区につい

ては踏査段階で開口している横穴墓が確認できたため、この箇所の確認調査は行わず、直接本調査を行

うこととした。

　確認調査は、平成10年７月１日から開始した。７月１日に対象箇所までの進入路の作成を行い、古墳

の所在が想定される箇所に試掘溝を設定し、人力による表土等除去（以下，表土除去とする）、遺構の

有無の確認を行った。８月20日までに76箇所の試掘溝の調査を終了し、試掘溝配置図や土層図の実測、

写真撮影を行った後、埋め戻しを行い、８月20日に確認調査を終了した。

２　本調査の経過

　本調査は、平成11年度に実施した（写真１～11）。

　表土除去　平成11年５月８日から重機による表土除去を２区から開始した。当初１・２区（宇藤横穴

墓群）および３・４・６区（天王ヶ谷横穴墓群）のみと想定していたが、調査用の簡易道を造成するに

あたり、丘陵斜面の表土除去を行ったところ、新たに５・７区にも横穴墓が存在することが確認できた。

　２区の表土除去は５月８日から開始し、５月中旬まで実施し、それが終了後、１区の表土除去を継続

して実施し、５月下旬に終了した。３・４区は７月上旬から実施し、順次５区の表土除去および進入路

の作成を行った。６・７区は７月29日から表土除去を開始し、３箇所で10基の横穴墓を確認した。

　なお、横穴墓が確認された箇所以外の斜面もすべて表土除去しており、調査した以外の場所には横穴

墓は掘削されていなかった。結果的に表土除去により宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群で７区の横穴墓

掘削箇所があることが判明した。

　２区　人力による表土除去は、５月８日から実施した。まず、２区（宇藤横穴墓群）の表土除去を行

い、４基の横穴墓が開削されていることが判明するとともに、斜面を精査中に新たに２基の小規模の横

穴墓を確認した。このうちの７号横穴墓内には、人骨が良好に残存していることが判明したため、人骨

鑑定の準備を合わせて開始した。人骨の鑑定については、奈良文化財研究所に相談し、京都大学霊長類

研究所の片山一道先生の紹介を受け、以後人骨鑑定および取り上げ等の指導をいただくこととなった。

　２区では検出した横穴墓の調査を進めると、３号横穴墓と５号横穴墓の間から須恵器が出土し、この

部分にも横穴墓が築造されていることが判明した。これらの横穴墓の写真撮影、遺構実測図の作成を行

い、遺物の取上げ、敷石の除去、補足実測を行った。しかし、７号横穴墓で出土した人骨については、

横穴墓が非常に小型であり、横穴墓の形状の記録は行うことができても人骨の実測図を作成するのは困

難であったことから、写真撮影を行った後、緩衝材を人骨の上に置いた上で横穴墓内を土砂で埋め戻し、

７号横穴墓の上部の尾根の土砂を取り除いてから記録の作成、人骨取り上げを行うこととした。横穴墓

の精査、実測図の作成、写真撮影は８月３日まで実施した。これらの作業終了後７号横穴墓の上部の土

砂取り除き、人骨出土状況等の作成を行い、２区の調査は８月６日に一旦休止した。片山先生による人

骨調査指導終了後の10月19日に人骨の取上げを行い、 1区の調査を終了した。

　１区　２区の横穴墓掘削を終了した５月下旬から、１区（宇藤横穴墓群）の人力による表土除去を開

始した。遺構の精査を進めると、斜面の崩落により２区ほど残存状況が良好ではないことが判明したが、

少なくとも８～12号横穴墓が存在することが確認でき、さらにトンネル状に掘削できる場所があるため、
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残りは良くないが横穴墓と認定し、13号横穴墓と

した。

　検出した横穴墓は順次、崩落土の除去を進め、

遺物の検出を行った。宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横

穴墓群で副葬遺物の多くが副葬されている羨道と

玄門部分がすでに崩壊していたためか遺物の出土

は少なく、８号横穴墓で須恵器と玉類が出土した

程度であった。

　遺構の精査終了後、各横穴墓の写真撮影、実測

図の作成を行った上で、遺物の取上げ、敷石の除

去を行い、補足実測を行って、７月28日に２区の

調査を終了した。

　３・４区　確認調査により、当初３区、４区と

して設定したが、表土除去を進めるに従い、不断

に横穴墓が確認されたことから、３・４区とした。

　人力掘削は、１区の調査が終了した７月29日か

ら開始した。調査に当たっては文殊堂古墳群８号

墳南側の斜面で、横穴墓上部の表土をまず除去し

たが雨天などによる崩落が著しく、調査に危険が

伴うことから、８号墳南側の斜面上部から高所作

業車を利用して調査担当者が表土除去を行うとと

もに、高所作業車での作業が難しい箇所は、丘陵

上の樹木の切り株にロープを巻き付け、そのロー

プを腰に巻き付けてぶら下がり表土除去を行った。

これらの斜面上部の表土除去終了後、横穴墓調査

の危険が少なくなった段階で、人力による表土除

去を実施すると、３・４区で間断なく、25基が連

続して開削されていることが判明した。検出した

横穴墓から掘削を開始したが、一部天井が崩落す

る危険があることが判明したため、４区について

横穴墓の上部をすべて取り除いてから精査するこ

ととし、重機を用いて斜面を安全になるまで掘削

した。結果的に、横穴墓が間断なく続いているこ

と、横穴墓が築造された丘陵が砂質土で構成され

ていることから、天井のみならず側壁についても

横穴墓の形状は単独で保持するのは不可能である

ことが判明した。これにより床面直上まで重機で

土砂を除去してから調査した。

　これらの横穴墓を精査すると、残りの良い横穴

墓では人骨もやや腐食が進行しているが良好に残

存していることが判明した。また、いくつかの横

第２章　調査の方法と経過
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穴墓が中世に再利用されていたことも徐々に明ら

かとなった。また、16号横穴墓と17号横穴墓の間

にもう 1基小型の横穴墓が存在することが明らか

となり、都合26基となった。

　各横穴墓の遺物出土状況図の作成や横穴墓実測

図の作成、写真撮影を行うとともに、10月14日に

京都大学教授片山一道先生に現地にて人骨調査の

指導を受けた。

　これらの作業終了後人骨、遺物の取上げ、人骨

の実測、補足調査を行い、平成12月18日に３・４

区の調査を終了するとともに、天王ヶ谷横穴墓群

の本調査すべてを終了した。

　５区　６区の横穴墓内の精査がほぼ終了した９

月27日から表土除去を開始し、４基の横穴墓と、

横穴墓の可能性のあるSX01を確認した。確認した

横穴墓から精査を開始し、床面および遺物の検出

が終了した段階で、写真撮影、実測図の作成を行

い、10月25日に補足実測を終了し、５区の調査を

終了した。

　６区　６区は３・４区の横穴墓内の精査が終了

した９月１日から人力による表土除去を開始した。

調査が進むにつれて横穴墓内から明治以降の文物

が出土したことから、６区の横穴墓は早くから開

口していたことが判明した。これは近隣住民が昔

横穴墓内で博打を行ったという証言とも一致して

いる。このように早くから開口していたことから

遺物や人骨の残存状況は良好ではなく、攪乱を受

けたものが多かった。

　横穴墓内の精査が終了した横穴墓から順次写真

撮影、実測を行い、12月27日に６区の調査を終了

した。

　７区　10月７日から人力による表土除去を開始

した。表土除去終了後、横穴墓の精査を行うと、

人骨や遺物が多く出土した。中には覆土上部から

中世の遺物が出土する横穴墓もあり、中世に再利

用されたことが判明した。

　精査が終了した横穴墓から写真撮影、実測図の

作成を行い、12月17日に７区の調査を終了した。

　基準杭設置・景観写真撮影など　基準杭の設置

は、株式会社フジヤマに委託し、６月14日～８月

22日の間に断続的に実施した。空中写真撮影・空

第２節　調査の経過
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中写真測量は株式会社フジヤマに委託し、11月26

日に行い、11月27・28日に補測を行った。

　公開普及　本調査期間中（平成11年度）に、現

地説明会などを開催した。

　７月26日に森町教育委員会教育長を始め教育委

員会職員８名が来跡した。

　８月９日に、日本道路公団（ＪＨ，当時）の親

子見学会を開催し、74名の参加があった。翌８月

10日に掛川市夏休み文化財教室で16名が来跡。両

日ともに文殊堂古墳群および宇藤横穴墓群、天

王ヶ谷横穴墓群の見学・説明を行った。

　文殊堂古墳群での古墳時代の甲冑出土の情報と

併せて記者発表を行い、10月24日に文殊堂古墳群、

宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群の現地説明会を

開催した。新聞で大きく取り上げられたこと、秋

の行楽日和であったことからか、500名以上の参

加を得て、好評のうちに終了した。

　調査終了後、静岡県考古学会主催『東海の横穴

墓』で事例報告を行うとともに、「平成12年度静

岡の原像を探る」にて、調査の報告を行った。

第２章　調査の方法と経過
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第３節　資料整理および報告書作成、保存処理の経過

１　人骨鑑定の経過

　宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群では、多くの横穴墓から人骨が出土し、総数コンテナ80箱に及んだ

ため、人骨鑑定および保存処置を行うこととし、人骨調査の指導を受けた京都大学片山一道教授に人骨

鑑定・保存処理を委託し、平成13・14年度に京都大学霊長類研究所で実施した。また、人骨調査編の作

成にあたり、平成22年11月18日、平成23年３月24日、10月24日に報告書掲載にあたっての撮影する人骨

の選定や報告書の編集を実施した。

　人骨調査結果については、片山先生、大藪由美

子氏から玉稿を賜った（自然科学分析・人骨調査

編第２章参照）。

２　資料整理および報告書作成等の経過

　基礎整理　基礎整理作業は平成11年度に本調査

と並行して、出土遺物の洗浄・注記、劣化遅延措

置を行った上で、遺物台帳の作成を行った。

　資料整理　資料整理は、静岡県教育委員会通知

『静岡県埋蔵文化財発掘調査の作業標準・積算基

準』に基づき実施した（写真12～15）。

　はじめに平成13年度に（株）フジヤマに委託し

て残存状況の良好な土器実測を行った。同時に平

成13・14年度に破片で出土した土器の接合・復原

を、平成16・19年度に土器、玉類および石製品の

実測を実施した。平成22～23年度に出土品の実

測・拓本採取、版組、トレース、写真撮影、記録

類の編集、版組、トレースを行った。

　また、平成22年度にＪＦＥテクノリサーチ株式

会社に委託し、両横穴墓群から出土した耳環の表

面成分分析を実施した。
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第３章　地理的環境・歴史的環境

第１節　地理的環境

　宇
う

藤
とう

横
よこ

穴
あな

墓
ぼ

群
ぐん

・天
てん

王
のう

ヶ
が

谷
や

横
よこ

穴
あな

墓
ぼ

群
ぐん

が所在する静岡県
しずおかけん

周智郡森町
しゅうちぐんもりまち

は、静岡県の西部に位置する。行政区

として北～北西は浜松市天竜区（旧天竜市・春野町）、北東は島田市、南東は掛川市、南は袋井市、南

西は磐田市と接している。森町は、現在総面積133.84である。本書で報告する両横穴墓群は森町域の

南西側に位置している（第１・２図）。

　森町の地形をみると、赤石
あかいし

山脈から伸びる山地とそれに囲まれた太田川や一宮川
いちのみやがわ

が開析した袋井市や

磐田市域へと広がる沖積平野で形成されており、非常に自然豊かな地域である（第10図）。

　森町の地理的環境をやや細かくみると、北東にある大日霊是山
だいにちりょうぜさん

（吉川
よしかわ

）を起点とし、太田川が南流す

る。太田川の流路は古くは本宮山
ほんぐうさん

（国
くに

見
み

山
やま

）に起源し、森町天方
あまがた

付近で大きく西側に流れを変え、「園
その

田
だ

丘陵」すぐ南側、現在の小
こ

藪
やぶ

川
がわ

を流れていた（森町史編さん室1999）。また、太田川は県内では比較

的大きな河川であり、森町域を流れる河川の大部分が最終的には太田川と合流する。この太田川は森町

域を東西に大きく隔てる自然の境界

となる。さらに、太田川などが形成

した水田地帯を見渡すように丘陵が

取り囲む。この丘陵により袋井市、

磐田市、掛川市域と隔てられ、やや

閉塞的な感じを受けるが、原
はら

野
の

谷
や

川
がわ

や太田川が形成した大規模な平野と

隔てられる地形は森町の歴史・文化

形成に大きな影響を与えている。

　ここで報告する宇藤横穴墓群・天

王ヶ谷横穴墓群は、太田川の北岸の、

「園田丘陵」のほぼ中央に位置する

「円田
えんでん

丘陵」の南側に向かって伸び

る小尾根の南側斜面に開削されてお

り、横穴墓の一部からは太田川が形

成した平野部を眺望できるが、谷奥

に開削された横穴墓群からはそれは

全く見ることができない。両横穴群

は地形的にみれば、非常に閉塞的な

位置に築造されたといえる。

　なお、両横穴墓は掛川層群
かけがわそうぐん

の砂層

あるいは砂層と粘土層の互
ご

層
そう

部分を

掘削して開削されており、トンネル

状の横穴墓を開削するのは非常に危

険を伴う作業であった可能性が高い。第10図　森町の地質
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第２節　歴史的環境

１　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群周辺の遺跡について

　宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群では古墳時代の横穴墓とともに中世墓が確認されていることから、

両横穴墓群周辺の歴史的環境をみておきたい（第11図・第３表）。

（１）旧石器時代

　太田川が森町の水田域から磐田市・袋井市の太田川中下流域に出る磐田原台地東縁辺部上では袋井市

山
やま

田
だ

原
ばら

遺跡群などが確認され、礫群
れきぐん

などとともにナイフ形石器・スクレイパーなどが出土している（袋

井市教委1994）。また、磐田原台地上は旧石器時代の遺跡が複数確認され、磐田市匂坂中
さぎさかなか

遺跡、高見丘
たかみがおか

遺跡群、寺谷
てらだに

遺跡などで礫群をはじめとする遺構、角錐状
かくすいじょう

石器やナイフ形石器をはじめとする石器など

貴重な資料が多数出土している（磐田市市史編さん委1992，静岡埋文研1998）。

（２）縄文時代

　森町域では、これまで竪穴
たてあな

建物が確認された例は少ないが、縄文時代の遺物はかなり多くの遺跡で採

取されている。どれも断片資料が多い。森町円田・草
くさ

ヶ
が

谷
や

地区では、北垣
きたがき

遺跡（45）が挙げられる。北

垣遺跡は古くから周知されており、石冠
せっかん

などが出土したとされている（静岡縣1930）。また、第二東名

建設事業に伴う調査で竪穴建物とともに縄文土器（曽
そ

利
り

式、加
か

曽
そ

利
り

式、船元
ふなもと

式など）や石器が出土して

いる。

　飯田地区に位置する森町坂
さか

田
た

北
きた

遺跡（85）では、赤漆片やドングリの貯蔵跡が出土している（森町史

編さん委1998）。一宮川流域では、森町綱掛山
つなかけやま

古墳群（18）で、竪穴建物４軒が確認されている。

（３）弥生時代

　飯
いい

田
だ

丘陵の森町西
にし

平
ひら

子
こ

遺跡（67）で弥生後期～古墳前期の竪穴建物23軒が確認された。円田丘陵の北

垣遺跡（45）では弥生時代の竪穴建物数軒が確認されている。太田川支流の一宮川流域では、森町片
かた

瀬
せ

遺跡（７）で第二東名高速道路建設に先立つ調査で弥生時代中期後半～後期の竪穴建物29軒や区画溝な

どが確認され、丘陵上に溝で区画された集落が営まれていたことが明らかとなった（静岡埋文研2009）。

片瀬遺跡は後期後半～古墳時代前期には集落は廃絶し、墓域へと移り変わる。片瀬遺跡の東側の尾根上

にある綱掛山古墳群（綱掛山遺跡，18）でも、同時期の竪穴建物21軒が確認されている（静岡埋文研

2009）。奥
おく

谷
や

田
た

Ⅰ
いち

遺跡（65）では建物が数件確認されたが大規模な集落遺跡は少ない。

　一方、墓域は多数確認されている。森町フケ遺跡（46）、文殊堂
もんじゅどう

遺跡（43）、林
はやし

遺跡（40）のほか、森

町善
ぜん

千
ち

鳥
どり

遺跡（36）、片瀬遺跡（７）、崇
そう

信
しん

寺
じ

遺跡（103）、如仲庵
じょちゅうあん

遺跡（96）など多数の遺跡で多数の方
ほう

形
けい

周溝墓
しゅうこうぼ

や土
ど

器
き

棺
かん

墓
ぼ

が確認されている（森町史編さん委1998，静岡埋文研2006・2009など）。

　なお、生産域である水田跡は森町域では現状で確認されていない。太田川の流路変更により既に消失

したか、あるいは地中深くに埋蔵されている可能性が高い。

（４）古墳時代

　古墳時代前期（３世紀中頃～４世紀）は弥生時代から続く方形周溝墓や集落が確認されるが、古墳時

代前期後半から中期前半の様相はよくわからない。古墳時代中期中葉（５世紀中頃）以降になると古墳

の築造が活発化し、綱掛山古墳群（18）、文殊堂古墳群（43）、林古墳群（40）、宇
う

藤
とう

蓮
れん

台
だい

古墳群（42）、

崇信寺古墳群（103）などで20ｍ以下の小規模な古墳が築造される（森町教委1996，静岡埋文研2008a・
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第11図　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群周辺の遺跡分布図

第３章　地理的環境・歴史的環境
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2009など）。中期後半～末頃（５世紀後半～６世紀初頭）には、前方後円墳である堤田
つつみだ

古墳（56）、東
とう

国
ごく

古墳（57）が築造された（森町史編さん委1998）。後期前半（６世紀前半）になると、前方後円墳であ

る西
にし

脇
わき

古墳（28）が築造されるが、古墳築造数は多くはない。後期後半（６世紀後半）以降、古墳や横

穴墓の築造が活発化し、奈良時代直前まで続く。森町域は横穴式石室
よこあなしきせきしつ

築造地域（磐田原台地以東の西遠

江）と横穴墓地帯（太田川以東の東遠江）の中間地帯にあたり、両者が混在する地域として注目できる

（田村2001など）。

　一方、この時代の集落の様相はほとんど確認されていない。北垣遺跡（45）は、文殊堂古墳群（43）

や宇
う

藤
とう

横穴墓群（41）、天
てん

王
のう

ヶ
が

谷
や

横穴墓群（44）に近接し、同時期の竪穴建物数軒が確認できることか

ら集落と古墳・横穴墓との関係がわかる貴重な遺跡である。

（５）奈良時代・平安時代

　『倭名類聚抄』によれば、周智郡には「小山郷」、「山田郷」、「依智郷」、「大田郷」、「田椀郷」の５郷

が挙げられており、円田・草ヶ谷地域は「田椀郷」に比定されている（森町史編さん室1999）。一宮川

流域にあたる宮代
みやしろ

地域については「田椀郷」に含まれるのかどうか明確ではない。

　この時代では、袋井市春岡
はるおか

地区には「九周」や「知」などの墨書
ぼくしょ

土
ど

器
き

が出土し、周
しゅ

智
うち

郡
ぐん

衙
が

の有力候補

地である袋井市稲
いな

荷
り

領家
りようけ

遺跡（110）や、それに近接し同じく周智郡衙候補地である春岡遺跡（111）な

どが所在している（森町史編さん室1999）。また、森町飯田に所在する平
ひら

戸
こ

廃
はい

寺
じ

（68）では平
へい

城宮系
じょうきゅう

の

文様をもつ単弁八葉軒丸瓦
たんべんはちようのきまるがわら

・均整唐草文軒平瓦
きんせいからくさもんのきひらがわら

が出土している（森町史編さん委1998）。

　また、円田地域は、官
かん

衙
が

関連遺跡の可能性のある大
おお

城
き

戸
ど

遺跡（52）、小
お

国
ぐに

神社
じんじゃ

（21）の旧跡
きゅうせき

伝承地が

存在している。また、北垣遺跡（45）では竪穴建物、掘立柱建物
ほったてばしらたてもの

などが確認できる。

第３表　周辺の遺跡地名表

1 岩室廃寺 29 菖蒲ケ谷Ⅰ遺跡 57 東国古墳 85 坂田北遺跡

2 西峠水戸ヶ谷東峠Ⅰ遺跡 30 菖蒲ケ谷Ⅱ遺跡 58 岳進遺跡 86 鴨谷二本松古墳群

3 西峠水戸ヶ谷東峠Ⅱ遺跡 31 菖蒲ケ谷古墳群 59 北浦遺跡 87 鴨谷二本松遺跡

4 朝日平遺跡 32 香勝寺遺跡 60 谷中二本松古墳 88 梶ヶ谷古墳群

5 涼松遺跡 33 中屋敷遺跡 61 丸山古墳 89 梶ヶ谷遺跡

6 カワラケ屋遺跡 34 走り谷田遺跡 62 寺ノ谷遺跡 90 梶ヶ谷横穴墓群

7 片瀬遺跡・片瀬城跡 35 走り谷田古墳群 63 雲林寺古墳群 91 三反田遺跡

8 七軒町横穴墓群 36 善千鳥遺跡 64 山崎遺跡 92 院内古墳群

9 八面神社西遺跡 37 宇藤砦跡 65 奥谷田Ⅰ遺跡 93 院内横穴墓群

10 七軒町遺跡 38 善千鳥横穴墓群 66 奥谷田Ⅱ遺跡 94 院内遺跡

11 岡海戸古墳 39 弥勒平遺跡 67 西平子遺跡 95 修験道遺跡

12 岡海戸横穴墓群 40 林遺跡・林古墳群 68 平戸廃寺 96 如仲庵遺跡

13 岡海戸遺跡 41 宇藤横穴墓群 69 前ノ山古墳群 97 日当古墳

14 谷崎前遺跡 42 宇藤蓮台古墳群 70 前ノ山遺跡 98 五六ヶ谷遺跡

15 高雲寺古墳 43 文殊堂遺跡・文殊堂古墳群 71 平蔵遺跡 99 飯田城跡

16 谷沢遺跡 44 天王ヶ谷横穴墓群 72 平蔵横穴墓群 100 竹ヶ谷古墳群

17 谷沢横穴墓群 45 北垣遺跡 73 本堂１号墳 101 竹ヶ谷遺跡

18 綱掛山遺跡・綱掛山古墳群 46 フケ遺跡 74 北谷田古墳群 102 堂山遺跡

19 荒立横穴 47 久保ノ谷横穴墓群 75 比丘尼古墳群 103 崇信寺遺跡・崇信寺古墳群

20 小国神社経塚 48 岩名栗古墳 76 比丘尼経塚 104 峯山台状墓

21 小国神社遺跡 49 岩名栗遺跡 77 観音寺本堂横穴墓群 105 飯田大久保古墳群

22 御廟所遺跡 50 名栗遺跡 78 観音堂横穴墓群 106 峯山遺跡

23 宮代稲荷遺跡 51 円田大門遺跡 79 観音堂中世墓 107 岩ノ谷横穴墓群

24 宮代稲荷下遺跡 52 大城戸遺跡 80 薮内横穴墓群 108 岩ノ谷古墳群

25 真砂遺跡 53 大西遺跡 81 谷口古墳群 109 南ヶ谷古墳群

26 山郷古墳群 54 粟倉城跡 82 谷口遺跡 110 稲荷領家遺跡

27 山郷遺跡 55 峰垣遺跡 83 谷口横穴墓群 111 春岡遺跡

28 西脇古墳群・西脇古墳 56 堤田古墳 84 谷口中世墓 112 春岡古墳群・春岡横穴墓群

第２節　歴史的環境
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　一宮川流域では、小国神社経塚
きょうづか

（20）が特筆される。現在の小国神社本殿の北側に残る経塚（円形，

直径15～18ｍ前後と推定されている）から、「仁安三年」（1168）銘の外容器とともに銅製経筒
きょうつつ

３点、和
わ

鏡
きょう

３点、太
た

刀
ち

２点などが出土している（森町史編さん委1998）。飯田地区に所在する比
び

丘
く

尼
に

経塚
きょうづか

（76）

と併せて地方経塚のあり方を示す資料として注目できる（足立1998）。

　また、一宮地域の北西には、古代から中世の山林寺院である磐田市岩室
いわむろ

廃
はい

寺
じ

（１）が所在しており、

森町側にはその南丘陵表参道が位置していたと考えられ、岩室廃寺近くに所在する森町涼松
すずみまつ

遺跡（５）、

朝
あさ

日平
ひだいら

遺跡（４）、西
にし

峠
とう

水
げみ

戸
とが

ヶ
や

谷
ひが

東
しと

峠
うげ

Ⅰ
いち

・Ⅱ
に

遺跡（２・３）では平安時代から鎌倉時代にかけての遺物

が出土しており、岩室廃寺と関連する遺跡群と想定されている（森町教委1991）。岩室廃寺、小国神社、

小国神社経塚からみれば宮代地域は非常に宗教色の強い遺跡が多いといえる。

　なお、森町域の南西部には条里の痕跡が確認されている（森町史編さん室1999）。

（６）中世（平安末期～江戸時代初期）

　一宮川流域では、御
ご

廟
べい

所
しょ

遺跡（22）で古瀬戸瓶子、宮
みや

代
しろ

稲
いな

荷
り

下
した

遺跡（一宮末社稲荷社跡
いちのみやまつしゃいなりしゃあと

，24）からは

同じく古瀬戸四
し

耳
じ

壺
こ

（東京国立博物館蔵）が出土している。一宮川流域には小国神社や岩室廃寺（１）

と関連してか、中世墓や経塚と考えられる遺構・遺物が確認されている。

　草ヶ谷地区の香勝寺
こうしょうじ

遺跡（32）では、香勝寺本堂の建設に先立つ調査で、一宮荘の地頭武藤氏一族の

供養塔と想定される五
ご

輪
りん

塔
とう

、宝篋印塔
ほうきょういんとう

などが出土した。また、15世紀に人工的に埋め戻された堀が確認

されたことから堀で囲まれていたと想定でき、12世紀後半から13世紀前半の遺物が主体であり、鎌倉時

代初頭頃に盛期を迎えた遺跡である可能性が高い。中屋敷遺跡では同時期の遺構・遺物が出土しており、

一連の遺跡として把握できる（静岡埋文研2011）。北垣遺跡（45）では掘立柱建物や井戸のほか、土
ど

壙
こう

墓
ぼ

・火
か

葬
そう

墓
ぼ

や石塔
せきとう

・宝篋印塔が多数確認されている。円田地域にある岩
いわ

名
な

栗
ぐり

遺跡（49）では中世の集石

墓が確認され、宝篋印塔・五輪塔が発見されている。

　このほか森町域では、古墳時代の横穴墓を再利用とした中世墓が、観
かん

音
のん

堂
どう

横穴墓群（78）、谷
や

口
ぐち

横穴

墓群（83）、本書で報告する天王ヶ谷横穴墓群（44）で確認されている。

　一方、この時期の城館では、文献記録に天方本城
あまがたほんじょう

、天方新城
あまがたしんじょう

、飯田城
いいだじょう

（99）などが記録されており、

今川方の天方氏、斯波氏、徳川氏、山内氏、武田氏による攻防が行われる（森町史編さん室1999）。調

査された遺跡は少なく、片瀬城
かたせじょう

跡（７）で堀切
ほりきり

が確認されている（静岡埋文研2009）。

（７）近世（江戸前期以降）

　森町域は豊臣政権下では大名山内氏の所領が置かれ、徳川政権下では大名山口氏や旗本土屋氏や掛川

藩の所領となる。円田地域について江戸時代前期は大名山口氏が領主、江戸時代中期以降は旗本土屋氏

の所領で、宮代地域は江戸時代前期には大名山口氏、旗本花房右近とともに小国神社の所領であった。

また、森町域には遠江・駿河の鋳
い

物
も

師
じ

集団を統括した山田七郎左衛門家があり、梵鐘
ぼんしょう

や雲
うん

板
ばん

、鍋・鎌な

どを鋳造していたことが明らかになっている（森町史編さん室1999）。

　近世の遺跡は、草ヶ谷地区の中屋敷遺跡（33）や円田地区の北垣遺跡（45）で掘立柱建物が多数確認

されている。また、両遺跡では、鉄滓
てっさい

や鞴羽
ふいごは

口
ぐち

が出土しており、鍛
か

冶
じ

屋
や

が操業されていた可能性が高い。

また、一宮川流域のカワラケ屋
や

遺跡（６）は、江戸時代のかわらけ製造場所・販売所があったとされて

いる。さらに、太田川支流の瀬
せ

入
いり

川
がわ

左岸の丘陵上に位置する山
さん

郷
ごう

遺跡（27）では、遺跡の最も標高の高

い場所で石
せき

碑
ひ

を樹立した遙拝所
ようはいしょ

が確認された。この遙拝所は３段の壇と石碑で構成されており、近世初

期の天台宗の作法に基づいているものと考えられている。修験道
しゅげんどう

遺跡（竹林山南閣院南光寺，95）では

文化15（1818）年に森町旦那衆を勧進
かんじん

して構築された柴
さい

灯
とう

護
ご

摩
ま

壇
だん

が確認されている。
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23

　２　遠江における横穴墓の概観

（１）日本列島における横穴墓の偏在（第12図）

　本書で報告する横穴墓は、古墳時代において非常に分布が偏在する墓制である。主に九州（福岡・熊

本・大分・宮崎；【筑前・筑後・肥前・豊前・日向】、山陰（島根・鳥取；【石見・出雲・伯耆】）、北近

畿（京都；【丹後】）、北陸（石川・富山；【越前・能登】）、東海（静岡；【遠江伊豆】、関東南部（神奈

川・東京・埼玉；【相模・武蔵】、関東南東部（千葉；【上総・下総】）、北東部（茨城；【常陸】）、東北南

部（福島・宮城；【陸奥】）に多く、山陽（広島；【備後北部】）、近畿（大阪・奈良；【河内・山城・大

和】）、東海（三重・岐阜；【伊勢・美濃】）などに少数が分布する程度である（第12図）。21世紀に入り、

大韓民国（韓国） 公州市
こうしゅうし（Gongju）

に所在する 丹芝里
たんじり（Danji-ri）

遺跡で横穴墓が確認されており、朝鮮半島にもその墓制

が及んでいることが明らかとなった。

　この偏在的な分布の意味については明らかとなっていないが、明らかに太平洋や日本海の海沿いの地

域で多く確認される一方で、長野や山梨、群馬などの内陸部では一部を除いて確認されていないことか

ら、航海技術を有する集団や、海を利用した交易や交通を担う集団が採用した墓制である可能性が高い

といえる。

　また、近年宮崎県（日向）などで確認される地下式横穴墓の中に通常の横穴墓よりも早く成立するも

のが確認されていることから、横穴墓の成立については地下式横穴墓から影響を受けて北部九州（福岡

や熊本）で横穴墓へ変遷したという学説がある（田代2005）。一方で、横穴式石室の日本への導入を契

機に横穴式石室の影響を受けて、同じく北部九州で石蓋土壙墓や土壙墓が横穴墓へ変化したとする学説

がある。これまでの研究では北部九州で横穴式石室の影響を受けて、石蓋土壙墓や土壙墓が変化した可

能性が強いとされている（橋口1993，村上1991）。

　これ以外の地域での横穴墓の成立は、韓国の事例を含めて、横穴墓の墓制が形成された北部九州から

６世紀前半以降に伝播したと想定されている。

（２）遠江の横穴墓の分布と特徴（第13図）

　上述したように日本列島内で宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群が所在する遠江は、横穴墓が多い地域

として周知されているが、遠江全体に横穴墓が所在するわけではない（第13図）。これまでの調査や研

究で明らかなように、横穴墓は太田川東岸から原野谷川、逆川、菊川、新野川流域の森町、袋井市、掛

川市、菊川市、御前崎市、牧之原市で多く確認されるもので、古墳が多い浜松市や磐田市には数基の横

穴墓は所在するものの古墳の方が圧倒的に多い状況にある。したがって、磐田原台地以西（遠江西部）

の古墳（群）地帯と太田川～菊川流域（遠江東部）の横穴墓群地帯として明瞭な地域色を示している。

この差異については明らかとなっていないが、今回報告する天王ヶ谷横穴墓群が所在する森地域は横穴

墓群と古墳群が混在する地域であり、地域色の意味を明らかにする上では非常に重要な地域といえる。

　また、遠江で確認される横穴墓は単一の形態ではない。横穴墓地帯の流域ごとに大きく天井形態や平

面形態が類似しており、太田川流域は主にアーチ形・尖頭アーチ形天井、縦長長方形・方形基調の玄室、

菊川～萩間川流域は主にドーム形天井、隅丸方形・円形基調の玄室で、その中間地帯である逆川・原野

谷川流域はその両者が混在する地域となっている（大谷2003b・2008・2010，松井2001a・bほか）。

　さらに、遠江は東日本では比較的早い段階（６世紀前半）に横穴墓を採用しており（池上2000・2004，

松井2001a・b）、６世紀後半以降本格的な横穴墓が採用される、駿河（伊豆を含む）、関東や東北へ影響

を与えたと考えられており、遠江でもどの地域の横穴墓が駿河以東へ影響を与えていたのか検討を深め

ていく必要がある。

第２節　歴史的環境第２節　歴史的環境
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第12図　日本列島における横穴墓の分布

第３章　地理的環境・歴史的環境
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第13図　遠江における横穴墓と古墳の分布（６世紀～８世紀初頭）

第２節　歴史的環境
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第４章　宇藤横穴墓群

第１節　宇藤横穴墓群の概要

１　宇藤横穴墓群の位置

　宇藤横穴墓群は、森町円田地区の、いわゆる「園田丘陵」から南に向かって伸びる丘陵から西側に派

生する尾根の南側斜面に開削された横穴墓群であり（第３・４図）、斜面の中腹に築造されている。こ

の尾根の頂部には文殊堂古墳群が築造されており、尾根の西側の別尾根上には林古墳群や宇藤蓮台遺跡

（古墳群）が築造されている。宇藤横穴墓群は２つの尾根に分かれて築造されており、宇藤横穴墓群Ⅰ

支群（６基）が文殊堂古墳群の尾根と宇藤蓮台古墳群・林古墳群の尾根に挟まれた谷部の最も奥の尾根

斜面に開削され、Ⅰ支群から南に50ｍのところ、文殊堂８号墳の西側の尾根斜面にⅡ支群（７基）が開

削されている。なお、国土座標における緯度経度は第４表のとおりである。

　両支群からは、狭い範囲であるが太田川が形成した平野部を望むことができる一方で、同一尾根の東

側に向かって伸びる尾根の南側斜面に築造された天王ヶ谷横穴墓群は一切望むことができない。

　宇藤横穴墓群が望む丘陵先端付近には文殊堂１・３・５号墳が築造されており、時期的にも近接する

ことから何らかの関係があったことが窺える。

２　宇藤横穴墓群の調査歴

　宇藤横穴墓群はこれまでに発掘調査されたことはない。静岡県教育委員会が主体となって実施した遺

跡の踏査時に、開口する横穴墓２基（本報告の１・２号横穴墓）が確認されていただけであった。つま

り、今回が初めての調査となるが、横穴墓群が所在する尾根は第二東名高速道路森パーキングエリア用

地となり、すべて掘削・記録保存とされたため、今回が第１次調査であり、最終調査でもある。

　なお、地元では、宇藤横穴墓群（２区）や後述する天王ヶ谷横穴墓群（５区）の開口していた横穴墓

は「博打穴」と呼ばれ、昭和初期までサイコロ賭博が行われていたと言い伝えられている。また、今回

の調査では絵が描かれた横穴墓を複数確認しているが、昭和40年代ごろまでは開口していた横穴墓で隠

れて遊んだりしていたとのことであり、横穴墓の壁面に絵が残されていたといっても開口していたか、

開口していなかったかは絵の評価にかかる非常に重要な要素となるため、報告にあたっては、その点も

留意して報告することとする。

第４表　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群の位置

横穴墓名 調査区 支群名 緯度 経度

宇藤横穴墓群

１・２区中間 － 34°49′36″ 137°54′22″

１区 Ⅰ支群 34°49′38″ 137°54′21″

２区 Ⅱ支群 34°49′35″ 137°54′24″

天王ヶ谷横穴墓群

各区中間 － 34°49′34″ 137°54′29″

３・４区 Ⅰ支群 34°49′33″ 137°54′28″

５区 Ⅱ支群 34°49′33″ 137°54′29″

６区 Ⅲ支群 34°49′32″ 137°54′30″

７区 Ⅳ支群 34°49′35″ 137°54′29″

※各調査区ともに各区中心点で計測している。
※各横穴墓群の中央で付近で計測した。

（世界測地系）
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　第２節　宇藤横穴墓群の調査成果

１　調査した横穴墓の概要

　宇
う

藤
とう

横
よこ

穴
あな

墓
ぼ

群
ぐん

は、森町円田丘陵
えんでんきゅうりょう

のうち、文
もん

殊
じゅ

堂
どう

古
こ

墳
ふん

群
ぐん

が築造された丘陵の西側斜面に位置する。横穴

墓は西側に向かって延びる尾根の南側斜面に開削されており、南側が見えるように意図して場所が選択

されたといえる。谷の最も奥まった位置と、それよりもやや南側の斜面に数基単位で開削されており、

前者をⅠ群（１区）、後者をⅡ群（２区）とした。

　上述したとおり、分布調査の際に確認されていたのはⅡ群の１・２号横穴墓であることから、その番

号は変更せず、２区で確認した７基を１～７号横穴墓とし、１区で確認した６基を８～13号横穴墓と命

名した（以下，文中では各横穴墓は横穴を省略して「○号墓」とする）。

　各横穴墓の概要は、第５表のとおりである。

第５表－１　宇藤横穴墓群における調査した横穴墓の概要

第５表ー２　宇藤横穴墓群における調査した横穴墓の概要

群
単位
群

横穴墓 前庭 開口
平面
形態

主軸方位 全長
　玄室 羨　道

長さ 最大幅 最大高 床面積 内部施設・長軸×短軸 平面 断面 長さ 最大幅 開口幅 天井高

A1

８号墓

共有？

△ 不明 N-2°-W 1.95+ 1.95+ 1.50 1.45+ 2.95+ 敷石 1.5×1.5ｍ 長方形？ 尖頭？ - - - -

９号墓 ○ 不明 N-6°-E 3.10+ 3.10+ 1.50 1.90 4.65+ なし - 長方形 尖頭 - - - -

10号墓 △ 不明 N-24°-E 3.45+ 3.45+ 1.40 1.80 4.85+ 敷石 1.8×0.5ｍ 長方形 尖頭 - - - -

11号墓 △ 不明 N-29°-E 1.90+ 1.90+ 1.10 0.70+ 3.0+ 敷石 1.6×0.5ｍ 長方形？ 尖頭？ - 1.00± 0.90± -

A2 12号墓 単独 △ 両袖 N-28°-E 2.45+ 1.90 1.45 1.20+ 2.75 棺台 1.2×0.65ｍ 長方形？ 尖頭？ 0.55+ - - -

B 13号墓 単独？ △ 両袖？ N-6°-E 2.90+ 1.90 1.50± 1.50± 2.85± なし - 台形？ 尖頭？ 1.00+ 1.10± - -

A1 ５号墓 単独 △ 両袖 N-12°-E 3.50 2.25 1.45 1.25 3.25 敷石 2.0×0.6ｍ 長方形 尖頭 1.25 0.75 0.70 -

A2
４号墓 不明 △ 不明 N-5°-W 2.10+ 2.10+ 1.20 0.30+ 2.50+ なし - 台形？ 尖頭？ - - - -

３号墓 不明 ○ 疑似 N-5°-W 4.80- 3.35 1.30 1.60 4.35 なし - 長方形 尖頭 2.45- 1.00 0.85 -

A3 ２号墓 単独？ ○ 両袖 N-9°-W 4.70± 2.15 1.30 1.40 2.80 なし - 台形 尖頭 2.55± 0.95 0.85± -

A4

１号墓

共有

○ 両袖 N-5°-W 6.30± 2.90 2.30 2.20 5.50 なし - 台形 尖頭 3.40± 1.25 0.85 1.35±

６号墓 × 無袖 N-13°-E 2.00 2.00 0.60 0.80 1.00 敷石？ 0.5×0.4 長方形 尖頭 - - - -

７号墓 × 無袖 N-8°-E 3.45 3.45 0.90 0.90 3.10 なし - 長方形 尖頭 - - - -

※断面　尖頭＝尖頭アーチ形
※壁溝については内部施設に記載していない。
※開口　○＝開口していたことが確実　　△＝開口していなかった可能性が高いもの　　×＝閉塞石などが残存し未開口の可能性が極めて高いもの

単位　床面積（㎡）　それ以外（ｍ）

横穴名 閉塞
段差 開口部

標高
副葬品 人骨 時期

前庭 玄室羨道

８号墓 - - - 68.4 玉類（小玉） 7・須恵器 2 - ７世紀前葉

９号墓 - - - 68.9 なし - 古墳時代終末期

10号墓 - - - 68.5 刀子 1 - 古墳時代終末期

11号墓 - - - 68.3 なし - 古墳時代終末期

12号墓 円礫？ - なし 70.1 なし - 古墳時代終末期

13号墓 - - なし 70.0 なし - 古墳時代終末期

５号墓 円礫？ 0.05 なし 64.25 耳環 2；（覆土）土師器片 １+ ６世紀末葉～７世紀前半

４号墓 - - なし？ 64.7 須恵器 6・（覆土）須恵器 1 - ７世紀後半

３号墓 - - なし 65.1 （覆土）刀子 1・須恵器片 1 - 古墳時代終末期

２号墓 - 1.50？ なし 65.95 なし - 古墳時代終末期

１号墓 - 0.95 なし 66.2 （覆土）磁器染付皿 1 - 古墳時代終末期

６号墓 - 1.00 なし 66.4 なし - 古墳時代終末期

７号墓 円礫 1.00 なし 66.6 刀子 2 3 ７世紀第３四半期

単位　（ｍ）
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　２　宇藤横穴墓群Ⅰ支群（１区）の調査成果

（１）宇藤横穴墓群Ⅰ支群の概要（第14図，第５表，巻頭図版２・３，図版３）

　宇藤横穴墓群Ⅰ支群（１区）は、文殊堂古墳群が形成された尾根の西側に張り出した小尾根の南側斜

面に開削された支群である。大きな尾根を挟んで北側に善知鳥横穴墓群
ぜんちどり（うとう）よこあなぼぐん

が位置する。

　なお、13号墓の東側には４ｍにわたって平坦面を確認することができる。斜面にこのような平坦面が

自然に形成された蓋然性は低いことから、この部分にも13号墓とほぼ同じ標高に床面が築かれた横穴墓

が複数開削されていた可能性がある。この想定が正しいとすれば、４ｍの範囲であることから２基近接

して築かれたものが、近接しすぎていたため側壁が崩落してしまったと想定できる。また、８号墓の西

側は隧道（いわゆる「勅使道」）が谷底まで掘削されていることから、この部分にも横穴墓が所在した

可能性は排除できない。

　Ⅰ支群は文殊堂古墳群が築造された丘陵から西に向かって延びる尾根の南斜面に開削された横穴墓群

で、丘陵頂部から７～９ｍ下、低地部分より約10ｍ上の標高約68～70ｍ付近に築造されている。西から

第14図　宇藤横穴墓群Ⅰ支群　地形測量図

第４章　宇藤横穴墓群
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８、９、10、11、12号墓と続き、尾根の稜線をはさんで13号墓と続く。横穴墓群の途中にある丘陵の稜

線により、Ａ単位群（８～12号墓）とＢ単位群群（13号墓）に区分できる。前庭が失われていることか

ら単位群の認定は困難であるが、８～11は玄室床面の標高がほぼ同一であることなどから同一単位群

（Ａ１単位群）あるいは８・９号墓（Ａ１ａ単位群）と10・11号墓（Ａ１ｂ単位群）の２基ずつの単位

群に区分できる。また、12号墓は床面の標高が８～11号墓と比べて高いことから単独（Ａ２単位群）、

13号墓も単独で開削されたと想定できる。　以下、８号墓から順に調査所見を記載する。

（２）宇藤８号横穴墓（第15～17図，第５・６・19・20表，巻頭図版９，図版４・16）

ア　立地および調査前の状況　

　調査前　８号墓は表土除去後に新たに確認した横穴墓である。確認調査前の踏査時に丘陵斜面の崩落

が著しいことが把握できたため、大部分がすでに崩落し、残存部分は少ないことが予想できた。横穴墓

は天井が崩落し、内部は完全に埋没していることから、未開口であった可能性が高い。

　立地　８号墓は、宇藤横穴墓群Ⅰ支群Ａ１単位群の最も西側に位置し、宇藤横穴墓群の中でも最北西

端に位置する。東隣の９号墓とは約1.8ｍ離れている。床面の標高は約68.4ｍである。

イ　横穴墓の構造

　羨道が崩落しているため、全体の平面形は不明であ

る。主軸方位はN-２°-Wであり、ほぼ真南方向に向

かって開口する。横穴墓の規模は残存長1.95ｍ、玄室

長1.95ｍ以上、玄室最大幅約1.5ｍ、玄室高1.45ｍ以

上である。

第15図　宇藤８号横穴墓　完掘状況図

第６表　宇藤８号墓の概要

主軸方位　 N-2°-W 開口方位 ほぼ真南

全長 1.95ｍ以上

玄室長 1.95ｍ以上 玄室最大幅 1.50ｍ

玄室奥壁側幅 1.40ｍ 玄室玄門側幅 1.35ｍ以下

玄室天井高 1.45ｍ以上

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅰ支群（８号墓）
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　玄室　天井が崩落し形状は不明であるが、側壁の立ち上がる角度からすると、尖頭アーチ形天井で

あった蓋然性が高い。玄室幅に対する天井高の指数は1.0以上である。玄室平面は南側が失われている

ため不明であるが、長方形であった可能性が高い。玄室幅に対する玄室長の指数は1.3以上である。

　内部施設は部分的に確認できないがほぼ全面的に敷石が敷設されている。使用された石材は、10㎝以

下の小型の円礫であり、敷石床面は１面のみ確認した。奥壁と両側壁に沿って壁溝が掘削されていた可

能性があるが、この部分に木根が伸びたことによって壁溝状に柔らかくなった部分を掘削してしまった

可能性も残る。壁溝と仮定した場合、幅は15㎝前後である。

　閉塞　閉塞施設は失われており、不明である。

　掘削痕　横穴墓は土砂で完全に埋まっていたため、内部に流れ込んだ土砂の影響で掘削痕は完全に失

第16図　宇藤８号横穴墓　遺物出土状況図

第４章　宇藤横穴墓群
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われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は、玄室東北隅部から奥壁に接する状態で須

恵器の蓋付短頸壺（９）が口を上に向けた状態で出土した。蓋（８）は

短頸壺（９）の口縁部からややずらした状態で短頸壺の肩の部分に

載せられていた。意図的に蓋を正位置に置いていない可能性が高い。

これは後述する天王ヶ谷10号墓でも焼成時に蓋を付けた状態で焼か

れた蓋付短頸壺は蓋をわざわざ外して副葬していることから、宇藤

横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群の造営集団は意図的に蓋を外した状態

で副葬するという明確な意図をもっていた可能性が高い。この２点

（８・９）は原位置を保持していると考えるが、追葬時にこの位置

にかたづけられた可能性もある。また、土製小玉５点（１～５）が、

奥壁より1.55～1.7ｍ、左側壁より0.5～0.6ｍの、敷石上から出土

した。さらに玉類２点（６・７）がこの範囲に存在していたと想定

するが、調査途中に降った豪雨により横穴墓が流路となったことで

流出してしまったことから、出土状況図に示せなかった。玉類の出

土位置からみると玄室のほぼ中央に位置していたと想定できる。

　人骨出土状況　人骨は一切出土していない。

エ　出土遺物

　玄室内から須恵器短頸壺１点（９）およびその蓋１点（８）、玉

類５点（１～５）、覆土（流出土）より玉類２点（６・７）が出土

した。

　玉類　土製小玉が７点（１～７）出土した。黒色を呈することから漆塗りが施された可能性がある。

平均的な大きさは直径約５～６㎜、高さ約４～５㎜、中央の孔径は約１～２㎜である。

　須恵器　短頸壺（９）は、平底に近い丸底で肩が張る胴部で、口縁部は短くやや内傾しながら口径約

6.1㎝、器高約10㎝をはかる。胴部最大径は肩部にあり、直径12.7㎝をはかる。胴部下半は静止ヘラ削

りが行われており、底部には「二」字状のヘラ記号が刻まれている。短頸壺蓋（８）は、低平で幅の広

いボタン状の摘みを有し、口縁部と天井の境には浅い凹線が確認できる。摘みの中央はやや窪んでいる。

口径8.9㎝、器高3.5㎝である。なおこの２点の須恵器は胎土の特徴などから、静岡県西部の湖西市～愛

知県東部の豊橋市にある湖西古窯跡群（以下，湖西窯）で生産された可能性が高い。

オ　小結

　築造時期　短頸壺・蓋は時期を特定することは難しいが、壺蓋の摘みが低平で幅広であり、中央がく

ぼむ特徴から判断して、鈴木敏則氏による遠江須恵器編年（以下，遠江編年とする）のⅣ期前半に位置

づけられる可能性が高い（鈴木2001・2004）。

　埋葬について　出土遺物に時期差は確認することはできず、また人骨も出土していないことから、追

葬の有無に関しては不明である。最低１回１人の埋葬が行われた可能性が高い。

（３）宇藤９号横穴墓（第18図，第５・７表，図版４）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　表土除去後新たに確認した横穴墓である。８号墓同様、丘陵の崩落が激しく、羨道および前

庭は既に崩落していることが予測できた。また、横穴墓内部には土砂が堆積していたが、天井との間に

第17図　宇藤８号横穴墓
　出土遺物実測図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅰ支群（８号墓）
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は若干の空間が視認でき、完全には埋没していないことが確認できた。後述するように床面には敷石等

の施設がないことと、天井との間に空間が確認できたことから、９号墓は調査前に開口していた可能性

が高い。

　立地　９号墓は宇藤横穴墓群Ⅰ支群Ａ１単位群に位置する。８号墓の東約1.8ｍ、10号墓の西約2.0ｍ、

斜面の中腹に立地し、床面は標高約68.9～69.0ｍで、天井頂部は標高約70.9ｍである。

イ　横穴墓の構造

　羨道が崩落しているため、全体の平面形は不明である。主軸方位はN-６°-Eであり、ほぼ真南方向に

向かって開口する。全長3.1ｍ以上、玄室長3.1ｍ以上、玄室最大幅約1.5ｍ、玄室天井高約1.9ｍである。

床面は開口部から奥壁に向かって緩やかな上り勾配である。

　玄室　天井は奥壁側のみ残存しており、玄室の横断

面は二等辺三角形の尖頭アーチ形である。残存部分で

の床面に対する天井高の指数は1.1～1.3である。玄室

の平面形は縦長長方形であるが、袖部は流出しており

確認できない。現状での玄室幅に対する玄室長の指数

第18図　宇藤９号横穴墓　完掘状況図

第７表　宇藤９号墓の概要

主軸方位　 N-6°-E 開口方位 ほぼ真南

全長 3.10ｍ以上

玄室長 3.10ｍ以上 玄室最大幅 1.50ｍ

玄室奥壁側幅 1.50ｍ 玄室玄門側幅 1.40ｍ以下

玄室天井高 1.90ｍ

第４章　宇藤横穴墓群
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は約1.5である。床面には敷石などの内部施設は確認できない。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明である。

　掘削痕　横穴墓は一部空洞部分が確認できたが、掘削痕は失われており確認できない。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物および人骨は全く出土していない。

エ　小結

　築造時期　遺物が全く出土していないことから築造時期は不明である。後述する天王ヶ谷横穴墓群お

よび森町に所在する同様の形態をもつ横穴墓の事例から、玄室の隅角部が明瞭であること、玄室平面形

態が台形ではなく長方形であり明瞭な袖を有する可能性が高いことから、８号墓同様７世紀前半に位置

づけることができる可能性が高い。

　埋葬について　埋葬人数や追葬に関しては遺物、人骨ともに出土していないことから不明である。

（４）宇藤10号横穴墓（第19・20図，第５・８・22表，図版５・17）

ア　立地および調査前の状況

　調査前の状況　表土除去後新たに確認した横穴墓である。丘陵の崩落が激しく、羨道および前庭は既

に流出していることが予測できたが、この支群中では最も残存状況の良好な横穴墓であることも確認で

きた。横穴墓内部には土砂が流入しており、すべて埋没していた。未開口であった可能性が高い。

　立地　10号墓は宇藤横穴墓群Ⅰ支群Ａ１単位群に位置し、９号墓の東側約2.0ｍ、11号墓西約3.5ｍの

ところに立地し、床面の標高約68.5～68.65ｍ、天井の標高約70.5ｍである。床面の標高は８～10号墓

ともほぼ同標高である。

イ　横穴墓の構造

　羨道が崩落しているため、全体の平面形は不明で

ある。主軸方位はN-24°-Eであり、南南西に向かっ

て開口する。横穴墓の規模は全長3.45ｍ以上、玄室

長3.45ｍ以上、玄室最大幅約1.4ｍ、玄室天井高約

1.8ｍである。

　玄室　天井は奥壁部分のみ残存しており、玄室の横断面は二等辺三角形の尖頭アーチ形であり、床幅

に対する天井高の指数は約1.4である。玄室平面形は玄門部分が失われているが、縦長長方形である可

能性が高い。玄室幅に対する玄室長の指数は2.5以上である。

　内部施設は玄室床面中央に主軸に平行して敷石が敷設されている。２／３程度が失われているが本来

は長方形に敷設されていた可能性が高い。その範囲は長さ約1.8ｍ、幅約0.5ｍである。この敷石の範囲

が横穴墓使用当時の敷石範囲を留めているとすれば、この部分に木棺あるいは遺体が埋葬された可能性

が高い。敷石には５～６㎝以下の小礫が使用されている。また、玄室の両側壁に沿って壁溝が確認でき

るが、８号墓同様この部分に木根が伸びており、その浸食部分を壁溝として掘削してしまった可能性も

残る。壁溝は幅15㎝以下である。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明である。

　掘削痕　横穴墓内部に流入した土砂の影響で掘削痕はすでに失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　鉄製刀子片（10）が、奥壁から約1.85ｍ、右側壁から約0.7ｍの、敷石の間から出土

した。

　人骨出土状況　10号墓からは人骨は一切出土していない。

第８表　宇藤10号墓の概要

主軸方位　 N-24°-E 開口方位 南南西

全長 3.45ｍ以上

玄室長 3.45ｍ以上 玄室最大幅 1.40ｍ

玄室奥壁側幅 1.30ｍ 玄室玄門側幅 1.25ｍ以下

玄室天井高 1.80ｍ

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅰ支群（９・10号墓）
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エ　出土遺物

　10号墓からは鉄製刀子１点（10）が出土した。

　鉄製品　刀子（10）は切先と茎尻が失われ、関周辺部分が残存している。刃部は内湾しているため研

ぎ減りした可能性がある。関は両関であるが、棟側が直角関、刃部側は撫関の可能性が高い。茎は茎尻

に向かって徐々に幅を狭める形態の可能性が高い。関部分には木柄の一部が残存していることから木柄

第19図　宇藤10号横穴墓　完掘状況図

第４章　宇藤横穴墓群
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刀子であることが判明する。残存長4.5㎝、刃部幅1.4㎝、茎幅1.0㎝前後である。

オ　小結

　築造時期　時期を特定できる遺物が出土していないことから、築造時期は不明

である。平面形が長方形であり、袖部は明瞭な袖部である可能性が高いことから、

７世紀前半に開削された可能性が高い。

　埋葬について　埋葬人数や追葬に関しては遺物、人骨ともに出土していないこ

とから不明である。

（５）宇藤11号横穴墓（第21図，第５・９表，図版６）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　表土除去を行った結果、新たに確認した横穴墓である。丘陵の崩落が激しく、羨道や前庭は

既に失われていることが予想できた。調査の結果、天井が調査以前に崩落しており、土砂で完全に埋没

していた。丘陵崩落以前に開口していたかどうかは不明である。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅰ支群Ａ１単位群に位置する。10号墓の東約3.5ｍ、12号墓の西約2.5ｍのところ

に立地しており、床面の標高約68.3ｍである。

イ　横穴墓の構造

　残存する玄室部分は奥壁から直線的に伸びることから縦長の長方形であった可能性が高い。図のC-

C′断面南側を観察すると床面幅が狭まることから、袖

は直角ではなく、玄室から幅を狭め、玄門は明瞭では

なく、玄室と羨道の境界が不明瞭な形状（疑似両袖

式）であった可能性が高い。横穴墓の主軸はN-29°-E

であり、南南西に向かって開口する。横穴墓の規模は

全長1.9ｍ以上、玄室長1.9ｍ以上、玄室最

大幅約1.1ｍ、玄室天井高約0.7ｍ以上であ

る。

　玄室　玄室は奥壁がほぼ直立すること、

側壁の立ち上がりが９・10号墓と同様であ

ることから、９・10号墓同様尖頭アーチ形

であった可能性が高い。玄室幅に対する天

井高の指数は0.6以上である。玄室は縦長

の長方形であった可能性が高く、玄室幅に

対する玄室長の指数は1.7以上である。

　内部施設は側壁に平行する形で敷石が敷

設されている。敷設範囲は、右側壁側に

偏って敷設され、左側壁側には確認できな

いが、敷石が敷設された部分と敷設されな

い部分では0.05ｍ程の段差が確認できるこ

とから、敷設されていない範囲は天井の崩

落や斜面の崩落に伴い流出した可能性もあ

る。敷石の敷設範囲は奥壁から約0.1～1.7

ｍの、右側壁から約0.5ｍの長さ1.6ｍ、幅 第21図　宇藤11号横穴墓　完掘状況図

第20図　宇藤10号横穴墓
　出土遺物実測図

第９表　宇藤11号墓の概要

主軸方位　 N-29°-E 開口方位 南南西

全長 1.90ｍ以上

玄室長 1.90ｍ以上 玄室最大幅 1.10ｍ

玄室奥壁側幅 0.95ｍ 玄室玄門側幅 1.00ｍ以下

玄室天井高 0.70ｍ以上

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅰ支群（11号墓）
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0.5ｍの範囲である。南側は失われており、本来の全長は不明である。敷石は主に５㎝以下の小礫を利

用しており、１面のみ敷設している。

　閉塞　閉塞施設は失われ、不明である。

　掘削痕　横穴墓内が完全に埋没していた影響で、掘削痕は一切確認できない。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物および人骨は全く出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　遺物が出土していないことから築造時期については不明であるが、７世紀

前半～後半の一時期に開削された可能性が高い。また、埋葬人数や追葬回数については不明である。

（６）宇藤12号横穴墓（第22図，第５・10表，図版６）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　表土除去を行った結果、新たに確認した横穴墓であり、横穴墓内部は完全に埋没していた。

横穴墓の存在を確認した段階で、天井および玄室の半分以上は既に崩落していることが明らかであった。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅰ支群Ａ２単位群に位置する。11号墓の東側約2.5ｍのところに開削されており、

13号墓とは尾根の稜線を挟んだ東側約10ｍのところに立地する。床面の標高は約70.1～70.2ｍであり、

１区では最も標高が高い位置に築造されている。11号墓と比較すると床面が標高で、約２ｍ高く、11号

墓とは同一の単位群に位置づけるのは難しいことからＡ２単位群とした。

イ　横穴墓の構造

　横穴墓の前面が崩落して不明瞭であるが、C-C´断面の南約0.5ｍのところで左右両袖が内側に向かっ

て屈曲することから、この部分が袖部と認定する。この部分はほぼ直角に屈曲する可能性が高いことか

ら、両袖式の横穴墓である可能性が高い。横穴墓の主軸はN-28°-Eであり、南南西に向かって開口する。

全長2.45ｍ以上、玄室長約1.9ｍ、玄室最大幅約1.45ｍ、玄室天井高1.2ｍ以上、羨道長0.55ｍ以上、羨

道最大幅1.00ｍ前後である。

　玄室　玄室は前半部が崩落しているもののC-C´断面南約0.5ｍのところで両側壁がほぼ90度で屈曲す

る可能性が高いことから、両袖式で平面は奥壁側と玄門側がほぼ同幅の長方形であった蓋然性が高い。

玄室幅に対する玄室長の指数は約1.3である。玄室の横断面は床面から直線的に持ち送られることから、

二等辺三角形の尖頭アーチ形であった可能性が高い。奥壁はほぼ垂直にたちあがり、床面から約0.8ｍ

のところでやや内側に持ち送られていた可能性がある。玄室幅に対する天井高の指数は0.8以上である。

　内部施設は、20～30㎝の人頭大の河原石３個を用いた棺台が設置されていた可能性が高い。その範囲

は横穴墓の主軸に沿って設置され、範囲は長さ1.2ｍ、幅0.65ｍである。この範囲に木棺が設置されて

いたとすれば、成人の伸展葬は困難であることから、後述する天王ヶ谷51号墓のように改葬骨あるいは

片付けられた人骨が木棺（櫃）などに納められて埋葬された可能性が高い。

　また、奥壁から右側壁にかけて壁溝が確認できる

が、この部分には木根が伸びており、その浸食部分

を壁溝として掘削してしまった可能性がある。壁溝

幅は0.15ｍ以下である。

　羨道　羨道は明確ではないが床面に玄室との間に

段差はなく、幅は1.0ｍ程度であった可能性が高い。

第10表　宇藤12号墓の概要

主軸方位　 N-28°-E 開口方位 南南西

全長 2.45ｍ以上

玄室長 1.90ｍ 玄室最大幅 1.45ｍ

玄室奥壁側幅 1.45ｍ 玄室玄門側幅 1.30m前後

玄室天井高 1.20ｍ以上

羨道長 0.55ｍ以上 羨道最大幅 1.00ｍ前後

第４章　宇藤横穴墓群
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　閉塞　閉塞部分は崩落してしまっている可能性が高いが、崩落部分寸前のところで確認した幅0.2ｍ

程度の河原石が閉塞石であるとすれば、河原石を利用した円礫積みの閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　壁面の掘削痕は横穴墓が完全に土砂で埋没していた影響で、確認することはできない。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物および人骨ともに全く出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　出土した遺物がないため築造時期は不明である。７世紀前半～後半に築造

された可能性が高い。埋葬人数についても人骨が出土していないことから不明である。

（７）宇藤13号横穴墓（第23図，第５・11表，図版５）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　表土除去後に新たに確認した横穴墓である。丘陵斜面の崩落が著しく、横穴墓の残存状況は

不良であることが予想できた。横穴墓内はほぼ完全に土砂が流入していたが、以前に開口していたかど

うかは明確ではない。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅰ支群Ｂ単位群に位置する。宇藤横穴墓群の中では１基のみやや離れた位置に開

削されており、12号墓とは尾根の稜線を挟んで東約10ｍに位置する。床面の標高は約70.0～70.1ｍであ

第22図　宇藤12号横穴墓　完掘状況図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅰ支群（12号墓）
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る。なお、上述したように13号墓の東側には平端面が確認できることから、複数の横穴墓が開削されて

いた可能性があり、本来は複数で単位群を形成していた可能性がある。

イ　横穴墓の構造

　横穴墓内に土砂が流入するとともに、竹根が玄室奥

壁を侵食してさらに奥まで侵食し、奥壁、両側壁が崩

落しているため、横穴墓であるどうかも判断に苦慮し

たが、床面が平坦であることから、横穴墓と判断した。

また、平面形はC-C´断面の南約0.5ｍのところで、右側壁が斜めに折れることから、この部分が玄室袖

部であると判断し、13号墓は袖が鈍角の両袖式である可能性が高い。その想定が正しければ、全長は

2.9ｍ以上、玄室長1.9ｍ程度、玄室最大幅1.5ｍ前後、玄室天井高1.5ｍ前後と想定できる。

　玄室　玄室の本来の姿はほとんど留めておらず、左側壁は完全に崩落し、奥壁も一部を残して崩落し

ていた。崩落後の、竹の根の侵食により、天井はアーチ形、縦断面は三日月形になっているが、右側壁

の残存する立ち上がりの角度から判断して、本来は他の横穴墓同様尖頭アーチ形と推測した。奥壁側の

幅が広い逆台形の玄室平面で、玄室幅に対する玄室長は1.3倍程度であった可能性が高い。

　なお、内部施設は確認できず、本来敷設されていなかった可能性が高い。

　羨道　羨道はC-C´断面から約0.5ｍのところで側壁の変換点が確認できることから、玄室との境界と

想定できる。羨道は開口部に向かって直線的に延びていた可能性が高い。

　閉塞　閉塞施設は失われており、不明である。

　掘削痕　壁面の掘削痕は、壁面の崩落が著しく確認することはできない。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物・人骨ともに全く出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　出土遺物はなく、築造時期は不明である。７世紀前半～後半の１時期に築

造された可能性が高い。人骨は出土しておらず、埋葬回数、埋葬人数について不明である。横穴墓であ

るとすれば、最低１回１人以上の埋葬が行われたと想定しておきたい。

第11表　宇藤13号墓の概要

主軸方位　 N-6°-E 開口方位 ほぼ真南

全長 2.90ｍ以上

玄室長 1.90m程度 玄室最大幅 1.50ｍ前後

玄室奥壁側幅 1.50ｍ前後 玄室玄門側幅 1.50ｍ以下

玄室天井高 1.50ｍ前後 羨道長 1.00ｍ以上

第４章　宇藤横穴墓群
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第23図　宇藤13号横穴墓　完掘状況図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅰ支群（13号墓）
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　３　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（２区）の調査成果

（１）宇藤横穴墓群Ⅱ支群の概要（第24図，巻頭図版２・３，図版７）

　宇藤横穴墓群Ⅱ支群は、Ⅰ支群の南約50ｍにある西側に張り出した尾根の斜面の中腹に位置しており、

標高は約64～67ｍ付近、尾根頂部からは約５～７ｍ下、谷底から約10～13ｍ上に開削されている。

　Ⅱ支群は調査の結果、７基の横穴墓が近接して開削されたことが判明した。そのうち５基が通常の大

きさの横穴墓（１～５号墓）で、２基が小型の横穴墓（６・７号墓）である。

　Ⅱ支群は前庭まで残存しているものが多いことから、前庭の共有・切合関係から５号墓（Ａ１単位

群）、３・４号墓（Ａ２単位群）、２号墓（Ａ３単位群）、１・６・７号墓（Ａ４単位群）に単位群分け

できる。ただし、斜面の崩落が著しく、流入している土砂が同じような土砂のため切合関係を判断でき

ず、それぞれの前庭の先後関係は不明である。

　なお、２号墓南側の前庭を２号墓の前庭として報告するが、前庭と羨道床面の標高差が1.5ｍであり、

２号墓は１号墓と床面の標高差がほぼ同位置である点を重視すれば、２号墓は１号墓と前庭を共有して

第24図　宇藤横穴墓群Ⅱ支群　地形測量図

第４章　宇藤横穴墓群
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おり、その前庭を壊して３・４号墓の前庭（現状で２号墓の前庭と想定しているもの）が築造され、２

号墓の前面まで伸びていた１・６・７号墓と 2号墓の共有前庭の西側が破壊されてしまったとの解釈も

成り立つことを報告しておきたい。

　以下では、単位群ごと西側の横穴墓から順に報告する。

（２）宇藤５号横穴墓（第25～27図，第５・12・21表，巻頭図版４，図版11・12・17）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　調査前は全く確認することはできず、表土除去後に新たに確認した横穴墓である。１・２号

墓の状況から羨道と玄室は残存していることが予想できた。調査段階では土砂が横穴墓内部に流入し完

全に埋没していた。天井は崩落しているが、玄室～前庭まで残存している。床面の標高は前庭で約

64.25ｍ、玄室で約64.4ｍである。床面は開口部から奥壁に向かう緩やかな上り勾配である。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅱ支群Ａ１単位群に区分でき、４号墓と隣接する。４号墓が３・５号墓の間に強

引に作られたのか明確ではないが、近接して築造したために側壁の厚さが薄くなったことで５号墓の左

側壁と天井は早くに崩落した可能性もある。

イ　前庭の構造

　５号墓単独で形成されている。羨門から左側壁側の

み形成され、羨道から直角に掘削され、コ字形を呈す

る。前庭床面の標高は約64.25ｍであり、床面の標高

は約64.3ｍであることは前庭と羨道には0.05ｍの段差

が確認できる。前庭の幅は最大約1.6ｍで、長さ約0.8

ｍ残存している。前庭からの出土遺物はない。

ウ　横穴墓の構造

　５号墓は床面の残存状況は良好であり、両袖式の横穴墓であることが確認できた。主軸方位はN-12°

-Eであり、真南からやや西側に向かって開口する。天井は奥壁部分を除いてすべて崩落していた。横穴

墓の全長は約3.5ｍ、玄室長約2.25ｍ、玄室最大幅約1.45ｍ、玄室天井高約1.25ｍ、羨道長約1.25ｍ、

羨道最大幅0.75ｍである。

　玄室　袖部の形態は両側壁から直角に屈曲する両袖式であり、平面形は奥壁に比べてやや玄門側の方

の幅が狭いが長方形である。玄室幅に対する玄室長の指数は約1.6である。横断面形は奥壁部分が残存

しており、二等辺三角形であるが側辺が丸みをもって立ち上がる（以下，蕾形）の尖頭アーチ形である

ことが判明する。玄室幅に対する高さの指数は約0.9である。天井高は奥壁部分で1.3ｍであり、後述す

る天井がほぼ完存する１号墓などの事例からみると奥壁から玄室中央に向かって天井が高さを増してい

た可能性は低い。したがって、天井がやや低い印象を受けるとともに、成人が直立して作業するのは困

難であった可能性がある。

　内部施設は右側壁側に偏って敷設された敷石であり、主軸に平行する。奥壁側の幅がやや広く0.6ｍ、

玄門側が0.4ｍである。長さは約2.0ｍである。使用した石材は10㎝以下の小礫で、１面のみ確認できる。

伸展葬の人骨を埋葬することは可能であるが、大部分の人骨が失われているため実際に行われたかどう

か不明である。

　羨道　羨道は玄室との段差はなく、玄門から入口に向かってやや幅を狭める。天井は失われており不

明である。玄室長に対する羨道長の指数は約0.6である。

第12表　宇藤５号墓の概要

主軸方位　 N-12°-E 開口方位 ほぼ南

全長 3.50ｍ

玄室長 2.25ｍ 玄室最大幅 1.45ｍ

玄室奥壁側幅 1.40ｍ 玄室玄門側幅 1.30ｍ

玄室天井高 1.25ｍ

羨道長 1.25ｍ 羨道最大幅 0.75ｍ

羨道玄門側幅 0.75ｍ 羨道開口部側幅 0.7ｍ

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（５号墓）



42

　閉塞　閉塞については不明確であるが、羨道の玄門よりの位置に敷石に使われたものよりも大きな石

材があり、円礫積みの閉塞石の可能性がある。この場合には閉塞は羨門部分ではなく、玄門付近で行わ

れた可能性がある。使用された石材は10～20㎝の河原石である。

　掘削痕　土砂が横穴墓内に完全に流入していたことにより、掘削痕は失われ確認できない。

エ　遺物および人骨出土状況

　右側壁に沿って敷石が敷設されるが、この敷石の直上から歯（S001）とともに耳環が２点出土した。

１点（11）は歯の南側であり、奥壁から0.45ｍ、右側壁から約0.2ｍの位置から、もう１点（12）は奥

壁から0.4ｍ、右側壁から約0.35ｍの位置から出土した。その間隔は約15㎝であり、左右の耳に装着さ

第25図　宇藤５号横穴墓　完掘状況図

第４章　宇藤横穴墓群
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れたような状態で副葬され、追葬

におけるかたづけ行為の影響は受

けず、原位置を保持するものと推

測する。頭蓋骨が仰向けで埋葬さ

れていた、あるいは顔を玄門側に

向けて埋葬されていたとすれば11

が右耳、12が左耳に装着されたよ

うな状態で副葬可能性が高い。

オ　出土遺物

　床面直上から耳環２点（11・

12）と、覆土中から土師器片が出

土した。土師器については小片の

ため器種・部位が特定できないた

め図示していない。

　耳環　耳環は分析の結果、中実の銅芯に銀箔を巻き付け、その

上に金をアマルガム技法により鍍金した「銅芯銀張鍍金」耳環

（自然科学分析・人骨調査編第１章参照，耳環については以下す

べて参照願いたい）である。開口部の断面を観察すると、皺が確

認でき、銀箔を巻き付けた時の銀箔の処理が行われたことが判明

する。平面は幅よりも長さがやや短い円形で、断面は楕円形であ

る。直径約3.0㎝である。

カ　人骨

　人骨調査の結果（自然科学分析・人骨調査編参照，以下人骨が出土した横穴墓についてはすべて参照

願いたい）、第一大臼歯であることが判明したが、性別や死亡年齢については不明である。

キ　小結

　築造時期　築造時期については時期を特定できる遺物が出土していないため明確ではないが、単独で

前庭が造られること、玄門が直角で明瞭に造作されること、前庭との段差がほとんど認められないこと

から、６世紀末葉～７世紀前半に築造された可能性が高い。

　埋葬について　敷石上から出土したのは人歯１点であり、少なくとも一人は埋葬されたことは判明す

るが、追葬や埋葬人数については不明である。

（３）宇藤４号横穴墓（第28～31図，第５・13・19表，巻頭図版９，図版９・10・17・18）

　ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、３号墓の西側には平坦面が確認できたため、確認した横穴墓である。

わずかに残る床面と奥壁の最下部は当初は確認できず、過去に斜面の大崩落が起こり、この場所に横穴

墓があったとしても既に崩落してしまった可能性が高いと考えていたが調査が進むにつれて遺物が出土

したことから横穴墓と認定したものである。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅱ支群Ａ２単位群に位置する。５号墓の報告で述べたように３・５号墓と隣接し

すぎたため、天井および左右両側壁が完全に崩壊していた。したがって、天井や側壁については残存し

ない。床面の標高は約64.7～64.8ｍであり、ほぼ水平である。５号墓よりも約0.5ｍ床面が高い。３号

墓と床面の高さがほぼ同様であることから、３号墓と前庭を共有していた可能性が高い。

第26図　宇藤５号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第27図　宇藤５号横穴墓　出土遺物実測図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（４号墓）
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イ　前庭の構造

　前庭は既に流出しており不明確である。２号墓と共有前庭だった可能性があるがその場合の前庭床面

との比高差は約0.9ｍ程である。遠江の横穴墓群の分析を行うと、前庭を共有するものは横穴墓の床面

の標高差が0.5ｍ以下のものが大部分であることから、２号墓と４号墓は前庭を共有しているとは考え

難い（大谷2003b参照）。なお、後述する２号墓の前庭と想定する前庭が、２号墓の羨道床面との間に

1.5ｍの標高差があることから、この３・４号墓の前庭の可能性もあることを明記しておきたい。

ウ　横穴墓の構造

　玄室のみの残存であり、本来羨道が存在したのか不明である。横穴墓の全長は、２号墓の前庭との関

係から最長でも3.8ｍ以下であった蓋然性が高い。横穴墓の主軸はN-５°-Wであり、ほぼ真南に向かって

開口していた可能性が高い。４号墓は全長2.1ｍ以上、玄室最大幅1.20ｍ前後である。

　玄室　床面の一部と左側壁の一部、奥壁の最下部が残存する以外はすべて崩落している。残存する左

側壁は高さにして３㎝残存しており、３号墓との間には約0.1ｍの壁厚があるが、築造時に既に３号墓

とトンネルでつながってしまった可能性も排除できな

い。

　玄室は残存する側壁からみると、奥壁から玄門に

向って幅を狭め、平面形は逆台形であった可能性が高

第28図　宇藤横穴墓群Ⅱ支群Ａ２・３単位群　全体図

第13表　宇藤４号墓の概要

主軸方位　 N-5°-W 開口方位 ほぼ真南

全長 2.10ｍ以上

玄室長 2.10ｍ以上 玄室最大幅 1.20ｍ前後

玄室奥壁側幅 1.20ｍ前後 玄室天井高 0.30ｍ以上

第４章　宇藤横穴墓群
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い。袖は存在したかどうか不明であるが、無袖形と仮定した場合、約3.8ｍと長くなることから、不明

瞭ながらも羨道と玄室は屈曲する袖部で区画される形態である疑似両袖形であった可能性が高い。玄室

長の玄室幅に対する割合は、1.7倍以上である。

　玄室の横断面は奥壁の最下部しか残存していないため不明であるが、奥壁右側壁側の立ち上がり状況

をみるとほぼ直立気味に立ち上がることから、５号墓同様蕾形の尖頭アーチ形であったと想定する。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明である。

　掘削痕　土砂で完全に埋没しており、掘削痕はすでに失われ残存していない。

エ　遺物および人骨出土状況

　遺物は覆土中から須恵器１点（13）が出土したほか、須恵器５点（14～18）が、玄室北東隅部の床面

直上に重ねられた状況で一括して出土した。この北東隅に纏められた状態から判断するとこれらは追葬

時の「かたづけ行為」によってこの位置に重ねられた可能性が高い。出土状況は北東隅に正置で須恵器

杯身が２点（16・14）重ねられ、下が14、上が16である。その西隣に正置の状態で、須恵器杯身３点

（15・17・18）が重ねられていた。下から18、17、15の順である。また、これらのすぐ南に、須恵器高

杯（19）が横置された状態で出土した。高杯は本来正置の状態で副葬されていたものが土圧により横倒

しになった可能性がある。

　なお、４号墓からは人骨は出土していない。

オ　出土遺物

　床面より須恵器６点（14～19）、覆土から須恵器１点（13）が出土した。

　土器　たちあがりのある杯身と高台のある杯身（有台杯）の２種類が出

土している。前者はたちあがりが低く、受部よりもわずかに高いか、受部

よりも低いもので、口径9.0～9.5㎝、器高3.2～3.7㎝である。17の底部に

はヘラ切り痕が残存するが、それ以外は回転ヘラ削りが行われている。有

台杯はやや高い台部に断面箱形の杯部が接合されるもので、口縁部は底部

第29図　宇藤４号横穴墓　完掘状況および遺物出土状況図

第30図　宇藤４号横穴墓
　覆土出土遺物実測図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（４号墓）
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から斜め外上方に向かって直線

的に立ち上がる。口縁部は強い

ナデ調整が行われている。口径

12.8㎝、器高4.3㎝である。

　高杯は碗形の杯部をもつ短脚

の無蓋高杯で、口縁部はやや外

反する。脚部はラッパ状に開き、

端部を下方に摘まみ出している。

口径14.9㎝、器高12.2㎝である。

須恵器片（13）は底部片で、平

底であり、やや厚手であること

から、杯類ではなく、壺あるい

は瓶類の可能性が高い。

カ　小結

　築造時期　玄室東北隅部にま

とめられた須恵器は、遠江編年

Ⅳ期後半（陶邑田辺編年ＴＫ46型式併行期，飛鳥編年Ⅲ期）に比定することができ、７世紀後半に位置

づけることができる。

　埋葬について　追葬については、土器が北東隅に一括してまとめられていることを根拠として、最低

１回はあったと推測することから、２体は埋葬された可能性が高い。なお、杯身に２形態があることか

ら、２形態が埋葬の時期差とした場合、それらが同一箇所に積み上げられていることから、２回にわた

る埋葬に対する副葬品をかたづけたと仮定すれば、３人の埋葬も考えられるが、前者（１回の追葬で２

人埋葬）の可能性が高い。

（４）宇藤３号横穴墓（第28・32～34図，第５・14・19・22表，図版９・10・17）

ア　立地および調査前の状況　

　調査前　２号墓のすぐ西隣、４号墓の東隣に位置し、両者と近接しすぎていたため両側壁が一部を除

いて崩落している。横穴墓内は土砂が半分以上上まで流入していたが、天井付近には空洞が確認でき、

一部天井が残存していることがわかっていた。したがって、調査前には開口していた可能性が高い。

　なお、『遠江の横穴群』（静岡県教委1983）では、「２号横穴」とされていたものであるが、調査を進

めると２号墓とは床面に比高差があり、明確に区分できることから３号墓とした。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅱ支群Ａ２単位群に属し、Ⅱ支群のほぼ中心に位置する。床面の標高は約65.1～

65.4ｍであり、奥壁に向かって緩やかな上り勾配である。４号墓と比較すると床面が約0.3ｍ高い。

イ　前庭の構造　前庭は既に流出しており不明確である。２号墓と共有前庭だった可能性があるがその

場合の前庭床面との比高差は約0.9ｍ程である。遠江の横穴墓群の分析を行うと、前庭を共有するもの

は横穴墓の床面の標高差が0.5ｍ以下のものが大部分

であることから、２号墓と３号墓は前庭を共有してい

るとは考え難い（大谷2003b参照）。

ウ　横穴墓の構造

　玄室と羨道のみの残存であるが、玄門が明瞭ではな

いことから、玄室と羨道の境界が不明瞭である。調査

第31図　宇藤４号横穴墓　出土遺物実測図

第14表　宇藤３号墓の概要

主軸方位　 N-5°-W 開口方位 ほぼ真南

全長 4.80ｍ以下

玄室長 3.55ｍ前後 玄室最大幅 1.30ｍ

玄室奥壁側幅 1.15ｍ 玄室玄門側幅 1.00ｍ

玄室天井高 1.60ｍ

羨道長 2.45ｍ以下 羨道最大幅 1.00ｍ

羨道玄門側幅 1.00ｍ 羨道開口部側幅 0.85ｍ

第４章　宇藤横穴墓群
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段階には左側壁のE-E´断面の南約0.3ｍのところに変換点が確認できることから、この部分を袖として、

疑似両袖式の横穴墓と想定した。横穴墓の全長は、２号墓の前庭との関係から最長でも4.8ｍ以下で

あった蓋然性が高い。玄室長3.35ｍ前後、玄室最大幅約1.3ｍ、玄室天井高約1.6ｍ、羨道長2.45ｍ以下

（現状0.9ｍ）、羨道最大幅約1.0ｍである。横穴墓の主軸はN-５°-Wであり、ほぼ南に向かって開口して

いた可能性が高い。床面の標高がほぼ同一であることから、４号墓と前庭を共有していた可能性が高い。

　玄室　玄室平面は中央がやや膨らみ、玄門に向ってやや幅を狭める形態であり、逆徳利形に近い長方

形である。玄室幅に対する玄室長の指数は約2.6である。玄室横断面形は奥壁がほぼ完存することから、

二等辺三角形の尖頭アーチ形であることが判明し、玄室幅に対する高さは１：1.2である。天井高は約

1.55ｍであり、大人が立って作業できるほぼ限界の高さに近かったと想定する。袖部は不明瞭であり、

第32図　宇藤３号横穴墓　完掘状況図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（３号墓）
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上述したとおりE-E´断面南0.3ｍのところの屈曲箇所と想定するが、玄室との境は不

明瞭である。

　内部施設について敷石などは確認できないが、早くから開口していたため、再利用

にあたって敷石などが取り除かれてしまった可能性がある。

　現状で奥壁から左側壁にかけてと右側壁の玄室中央部分付近に壁溝が確認できるが、

木根がこの位置に延びており、それを壁溝として掘削した可能性もある。壁溝の幅は

0.15ｍ以下である。

　羨道　羨道は玄門部分から開口部に向かいやや幅を狭める。玄室と羨道との

境には段差はない。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明であるが、板を嵌めたような痕跡は確認

できないことから円礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　土砂が流入した部分の掘削痕は確認できないが、左側壁上部奥壁側

に幅５㎝、長さ５㎝ほどの掘削痕のような連続する窪みが４段分確認できる。

後述する天王ヶ谷52号墓など掘削痕が残存していた横穴墓と比較すると形状がことなることから、水滴

などにより自然にこのような状態になったもので掘削痕ではないと判断した。ただし、掘削痕ではない

可能性は100％ではないため図化した。

　したがって、３号墓についても掘削痕は確認できない。

エ　遺物および人骨出土状況

　床面より0.3ｍ上の覆土中から刀子が１点（21）出土した。また、同じく覆土中から須恵器瓶類片

（20）が出土した。この刀子や須恵器の下部に堆積した土砂には、３号墓の左側壁（２号墓の右側壁）

と推測できる土砂が含まれていたことから、２・３号墓の間の壁体が崩落した後、２号墓の遺物がその

崩落に伴って流入してきた可能性が高い。ただし、側壁の崩落後２号墓の遺物が流入したことが判明す

るのみで、２号墓が３号墓よりも新しいというわけではない。

　なお、人骨は出土していない。

オ　出土遺物

　２号墓の副葬品と推測する刀子、須恵器片が１点ずつ出土している。

　土器　須恵器（20）は瓶類の胴部片で、平瓶の肩部近くの破片である可能性が高い。

　鉄製品　鉄製刀子（21）で、切先および茎尻が欠損している。刃部は内湾しており研ぎ減りの可能性

がある。関は均等直角両関である。茎は直線的に茎尻に向かって伸びる。茎には有機質の痕跡がなく、

木柄であったのか鹿角装であったのか判別できないが、前者の可能性が高い。

カ　小結

　築造時期と埋葬について　出土した遺物は２号墓の副葬品である可能性が高いことから、築造時期に

ついては不明である。袖部が不明瞭であることから７世紀前半でも比較的新しい時期～７世紀後半に位

置づけられる可能性が高い。埋葬人数については人骨が出土していないことから不明である。

（５）宇藤２号横穴墓（第28・35図，第５・15表，図版９・10）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　２号墓は踏査段階に確認され、調査以前から周知されていた横穴墓で、『遠江の横穴群』（静

岡県教委1983）では、「宇藤の谷２号横穴」、『森町史』資料編（森町史編さん委1998）では「宇藤２号

横穴」とされた横穴墓である。本調査前の踏査段階でも開口していることが確認できており、玄室の半

分ぐらいの高さまで土砂が流入していることが予想できた。したがって、当横穴墓は再利用されていた

第33図　宇藤３号
横穴墓　覆土出土
遺物実測図①

第34図　宇藤３号横穴墓
　覆土出土遺物実測図②

第４章　宇藤横穴墓群
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可能性が高い。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅱ支群Ａ３単位群に位置する。１号墓の西約1.5ｍのところに位置しており、１

号墓よりはやや低い位置に開削される。標高は玄室で約66.1～66.15ｍ、羨道で65.95～66.0ｍである。

床面は開口部から奥壁に向かう緩やかな上り勾配である。

イ　前庭の構造　

　２号墓の前庭は単独でコの字形に開削されている。

現状では２～４号墓までが前庭を共有しているように

も見えるが、上述したように２号墓と３・４号墓では

床面の高さが0.6～0.9ｍ以上も比高差があるため、別

の単位群の可能性であったものが、前庭が崩落し、同

じ単位群に見えているだけの可能性が高い。また、２号墓の羨道と前庭の間には比高差があり、羨道の

床面との標高差は約1.5ｍであることから、２号墓は３・４号墓とは前庭を共有しない可能性が高い。

　なお、このように前庭から２号墓羨道まで上がるにはやや高いこと、宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓

群での中でも特に高いことから、この前庭は３・４号の前庭の可能性も排除できない。この場合は、Ａ

４単位群の前庭を破壊して、この前庭が掘削された可能性が高い。

ウ　横穴墓の構造

　２号墓の前面には前庭が残存しており、１号墓の前庭と切り合い関係にある。袖が明瞭な横穴墓が古

く位置づけられるとすれば１号墓→２号墓の順で掘削された可能性が高い。

　玄室右側壁は完全に崩落していることから不明であるが、左側壁側の奥壁から2.1ｍの位置にやや内

側に突き出る袖を確認できること、その部分に段差が確認できることから、この部分で羨道と玄室を区

分する両袖式である可能性が高い。横穴墓の主軸は、N-９°-Wであり、ほぼ南に向かって開口する。前

面に存在する前庭まで羨道が残存していた場合、全長4.7ｍ前後に復原でき、玄室長約2.15ｍ、玄室最

大幅約1.3ｍ、玄室天井高約1.4ｍ、羨道長2.55ｍ前後（復原）、羨道最大幅約0.95ｍである。

　玄室　玄室の平面形は、ほぼ縦長の長方形であり、玄室長は玄室幅の約1.7倍である。横断面形はや

や丸みをもって立ち上がる二等辺三角形の尖頭アーチ形である。玄室幅に対する天井高は約1.1倍であ

る。奥壁はほぼ直立し、天井は玄門に向ってわずかに下がるがほぼ水平である。袖部は左側壁部分のみ

残存しており、側壁から0.1ｍ程屈曲させることで袖としている。隅角部は直角ではなく斜角であり、

１・５号墓と比較すると不明瞭である。

　内部施設は確認できないが、築造当初から存在しなかったか、開口したため再利用されたことで破壊

されたのか不明である。

　羨道　羨道と玄室の間には段差があり、その比高差は約0.1ｍである。羨道は方形である。

　閉塞　閉塞は失われており不明であるが、開口部付近に板を嵌めたような痕跡は確認できないことか

ら、円礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　土砂が流入した部分の掘削痕は確認できないが、左側壁上部奥壁側に幅５㎝、長さ５㎝ほど

の掘削痕のような連続する窪みが４段分確認できる。後述する天王ヶ谷52号墓など掘削痕が残存してい

た横穴墓と比較すると形状がことなることから、水滴などにより自然にこのような状態になったもので

掘削痕ではないと判断している。ただし、掘削痕ではない可能性は100％ではないため図化した。

　したがって、３号墓についても掘削痕は確認できない。

エ　遺物および人骨出土状況

　すでに開口していたためか、遺物は一切出土していない。３号墓の覆土から出土した鉄製刀子と須恵

器片が２号墓に伴う遺物である可能性が高い。

第15表　宇藤２号墓の概要

主軸方位　 N-9°-W 開口方位 ほぼ南

全長 4.70ｍ前後

玄室長 2.15ｍ 玄室最大幅 1.30ｍ

玄室奥壁側幅 1.30ｍ 玄室玄門側幅 0.95ｍ前後

玄室天井高 1.40ｍ

羨道長 2.55ｍ前後 羨道最大幅 0.95ｍ

羨道玄門側幅 0.95ｍ 羨道開口部側幅 0.85ｍ前後

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（２号墓）
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オ　出土遺物

　２号墓から直接出土した遺物はない。２号墓に伴う可能性がある遺物については３号墓の報告におい

て記述したのでそちらを参照願いたい。

カ　小結

　築造時期および埋葬について　築造時期について遺物が出土していないため、時期を特定することは

できない。両袖式であることから、７世紀前半～後半の一時期に築造された可能性が高い。埋葬人数や

埋葬回数について人骨が一切出土していないことから不明である。

第35図　宇藤２号横穴墓　完掘状況図

第４章　宇藤横穴墓群
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（６）宇藤１号横穴墓（第36～38図，第５・16・19表，図版８・16）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　宇藤横穴墓群中で、最も残存状況の良好な横穴墓であり、玄室の天井部がほぼ完存している。

本横穴墓は、昭和初期にいわゆる「博打穴」として利用されていたといわれ、早くからその存在は周知

第36図　宇藤横穴墓群Ⅱ支群Ａ４単位群　全体図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（１号墓）
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されており、『遠江の横穴群』（静岡県教委1983）において「宇藤の谷」の横穴と報告され、また『森町

史』資料編（森町史編さん委1998）では、「宇藤１号横穴」と呼称されている。本報告でも、この横穴

墓を１号墓とする。

　１号墓は、調査前にすでに開口しており、内部には大きな空洞が確認できた。また、玄室右側壁奥壁

側上部には再利用した時に掘削された、灯明皿を置いたと想定する棚状施設が確認できたため、横穴墓

内部は後世の改変を大きく受けていることが予想できた。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅱ支群Ａ４単位群に位置し、６・７号墓と前庭を共有する。また２号墓も本来は

前庭を共有していた可能性がある。床面の標高は、玄室で約66.5ｍ、羨道で約66.2ｍ、前庭の羨道より

で約65.15ｍである。横穴墓内は開口部から奥壁に向かって緩やかな上り勾配である。２号墓との床面

の比高差は、約0.25ｍ、６号墓との比高差は約0.2ｍである。

イ　前庭の構造

　前庭は６・７号墓と共有し、７号墓の東までコ字形に大きく掘削されている。現状で東西約4.7ｍ以

上、南北3.3ｍ以上であり、15.5㎡以上が前庭として掘削された可能性が高い。前庭の斜面の掘り込み

は少なくとも標高67.0ｍ付近から行われており、前庭の掘削土量は少なくとも14～15以上であった可

能性が高い。前庭の床面は雨水の影響か南側に向かって徐々に下がる。前庭床面と羨道床面との比高差

は約0.95ｍである。

ウ　横穴墓の構造

　主軸方位はN-５°-Wであり、ほぼ真南に開口す

る。羽子板形の平面形を呈する。玄室と羨道との

区別は、袖をつけること、ならびに段をつけるこ

とによって行っている。前庭の立ち上がりの角度

から推測すると、全長は6.3ｍ前後である可能性

が高い。玄室長2.9ｍ、玄室最大幅2.3ｍ、玄室天

井高約2.2ｍ、羨道長約3.4ｍ前後、羨道最大幅約

1.25ｍ、羨道天井高1.35ｍ前後である。

　玄室　平面は奥壁側が玄門側より幅が広い縦長の逆台形である。玄室幅に対する玄室長の指数は約

1.3である。玄門側幅と奥壁幅は１：1.4である。玄室横断面は正三角形に近い尖頭アーチ形である。玄

室幅に対する天井高は１：１である。奥壁はほぼ直立し、天井との境には隅角を設けて明瞭に区分する。

天井は奥壁側から玄門に向かい徐々に低くなる。玄門部分で1.4ｍ、奥壁部分で2.2ｍであり、やや中腰

で作業しなければならない箇所もあるが、大部分は直立して作業することは可能である。

　前壁が確認でき、天井から0.1ｍ程垂直に掘り残されており、掘削にあたっては意識して前壁として

掘り残した可能性が高い。

　袖部は両側壁から直角に0.2ｍ程屈曲する、両袖式である。

　内部施設はないが、開口していたため再利用にあたって失われた可能性が高い。

　羨道　羨道の天井は完全に崩落しており、その形態は不明であるが玄室同様尖頭アーチ形か、アーチ

形であった可能性がある。玄室床面との間に0.05ｍのわずかな段差が確認できる。想定される玄室長：

羨道長は１：1.2であり、羨道の方が玄室より長い。羨道は玄門側から羨門側に向かって徐々に幅を狭

める。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明であるが、開口部付近に板を嵌めこんだ痕跡は確認できないこと

から円礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　掘削痕は壁面が剥離しており確認できない部分が多く、不明である。

第16表　宇藤１号墓の概要

主軸方位　 N-5°-W 開口方位 ほぼ真南

全長 6.3ｍ前後

玄室長 2.90ｍ 玄室最大幅 2.30ｍ

玄室奥壁側幅 2.30ｍ 玄室玄門側幅 1.60ｍ

玄室奥壁側天井高 2.20ｍ 玄室玄門側天井高 1.60ｍ

羨道長 3.40ｍ前後 羨道最大幅 1.25ｍ

羨道玄門側幅 1.25ｍ 羨道開口部側幅 0.85ｍ前後

羨道天井高 1.35ｍ前後

第４章　宇藤横穴墓群
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第37図　宇藤１号横穴墓　完掘状況図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（１号墓）
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エ　遺物および人骨出土状態

　原位置を保持して出土した遺物、人骨はない。覆土中から染付皿１点が

出土した。これは「博打穴」として利用された時の遺物であろう。

オ　出土遺物

　横穴墓内からは古墳時代の遺物は一切出土しなかった。近世末以降の磁

器染付皿１点が出土した。

　磁器　染付皿が１点（22）出土した。やや高い高台をもつ皿である。内

面見込み中央に文様が、口縁部内面に横線文が描かれ、外面には藍色の濃

淡で縦方向の火煙状の文様を描いている。19世紀以降に帰属する可能性が

高い。

カ　小結

　築造時期と埋葬について　遺物が出土していないことから築造時期は不

明であるが、森町の所在する谷口横穴墓群のＥ－Ⅰ群２号墓や袋井市道ヶ

谷Ｂ１号墓が本横穴墓と同様の平面・断面形態を示していることから、そ

の事例を参照して時期を推定したい。谷口Ｅ-Ⅰ-２号墓からは、須恵器長

脚二段高杯が出土しており、開削時期は遠江Ⅲ期後葉、６世紀末～７世紀

初頭とされている（森町教委1996）。一方道ヶ谷Ｂ１号墓は須恵器杯類、 などが出土し、築造時期は

遠江Ⅳ期前半、７世紀前半である。したがって、これらの事例を参考にすると宇藤１号墓の開削時期は

早くて遠江Ⅲ期後半、６世紀末～７世紀初頭、遅くとも遠江Ⅳ期前半、７世紀前半頃と推定しておく。

　埋葬人数や埋葬回数については、人骨が出土していないため不明である。

（７）宇藤６号横穴墓（第36・39図，第５・17表，図版８・13）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　開口していた１号墓の東に位置するが前庭とともに完全に埋没しており、重機による表土除

去後壁面を精査中に新たに確認した横穴墓である。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅱ支群Ａ４単位群に位置する。１・７号墓と前庭を共有する。床面の標高は約

66.4～66.8ｍであり、奥壁に向かう緩やかな上り勾配である。開口部で１号墓との比高差は0.2ｍ、７

号墓との比高差は約0.2ｍであり、ほぼ同標高に開口部をもつ。

イ　前庭の構造

　前庭については１号墓の報告で記載した。前庭との比高差は、約1.0ｍであり、横穴墓内に直接入る

ことは困難であったと想定する。

ウ　横穴墓の構造

　６号墓はほぼ完存しており、平面形態は玄室と羨道の区別のない無袖形である。横穴墓の主軸は

N-13°-Eで、真南からやや西側に向かって開口する。全長約2.0ｍ、玄室最大幅約0.6ｍ、玄室天井高約

0.8ｍである。

　玄室　玄室は袖のない無袖形で、平面は中央がや

や膨らむが長方形である。玄室幅に対する玄室長は

3.3～４倍である。横断面形は二等辺三角形の尖頭

アーチ形である。玄室幅に対する天井高は約1.4倍

である。奥壁は内傾して立ち上がる。天井との境界

第38図　宇藤１号横穴墓　
覆土出土遺物実測図

第17表　宇藤６号墓の概要

主軸方位　 N-13°-E 開口方位 ほぼ南

全長 2.00ｍ

玄室長 2.00ｍ 玄室最大幅 0.60ｍ

玄室奥壁側幅 0.50ｍ 玄室玄門側幅 0.45ｍ

玄室天井高 0.80m

第４章　宇藤横穴墓群
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には明瞭な隅角を設け

て区分している。天井

は奥壁から玄門に向っ

て徐々に低くなるとと

もに、床面も奥壁から

玄門に向って下がる。

　内部施設は奥壁部分

に敷石が１面敷設され

ているが、長さ0.4ｍ、

幅0.5ｍの狭い範囲で

ある。使用された石材

は約10㎝以下の小礫で

ある。この敷石より南

側には、別の内部施設

はない。

　閉塞　図化していな

いが、６号墓前の前庭

覆土中から河原石が出

土しており、河原石を

利用した円礫積み閉塞

であった可能性が高い。

　掘削痕　内部に土砂

が流入した影響により、

掘削痕は確認できない。

エ　遺物および人骨出土状況

　遺物および人骨ともに出土していない。奥壁近くの敷石が埋葬に関係するとすれば、隣接する７号墓

は６号墓よりも全長が長いにもかかわらず伸展葬は認められないことを考慮すれば、６号墓はこの敷石

上に改葬骨あるいは片付けられた人骨が埋葬された可能性が高い。

オ　出土遺物

　出土遺物は全く出土していない。

カ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期は遺物が出土していないことから不明であるが、横穴墓の時期が

下るにつれて小さくなるとすれば、１号墓→７号墓→６号墓の順で築造された可能性が高い。築造年代

は７世紀末～８世紀初頭と推定する。

　埋葬人数については人骨が出土していないことから不明であるが、改葬骨が埋葬された可能性が高い。

（８）宇藤７号横穴墓（第36・40～42図，第５・18・22表，巻頭図版４，図版８・14・15・17）

ア　立地と調査前の状況

　調査前　開口していた１号墓の東に位置するが前庭とともに完全に埋没しており、重機による表土除

去後前庭の壁面を精査中に閉塞石の一部が現れたもので、本調査で新たに確認したものである。閉塞石

が開口部の高さの半分程度残存しており、土砂の流入が開口部付近に留まり、奥壁近くに埋葬された人

第39図　宇藤６号横穴墓　完掘状況図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（６号墓）
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骨が明瞭に確認できるほどであった。

　立地　宇藤横穴墓群Ⅱ支群Ａ４単位群に位置する。

１・６号墓と前庭を共有する。床面の標高は約66.6～

66.9ｍであり、奥壁に向かう緩やかな上り勾配である。

開口部で１号墓との比高差は0.3ｍ、６号墓との比高

差は0.2ｍであり、ほぼ同じような標高に開削されている。

イ　前庭の構造

　前庭については１号墓で報告した。前庭との比高差は約1.0ｍであり、１・６号墓とほぼ同じ比高差

であることから、同一の前庭については入口の標高をそろえるような意識があった可能性が高い。

ウ　横穴墓の構造

　７号墓は１・６号墓と前庭を共有し、この前庭の一番東側に掘削されている。平面形態は６号墓同様

羨道と玄室の境界のない無袖形であり、主軸はN-８°-Eに向け、ほぼ南に向かって開口する。全長約

3.45ｍ、玄室最大幅約0.9ｍ、玄室天井高約0.9ｍである。

　玄室　玄室の平面形はやや胴の膨らむ長方形であり、玄室幅に対する玄室長の割合は、約3.8倍であ

る。横断面形は尖頭アーチ形である。玄室幅と天井高の比率は約１：1.1である。奥壁はほぼ直立して

立ち上がり、天井との境界には明瞭な隅角を設けて区分している。天井はほぼ水平である。天井高が

0.9ｍと低く、調査段階では大人一人が入るのが精一杯で、人骨を埋葬するのはかなり困難であった可

能性が高い。

　内部施設はなく、人骨は直接床面に納置されている。人骨の下部には木棺の痕跡なども確認できない。

　閉塞　閉塞は開口部で20～30㎝の河原石を用いて行われた円礫積みである。D-D´断面部分にも河原

石が確認できるが、E-E´断面部分に設置された閉塞石の上部が内部に落ち込んだと想定する。閉塞石

は最下位に大きめの石材を据え、その上に長手を横穴墓の主軸に平行させて積み上げた可能性が高い。

　掘削痕　掘削痕は左右両側壁ともに奥壁側が良好に残存しており、天井部付近は奥壁に平行あるいは

やや斜交する縦方向の削り調整、側壁中位は横方向の削り調整、床面近くは縦方向の削り調整を行って

いる。調整痕の幅は５～10㎝で、断面はレンズ状であることから、先端が10㎝程度の若干丸みをもった

鋤あるいは鍬、手斧などで調整された可能性が高い。

エ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　鉄製刀子（23）が入口より約0.9ｍのところで横穴の主軸に直交する状態で出土した。

また、同じく鉄製刀子（24）が奥壁近くに集骨された人骨の下から出土した。

　人骨出土状況　人骨は奥壁側に３体分の人骨がまとめられた状態で、床面に直接納置されていた。木

棺などに納められていたかは不明である。

　この３体はそれぞれが１体分ずつ区分して置かれているわけではなく、奥壁左隅に３体分の頭蓋骨が

まとめられ、その周囲に他の部位の骨が集められ混在する状況であるが、１号人骨（成人男性）の骨が

一番上に置かれた可能性がある。

　京都大学霊長類研究所（当時）の片山一道氏の鑑定により、３体すべて完全に白骨化した状態でこの

位置に納められた状況を示していることが判明した（自然科学分析・人骨調査編参照）。

　閉塞石が存在し、未開口であったことは確実であるものの、伸展埋葬がないことから、これらはかた

づけ行為によりこの位置にまとめられたわけではなく、別の場所で白骨化したものを７号墓にまとめて

改葬した可能性が高い。

第18表　宇藤７号墓の概要

主軸方位　 N-8°-E 開口方位 ほぼ南

全長 3.45ｍ

玄室長 3.45ｍ 玄室最大幅 0.90ｍ

玄室奥壁側幅 0.80ｍ 玄室玄門側幅 0.65ｍ

玄室天井高 0.90ｍ

第４章　宇藤横穴墓群
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オ　出土遺物

　鉄製刀子２点（23・24）が出土した。

　鉄製品　刀子（23）は切先を一部欠損する。刃部は関からやや内湾することから研ぎ減りの可能性が

ある。関は両撫関で、茎は茎尻に向かって徐々に細くなり、茎尻は丸尻である。茎には木柄の痕跡が残

存していることから木柄刀子であることがわかる。刃部には木質は確認できない。

　刀子（24）は完形であり、刃部はやや内湾することから研ぎ減りした可能性がある。関は直角両関で、

第40図　宇藤７号横穴墓　完掘状況図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（７号墓）
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茎は茎尻に向かい細くなるもので、茎尻は細く丸く収められる。茎には木柄の痕跡が残存しており、木

柄が装着されていたことが判明する。刃部には木質は確認できない。

オ　出土人骨

　人骨調査の結果、３体分の人骨が存在することが判明した。１人目が成人男性（壮年）、２人目が12

～18歳の人（男性の可能性が高い）、３人目が６～11歳の子供（性別不明）であることが判明した。

第41図　宇藤７号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第４章　宇藤横穴墓群
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　この３体の眉間部分に前頭縫合が未癒合の痕跡が明瞭

に残存している。これは第５章で報告する天王ヶ谷横穴

墓群出土人骨にはあまり見られない特徴であることから、

この３体は血縁関係があった可能性が高い。

　なお、出土人骨の放射性炭素14Ｃ年代測定分析により、

７世紀中頃～後半（７世紀第３四半期）の死亡時期であ

ることが判明した（自然科学分析・人骨調査編第２章参

照）。

カ　小結

　築造時期　出土遺物が刀子しかないため時期を特定す

ることは困難である。横穴墓形態と規模から１号墓よりも新しく６号墓よりも古く、無袖形であること

から７世紀後半に築造された可能性が高い。

　この結果と放射線炭素年代とはほぼ合致していることから、７世紀後半の築造である可能性が高い。

　埋葬について　埋葬人数は３体であるが、改葬骨である可能性が高く３体分が同一位置に混在するこ

とから３体分の人骨がまとめて１回で埋葬された可能性が高く、追葬はなかったと推断した。

第42図　宇藤７号横穴墓　出土遺物実測図

第２節　宇藤横穴墓群の調査成果　２　宇藤横穴墓群Ⅱ支群（７号墓）
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　４　宇藤横穴墓群出土遺物観察表

（１）土器・陶磁器

（２）玉類観察表

（３）耳環観察表

（４）鉄製品観察表

第19表　宇藤横穴墓群出土土器・磁器観察表

第20表　宇藤横穴墓群出土玉類観察表

第21表　宇藤横穴墓群出土耳環観察表

第22表　宇藤横穴墓群出土鉄製品観察表

出土位置
No Fig PL 種類 器種 部位

残存
率

口径 器高 胴部径
底部
径

色調
備考

区 支群 横穴墓 位置 外面 内面

1 Ⅰ ８号墓
床面
直上

8
17 16

須恵器 短頸壺蓋 全体 100 8.9 3.5 - - 灰（5Y6/1） 灰（5Y6/1） 湖西産

9 須恵器 短頸壺 全体 100 6.1 10.1 12.7 - 灰（7.5Y6/1） 灰（7.5Y6/1） 湖西産

2 Ⅱ

４号墓

覆土 13 30 17 須恵器 壺瓶類 胴部～底部 20 - - - （7.0） 灰（5Y6/1） 灰（N7/） 湖西産

床面
直上

14

31
18

須恵器 杯身 全体 100 9.5 3.2 - - 灰（5Y6/1） 灰（5Y6/1） 湖西産

15 須恵器 杯身 全体 100 9.2 3.6 - - 灰（N6/） 灰（10Y6/1） 湖西産

16 須恵器 杯身 全体 100 9.0 3.3 - - 灰白（10Y7/1） 灰白（7.5Y7/1） 湖西産

17 須恵器 杯身 全体 100 9.1 3.7 - - 灰（N6/） 灰（N6/） 湖西産

18 須恵器 有台杯 全体 100 12.8 4.3 - 8.2 灰白（7.5Y8/1） 灰白（7.5Y8/1） 湖西産

19 17・18 須恵器 高杯 全体 99 14.9 12.2 - 9.7 灰（5Y7/1） 灰（7.5Y6/1） 湖西産

３号墓 覆土 20 33 17 須恵器 壺瓶類 胴部 - - - - - 灰白（7.5Y7/2） 灰白（7.5Y8/1） 湖西産

１号墓 覆土 22 38 16 肥前 染付皿 口縁～底部 35 （10.5） 2.9 - （5.8） 明緑灰（10GY8/1） 明緑灰（10GY8/1）

※床面直上は玄室の床面直上
※括弧内は復原値

単位　残存率（%）　口径他（㎝）

出土位置
No Fig PL 種類 材質 直径 高さ 孔径 重量 色調 備考

区 支群 横穴墓 位置

1 Ⅰ ８号墓

玄室

1

17 16 小玉

土製 6 5 1 0.14 暗褐色 漆塗りの可能性あり

2 土製 6 5 1 0.13 暗褐色 漆塗りの可能性あり

3 土製 6 4 1 0.12 暗褐色 漆塗りの可能性あり

4 土製 6 4 2 0.13 暗褐色 漆塗りの可能性あり

5 土製 6 5 1 0.16 暗褐色 漆塗りの可能性あり

玄室流出土
6 土製 6 4 2 0.13 暗褐色 漆塗りの可能性あり

7 土製 5 4 2 0.10 暗褐色 漆塗りの可能性あり

単位　直径・高さ・孔径（mm）　重量（ｇ）

出土位置
No Fig PL 材質

平面 断面
重量 備考

区 支群 横穴墓 位置 長軸 短軸 形態 長軸 短軸

２ Ⅱ ５号墓 床面直上
11 

27 17
銅芯銀張鍍金 3.0 2.6 楕円形 0.8 0.6 17.64 分析試料№24　

12 銅芯銀張鍍金 3.0 2.65 楕円形 0.8 0.65 18.38 分析試料№25
単位　平面・断面（㎝）　重量（ｇ）

出土位置
No Fig PL 種類 材質 全長

刃部 茎・刀装具
備考

区 支群 横穴墓 支群 長 幅 長 幅
１ Ⅰ 10号墓 床面直上 10 20

17

刀子 鉄 （4.5）（2.9） 1.4 （1.6） 1.0

２区 Ⅱ
３号墓 覆土 21 34 刀子 鉄 （5.5）（2.8） 1.1 （2.7） 0.8

７号墓 床面直上
23

42
刀子 鉄 （13.7）（8.6） 1.4 5.1 1.4

24 刀子 鉄 13.6 8.4 1.1 5.2 1.0
※括弧内は残存値 単位　（㎝）

第４章　宇藤横穴墓群
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第５章　天王ヶ谷横穴墓群

第１節　天王ヶ谷横穴墓群の概要

１　天王ヶ谷横穴墓群の位置

　天王ヶ谷横穴墓群は、太田川北岸の、太田川が形成した平野部を見渡すことができる丘陵の南側斜面

に開削されている。尾根上には文殊堂古墳群、尾根の西側の斜面には宇藤横穴墓群が所在し、この尾根

の一宮川よりの丘陵には善千鳥横穴墓群が形成されている。

　天王ヶ谷横穴墓群は、総数55基を確認したが、開削された場所は４箇所に集中しており、その集中箇

所をⅠ群、Ⅱ群、Ⅲ群、Ⅳ群とする。また、後述するように前庭の共有関係から４群はさらに単位群に

区分でき、Ⅰ群は７単位群、Ⅱ群は２単位群、Ⅲ群は５単位群、Ⅳ群は４単位群に区分できる。それぞ

れの支群は有機的な関係を有する集団が築造したと想定するが、その点に関しては第６章にて検討する。

　天王ヶ谷横穴墓群からは、南側の文殊堂１～５号墳が築造された尾根などに遮られて見晴らしは良好

ではなく、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ支群すべて谷の開口部付近を見渡すことができるのみであり、かなり奥まっ

た、見通しの悪い位置に開削されたといえる。一方で、Ⅰ～Ⅲ支群は、南側の丘陵尾根上に形成された

北垣遺跡を眺望することは可能であったと考えられることから、やはり北垣遺跡との関係が想定できる。

　なお、天王ヶ谷横穴墓群の各支群の国土座標の位置については、第４表（26頁）に記入している。

２　天王ヶ谷横穴墓群の調査歴

　天王ヶ谷横穴墓群はこれまでに発掘調査されたことはない。静岡県教育委員会が主体となって実施し

た遺跡の踏査時にも上述した宇藤横穴墓群や善千鳥横穴墓群が所在するため踏査が行われたが、円田地

区住民が「第二次大戦後も横穴墓内で遊んだ」などとの証言があり、横穴墓が所在する可能性は十分想

定できたものの、丘陵斜面の崩落が著しく、踏査の段階ではその位置についてはほとんど明確にするこ

とはできなかった。今回の確認調査では、一部開口している横穴墓が確認できたため本調査対象として

斜面全体を調査した。したがって、今回が初めての調査となるが、横穴墓群が所在する尾根は宇藤横穴

墓群同様第二東名高速道路森パーキングエリア用地となり、すべて掘削・記録保存とされたため、今回

が第１次調査であり、最終調査でもある。

　なお、地元では、上述したように天王ヶ谷横穴墓群（６区，Ⅲ支群）の開口していた横穴墓は「博打

穴」と呼ばれ、昭和初期までサイコロ賭博が行われていたと言い伝えられている。また、昭和40年代ご

ろまでは開口していた横穴墓で隠れて遊んだりしていたとのことであり、その言葉どおり確認調査時に

開口していた横穴墓からは衣類や陶磁器（茶碗類）、文房具などが出土した。

３　調査した横穴墓の概要

　今回調査した横穴墓は横穴墓が開削された位置からⅣ支群に区分できる。詳細については第２節以降

述べる。それぞれの横穴墓の概要は第23表のとおりである。
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第23表　天王ヶ谷横穴墓群における調査した横穴墓の概要

群
単位
群

横穴墓 前庭 開口
平面
形態

主軸方位 全長
玄室 　　羨道

長さ 最大幅 最大高 床面積 平面 断面 内部施設・長軸×短軸 長さ 最大幅 開口幅 天井高

Ⅰ

A

１号墓

共有

△ 不明 N－24°－E 3.20± 1.60＋ 1.35 1.00＋ 1.90＋ 台形 尖頭？ なし？ － － － － －

２号墓 △ 疑似 N－40°－E 3.00± 1.55 1.15 1.30 1.60± 台形 尖頭 なし？ － 1.45± 0.80 0.80－ －

３号墓 × 疑似 N－88°－W 3.90 2.00 0.80 1.05 1.50 長方形 尖頭 なし － 1.90 0.55 0.35 1.10－

４号墓 △ 疑似 N－79°－W 4.30 2.40 1.30 1.60± 3.10 長方形 尖頭 敷石 1.7×1.2 1.90 1.05 0.70 －

５号墓 △ 両袖 N－62°－W 4.95 3.50 1.80 1.95＋ 6.15 長方形 尖頭 敷石 3.3×1.8 1.45 1.00 0.80 －

６号墓 × 両袖 N－49°－W 3.50 2.20 1.40 1.60 2.90 長方形 尖頭 敷石 2.2×1.1 1.30 0.75 0.60 －

７号墓 × 両袖 N－17°－W 4.60 2.60 1.50 1.60 3.65 長方形 尖頭 敷石 1.95×1.5 2.00 0.90 0.70 －

B1
８号墓

共有
△ 両袖 N－60°－W 4.20± 1.90 1.40 1.50 2.40 台形 尖頭 敷石 1.5×0.8 2.30 0.90 0.80－ －

９号墓 ○ 両袖 N－29°－W 3.85＋ 2.20 1.35 1.30 2.80 長方形 尖頭 なし？ － 1.65＋ 1.20 1.00－ －

B2 10号墓 単独 △ 疑似 N－33°－W 5.10± 2.10 1.20 1.45 2.00 長方形 尖頭 敷石 1.65×0.7 3.00± 1.10 1.05－ －

B3
11号墓

共有
× 疑似 N－36°－W 3.15＋ 2.40 1.20 1.50 2.60 長方形 尖頭 敷石 0.8×0.9 0.75＋ 0.90 0.75－ －

12号墓 △ 両袖 N－27°－W 2.60＋ 1.80 1.30 1.35＋ 2.20 長方形 尖頭？ なし？ － 0.80＋ 0.90 0.80－ －

B4 13号墓 単独 × 両袖 N－13°－W 4.90± 2.75 1.80 2.00＋ 4.40 台形 尖頭 敷石 1.8×1.30 2.15± 1.10 0.80－ －

Ｃ

14号墓

共有

× 疑似 N－21°－W 5.20 2.50 1.55 2.15± 3.40 台形 尖頭 敷石 3.4×1.4 2.70 1.00 0.80 －

15号墓 × 疑似 N－10°－W 4.10± 3.00 1.50 0.60＋ 3.90 台形 尖頭 敷石 2.3×1.4 1.10± 1.10 0.70 －

16号墓 × 両袖 N－13°－W 5.60 4.30 1.60 2.00± 6.00 台形 尖頭 敷石 2.8×1.6 1.30 0.90 0.90 －

55号墓 × 無袖 N－ 9°－W 1.50 1.50 0.70 0.60＋ 1.00 台形 尖頭？ 敷石？ 1.0×0.5 ― ― － －

17号墓 × 両袖 N－ 8°－W 9.10 7.80 1.80 1.60＋ 13.40 長方形 尖頭
棺座
敷石

2.7×1.8
2.7×1.8

1.30 1.20 1.00 －

18号墓 × 無袖 N－ 3°－E 2.35 2.35 1.10 0.80＋ 2.00 台形 尖頭 敷石 1.1×1.1 － － － －

19号墓 △ 無袖 N－12°－E 2.10± 2.10± 1.00 0.50＋ 1.60 台形 尖頭 敷石 1.2×1.1 － － － －

Ｄ

20号墓

共有

× 疑似 N－18°－E 5.60 2.00 2.10 1.20＋ 3.80 台形 尖頭 敷石 1.9×1.9 3.60 1.60 0.80 －

21号墓 △ 疑似 N－30°－E 3.30 1.50 1.30 1.60 1.65 台形 尖頭 敷石 0.8×1.3 1.80 0.90 0.60 －

22号墓 △ 不明 N－83°－E 3.70± 2.10＋ 0.90＋ 0.40＋ 0.95 台形？ 尖頭？ 敷石 1.2×0.5＋ － － － －

23号墓 △ 不明 N－89°－E 5.00± 1.30＋ 1.20 0.75＋ 1.60＋ 長方形？ 尖頭？ 敷石 1.05＋×1.1 － － － －

Ｅ
24号墓

共有
△ 無袖 N－15°－E 1.70 1.70 0.60 0.40＋ 0.85 台形 尖頭？ 敷石 1.1×0.5 － － － －

25号墓 × 無袖 N－31°－E 2.00 2.00 1.20 1.20± 1.70 台形 尖頭 なし － － － － －

Ⅱ

Ａ１
26号墓

不明
△ 不明 N－46°－W 3.50± 2.15＋ 1.20 1.30＋ 2.50 長方形？ 尖頭 なし？ － － － － －

27号墓 △ 両袖 N－ 7°－W 3.60＋ 2.00 1.90 1.15＋ 3.20 台形 尖頭？
棺座
敷石

1.0×1.9
0.4×1.0

1.6＋ 1.00 1.00 －

Ａ２
28号墓

共有
× 無袖 N－ 0°－W 4.60± 4.60± 2.45 1.60＋ 7.70 台形 尖頭？ なし － － － － －

29号墓 × 無袖 N－12°－E 1.80± 1.80± 0.55 0.65＋ 1.10 長方形 尖頭？ なし － － － － －

Ⅲ

Ａ

30号墓

共有

× 無袖 N－82°－E 1.35 1.35 0.40 0.50 0.55 長方形 尖頭 なし － － － － －

31号墓 × 無袖 N－80°－W 2.80 2.80 0.60 0.90 1.50 長方形 尖頭 なし － － － － －

32号墓 × 無袖 N－31°－W 2.35 2.35 0.65 0.75 1.30 長方形 尖頭 なし － － － － －

33号墓 × 無袖 N－ 8°－E 2.15 2.15 0.50 0.70 0.90 長方形 尖頭 なし － － － － －

34号墓 ○ 両袖 N－11°－E 5.50 3.40 1.80 2.10 5.90 台形 尖頭 なし？ － 2.10 1.00 0.65 1.2－

B1
35号墓

共有
× 両袖 N－21°－W 2.90＋ 2.20 1.15 1.40 2.45 長方形 尖頭 敷石 1.9×1.0 0.70＋ 0.75 0.65－ －

36号墓 ○ 両袖 N－10°－W 3.30 2.40 1.10 1.40 2.65 長方形 尖頭 なし？ － 0.90＋ 0.60 0.55－ －

B2
37号墓

共有
△ 両袖 N－17°－W 3.60± 1.60 1.05 1.20 1.60 長方形 尖頭 敷石 0.8×0.4 2.00± 0.80 0.55 －

38号墓 ○ 両袖 N－ 5°－W 3.20＋ 2.60 1.25 1.80± 3.05 長方形 尖頭 敷石 2.1×1.0 0.6＋ 0.60 0.50 －

B3

39号墓

共有

○ 両袖 N－18°－E 4.50± 3.40 1.50 1.60 5.10 長方形 尖頭
敷石？
棺座？

0.8×1.3
2.5×1.5

1.10± 0.60 0.35 －

40号墓 ○ 疑似 N－14°－E 4.90 2.40 1.15 1.60 2.40 長方形 尖頭 なし？ － 2.50 0.85 0.60 1.3－

41号墓 ○ 両袖 N－１°－E 5.30 3.50 1.70 1.70 5.80 長方形 尖頭 なし？ － 1.80 0.90 0.75 1.45－

42号墓 ○ 両袖 N－10°－E 4.10± 2.70 1.55 1.70 4.05 長方形 尖頭 敷石？ 1.2×0.8 1.40± 0.85 0.70 －

43号墓 ○ 両袖 N－11°－E 5.80 3.80 1.90 2.10 7.00 長方形 尖頭 なし？ － 2.00 1.00 0.60 －

Ｃ 44号墓 単独 × 両袖 N－48°－E 5.00＋ 3.40 1.50 1.60 4.75 長方形 尖頭 棺台 1.65×0.8 1.6＋ 0.90 0.60 －

Ⅳ

Ａ

45号墓

共有？

○ 不明 N－81°－W 1.60＋ 1.60＋ 1.30 1.20＋ 2.10＋ 長方形？ 尖頭？ なし？ － － － － －

46号墓 ○ 不明 N－36°－W 2.40＋ 2.40＋ 1.70 1.50± 3.70＋ 台形 尖頭？ なし？ － － － － －

47号墓 ○ 不明 N－29°－W 1.70＋ 1.70＋ 1.90 0.20＋ 2.90＋ 台形 尖頭？ なし？ － － － － －

B1
48号墓

共有
○ 疑似 N－83°－W 3.50± 2.00 1.30 1.35± 2.20 台形 尖頭？ なし？ － 1.50± 1.00 0.80 －

49号墓 ○ 両袖 N－48°－W 4.30± 2.60 1.80 1.70 4.25 台形 尖頭 なし？ － 1.70± 0.90 0.50 1.30－

B2 50号墓 単独 × 無袖 N－36°－W 3.50± 3.50± 1.40 1.20 3.15± 台形 尖頭 なし？ － － － － －

C

51号墓 単独？ × 疑似 N－59°－W 2.90＋ 1.90 1.00 1.30 1.70 長方形 尖頭 棺台 0.9×0.45 1.00＋ 0.80 0.50 －

52号墓

共有？

△ 両袖 N－63°－W 4.20± 2.30 1.50 2.10 3.20 台形 尖頭 敷石 1.8×1.35 1.60＋ 0.90 0.60 1.35－

53号墓 × 両袖 N－64°－W 4.50＋ 2.30 1.40 1.70± 3.10 長方形 尖頭 敷石 1.2×1.3 2.20＋ 0.80 0.50 1.20－

54号墓 △ 疑似 N－38°－W 2.45＋ 1.70 0.90 1.30± 1.35 台形 尖頭 敷石 1.0×0.35 0.75＋ 0.50 0.50 －

※開口　○＝開口　△＝未開口の可能性がある。あるいは開口していたものの、床面は影響を受けていないもの。　×＝未開口の可能性が極めて高い
※断面　尖頭＝尖頭ア－チ形

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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閉塞
段差 開口部

標高
副葬遺物 人骨 時期 横穴墓

前庭 玄室羨道

－ 1.0 － 60.90 なし － 古墳時代終末期 １号墓

－ 0.8 － 61.25 なし 1＋ 古墳時代終末期 ２号墓

円礫 0.4 0.15 61.10 耳環 1・須恵器 6；（羨道覆土）土師器 4 1＋ ７世紀中葉 ３号墓

－ 0.6 なし 61.00 耳環 2・鉄鏃 3・刀子 2・弓両頭金具 2 1＋ ７世紀前半 ４号墓

円礫 0.4 0.2 60.55 玉類 3・耳環 2・大刀 1・短刀 1・鉄鏃 9＋・刀子 4＋・須恵器 3・土師器 4 8＋ ７世紀前半 ５号墓

円礫 0.25 なし 60.80 刀子１・弓両頭金具１・土師器４ 1＋ ７世紀前半～中葉 ６号墓

円礫 0.2 なし 60.85 耳環 1・須恵器 2 1＋ ７世紀前半 ７号墓

－ 0.9 なし 62.60 なし 1＋ 古墳時代終末期 ８号墓

－ － なし 62.60 なし 1＋ 古墳時代終末期 ９号墓

－ 0.9 0.2 61.60 須恵器15 － ７世紀中葉 10号墓

円礫 － 0.2 61.35 須恵器 4 ；（覆土）須恵器 1 3＋ ７世紀前半 11号墓

－ － なし 61.35 （覆土）須恵器 1 3＋ ７世紀中葉 12号墓

－ 1.0 なし 60.80 玉類43・耳環 3・刀装具 1・刀子 2・須恵器10・土師器 5 5＋ ７世紀前半 13号墓

円礫 1.0 0.2 62.40 玉類 9・刀子 2・刀装具 1・須恵器 1・土師器 8 7＋ ７世紀前半～中葉 14号墓

円礫 1.2 なし 62.50 大刀 1・鉄鏃 4＋・刀子 2・吊金具 1・用途不明鉄製品 1・須恵器12・土師器 3 4＋ ７世紀中葉 15号墓

円礫 0.6 なし 62.00 玉類367＋・耳環 2・大刀 1＋・鉄鏃 8・刀子 4＋・弓両頭金具 6・須恵器12・土師器 4 4＋ ７世紀前半 16号墓

円礫 0.9 － 62.20 なし － 古墳時代終末期 55号墓

円礫 0.5 なし 62.10 大刀 1・鉄鏃 7＋・刀子 2・須恵器18 3＋ ７世紀前半 17号墓

円礫 1.0 なし 62.10 玉類 1 － 古墳時代終末期 18号墓

－ 1.1 なし 62.20 なし － 古墳時代終末期 19号墓

円礫 0.5 0.15 60.90 耳環 2・刀子 1・石製紡錘車 1；（前庭）須恵器 1 1＋ ７世紀前半 20号墓

円礫 1.0 なし 61.25 なし － 古墳時代終末期 21号墓

－ 0.6 － 60.90 なし － 古墳時代終末期 22号墓

－ 0.7 － 60.50 なし － 古墳時代終末期 23号墓

－ 0.7 なし 58.90 なし － 古墳時代終末期 24号墓

円礫 0.4 なし 58.60 なし － 古墳時代終末期 25号墓

－ － － 54.30 なし － 古墳時代終末期 26号墓

－ － なし 53.75 須恵器 1・刀子 1 － ７世紀前半 27号墓

円礫 1.1 なし 53.55 なし － 古墳時代終末期 28号墓

円礫 1.3 なし 53.70 なし － 古墳時代終末期 29号墓

－ 0.8 なし 50.35 石製紡錘車 1 － 古墳時代終末期 30号墓

－ 0.7 なし 50.60 なし － 古墳時代終末期 31号墓

－ 0.7 なし 50.65 （前庭）土師器杯 1 － 古墳時代終末期 32号墓

円礫 0.7 なし 50.80 なし － 古墳時代終末期 33号墓

円礫？ 0.5 なし 50.60 （前庭）土師器杯 1 － 古墳時代終末期 34号墓

円礫 － なし 50.80 鉄鏃 2 － ７世紀前半 35号墓

－ － なし 50.60 なし － 古墳時代終末期 36号墓

－ 0.7 なし 51.25 大刀 1・刀装具 3・鉄鏃 4 4＋ ７世紀前半 37号墓

円礫 － 0.1？ 51.50 玉類18 － 古墳時代終末期 38号墓

円礫 0.7 0.05 51.30 短刀 1・玉類 1・須恵器 1・土師器 1；（前庭）須恵器 2・土師器 3 － ７世紀後半 39号墓

－ 0.8 0.1 51.30 なし － 古墳時代終末期 40号墓

円礫 0.55 なし 50.75 短刀（or刀子） 1・刀子 1・鉄鏃 4＋ － ７世紀前半 41号墓

円礫 0.5 なし 51.05 （覆土）耳環 5・鉄鏃 3＋・刀子 3・砥石 1 1＋ ７世紀前半 42号墓

－ 0.7 なし 51.15 耳環 1・刀子 1・鉄鏃 1；（前庭）須恵器 1 － 古墳時代終末期 43号墓

円礫 － なし 50.30 鉄鏃 4＋・刀子 3・須恵器 4 － ６世紀末葉 44号墓

－ － － 54.90 刀子 1；（覆土）須恵器 1 － ８世紀初頭？ 45号墓

－ － － 54.40 なし － 古墳時代終末期 46号墓

－ － － 54.80 須恵器 7 － ７世紀後半～末葉 47号墓

－ 0.4 0.15 54.45 なし － 古墳時代終末期 48号墓

円礫 0.5 なし 54.65 なし － 古墳時代終末期 49号墓

－ 0.4 なし 55.00 須恵器15・土師器 1 2＋ ７世紀後半 50号墓

－ － なし 54.40 須恵器 1 2＋ ７世紀前半 51号墓

円礫 － なし 54.00 耳環 2・刀子 2・弓両頭金具 2・須恵器 2・土師器 1 2＋ ７世紀前半 52号墓

円礫 － なし 54.10 刀子 1・須恵器 5・土師器 2；（閉塞石上）須恵器 7 3＋ ７世紀前半 53号墓

－ － なし 54.40 耳環 2・須恵器 2・土師器 1 1＋ ７世紀中葉 54号墓

※人骨は最小個体数 単位　床面積（㎡）　それ以外（ｍ）

第１節　天王ヶ谷横穴墓群の概要



64

第43図　天王ヶ谷横穴墓群　地形測量図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　第２節　天王ヶ谷横穴群Ⅰ支群（３・４区）の調査成果

１　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の概要

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群は文殊堂古墳群が所在する尾根の南側に面する斜面に開削されたもので、谷

部の一番奥の部分にあたる（巻頭図版２・４）。

　Ⅰ支群は前庭の共有関係と、前庭を形成後に出きた尾根の稜線などから、大きく１～７号墓（Ａ単位

群）、８～13号墓（Ｂ単位群）、14～19・55号墓（Ｃ単位群）、20～23号墓（Ｄ単位群）、24・25号墓（Ｅ

単位群）に区分し、さらに８～13号墓は前庭の共有関係と開口部の標高から８・９号墓（Ｂ１単位群）、

第44図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群　地形測量図
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10号墓（Ｂ２単位群）、11・12号墓（Ｂ３単位群）、13号墓（Ｂ４単位群）に区分した。ただし、10～13

号墓は前庭を共有していた可能性も排除できない。

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群は標高約59～62ｍに開削されており、丘陵頂部から４～15ｍ下に築造されて

いる。文殊堂８号墳の下位にも横穴墓が築造されているが、それとは10ｍ以上の比高差があるため、天

王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群は墳丘（後背墳丘）を備える横穴墓は存在しない。

　なお、第43図で明らかなように、現状で３区の南端に天王ヶ谷１号墓が開削されているが、その東側

にも平坦面が確認できること、１・２号墓の共有する前庭が１号墓のところで終焉せず、さらに東南に

向かって伸延することを考慮すると、この平坦面は横穴墓の床面であったものが横穴墓の崩壊に伴って、

床面だけが残存した可能性があり、１号墓東横の部分にも横穴墓が造営されていた可能性がある。

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　２　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群の前庭（第45図，図版21）

　Ａ単位群の前庭は

１～７号墓と共有す

る。この共有前庭は

東側に向かってコ字

形に掘削されている。

このコ字形の南面に

１・２号墓、西面に

３～７号墓が築造さ

れている。北面はＢ

単位群との間が３ｍ

以下で、かつ尾根斜

面の標高が低かった

ために北面には横穴

墓が掘削できなかっ

た可能性が高い。ま

た、前庭が開放する

南東側を意識してい

たとすれば、基本的

には前庭の西面に横

穴墓を開削すること

を目的としていた可

能性が高い。

　この前庭は南北約

11.0ｍ、東西約7.0ｍ、面積約77㎡である。前庭は開口部よりも高い位置から掘削されていた可能性が

高いことから、少なくとも5.0ｍ以上の掘削が行われた可能性が高く、斜面であることを考慮しても190

以上の土砂を掘削して前庭を形成したと考えられる。190程度として一人一日1.0～1.5の掘削と

すれば、延べ130～190人が前庭の掘削に携わった可能性が高い。

　前庭の標高は、59.5～60.0ｍである。前庭と横穴墓開口部との比高差の平均は0.5ｍである。

（２）天王ヶ谷１号横穴墓（第45～47図，第23・24表，図版21・22）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　完全に埋没しており、重機による表土除去後も表面上その痕跡は全く確認できず、人力掘削

中に新たに確認した横穴墓である。天井は完全に崩落しており、奥壁付近が残存するだけの可能性は想

定できた。斜面の崩落以前に開口していたかどうかについては不明である。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群に属し、１～７号墓

と前庭を共有する。この前庭の南側面に開削された２

基の東側の横穴墓である。床面の標高は約60.9～61.0

ｍであり、開口部から奥壁へ緩やかな上り勾配である。

２号墓の床面との比高差は約0.35ｍである。

第45図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群　全体図

第24表　天王ヶ谷１号墓の概要

主軸方位　 N-24°-E 開口方位 北北東

全長 3.20ｍ前後

玄室長 1.60ｍ以上 玄室最大幅 1.35ｍ

玄室奥壁側幅 1.35ｍ 玄室玄門側幅 1.00ｍ以下

玄室天井高 1.0ｍ以上

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（１号墓）
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第46図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群　詳細図①

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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イ　横穴墓の構造

　１号墓は東側が斜面の崩落に伴っ

て消失している。前庭の立ち上がり

の角度から判断して、１号墓の全長

は3.20ｍ前後であったと推測する。

横穴墓の主軸はN-24°-Eであり、北

北東に開口する。１号墓は前庭と玄

室床面の傾斜から判断して、全長は

3.2ｍ前後に推測できる。玄室長は

1.6ｍ以上、玄室最大幅は約1.35ｍ、

天井高は1.0ｍ以上である。

　前庭　１号墓は１～７号墓と前庭

を共有し、その前庭の南面に開削さ

れている。前庭床面との比高差は約

約1.0ｍである。

　玄室　奥壁近くのみの残存のため、

羨道があったか不明である。想定さ

れる全長が3.2ｍとやや長いことから袖があった可能性もある。玄室平面形は台形で、玄室幅に対する

玄室長の指数は約1.2以上である。玄室横断面は側壁がほぼ直立し、床面から0.7ｍぐらいの所から持ち

送りが始まるため、蕾形の尖頭アーチ形であった可能性が高い。奥壁の残存部分はほぼ直立する。

　内部施設は確認できないが、当初から敷設されていなかったとは断定できない。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明である。

　掘削痕　土砂で完全に埋没しており、掘削痕は確認できない。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物、人骨ともに全く出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　遺物が出土していないことから築造時期については不明である。前庭が開

放する南東側に対して直交していることから、Ａ支群の中では時期が新しいと想定できる。７世紀後半

～８世紀初頭の一時期の築造と推測する。また、埋葬人数・回数についても不明である。

（３）天王ヶ谷２号横穴墓（第45・46・48・49図，第23・25表，図版21・22）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　２号墓は１号墓の西側に位置するが、完全に埋没しており、重機による表土除去の結果、新

たに確認した横穴墓である。発見した段階で天井は既に崩落していることが想定できた。

　また、天井の崩落以前に開口していたかどうかについても不明である。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群に属し、１～７号墓と前庭を共有する。床面の標高は約

61.25～61.30ｍであり、１号墓との比高差は約0.35ｍである。

イ　横穴墓の構造

　後述する前庭の立ち上がりの角度からすると、２号墓は最長3.00ｍと想定する。玄室と羨道は崩落し

第47図　天王ヶ谷１号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（２号墓）
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ている可能性があり不明瞭であるが、第48図中の実

線のように袖部が斜角の場合（疑似両袖式）と、同

じく点線のように袖部から直角に屈曲する明瞭な両

袖の可能性の二者が想定できる。天王ヶ谷横穴墓群

では両者が認められるが、前者の可能性を想定した

い。

　２号墓は主軸をN-40°-Eに向け、北東に向かって開口する。前庭との比高差は、約0.8ｍである。横穴

墓の全長は前庭の立ち上がり状況を勘案すると、3.0ｍ前後に復原できる。玄室長約1.55ｍ、玄室最大

幅約1.15ｍ、玄室天井高約1.3ｍ、羨道長1.45ｍ前後、羨道最大幅約0.8ｍである。

　玄室　玄室平面は台形で、C-C′から北東に約0.2ｍの屈曲箇所（図中破線の下）を玄室と羨道の境界

と認定する。玄室幅に対する玄室長指数は約1.3である。玄室の横断面は、床面近くから持ち送られる

もので、奥壁が残存していることから、二等辺三角形の尖頭アーチ形であることが判明する。玄室幅に

対する天井高指数は約1.1である。天井高は奥壁近くで1.3ｍであることから、内部で大人が立って作業

するにはやや低かったと想定できる。奥壁はほぼ直立して立ち上がり、天井との境界には隅角が設けら

れ、天井と奥壁は明瞭に区分されていた可能性が高い。

　内部施設はない。人骨が床面より若干上位から出土しているが、この下位には敷石などは確認できな

いことから、本来

設置されなかった

可能性が高い。

　羨道　羨道は開

口部に向かって

徐々に幅を狭めて

いたと想定できる。

玄室との境には段

差などはない。

　掘削痕　土砂で

完全に埋没してお

り、掘削痕は失わ

れていた。

ウ　遺物および人

骨出土状況

　奥壁から約0.6

ｍ、左側壁から約

0.1ｍの部分で左

側壁にほぼ沿って、

床面より若干浮い

た状態で人骨（長

骨，S067）が、出

土した。遺物は全

く出土していない。

第48図　天王ヶ谷２号横穴墓　完掘状況図

第25表　天王ヶ谷２号墓の概要

主軸方位　 N-40°-E 開口方位 北東

全長 3.00ｍ前後

玄室長 1.55ｍ 玄室最大幅 1.15ｍ

玄室奥壁側幅 1.15ｍ 玄室玄門側幅 0.95ｍ

玄室天井高 1.30ｍ

羨道長 1.45ｍ前後 羨道最大幅 0.80ｍ

羨道玄門側幅 0.80ｍ 羨道開口部側幅 0.80ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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エ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参

照）

　出土した人骨は長骨１点であるが、部位を特定でき

ないことから、死亡年齢、性別も不明である。した

がって、２号墓には最低１体の遺体が埋葬された可能

性が高い。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　遺物がないことから築造

時期については不明であるが、前庭の側面である南面

に開削されていることから、Ａ単位群の中では後出す

る可能性が高い。７世紀後半～８世紀初頭の一時期に

開削された可能性が高い。埋葬人数や埋葬回数につい

ては少なくとも１回１体以上が埋葬された可能性が高い。

（４）天王ヶ谷３号横穴墓（第45・46・50～53図，第23・26・79・81表，巻頭図版15，図版22～24・105

～107）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に新たに確認した横穴墓である。羨道部分は完全に埋没していたが、

玄室は天井高の半分程度土砂が流入するのみであった。閉塞石の上部からは閉塞祭祀に用いられた可能

性が高い土師器が納められており、３号墓は未開口であった可能性が極めて高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群に立地する。大きく掘削された前庭の西面の一番南側に開削

された横穴墓である。

　床面の標高は、玄室で61.10～61.25ｍ、羨道で約60.75～60.95ｍである。２号墓の開口部との比高差

は約0.15ｍ、４号墓とは約0.1ｍである。前庭との比高差は約0.4ｍである。

イ　横穴墓の構造

　平面形は玄室と羨道の間に不明確な斜角の袖部が確認できることから擬似両袖式である。また、袖部

分で床面に段差をつけて明瞭に玄室と羨道を区分している。主軸はN-88°-Wであり、ほぼ真東方向に開

口する。全長約3.9ｍ、玄室長約2.0ｍ、玄室最大幅約0.8ｍ、玄室天井高約1.05ｍ、羨道長約1.9ｍ、羨

道最大幅約0.55ｍである。

　玄室　玄室はほぼ完存している。玄室平面形はやや中央が膨らむものの長方形で、袖部は壁面を鈍角

に屈曲させ斜角にすることで形成している。玄室幅に対する玄室長指数は約2.5である。断面形は床面

から持ち送られる二等辺三角形の尖頭アーチ形である。

　内部施設はない。閉塞石が残存していることから、本来敷石などは設置されなかった可能性が高い。 

奥壁は丸みを持って内傾して立ち上がる。

　羨道　玄室と羨道との間には段が設けられ、その段

差は約0.15ｍである。玄室長に対する羨道長指数はほ

ぼ1.0であり、ほぼ同じ長さである。天井は崩落して

おり不明である。羨道の断面は床面から外側に円弧を

もちながら立ち上がり、床面から20㎝くらいの所から

内側に持ち送られる蕾形の二等辺三角形の尖頭アーチ

形であった可能性が高い。

第49図　天王ヶ谷２号横穴墓　人骨出土状況図

第26表　天王ヶ谷３号墓の概要

主軸方位　 N-88°-W 開口方位 ほぼ真東

全長 3.90ｍ

玄室長 2.00ｍ 玄室最大幅 0.80ｍ

玄室奥壁側幅 0.70m 玄室玄門側幅 0.75ｍ

玄室奥壁側天井高 1.05ｍ 玄室玄門側天井高 1.00ｍ

羨道長 1.90ｍ 羨道最大幅 0.55ｍ

羨道玄門側幅 0.55ｍ 羨道開口部側幅 0.35ｍ

羨道天井高 1.10ｍ以下

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（３号墓）
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　閉塞　閉塞は開口部

に河原石を積み上げて

行う円礫積み閉塞であ

る。閉塞石は、８石確

認したが、F-F′部分が

最終的な閉塞石で、F-

F′断面にかからない２

石は閉塞石の上部にあ

ったものが崩落したも

のの可能性が高い。使

用された石材は0.4ｍ

以下であり、大型のも

のを下位に据えている。

　掘削痕　横穴墓内、

特に玄室には土砂が流

入していない部分が

あったが、掘削痕は確

認できなかった。壁面

調整が丁寧に行われた

ため、確認できなく

なった可能性がある。

ウ　遺物および人骨出

土状況

　玄室と羨道を区分す

る段と閉塞石の間の東

西0.2ｍ、南北0.3ｍの

範囲から須恵器杯身

（８～10）・杯蓋（５～

７）が出土した。杯身

（９）と杯蓋（６・７）

は口縁部を上に向けた

状態で、積み重ねられ

た杯身（８）と杯蓋（７）は口縁部を下に向けた状態で副葬されていた。

　また、須恵器杯身（10）と耳環（11）が閉塞石の下部から出土した。このことにより、閉塞石は追葬

段階に設置されたものであることが判明する。

　さらに出土状況図を作成していないが、羨道覆土上部、床面から0.5ｍ上から土師器高杯３点（１～

３）と杯１点（４）が出土した。この位置からみると、閉塞石上に置かれていたものが羨道へ落ち込ん

だと考えることができ、土師器は閉塞祭祀に伴う遺物である可能性が高い。

　なお、人骨は１点（S068）が玄室覆土中から出土した。

エ　出土遺物

　羨道覆土から土師器高杯３点（１～３）、杯１点（４）、羨道から須恵器杯蓋３点（５～７）、杯身３

第50図　天王ヶ谷３号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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点（８～10）、耳環１

点（11）が出土した。

　耳環　耳環（11）は

小口部分に箔をまとめ

た皺が観察できる。分

析の結果と併せて考え

ると、「中実銅芯銀張

鍍金」の耳環であるこ

とが判明した（自然科

学分析・人骨調査編参

照，以下耳環について

はこれを併せて参照願

いたい）。平面形態は

ほぼ円形で長軸2.4㎝、

短軸2.2㎝で、断面は

楕円形で、厚さ７㎜で

ある。

　土器　須恵器杯身・

杯蓋は３組分副葬され

ているが、組合関係は

明確ではない。

　杯蓋は口径9.4～10.1㎝、器高3.6～4.2㎝である。天井と口縁との間に凹線があるもの（５）、変換点

があるのみのもの（６）、口縁部を強く外反させるもの（７）がある。杯身は受部よりもやや高いたち

あがりをもつもので、口径8.4～8.6㎝、器高3.4～3.5㎝である。８の底部には「一」字形、９には

「×」字形、10には「＝」字形のヘラ記号が刻まれている。杯身・杯蓋ともに湖西産である可能性が高

い。

　なお、閉塞石下部で発見された杯身（10）と、それ以外の須恵器は、特徴が類似しており、同時期と

考えられる。10の上位で検出した石材が閉塞石の崩落であるとすれば、閉塞性よりも外側に置かれてい

たこととなり、閉塞祭祀に伴う遺物の可能性がある。

　土師器は高杯３点、杯１点である。高杯３点（１～３）は小型の高杯で、同様の特徴を有する。３者

ともに碗形の杯部で脚はハ字形に垂下する形態で、屈曲が明瞭な１・３と、不明瞭な２がある。杯部外

面はナデ調整、脚部外面はケズリ調整、内面はケズリ調整が施される。口径8.8～9.8㎝、器高6.1～6.7

㎝である。杯（４）は底部からやや外上方に向かって立ち上がり、口縁部をやや上に摘み出すものであ

る。内面は丁寧なミガキ調整が施され、見込み（内面底部）には放射状の暗文が観察できる。口縁部外

面はナデ調整、底部はナデ調整が行われている。なお、高杯・杯ともに赤彩は行われていない。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　３号墓から出土した人骨は側頭骨の外耳道部分であるが、小片であることから性別、死亡年齢などは

推測できない。出土人骨から推測される３号墓の最小埋葬人数は１人である。

カ　小結

　築造時期　副葬された須恵器杯身の口径が８㎝前後、杯蓋の口径が９㎝前後であり、たちあがりが受

部よりも高いという特徴から判断して、遠江Ⅳ期前半（飛鳥Ⅱ期）でも比較的新しい時期に築造された

第51図　天王ヶ谷３号横穴墓　遺物出土状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（３号墓）
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可能性が高い。

　埋葬について　耳環と須恵器は閉塞石下から出土しており、追葬時に移動され、閉

塞石の下になった可能性があるため１回の追葬が行われた可能性が高い。最終的な閉

塞は土師器の時期が基準となるが、須恵器とほぼ同時期かあるいは若干新しい時期

（遠江Ⅳ期後半）に位置づけられる可能性が高い。

（５）天王ヶ谷４号横穴墓（第45・46・54～56図，第23・27・81・82表，巻頭図版15，

図版22・24・25・107）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、一部分が開口したことにより新たに確認した横穴墓である。横穴墓

内はほぼ完全に埋没しており、天井付近にかろうじて空洞が確認できた。閉塞施設は失われているもの

の、内部施設は攪乱されたような状況はないことから未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群に位置し、１～７号墓と前庭を共有する。３号墓の北側、５

号墓の南に位置する。床面の標高は61.0～61.5ｍである。前庭床面との比高差は、約0.6ｍである。３

号墓との開口部の高低差は、約0.21ｍ、５号墓とは、約0.55ｍである。

イ　横穴墓の構造

　４号墓は玄室と羨道を区分する袖部が不明瞭であるが、D-D′断面の東約0.1ｍのところで、両側壁が

内側に向かって屈曲することから、この部分を袖と認定し、変換点で袖を造り出す疑似両袖式と判断す

る。主軸方位はN-79°-Wであり、ほぼ東に向かって開口する。全長約4.3ｍ、玄室長約2.4ｍ、玄室最大

幅約1.3ｍ、玄室天井高1.6ｍ前後、羨道長約1.9ｍ、羨道最大幅約1.05ｍである。　

　玄室　玄室の天井は崩落しているものの、残存する両側壁の立ち上がり状況から、天井高はおおよそ

第52図　天王ヶ谷３号横穴墓　出土遺物実測図①

第53図
天王ヶ谷３号横穴墓
出土遺物実測図②

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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1.6ｍ前後と推測する。大人が立って作業するのに若

干低い感覚はあるものの十分な高さがあったと想定で

きる。玄室幅に対する天井高指数は約1.2である。玄

室平面は縦長長方形であり、玄室幅に対する玄室長指

数は約1.8である。奥壁は一旦外側に向かって円弧を

描いて立ち上がった後内傾して天井に至ったと想定で

きる。

　内部施設はほぼ玄室全体に敷石が敷設されている。その範囲は東西約1.7ｍ、南北1.2ｍで、敷石面は

第54図　天王ヶ谷４号横穴墓　完掘状況図

第27表　天王ヶ谷４号墓の概要

主軸方位　 N-79°-W 開口方位 ほぼ東

全長 4.30ｍ

玄室長 2.40ｍ 玄室最大幅 1.30ｍ

玄室奥壁側幅 1.30ｍ 玄室玄門側幅 1.20ｍ

玄室天井高 1.60ｍ前後

羨道長 1.90ｍ 羨道最大幅 1.05ｍ

羨道玄門側幅 1.05ｍ 羨道開口部側幅 0.70ｍ

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（４号墓）
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１面である。用いられた石材は５～10㎝の小礫を主体とし、中には20㎝のものも含まれていた。

　羨道　羨道は玄室から逆ハ字形に狭まるもので、平面は台形である。断面は床面から丸みをもって立

ち上がるものである。玄室長に対する羨道長指数は約0.7である。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明であるが、開口部付近に板を嵌めたような痕跡はないことから円

礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　掘削痕については、内部に土砂で流入していた関係で、既に失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　玄室の敷石上から散乱した状態で遺物が出土している。まず鉄製両頭金具２点（19・

20）が敷石の南西隅角から、その北東側0.3ｍで耳環１点（13）が、その東0.2ｍで刀子１点（15）、鉄

鏃 1点（18）、さらにその東0.6ｍで鉄鏃１点（16）が出土した。敷石の北西側で人骨S072とともに耳環

１点（12）が、その東0.5ｍで刀子１点（14）が出土した。

　なお、鉄鏃１点（17）は覆土中から出土した。

　人骨出土状況　人骨も遺物同様散乱したような状態で出土した。耳環（12）とともにS072（歯）が、

敷石の中央付近からS069～S071が出土した。人骨はいずれも長骨であり、部位は特定できないものの、

敷石上に伸展葬で埋葬された状態ではないことから、かたづけ行為に伴ってこの場所に移動されたか、

第55図　天王ヶ谷４号横穴墓　遺物出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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あるいは宇藤７号墓で想定したように改葬骨をおさめた可能性が高い。

エ　出土遺物

　耳環２点、刀子２点、鉄鏃３点、両頭金具２点が出土した。

　耳環　耳環２点（12・13）は小口部を観察すると銀箔の皺が確認できることから、銀箔が巻き付けら

れていることが判明する。自然科学分析の結果、「中実銅芯銀張鍍金」の耳環であることがわかった。

平面形態はほぼ円形で、大きさは長軸2.8㎝、短軸2.5㎝である。断面は楕円形であり、厚さ８㎜である。

この２点は大きさが等しいことから同一の人骨に伴う可能性が高い。

　鉄製品　刀子（14）は完形品である。刃部はやや内湾気味であり、研ぎ減りの可能性がある。関は両

関であるが、刃部側が直角関、棟側が撫関である。茎は茎尻に向かって細くなり、茎尻は丸尻である。

茎には木質が残存しており木柄刀子であったことが判明する。木柄の装着方法は茎に樹皮を巻き、その

上に木柄を装着し、さらに樹皮巻きを行って固定する方法を採用している。また、刃部にも木質が残存

していることから木製の鞘に納められていた可能性が高い。刀子（15）は、関付近の破片である。関は

均等直角両関で、茎は茎尻に向かい若干細くなると推測する。茎には樹皮巻の痕跡が残る。

　鉄鏃２点（16・17）は平根式である。16は平根三角形式であり、茎関は棘関である。17は平根腸抉三

角形式であり、茎関は棘関である。頸部の長さが短く、棘関も華奢である。18は茎片である。

　両頭金具２点（19・20）は、両端が方形頭で、花弁数は４弁以上である。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　４号墓からは４点の人骨が出土しているが、３点が長骨であるものの、部位を特定できないことから、

埋葬人数や性別、死亡年齢などは明らかにすることはできない。歯（S072）は、上顎骨の第１大臼歯で

あり、エナメル質が咬耗することから成人の可能性が高い。

　人骨から推定される４号墓の最小埋葬人数は１体である。

カ　小結

　築造時期　築造時期を特定できる遺物が出土していないことから時期を特定することは難しいが、耳

環の大きさが３号墓よりもやや大きいこと、鉄鏃が遠江Ⅳ期前半ごろに位置づけられる可能性が高いこ

とから（大谷2003a）、７世紀前半の築造であろう。

　埋葬について　人骨は出土したものの数量が少なく、部位を特定できないことから埋葬人数について

は１体以上としか推測できない。最低１回の埋葬が行われ、その埋葬は改葬であった可能性が高い。

第56図　天王ヶ谷４号横穴墓　出土遺物実測図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（４号墓）
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第57図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群　詳細図②

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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（６）天王ヶ谷５号横穴墓再利用時（５号横穴墓を再利用した墓，第58・59図，第79表，図版25・108・

109・155）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、地山とは異なる土砂を確認したことで新たに確認した横穴墓である。

天井は崩落しており、ほぼ完全に埋没した状態で確認した。ただし、ここで報告するように、平安時代

後期～鎌倉時代に墓として再利用されていることから、すでにそのころには開口していた可能性が高い。

　立地　４号墓の北側に位置するが、Ⅰ支群では横穴墓を再利用したものは他になく、単独で葬られた

と考えられる。

イ　墓の構造

　埋葬施設　古墳時代の床面から0.5ｍ上部に人骨と土師器が出土したことから、この時期には天井が

崩落し、空洞となっていた部分を、再利用して墳墓とした可能性が高い。どのような状態で遺体が埋葬

されたか不明であるが、床面を平坦に均した後で埋葬した可能性が高い。

ウ　遺物および人骨出土状況

　土師器杯２点（21・22）が人骨出土面とほぼ同じ高さで出土した。１点（22）は人骨の北西側より、

もう一点（21）は人骨の西から倒置状態で出土した。また、覆土中から土師器片２点（23・24）が出土

した。

　人骨は横穴墓内のほぼ中央から出土しており、少なくとも２体分が確認できる。１体はS098～S103の

火葬を受けていない人骨で１体分、もう１体はS104で火葬を受けた骨を含む１体分以上である。大腿骨

（S097）と脛骨（S098）や腓骨（S098）が重複して出土していることから、膝を曲げた状態で埋葬され

た可能性が高い。また、下顎骨は右上腕骨（S099）の北側から出土していることから判断して、左を下

にして膝を抱え、頭を両手で包むような状態で埋葬されていたと想定できる。S097は火葬骨の可能性が

ある大腿骨であり、どちらの人骨に伴うか不明である。

　もう１体は火葬骨を含むもの（S104）で、火葬を受けた人骨と受けていない人骨の２体分があり、上

述した火葬を受けていない人骨は想定される埋葬姿勢からこの位置に人骨があるとは想定し難いことか

ら、５号墓の再利用時には３人が埋葬された可能性がある。

エ　出土遺物

　出土遺物には、土師器４点（21～24）がある。

　土器　４点ともに杯で、21・22の底部にはスノコ痕あるいは板の痕跡が明瞭に残る。したがって、製

作時には板・スノコの上に粘土を乗せ、それを手づくねで成形していったと想定する。口縁部は指頭圧

痕が二段に亘って確認できる。また、両者ともに指頭圧痕部分に変換点が確認できることから、製作技

法はまず粘土から円形の板状の底部を切り出し、その端に粘土紐を付加して、さらにその上に２段目の

粘土紐を乗せて、指で押さえつけて形を整えたと想定する。口径は11.6～12.1㎝、器高は3.1～3.4㎝で

ある。　23・24は同じく杯形土器と想定する口縁部の破片であるが、同一個体の可能性がある。口縁部

は外上方に向かって逆ハ字形に立ち上がり、口縁端部は丸く仕上げられている。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　人骨は人骨鑑定の結果少なくとも２体分が出土しており、１体は火葬骨、１体は火葬を受けていない

人骨であり、前者は性別・死亡年齢ともに不明、後者は壮年の女性の可能性がある。また、火葬骨とと

もに出土した火葬を受けていない人骨が後者と別の人骨に伴うとすれば３体の可能性がある。

　なお、後者の頭蓋骨は、白骨化した後に焼成を受けた可能性がある。

カ　小結

　墓の時期　土師器杯は時期を特定することは難しいが、かわらけではないことから、12世紀後半以降

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（５号墓再利用時）
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第58図　天王ヶ谷５号横穴墓再利用時　遺物および人骨出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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に下る可能性は低い。後述する47号墓が再利用された時期が平安時代末であることから、その時期ごろ

の土師器で、同様の時期（11世紀代）に墓として再利用された可能性が高い。

　遠江の横穴墓では、中世段階に墳墓として利用されることがあるが、平安時代末まで遡るものは少な

く、注目できる。

　埋葬人数　人骨から想定できる埋葬者数は、火葬された人骨１体と火葬されていない人骨の１体の最

低２体であり、人骨の出土状況の報告で述べたように、火葬人骨１体、火葬を受けていない人骨２体の

３人の可能性も残る。

（７）天王ヶ谷５号横穴墓（第45・57・60～65図，第23・28・79～82表，巻頭図版６・15，図版22・26

～28・108～111）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、地山とは異なる土砂を確認したことで新たに確認した横穴墓である。

天井は崩落しており、ほぼ完全に埋没していた。ただし、上述したように平安時代末頃に墓として再利

用されていることから、すでにそのころには開口していた可能性が高いが、横穴墓内は乱された痕跡は

なく、天井などが崩落し、閉塞石が埋まるくらいの高さまで土砂で埋まっていた可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群に位置し、１～７号墓と前庭を共有する。４号墓の北側に、

６号墓の南に位置する。床面の標高は羨道で約60.55ｍ、玄室で約60.8～60.9ｍである。Ａ単位群の中

心に位置し、規模も最も大きいことから、Ａ単位群については５号墓が築造の契機となって形成された

単位群である可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　５号墓は玄室と羨道が袖部で明確に区分される両袖式である。主軸はN-62°-Wであり、東南東に向

かって開口する。前庭と羨道は段で区切られ、前庭床面の比高差は約0.4ｍである。５号墓は前庭の西

面とほぼ主軸が直交していること、ほぼ中心に存在することから、Ａ単位群の中で主体的な横穴墓であ

ることは間違いない。全長約4.95ｍ、玄室長3.5ｍ、玄室最大幅1.8ｍ、玄室高1.95ｍ以上、羨道長約

1.45ｍ、羨道最大幅約1.0ｍである。

　玄室　玄室平面は奥壁側が玄門側よりもやや幅が

狭いが、ほぼ長方形である。玄室幅に対する玄室長

指数は、約1.9である。玄室の断面は奥壁が残存す

ることから、二等辺三角形の尖頭アーチ形であるこ

とがわかる。玄室幅に対する天井高指数は約1.1で

ある。奥壁は床面から0.6ｍ程度の高さまで直立し

第59図　天王ヶ谷５号横穴墓再利用時　出土遺物実測図

第28表　天王ヶ谷５号墓の概要

主軸方位　 N-62°-W 開口方位 東南東

全長 4.95ｍ

玄室長 3.50ｍ 玄室最大幅 1.80ｍ

玄室奥壁側幅 1.80ｍ 玄室玄門側幅 1.65ｍ

玄室天井高 1.95ｍ以上

羨道長 1.45ｍ 羨道最大幅 1.00ｍ

羨道玄門側幅 1.05ｍ 羨道開口部側幅 0.80ｍ

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（５号墓）
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た後内傾する。

　内部施設は玄室内ほぼ全体に敷石が１面敷設されているが、右袖部分のみ敷石が確認できない。使用

された石材は中には15㎝幅のやや大きなものがあるが、５～10㎝程度の河原石が主体的に用いられてい

る。敷設範囲は長さ約3.3ｍ、幅約1.8ｍである。遺物が副葬された右袖部付近には確認できないことか

ら遺物設置を予定する部分には敷石を設置しなかった可能性が高い。

　羨道　玄室と羨道の間には約0.2ｍの段差がある。羨道は玄室側から開口部に向かってやや幅を狭め

るがほぼ長方形である。玄室長に対する羨道長指数は約0.6である。

　閉塞　閉塞は河原石を用いて実施した円礫積み閉塞である。長さ40～50㎝の大型の河原石を下に据え

て、その上に20㎝前後の河原石を積み上げている。羨道は閉塞石でほぼ完全に塞がれていた。

　掘削痕　掘削痕は横穴墓内に完全に土砂が流入していたため消失しており、不明である。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　床面直上、玄室内右袖部分より、正置の須恵器平瓶（29）、倒置された土師器鉢（27）、

横倒しのフラスコ形瓶（31）、口縁部を打ち欠かれた平瓶（30）が出土し、平瓶（29）の下位から鉄刀

（62）が出土した。また、これらの土器と右側壁の間から、右側壁に沿って鉄刀（63）が切先を玄門側

に向け、鉄鏃（50）が銹着した状態で出土した。その鉄刀の西側から鉄鏃・刀子（37～41・44～49・

51・53・54・56～58）が纏められた状態で出土した。さらにそれら西側の床面直上で土師器鉢（28）が

正置の状態で、その西側で土師器鉢（25・26）が正置の状態で敷石の上から出土した。

　耳環（35）は玄室中央やや北西の人骨S085近くから、耳環（36）は、奥壁中央部、S094近くから出土

した。それらの人骨に伴うものか明確ではない。勾玉（32）は玄室中央北側人骨S088・089の近くから

出土した。耳環・勾玉は敷石上から出土している。

　さらに、丸玉２点が床面直上の土砂を洗浄中に出土した。

　なお、刀剣類、鉄鏃、刀子ともに横穴墓は盗掘を受けた可能性が少なく、横穴墓埋葬当時の原状を保

持した状態であると想定しているが、出土した遺物の多くが完形品ではないことから、後述する人骨の

出土状況からも推測できるように、改葬骨を納めるとともに、別の場所で人骨とともにあって腐食した

金属製品を納めた可能性がある。

　人骨出土状況　人骨は下顎骨が８人分存在することから８人が埋葬されていることが判明したが、

S074・075やS081・082、S085・S086のように左右の大腿骨や脛骨が接したり、玄室中央部から大腿骨が

数人分出土したりしていること、頭蓋骨（S094）から大腿骨（S082など）までは0.5ｍしかないことか

ら伸展葬での埋葬は確認できない。したがって、玄室東半分に人骨を伸展葬することは可能であるが、

天王ヶ谷横穴墓群の他の人骨が出土した横穴墓でも伸展葬は確認できないことから、５号墓についても

伸展葬はなかった可能性が高い。

エ　出土遺物

　鉄刀１点、短刀１点、鉄鏃９点以上、刀子４点以上、耳環２点、玉類（勾玉，丸玉）３点、須恵器、

土師器が出土した。

　土器　土師器は鉢４点である。須恵器は平瓶２点、フラスコ瓶１点である。

　土師器鉢４点（25～28）は、孤状に立ち上がった後、口縁直下で内傾するもの（25・26）と半球形の

もの（27）、箱形のもの（28）の３者が確認できる。25・26の内面には工具で削った痕跡が明瞭に残存

する。底部は平底で、孤状に立ち上がった後口縁直下で内傾する。口径9.4～9.9㎝、器高4.6～4.7㎝で

ある。28は手づくねで成形された土師器で、平底でほぼ直角に立ち上がる。全体的に指頭圧痕が明瞭に

残存する。口径9.6㎝、器高3.4㎝である。27は半球形の鉢で、底部は平底で、内面にはケズリ調整の痕

跡が残存する。口径9.9㎝、器高5.1㎝である。この鉢の３者の造りはそれぞれ異なっており、少なくと

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第60図　天王ヶ谷５号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（５号墓）
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第61図　天王ヶ谷５号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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も３人の製作者が存在した可能性が高い。

　須恵器平瓶（29）は頸部が短いもので、口径4.7㎝、頸部長3.5㎝である。胴部は扁平な球胴で、底部

は平底に近い。胴部下半には回転ヘラ削りが施される。平瓶（30）は平底で、胴部は丸みを帯びる。胴

部上半にはカキメ調整が施される。肩部に円形の浮文を貼り付ける。断面には底部から粘土紐を巻き上

げた痕跡が観察できることから、通常の平瓶の製作技法とは全く異なる技法で生産された可能性が高い。

色調も赤灰色で、厚手であることも特徴といえる。この特徴から少なくとも湖西産須恵器ではないこと

が想定できる。なお、胴部の底部近くに格子状のヘラ記号が刻まれている。

　フラスコ瓶（31）は球形の胴部にラッパ状に開き、口縁直下に突起を有する

ものである。頸部中央に一条の凹線を巡らせる。胴部はほぼ球胴である。

　須恵器はフラスコ瓶（31）が湖西産、平瓶（29・30）が湖西産以外で、森町

森山古窯跡群産（以下，森山窯産）の可能性が高い。

　玉類　玉類は勾玉と丸玉が出土した。勾玉（32）は石製（蛇紋岩の可能性が

高い）で、穿孔は両面穿孔である。丸玉２点（33・34）は瑪瑙製である。大き

さは直径約1.0～1.1㎝、高さ約８～９㎜である。

　耳環　耳環２点（35・36）は遺物の観察と自然科学分析の結果、中実の銅芯

に銀箔を巻き付け、金を鍍金する「中実銅芯銀張鍍金」の耳環であることが判

明した。２点ともに小口部には銀箔を巻き付けた時の調整である銀箔の皺が確

認できる。両者ともにほぼ円形の平面、円形の断面であるが、大きさは36がや

第62図　天王ヶ谷５号横穴墓　出土遺物実測図①

第63図
天王ヶ谷５号横穴墓
出土遺物実測図②

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（５号墓）
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や大きいことから別の人骨に伴う可能性がある。36は長軸3.2㎝、短軸2.9㎝、厚さ８㎜、35は長軸3.0

㎝、2.8㎝、厚さ８㎜である。

　鉄器　鉄器では大刀、短刀、鉄鏃、刀子が出土している。

　大刀（63）は、茎が欠損する。刃部はやや内反りする。平造であり、関は直角両関である。茎は茎尻

に向かって幅を狭めるもので、折損部に目釘孔が確認でき、鉄製の目釘が残存している。60は大きさか

ら63に伴う鎺で長軸3.5㎝、短軸2.1㎝、幅1.5㎝である。61は63に伴う鞘口金具あるいは鞘尻金具であ

る。筒状で塞ぎはない。断面は倒卵形で長軸3.4㎝、短軸2.2㎝、幅5.0㎝である。59は茎破片で目釘が

残存することから62・63のどちらかに伴う可能性が高い。短刀（62）は、直刀で反りはない。平造であ

る。刃部は関部分が一部欠損し、茎は大部分が欠損している。関の棟側は切り込みが浅い直角関で、刃

部側も同じように浅い直角関であった可能性が高い。

　鉄鏃は平根式（44）、平根式に類するもの（45～47）、尖根式（49・50）がある。

　平根式（44）は腸抉三角形式であり、茎関は棘関である。頸部は非常に薄い。

　平根式に類する鉄鏃（45～47）は頸部が長頸尖根式としては短いこと、短頸尖根式は古墳時代後期以

降ほとんど見られないことなどから、平根式として生産された可能性が高い。この３点は鏃身が２㎜以

下と非常に薄いうえ、44と同様頸部も２㎜以下と同時期の平根式のものと比較して非常に薄い。基本的

には同形態に生産しようとした可能性が高いが、若干刃部の長さや、鏃身関の形態が異なる。茎関は棘

関であり、45・46には矢柄と樹皮巻の痕跡が残存する。

第64図　天王ヶ谷５号横穴墓　出土遺物実測図③

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　この３点は第６章で論じるように、天王ヶ谷横穴墓群の築造者集団の近在で生産さ

れた可能性がある。

　尖根式（49・50）は長頸片刃箭式で、49の鏃身関は撫関で、鏃身の切先部分のみ刃

を形成する。50の鏃身関は直角関で、鏃身全体的に刃を付ける。48・51～58は尖根式

の頸部～茎の破片であるが、茎関の点数から５点副葬された可能性が高い。茎関が残

存するものはすべて棘関である。57・58の棘関は華奢であり、58の茎関には針金を巻

き付けて茎関としたかあるいは補強した可能性もある。58は茎が非常に長い。

　刀子（37～43）は茎の破片数から４点が副葬された可能性が高い。38・39は刃部片、

37は関部片で、刃部はやや内湾することから研ぎ減りした可能性がある。関は直角両

関である。40は関～茎片で、関は直角両関（の可能性が高い）、茎は茎尻に向かい先

細り、茎尻は細く丸い。茎には木柄が残存しており、木柄刀子であることが判明する

が、茎の中央やや茎尻よりの部分に木質ではない有機質が確認できることから、皮な

どの有機物が付着している可能性がある。43は関～茎片で、刃部側の関は欠損のため

不明、棟側は撫関である。茎は茎尻に向かい先細る。茎には木柄が残存している。41・

42は茎片で、両者ともに茎尻に向かい先細るもので、樹皮巻の痕跡が残存している。

オ　出土人骨

　出土した人骨は、下顎骨が８体分存在することから、少なくとも８人が埋葬された

ことが判明する。残存状況が不良であることから、性別・死亡年齢が判明するものは

少ないが、歯の状態から大人６人、子供２人、うち大人は壮年と思われる人骨１体、

子供は10代１体が存在する。残念ながらいずれも性別は判明しない。５号墓の埋葬人

数は天王ヶ谷横穴墓群の中で最多の埋葬者数であった可能性がある。

カ　小結

　築造時期　横穴墓の築造は、出土した平瓶の頸部が短いこと、典型的なフラスコ瓶

が出現していることからみると、遠江Ⅳ期前半に築造された可能性が高い。

　埋葬人数　埋葬人数は上述したように最低８人であるが、出土した遺物に時期差は

ほとんど確認できないことから、同時期に埋葬された可能性が高い。また、人骨はす

べて纏められた状態で出土していること、人骨の伸展葬が存在した可能性は想定し難

いことから、改葬骨が埋葬された可能性が高い。

（８）天王ヶ谷６号横穴墓（第45・57・66～69図，第23・29・79・82表，図版22・29・30・105・111・

112）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、閉塞石を発見し、新たに確認した横穴墓である。ほぼ完全に埋没し

ており、天井付近に空洞部分があった。閉塞石がほぼ完存することから、未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群に位置し、１～７号墓と前庭を共有する。５号墓の北側に、

７号墓の南に位置する。床面の標高は約60.8～61.0

ｍである。前庭との高低差は約0.25ｍである。５号

墓の開口部とは約0.25ｍ、７号墓とは約0.05ｍであ

る。

イ　横穴墓の構造

　６号墓は玄室と羨道が袖部で明確に区分される両

第65図
天王ヶ谷５号
横穴墓出土
遺物実測図④

第29表　天王ヶ谷６号墓の概要

主軸方位　 N-49°-W 開口方位 南東

全長 3.50ｍ

玄室長 2.20ｍ 玄室最大幅 1.40ｍ

玄室奥壁側幅 1.20ｍ 玄室玄門側幅 1.40ｍ

玄室天井高 1.60ｍ

羨道長 1.30ｍ 羨道最大幅 0.75ｍ

羨道玄門側幅 0.75ｍ 羨道開口部側幅 0.60ｍ

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（５号墓）
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袖式である。主軸はN-49°-Wであり、南東に向かって開口する。前庭と羨道の境界には段があり、前庭

床面との比高差は約0.15ｍである。１～７号墓の前庭の西面とはやや斜交していることから、やや副次

的な横穴墓である可能性が高い。６号墓の規模は、全長約3.5ｍ、玄室長2.2ｍ、玄室最大幅約1.4ｍ、

玄室天井高約1.6ｍ、羨道長約1.3ｍ、羨道最大幅約0.75ｍである。

第66図　天王ヶ谷６号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　玄室　玄室は明瞭な両袖式であり、玄室平面は奥壁幅がやや狭いが長方形である。玄室幅に対する玄

室長指数は約1.6である。玄室の断面は奥壁が残存することから、二等辺三角形の尖頭アーチ形である

ことが判明する。玄室幅に対する天井高指数は約1.1である。奥壁は床面から内傾して立ち上がり、天

井との境には隅角を設けて、明瞭に天井と奥壁を区分している。

　内部施設は敷石が１面設置されている。敷石の範囲は玄室のほぼ全体に敷設されているが、左側壁に

平行して、0.2～0.3ｍの範囲には敷設されていない。利用された石材は中には15㎝前後のやや大きなも

のもあるが、５～10㎝の小礫を中心としている。敷石の範囲は長さ約2.2ｍ、幅約1.1ｍである。

　敷石の設置状況からみると右側壁側を遺体埋葬空間として意識していた可能性が高い。

　羨道　玄室と羨道の境界には段差は確認できない。羨道は玄室小口部のほぼ中央に取り付けられ、玄

門側から開口部に向かってやや幅を狭める。玄室長に対する羨道長指数は約0.6である。

　閉塞　閉塞には河原石が用いられており、羨道のほぼ全体を使って閉塞している。５号墓と同様、30

～40㎝の大型の石材を下に据え、その上位に20㎝大の石材を積んでいる。特に長手を横穴墓の主軸に合

わせて据えるような意識は感じられない。

　掘削痕　掘削痕は土砂が流入していたこと、側壁が崩落して消失しており、不明である。

ウ　遺物および人骨出土状況（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　玄室西南隅、右袖部分の敷石上で土師器杯が４点（64～67）出土した。64・66、65・67の２点ずつ正

置された状態で副葬されていた。このほか、玄室の覆土から弓両頭金具１点（68）、刀子片１点（69）

が出土した。

　なお、人骨は覆土中から人骨片が少量出土したのみである。

エ　出土遺物

　土師器杯４点、刀子１点、弓両頭金具１点が出土した。

　土器　杯４点（64～67）は胴部と口縁部の境界で屈曲するもの（64・65）、口縁部が内湾するもの

（66）、外上方に開くもの（67）、の３者が確認できる。屈曲する64・65は、須恵器模倣杯の可能性もあ

る。４点はいずれも粘土紐巻き上げで成形され、外面には明瞭に指頭圧痕が残存する。64・66・67の内

面は丁寧に仕上げられているが、65は板ケズリの痕跡が残存する。65は調整方法からすると鉢に分類さ

第67図　天王ヶ谷６号横穴墓　遺物出土状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（６号墓）



90

れる可能性もある。

　鉄製品　弓両頭金具と刀子がある。

　弓両頭金具（68）は方形の両頭の

軸棒で筒部分の花弁は方形の４弁で

ある。

　刀子片（69）は茎の破片で、糸巻

きと木質の痕跡が観察できる。茎に

糸巻きを施した後木柄を装着した可

能性が高い。

オ　出土人骨

　人骨は小片であり、部位が特定で

きるものはない。人骨鑑定の結果、性別・死亡年齢、埋葬人数は

いずれも不明である。最小個体数は１体以上であったことが判明

する。

カ　小結

　築造時期　土師器杯で時期を特定することは難しいが、遠江Ⅳ

期前半に位置づけられる可能性が高く、６号墓は７世紀前半～中葉に築造された可能性が高い。

　埋葬について　人骨は破片が少量であり埋葬人数については１人以上である。また、追葬については

土師器杯に明瞭な時期差は確認できないこと、閉塞石も追葬に伴うものが確認できないことから、追葬

の有無については確認できない。したがって、埋葬回数は１回以上であるとしておきたい。

（９）天王ヶ谷７号横穴墓（第45・57・70～73図，第23・30・79・81表，巻頭図版15，図版22・31・

32・105・112）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、閉塞石が出土したことで新たに確認した横穴墓である。ほぼ完全に

埋没しており、奥壁側の天井付近に空洞が確認できる程度であった。閉塞石がほぼ完存していることか

ら、未開口であった可能性が高く、再利用された可能性は極めて低い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群に位置し、１～６号墓と前庭を共有する。６号墓の北側に、

で、前庭西面の北西隅に位置する。床面の標高は約60.85～61.3ｍである。開口部から奥壁に向かって

緩やかな上り勾配である。前庭西面と７号墓の主軸は斜交しており、６号墓同様副次的な横穴墓である

可能性が高い。前庭との高低差は約0.2ｍである。６号墓の開口部とは、0.05ｍの高低差であり、ほぼ

同じ高さに開口している。

イ　横穴墓の構造

　７号墓は玄室と羨道が袖部で明確に区分される両袖式である。主軸はN-17°-Wであり、南南東に向

かって開口する。前庭と羨道は段で区切られ、前庭床面の比高差は約0.15～0.2ｍである。７号墓の規

模は全長約4.5～4.6ｍ、玄室長約2.6ｍ、玄室最大幅

約1.5ｍ、玄室天井高約1.6ｍ、羨道長約1.9～2.0ｍ、

羨道最大幅約0.9ｍである。

　玄室　玄室の右袖は直角、左袖はやや鈍角である。

玄室平面はやや中央部が膨らむがほぼ長方形である。

袖部の形状や側壁の整形具合からみると、右側壁側を

第68図　天王ヶ谷６号横穴墓　出土遺物実測図①

第69図　天王ヶ谷６号横穴墓
出土遺物実測図②

第30表　天王ヶ谷７号墓の概要

主軸方位　 N-17°-W 開口方位 南南東

全長 4.60ｍ

玄室長 2.60ｍ 玄室最大幅 1.50ｍ

玄室奥壁側幅 1.40ｍ 玄室玄門側幅 1.30ｍ

玄室天井高 1.60ｍ

羨道長 2.00ｍ 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.90ｍ 羨道開口部側幅 0.70ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第70図　天王ヶ谷７号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（７号墓）
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意識して掘削した可能性が高い。玄室幅に対する玄室長指数は約1.7である。玄室断面は二等辺三角形

の尖頭アーチ形であり、玄室幅に対する天井高指数は約1.1である。奥壁はやや内傾して立ち上がる。

奥壁と天井との境には隅角を設け、明瞭に区分していた可能性が高い。天井は奥壁から玄室中央に向

かって一旦高くなり、玄門に向けて高さを減じていた可能性が高い。

　内部施設は玄室中央から奥壁側に敷設された敷石であり、１面のみ確認した。使用された石材は15㎝

以下の小礫で、５～10㎝のものが多い。敷石の範囲は長さ約1.95ｍ、幅約1.5ｍである。敷石の範囲内

に人骨が納められている。

　羨道　玄室と羨道の境には段差はなく、ほぼ水平であるが、羨道中央付近に約５㎝の比高差がある。

羨道は玄室の中央に取り付けられている。玄室長に対する羨道長指数は約0.7～0.8である。

　閉塞　閉塞は河原石を用いて開口部で行う、円礫積み閉塞である。羨道の半分程度を利用している。

第71図　天王ヶ谷７号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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５・６号墓同様下位に30～40㎝の河原石を据え、その上に20～30㎝の石材を△形に積み上げている。河

原石は長軸を横穴墓の主軸に合わせるように横に並べて積み上げていた可能性が高い。

　掘削痕　掘削痕は土砂が流入していたこと、側壁が崩落していることからすでに消失しており、不明

である。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は玄室内からのみ出土しており、右袖部から須恵器平瓶（70）が口縁部を上に向

けた正置の状態で、左側壁内側床面直上より横倒しの状態で須恵器壺（71）が出土した。

　また、耳環１点（72）が、下顎骨（S117）に接するように出土した。耳環はこの人骨に伴う可能性が

高い。

　人骨出土状況　人骨は奥壁より約0.4ｍのところから下顎骨（S117）や肩甲骨（S119）などが出土し、

それから0.4ｍの玄室中央で大腿骨（S111・112）などが出土した。前者には上半身の骨が、後者には下

半身の骨が集められる傾向にあり、両者とも伸展葬ではなく、集骨された状態である。

　人骨鑑定の結果、１体以上の人骨が埋葬されており、纏められた箇所が２箇所であることから２体の

埋葬があった可能性がある。

エ　出土遺物

　遺物は須恵器２点、耳環１点が出土した。

　土器　須恵器平瓶（70）と広口壺（71）がある。

　平瓶（70）は扁平な球胴に短い頸部がつくもので口縁部は外傾する面をもち、口縁部直下に突起が確

認できる。口径7.6㎝、器高16.3㎝、頸部長3.8㎝である。

　広口壺（71）は無花果形の胴部に短い頸部がつくものである。口縁端部は摘みあげられ、外面には外

傾する段がある。胴部全体には平行タタキが施されている。胴部内面はタタキの当て具痕を消すために

ケズリ、ナデ調整を行っている。口径12㎝、器高21.3㎝、胴部最大幅20.9㎝である。

　須恵器２点については、その特徴から湖西産の可能性が高い。

　耳環　耳環（72）は小口部分に皺が確認できることから中実銅芯に箔を巻き付けていることが判明す

る。自然科学分析の結果、金が確認されないことから鍍金は行われていない可能性がある「中実銅芯銀

張」の耳環であることが判明した。ただし、鍍金されていたが金が落ちてしまった可能性は排除できな

第72図　天王ヶ谷７号横穴墓　出土遺物実測図①

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（７号墓）
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い。

　耳環の平面形態はやや横長の円形で、断面は円形～楕円形である。大きさは長軸

3.0㎝、短軸2.7㎝、厚さ８㎜である。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　出土した人骨は、人骨調査の結果１体分以上であり、少なくとも壮年の女性１体が

埋葬されている。出土状況からみると、この他、18歳前後の性別不明の人物が埋葬さ

れていた可能性がある。

カ　小結

　築造時期　平瓶の頸部が短く、胴部が高いことなどの特徴から遠江Ⅳ期前半、７世

紀前半に位置づけられる可能性が高い。６号墓との前後関係については、比較できる遺物がないことか

ら難しいが、６号墓よりも羨道がやや長いことや、前庭の北側隅に掘削されていることから、６号墓よ

り新しい可能性がある。

　埋葬について　人骨鑑定の結果、最小埋葬個体数１体分である。一方で、出土状況から判断すると人

骨が数点ずつ離れて出土していることから、S113～S119で構成される人骨とS109～S112で構成される人

骨の２体分であった可能性がある。その場合、後者は壮年の女性、前者は性別不明の18歳前後人物と想

定できる可能性もある。両者の可能性があることに留意したい。ただし、あくまで人骨鑑定の結果から

想定される最小個体数は１体（壮年の女性）である。

　いずれも伸展葬で埋葬されたような状況ではなく、纏められていることから改葬骨を埋葬した可能性

が高い。

第73図
天王ヶ谷７号横穴墓
出土遺物実測図②

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　３　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ単位群の前庭（第74図，図版33）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ単位群はＡ単位群の東側、Ｃ単位群の西側に位置し、Ａ単位群とは尾根の

稜線で、Ｃ単位群とは前庭の高さで区分することができる。上述したように横穴墓の開口部床面の標高

と、前庭の設置状況から８・９号墓、10号墓、11・12号墓、13号墓の４単位群に区分することができる。

ただし、11・12号墓と13号墓は開口部の標高差がそれほどないことから同一の単位群であった可能性は

排除できない。

（２）天王ヶ谷８号横穴墓（第74～76図，第23・31表，図版33・34）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、一部分が開口したことにより新たに確認した横穴墓である。ほぼ完

全に埋没しており、天井付近にかろうじて空洞が確認できた。閉塞石は一切確認できないことから、開

口していた可能性がある。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ１単位群に位置し、東側に９号墓があり、それと前庭を共有してい

た可能性が高い。８号墓の床面標高は約62.6～63.1ｍである。横穴墓内は奥壁に向かう緩やかな上り勾

配である。９号墓との床面の比高差はほぼ０ｍであることから同一の単位群であったと認識した。一方、

10号墓との比高差は1.0ｍ存在する。また10号墓の前庭の西側側面は９号墓の開口部前面で西側の側壁

（隅角）となることから、10号墓

とは前庭を共有しないこと、同単

位群ではないことが判明する。

イ　前庭の構造

　前庭は８号墓の前面にコ字形に

造られており、東側部分はすでに

崩落して残存しない。８号墓の開

口部よりもやや西側に西端があり、

８号墓は前庭の西隅に築造された

といえる。８号墓の主軸は前庭の

北面にやや斜交していた可能性が

高い。前庭は東西1.4ｍ、南北1.6

ｍ残存している。

　前庭と横穴墓の間には段差があ

り、８号墓では開口部と前庭の比

高差は0.9ｍである。

ウ　横穴墓の構造

　８号墓は玄室と羨道が袖部で明

確に区分される両袖式であるが、

５～７号墓と比較すると側壁から

の突出が弱く不明瞭である。主軸

はN-60°-Wであり、東南東に向

かって開口する。８号墓の規模は

全長4.2ｍ前後、玄室長約1.9ｍ、 第74図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ単位群　全体図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（８号墓）
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玄室最大幅約1.4ｍ、玄室天井高約1.5ｍ、羨道長2.3ｍ前後、羨道最大幅約0.9ｍである。

　玄室　玄室は袖部が両側壁から屈曲して形成されるが、鈍角に屈曲し、袖の長さが0.1ｍ程度である

ことから、やや不明瞭な袖である。玄室の平面は奥壁側が玄門側より幅が広い縦長の逆台形である。玄

室幅に対する玄室長指数は約1.5である。玄室の断面は奥壁がほぼ残存していることから、やや丸みの

ある二等辺三角形の尖頭アーチ形である。玄室幅に対する天井高指数は1.2程度である。奥壁の下部は

直立するが、上部は内傾する。

　内部施設は玄室の中央部に横穴墓の主軸に沿って敷石が１面設置されている。両側壁側0.2～0.3ｍの

範囲には敷設されておらず、設置範囲は奥壁側が狭く、玄門側が広い逆長台形である。その範囲は全長

約1.5ｍ、幅約0.6～0.8ｍである。使用された石材は15㎝以下の小礫である。

　羨道　玄室と羨道との境界には0.1ｍほどの緩やかな段差がある。羨道は玄室小口の中央に取り付け

られ、玄門側から開口部に向かってやや幅を狭める。羨道は玄室よりも長く、玄室長に対する羨道長の

指数は約1.2である。

　閉塞　閉塞は失われており不明であるが、板をは

め込むための痕跡は確認できないため、円礫積み閉

塞であった可能性が高い。

　掘削痕　掘削痕は全体がほぼ埋没していたことか

ら、既に消失しており確認できない。

第75図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ単位群　詳細図①（Ｂ１単位群）

第31表　天王ヶ谷８号墓の概要

主軸方位　 N-60°-W 開口方位 東南東

全長 4.20ｍ前後

玄室長 1.90ｍ 玄室最大幅 1.40ｍ

玄室奥壁側幅 1.30ｍ 玄室玄門側幅 1.10ｍ

玄室天井高 1.50ｍ

羨道長 2.30ｍ 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.90ｍ 羨道開口部側幅 0.80ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第76図　天王ヶ谷８号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（８号墓）
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エ　遺物および人骨出土状況

　遺物は出土していない。人骨は敷石と左側壁の間で、敷石の敷設されない部分の床面直上から大腿骨

と歯が出土しており、集骨された状態で埋葬されたことは明らかである。

　ただし、人骨数が少なく、改葬骨なのか、かたづけ行為による結果なのかは明確ではない。

オ　出土遺物

　出土遺物はない。

カ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　人骨は歯と大腿骨が出土しており、その大きさなどから成人であることは間違いないが、性別や死亡

年齢などは不明確である。最低個体数は１体である。

キ　小結

　築造時期と埋葬について　出土遺物がないことから、時期を特定できない。遠江Ⅳ期前半でも新しい

時期～奈良時代直前（７世紀中葉～８世紀初頭）の一時期に築造された可能性が高い。

　なお、出土した人骨からは８号墓の最低埋葬数は１体である。少なくとも１回は埋葬が行われている

が、追葬があったかどうかについては明らかにすることができない。

（３）天王ヶ谷９号横穴墓（第74・75・77図，第23・32表，図版33・34）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、天井付近の空洞が発見されたことで新たに確認した横穴墓である。

ほぼ完全に埋没しているが、内部施設、閉塞石も確認できないことから開口していた可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ１単位群に位置し、８号墓と前庭を共有していた可能性が高い。８

号墓の東側に位置する。床面の標高は約62.6～62.8ｍである。

　なお、８号墓前の前庭の標高と比較すると、前庭との比高差は約0.9ｍであったと想定する。また、

８号墓の前庭が９号墓に向かって伸びた場合、前庭北面に対して９号墓の主軸はやや斜交していた可能

性が高い。

イ　横穴墓の構造

　９号墓は玄室と羨道が袖部で明確に区分される両袖式であるが、５～７号墓と比較すると側壁からの

突出が弱くやや不明瞭である。８号墓と同様の袖部の状況である。主軸はN-29°-Wであり、南南東に向

かって開口する。８号墓の規模は、全長3.85ｍ以上で、８号墓と前庭を共有していたとすれば5.0ｍ前

後であった可能性がある。玄室長約2.2ｍ、玄室最大幅約1.35ｍ、玄室天井高約1.3ｍ、羨道長1.65ｍ、

羨道最大幅約1.2ｍである。

　玄室　玄室は玄門側が奥壁側よりもやや幅の広い長方形で、袖部は側壁から鈍角に屈曲し、0.1ｍほ

ど側壁から突出する。玄室幅に対する玄室長指数は約1.7である。玄室の横断面は二等辺三角形の尖頭

アーチ形で、玄室幅に対する天井高指数は約1.6である。奥壁は床面から0.5ｍまでは直立するが、床面

から0.5ｍのところから急激に持ち送りが行われ、奥壁から0.6ｍのところまで持ち送られている。天井

はそこからほぼ水平に玄門まで伸びていた可能性が高い。

　内部施設は確認できない。開口していた可能性が高

いため、本来存在していなかったかどうかは不明確で

ある。

　羨道　羨道と玄室との間に段差はない。平面形態は、

玄門側から開口部に向かい、幅を狭めていた可能性が

高い。

第32表　天王ヶ谷９号墓の概要

主軸方位　 N-29°-W 開口方位 南南東

全長 3.85ｍ以上

玄室長 2.20ｍ 玄室最大幅 1.35ｍ

玄室奥壁側幅 1.15ｍ 玄室玄門側幅 1.30ｍ

玄室天井高 1.30ｍ

羨道長 1.65ｍ以上 羨道最大幅 1.20ｍ

羨道玄門側幅 1.20ｍ 羨道開口部側幅 1.00ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　閉塞　閉塞は既に失われており不明であるが、板石を嵌め込んだ痕跡はないことから、円礫積み閉塞

であった蓋然性が極めて高い。

　掘削痕　横穴墓がほぼ完全に埋没していた影響で掘削痕は確認できない。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物は出土していない。人骨は覆土中から歯が３本出土している。

エ　出土遺物および出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　出土遺物はない。一方、出土人骨は３本の歯であるが、残存状況が良好ではなく、何人分のものか、

死亡年齢や性別についてなど不明である。

第77図　天王ヶ谷９号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（９号墓）
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オ　小結

　築造時期　上述したように８・９号墓では、８号墓の方が袖がやや明瞭であり、９号墓よりも古い可

能性が高いことから、８号墓→９号墓の順で開削されたと想定すれば、遠江Ⅳ期後半（７世紀後半）～

遠江Ⅴ期（８世紀初頭）に位置づけられる可能性が高い。

　埋葬について　出土遺物はなく、出土した人歯から、最低１回の埋葬が行われたことは判明するが追

葬が行われたかどうかは不明である。

（４）天王ヶ谷10号横穴墓（第74・78～82図，第23・33・79表，巻頭図版６・16，図版33・35・36・112

～116）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、一部分が開口したことで新たに確認した横穴墓である。ほぼ完全に

埋没しており、天井付近にかろうじて空洞が確認できた。閉塞石は一切確認できないことから、開口し

ていた可能性があるが、遺物の出土状況が良好であることから、攪乱は受けていない可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ２単位群に位置し、西側に９号墓、東側に11号墓があるが、それら

とは下記の理由により別の単位群として認定した。９号墓との関係は上述したとおりであるが、11号墓

とは床面の標高差が約0.4ｍあること、11号墓の開口方位が10号墓の前庭の方へ向かないこと、10号墓

の前庭の北壁が10号墓と11号墓の間で南に向かって弧を描くことからこの部分に10号墓の前庭の東壁が

存在した可能性が高いことから、11号墓とは前庭を共有せず、10号墓単独で築造されたと判断した。

　床面の標高は羨道で約61.6～61.7ｍ、玄室で約61.9～62.1ｍである。玄室、羨道ともに奥壁に向かっ

ての緩やかな上り勾配である。

イ　前庭の構造

　前庭は10号墓の前面にコ字形に形成されていた可能性が高く、その北面中央に横穴墓が開削されてい

る。北西隅角のみ残存する。前庭の規模は東西約2.3ｍ前後、南北2.0ｍ以上である。玄室幅の２倍程度

の広さであった可能性が高い。開口部と前庭には0.9ｍの段差がある。

ウ　横穴墓の構造

　10号墓は玄室と羨道を、両側壁を山形に突起させ、床面に段を付けることで区分する疑似両袖式の横

穴墓である。横穴墓の主軸をN-33°-Wにとり、南東に向かって開口する。10号墓の規模は、全長が前庭

の立ち上がりと羨道床面の下がり具合から5.1ｍ前後に復原できる。玄室長約2.1ｍ、玄室最大幅約1.2

ｍ、玄室天井高約1.45ｍ、羨道長3.0ｍ前後（復原）、羨道最大幅約1.1ｍである。

　玄室　玄室は側壁を山形に突起させ左右の袖を形成するものである。玄室と羨道の幅がほぼ同じであ

る。玄室の平面形は中央が膨らむ胴張形の縦長長方形である。玄室幅に対する玄室長指数は約1.7であ

る。玄室の横断面は二等辺三角形の尖頭アーチ形で、玄室幅に対する天井高指数は約1.3である。奥壁

は円弧を描きながら0.4ｍほど内側に内傾して立ち上がる。天井は玄門に向って緩やかに下っていた

（下り天井）可能性が高い。

　内部施設は、玄室中央に玄室の主軸に沿って敷設された敷石であり、１面のみ確認できる。敷石の範

囲は長さ約1.65ｍ、幅約0.7ｍである。用いられた石

材は10㎝以下の小円礫である。

　羨道　玄室と羨道の境界には約0.2ｍ段差を設けて

いる。前庭の北壁の立ち上がり状況から判断して10号

墓の全長は5.1ｍ前後であると推測できることから、

羨道の長さは3.1ｍ前後と想定でき、玄室長に対する

第33表　天王ヶ谷10号墓の概要

主軸方位　 N-33°-W 開口方位 南東

全長 5.10ｍ前後

玄室長 2.10ｍ 玄室最大幅 1.20ｍ

玄室奥壁側幅 0.95ｍ 玄室玄門側幅 0.85ｍ

玄室天井高 1.45ｍ

羨道長 3.00ｍ前後 羨道最大幅 1.10ｍ

羨道玄門側幅 1.00ｍ 羨道開口部側幅 1.05ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第78図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ単位群　詳細図②（Ｂ２～Ｂ４単位群）

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（10号墓）
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第79図　天王ヶ谷10号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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羨道長指数は約1.5となる。羨道は玄室と同じく中央がやや膨らむ胴張形の長方形である。

　閉塞　閉塞についてはすでに失われており不明であるが、円礫積みであった可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓が土砂で埋没していたため既に失われて不明である。

エ　遺物および人骨出土状況

　玄室内からの出土遺物はない。羨道の玄門側から須恵器短頸壺・短頸壺蓋・平瓶・杯身・杯蓋・広口

壺が出土した。まず、玄室との段のすぐ南側から短頸壺とその蓋が２組（79～82）出土したが、いずれ

も蓋を外し、短頸壺は正置状態で、その横に蓋を倒置した状態で置いていた。短頸壺の東側には杯身・

杯蓋２点（74・75・77・78）ずつ副葬されているが、短頸壺と同じく蓋は外した状態で身を正置の状態

で据え、その横に蓋を置いている。

　また、羨道左側壁側には、杯蓋・杯身１組（73・76）、平瓶１点（83）、広口壺１点（86）、坩１点

（85）、フラスコ瓶１点（84）、破砕された大型平瓶１点分（87）がまとめて副葬されているが、杯蓋・

杯身についてはやはり蓋を外した状態で身を正置の状態で据えている。平瓶２点と壺１点は口縁部を上

に向けた正置の状態で、フラスコ瓶は横倒しの状態で出土したが本来は正置の状態であったものが倒れ

た可能性が高い。大型平瓶は10片以上の破片に破砕され、その破片を積み重ねるように副葬していた。

なお、この大型平瓶片は接合してもすべての破片はなく、一部は横穴墓内に副葬されなかった可能性が

高い。杯身・杯蓋、短頸壺の蓋が外されていることは、蓋をすると容器内に収まらないものが盛られて

いたか、あるいは蓋をしないことが意識されていた可能性が高い。

　なお、人骨については全く出土していない。

オ　出土遺物

　須恵器15点が出土した。

　土器　須恵器杯身３点、杯蓋３点、蓋付短頸壺２組、平瓶１点、大型平瓶１点、坩１点、フラスコ瓶

第80図　天王ヶ谷10号横穴墓　遺物出土状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（10号墓）
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第81図　天王ヶ谷10号横穴墓　出土遺物実測図①

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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１点、広口壺１点がある。

　杯蓋（73～75）は半球形の杯蓋で、天井と口縁部の境に稜線や凹線はない。一方、口縁部内面に浅い

凹線が確認できる。口径9.5～10.6㎝、器高3.8～4.2㎝である。杯身（76～78）は、短いたちあがりが、

受部よりは若干高い位置まで延びるものである。口径8.2～9.3㎝、器高3.6～3.8㎝である。出土位置か

らみた組合関係は74と78、75と77、73と76である。

　蓋付短頸壺は、副葬時には蓋が外され、別々に副葬されたものであるが、同じ「Ｌ」字形のヘラ記号

が確認できること、焼成時の重ねの痕跡（色の相違）から79と80がセットであることが判明する。一方、

82にはヘラ記号がなく、81には天井部にＬ字形のヘラ記号があることから、生産段階でセット関係に

あったか明確ではない。81は天井内面にもＬ字形のヘラ記号がある。ただし、79・80・81は色調・胎土、

ヘラ記号が同一であることから同一窯で同時期に焼成されたものである可能性が極めて高い。短頸壺蓋

は宝珠形の摘みで、口縁端部は外に摘まみだされる。口径8.1～8.8㎝、器高4.8～5.0㎝である。短頸壺

（80）は短い頸部に扁平な胴部である。82も短い頸部に扁平な胴部である。胴部内面底部に直径20㎜の

無文の当て具痕が確認できる。

第82図　天王ヶ谷10号横穴墓　出土遺物実測図②

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（10号墓）
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　平瓶（83）はハ字形に開く頸部に扁平な胴部で、胴部下半には静止ヘラ削りが施される。肩部にＬ字

形のヘラ記号が刻まれており、胎土も類似することから蓋付短頸壺と同一窯で生産された可能性が高い。

　フラスコ瓶（84）は球形の胴部にハ字形に開く頸部で、口縁端部は上方につまみ上げられている。坩

（85）は半球形の胴部下半から直線的な肩部で、頸部は直立に近く立ち上がり、口縁部が丸く収められ

る。80・82の短頸壺に長い頸部を付加したような形態である。胎土が80などと類似することから同一の

窯で焼成された可能性が高い。

　大型平瓶（87）は破砕された状態で破片を重ねて副葬されていた。副葬にあたり破壊されたのか、葬

送祭祀の際に破壊されたものが玄室内に持ち込まれたのかどうかは確認できない。

　ほぼ完形に復原できるが、部分的に失われている破片がある。胴部は半球形の胴部下半で、胴部下半

には平行タタキが施される。頸基部はやや幅広で、頸部はほぼ直立気味に立ち上がった後、口縁部を外

傾する面をもつ形状に仕上げている。広口壺（86）は無花果形の胴部にく字形の頸部をもち、口縁部は

外上方に面をもつ。頸部には格子状のヘラ記号が刻まれている。

　なお、短頸壺・短頸壺蓋（79～82）、平瓶（83）、坩（85）は胎土がセピア系の色調であることや成形

技法、ヘラ記号の特徴などから湖西産以外の可能性が高く、第６章で後述するように森町森山窯産の可

能性が高い。広口壺（86）は一部セピア系の色調を呈しており、胴部のタタキ調整を伴わないことから

森山窯産の可能性がある。

　一方、それ以外の杯身・杯蓋（73～78）、フラスコ瓶（84）、大型平瓶（87）は色調などの特徴から湖

西産の可能性が高い。

カ　小結　

　築造時期　須恵器杯身・杯蓋の特徴や口径から、遠江Ⅳ期前半でも後半に近い時期、７世紀中葉に位

置づけられることから、10号墓は７世紀中葉に開削された可能性が高い。

　埋葬について　出土した須恵器に時期差は確認できないことから、最低１回の埋葬があったことは判

明するが、追葬が行われたかについては不明である。

（５）天王ヶ谷11号横穴墓（第74・78・83～85図，第23・34・79表，図版33・37・117）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、閉塞石が発見されたことで新たに確認した横穴墓である。横穴墓内

は完全に埋没しており、閉塞石が確認できることから未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ３単位群に位置し、12号墓と前庭を共有していた可能性が高い。11

号墓の前庭は崩落しており確認できないが、横穴墓前面の等高線が60.8ｍの等高線がそれ以上の標高の

等高線の間隔と比べて広くなっていることから、この部分に前庭が存在した可能性が高い。また、11号

墓南西側の10号墓の前庭東側部分の等高線が南側に曲がることから、この辺りに西壁が存在した可能性

が高く、東壁は12号墓の東１ｍ前後のところにあった可能性が高い。

　床面の標高は羨道部分で約61.35ｍ、玄室で61.55～61.7ｍである。12号墓の開口部とは高低差がない

ことから、同一の単位群と認識できる。

イ　横穴墓の構造

　11号墓は10号墓と同様、玄室と羨道を、側壁を山

形に突出させ、その部分に段差を設けることで区画

する疑似両袖式の横穴墓である。横穴墓の主軸を

N-36°-Wにとり、南東に向かって開口する。11号墓

の規模は全長3.15ｍ以上、玄室長約2.4ｍ、玄室最

第34表　天王ヶ谷11号墓の概要

主軸方位　 N-36°-W 開口方位 南東

全長 3.15ｍ以上

玄室長 2.40ｍ 玄室最大幅 1.20ｍ

玄室奥壁側幅 1.10ｍ 玄室玄門側幅 0.95ｍ

玄室天井高 1.50ｍ

羨道長 0.75ｍ以上 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.85ｍ 羨道開口部側幅 0.75ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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大幅約1.2ｍ、玄室天井高1.5ｍ、羨道長0.75ｍ以上、羨道最大幅約0.9ｍである。

　玄室　玄室平面は玄門側がやや窄まる縦長長方形であり、玄室幅に対する玄室長指数は約2.0である。

玄室の横断面は二等辺三角形の尖頭アーチ形で、玄室幅に対する天井高指数は約1.3である。奥壁は0.2

ｍ程内傾して立ち上がる。

　内部施設は奥壁近くに設置された敷石であり、１面確認できる。敷石の範囲は奥壁から約0.1ｍ離れ

て、長さ0.8ｍ、幅0.9ｍの範囲である。この部分に人骨が納められている。敷石から遺物の副葬場所ま

で0.8ｍあるが、この部分にはもともと敷石は設置されなかった可能性が高い。用いられた石材は５～

15㎝の小型の円礫である。

　羨道　羨道は玄室との境に0.2ｍの段差がある。羨道の平面形は袖部から外側に張り出し、玄門部分

よりも羨道の最大幅の方が広い。

第83図　天王ヶ谷11号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（11号墓）
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　閉塞　閉塞は円礫積み閉塞であ

るが、１段部分のみの確認であり、

積み上げられていた閉塞石が玄室

内部に崩落したような状況である。

開口部に近い位置に0.3～0.4ｍの

大きな石材があることから、下位

に大型の河原石を据え、その上に

20㎝前後の河原石を積み上げた可

能性が高い。

　掘削痕　掘削痕は横穴墓が完全

に土砂で埋没していたため、既に

失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物は須恵器が左袖部付近から

杯身・杯蓋２組分が出土している

が、10号墓同様、蓋をずらした状

態あるいは外した状態で副葬して

いる。88・90は蓋と身を倒置して

さらに身をずらしている。明らか

に意識して蓋を外して副葬してい

る。この他、覆土中から口縁部の

破片が１点（92）出土した。

　人骨は敷石上から出土したが、

敷石の範囲に伸展葬することは不

可能であること、大腿骨が３体分

出土しているが、上半身の骨とま

とめて納められていることから、

３体ともに集骨された状態で副葬

された可能性が高い。

エ　出土遺物

　須恵器５点が出土した。

　土器　須恵器杯蓋２点（88・89）、杯身２点

（90・91）、口縁部片（92）が出土した。

　杯蓋（88・89）は半球形で口縁部はやや内湾

し、口縁端部は丸い。天井と口縁の境には稜や

凹線はない。口径10.5㎝、器高4.1㎝と、口径

9.9㎝、器高4.0㎝であり、時期差が存在する。

杯身（90・91）は短く内傾するたちあがりであ

るが、やや高いもの（90）と、低いもの（91）

に区分できる。前者は口径9.3㎝、器高4.2㎝、

後者は口径8.7㎝、器高3.3㎝である。後者には第85図　天王ヶ谷11号横穴墓　出土遺物実測図

第84図　天王ヶ谷11号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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「一」字形のヘラ記号が刻まれる。なお、組合で出土していないが、口径と出土状況から判断して、88

と90が、89と91が組合関係にある。

　92は直立する口縁部で、端部は丸い。口径8.8㎝であり、16号墓出土の214と同じような形状であるこ

とからいわゆるワイングラス形高杯の杯部、あるいは盌の口縁部であろうか。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　11号墓からは左大腿骨が３体分出土しており、最小個体数で３体の人骨が埋葬されている。いずれも

伸展葬ではなく、集骨された状態であることから、改葬骨が納められた可能性が高い。

カ　小結

　築造時期　須恵器杯身90と杯蓋88は形態的特徴と法量から遠江Ⅳ期前半、７世紀前半に位置づけるこ

とができる。したがって、11号墓の築造時期は７世紀前半の可能性が高い。

　埋葬について　11号墓の埋葬人数は最低３人以上である。11号墓の開削時期は７世紀前半であるが、

須恵器杯身・杯蓋89・91は遠江Ⅳ期前半でも新しい時期に位置づけることができることから、７世紀中

葉の追葬時の遺物の可能性が高い。

　したがって、追葬が１回以上行われ、都合３体以上の遺体が埋葬された可能性が高い。

（６）天王ヶ谷12号横穴墓（第74・78・86・87図，第23・35・79表，図版33・38・118）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後長方形のプランを確認したことで新たに確認した横穴墓である。完全

に埋没しているが、閉塞石が確認できないこと、覆土中から遺物が出土していることから開口していた

可能性がある。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ３単位群に位置し、上述したように11号墓と前庭を共有していた可

能性が高い。床面の標高は約61.35～61.4ｍであり、ほぼ横穴墓内は水平である。開口部の標高は11号

墓とほぼ同標高である。

イ　横穴墓の構造

　12号墓は玄室と羨道を、両側壁を鈍角に屈曲させ袖部として区画している。10・11号墓と異なり、羨

道幅は玄室幅と比較して差があり、袖部は明瞭である。12号墓は主軸をN-27°-Wにとり、南南東に向

かって開口する。12号墓の規模は、全長2.6ｍ以上、玄室長約1.8ｍ、玄室最大幅約1.3ｍ、玄室天井高

1.35ｍ以上、羨道長0.8ｍ以上、羨道最大幅約0.9ｍである。

　玄室　玄室はやや中央が膨らむ縦長長方形である。玄室幅に対する玄室長指数は約1.4である。玄室

の横断面は円弧を描きながら立ち上がる二等辺三角形の尖頭アーチ形である可能性が高い。玄室幅に対

する天井高指数は1.1以上である。奥壁は一旦外側に円弧を描きながら立ち上がった後さらに内傾して

持ち送られる。

　内部施設は設置されていない。出土した人骨の下位にも石材は確認できないことから古墳時代当初か

ら設置されなかった可能性が高い。

　羨道　玄室と羨道の境には段はなく、ほぼ水平である。右側壁が失われているが、左側壁の状況から

開口部に向かって幅を狭める平面形態であることは

わかる。玄室長に対する羨道長の指数は0.45以上で

ある。

　閉塞　閉塞は失われているが、円礫積み閉塞で

あった可能性が高い。

　掘削痕　土砂で完全に埋没していたため掘削痕は

第35表　天王ヶ谷12号墓の概要

主軸方位　 N-27°-W 開口方位 南南東

全長 2.60ｍ以上

玄室長 1.80ｍ 玄室最大幅 1.30ｍ

玄室奥壁側幅 1.20ｍ 玄室玄門側幅 1.20m

玄室天井高 1.35ｍ以上

羨道長 0.80ｍ以上 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.90ｍ 羨道開口部側幅 0.80ｍ以下

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（12号墓）



110

失われている。

ウ　遺物および人

骨出土状況

　遺物は覆土中か

ら須恵器杯身１点

（93）が出土した。

一方、人骨は奥壁

近くで床面より５

㎝程度浮いた状態

で頭蓋骨や歯、肋

骨 な ど（S137・

138）が集骨され

た状態で出土した。

また、覆土中から

大腿骨などが出土

した。

エ　出土遺物

　須恵器１点が出

土している。

　土器　須恵器杯

身１点（93）は、

短く内傾するたち

あがりで、たちあ

がりは受部よりや

や高い。口径9.3

㎝、器高3.4㎝で

ある。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　出土した人骨は、第２小臼歯が３体分出土しており、最低３体が埋葬さ

れた可能性が高い。いずれも歯の咬耗度から成人である可能性が高いが、

性別や詳細な死亡年齢については不明である。

カ　小結

　築造時期　出土した須恵器杯身は形態的特徴および法量から遠江Ⅳ期前

半でも比較的新しい時期に位置づけることができることから７世紀中葉に築造された可能性が高い。し

たがって、Ｂ３単位群は11号墓→12号墓の順に築造された可能性が高い。

　埋葬について　最低３体が埋葬されているが、いずれも伸展葬での埋葬は考え難く、改葬骨が埋葬さ

れた可能性が高い。追葬について実施されたか不明である。

第87図　天王ヶ谷12号横穴墓
出土遺物実測図

第86図　天王ヶ谷12号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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（７）天王ヶ谷13号横穴墓（第74・78・88～93図，第23・36・79～82表，巻頭図版６・10・15，図版

33・38～42・118～121）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、遺構検出の際、横穴墓の平面プランを確認したことで新たに確認し

た横穴墓である。閉塞石が確認できないが、完全に埋没していること、遺物や人骨が原位置を保持して

いる可能性が高いことから未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｂ４単位群に位置し、単独で前庭を形成していた可能性が高い。西側

に12号墓、東側に14号墓が築造されている。床面の標高は約60.8～61.2ｍであり、開口部の標高は12号

墓より0.55ｍ、14号墓より1.6ｍ低い位置にある。

イ　前庭の構造

　13号墓の前庭は前面にコ字形に掘削されていた可能性が高い。北壁は13号墓の主軸にほぼ直交し、東

側壁は横穴墓の主軸に沿って掘削されている。西側壁は失われているが、前庭残存する西端で等高線が

南側に折れることからこの辺りに西壁があった可能性が高い。したがって、前庭の規模は東西4.5ｍ前

後、南北4.4ｍ以上であった可能性が高い。開口部とは約1.0ｍの段差がある。

ウ　横穴墓の構造

　13号墓は玄室と羨道を、両側壁を直角に屈曲させ袖

部として区画している。13号墓は主軸をN-13°-Wにと

り、ほぼ南に向かって開口する。前庭北壁の立ち上が

り状況から判断して横穴墓の全長は4.9ｍ前後と推測

する。玄室長約2.75ｍ、玄室最大幅約1.8ｍ、玄室天

井高2.0ｍ以上、羨道長2.15ｍ前後、羨道最大幅約1.1ｍである。

　なお、天王ヶ谷Ⅰ支群Ｂ単位群では、右袖よりも左袖の削り出しが甘いことから、右側壁を意識して

掘削あるいは使用した可能性がある。

　玄室　玄室平面は奥壁側が広く玄門側が狭い縦長の逆台形である。玄室幅に対する玄室長指数は約

1.5である。玄室の横断面は直線的に内傾する二等辺三角形の尖頭アーチ形である。玄室幅に対する天

井高指数は1.1以上である。奥壁は床面から内傾して立ち上がる。

　内部施設は玄室の北半に敷石が１面敷設されている。長さ1.2～1.3ｍ、幅1.8ｍである。使用された

石材は15㎝以下の平たい円礫である。

　なお、この敷石上に人骨が埋葬されているが、横穴墓の主軸に沿って大人の伸展葬することは困難で

東西に向けて伸展葬することは可能であるが、後述するように人骨は敷石上に集骨された状態で出土し

ていることから伸展葬は行われなかった可能性が高い。

　羨道　羨道と玄室の間に段差はなく、水平である。玄門側が広く、開口部に向かって徐々に幅を狭め

ている。玄室長に対する羨道長の指数は約0.8であり、玄室が長い。

　閉塞　閉塞は失われているが、開口部付近に板をはめ込んだような痕跡は確認できないことから、円

礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓が土砂で埋没していたため、掘削痕は失われている。

エ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は玄室内で出土しており、敷石上と敷石外のものがある。敷石上では、奥壁に立

て掛けるように須恵器大型提瓶（108）が正置状態で、その東側で須恵器平瓶（107）が横倒しで奥壁に

口縁を向けた状態で出土した。また、敷石上の西側の頭蓋骨（S151）と中央の頭蓋骨（S153）の間から

勾玉３点（109～111）、丸玉３点（113・126・127）が、中央の頭蓋骨（S153）の周囲から耳環２点

第36表　天王ヶ谷13号墓の概要

主軸方位　 N-13°-W 開口方位 ほぼ南

全長 4.90ｍ前後

玄室長 2.75ｍ 玄室最大幅 1.80ｍ

玄室奥壁側幅 1.80ｍ 玄室玄門側幅 1.40ｍ

玄室天井高 2.00ｍ以上

羨道長 2.15ｍ 羨道最大幅 1.10ｍ

羨道玄門側幅 1.10ｍ 羨道開口部側幅 0.80ｍ以下

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（13号墓）
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第88図　天王ヶ谷13号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第89図　天王ヶ谷13号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（13号墓）
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（153・154，うち153は頭蓋骨の下から出土）が、東側の頭蓋骨（S158）の南側から丸玉９点（114・

116・125・128・129・131・137～139）が、その頭蓋骨の下から耳環１点（152）が出土した。西側の頭

蓋骨（S151）の南側では、須恵器杯蓋（98・100）が口縁部を上に向けた倒置の状態で人骨（S145など）

の上に載せられた状態で出土した。また、その東側では刀子（155）が出土した。

　敷石外では、玄室ほぼ中央やや西よりから須恵器平瓶（106）が口縁部を上に向けた状態で出土した。

さらに、玄室中央やや南側の右側壁側で須恵器と土師器が纏められたような状態で出土した。いずれも

口縁部を上に向けた状態で重ねたり、横に置いたりして副葬している。13号墓でも須恵器杯蓋・杯身が

出土しているものの、身に蓋を被せた状態で副葬されたものはない。

　このほか、覆土中から刀子片、本来はほかの玉類と同じ場所にあった可能性が高い丸玉が多数出土し

た。

　人骨出土状況　13号墓に埋葬された人骨は最低５体である。伸展葬は確認できない。

　頭蓋骨３点が玄室中央（S153）、西側（S151）、東側（S158）にあり、いずれも玄門側に顔を向けて、

頭蓋骨を立てた状態で埋葬している。それぞれの頭蓋骨の南側、あるいは周囲に上腕骨や大腿骨などの

上半身、下半身の骨が重ねられたあるいは纏められた状態で出土しており、それぞれの人骨に伴うもの

である可能性が高い。３体は少なくとも集骨された状態で、顔を南側に向けることを強く意識して埋葬

された可能性が高い。この３体はいずれも成人である可能性が高い。

　この他、歯で２人分（少なくとも一人は子供）が出土した。

オ　出土遺物

　耳環、玉類、刀子、須恵器、土師器が出土した。

　土器　須恵器杯身３点、杯蓋４点、平瓶２点、大型提瓶１点、土師器杯４点、鉢１点がある。

　須恵器杯蓋（94・95・98・100）は天井と口縁の間に凹線があるもの（94・95・98）と、ないものが

確認できる（100）。口径は10.6～10.9㎝、器高4.0～4.8㎝である。100の天井部には「一」字形のヘラ

記号が刻まれている。杯身（96・97・99）は短いたちあがりであるが、受部よりも若干高い位置まで延

びるもので、口径は9.0～9.4㎝、器高4.0～4.2㎝である。

　平瓶２点（106・107）は頸部が短いもので、口縁部は直線的に仕上げられ、胴部は扁平な球胴である。

底部にヘラ削りを行うことは共通するが、107の胴中央部から肩にかけてはカキメ調整が行われている。

107の底部には「×」字形のヘラ記号が刻まれている。胴部の形状や頸部の長さから判断して、107が

106よりも古い可能性が高い。

　提瓶は大型提瓶であり、球形の胴部で、頸基部は太く、頸部はほぼ直立し、口縁端部は二段の突起が

みられる。胴部には平行タタキが施される。肩には２つの環状把手がつく。胴部中央（把手の位置）に

沈線が確認できることから、胴部は半球形をまず２つ作りそれを中央で接合した後で、頸部を接合する

ために孔を穿ち、頸部を接合したと想定できる。

　土師器杯（101～104）は半球形で口縁部は内湾し、口縁端部は強くなで上に摘み出されたように薄い。

底部には指頭圧痕が残る。口径10.1～10.8㎝、器高4.2～4.7㎝である。鉢（105）は逆截頭円錐形で、

外面にはハケメ調整、内面にはケズリ調整痕が残る。内面の削りは反時計回りに施されている。

　なお、須恵器はいずれも湖西産の可能性が高い。

　玉類　勾玉３点（109～111）と石製（と想定する）丸玉、ガラス丸玉がある。

　勾玉は石製で、109・110が蛇紋岩、111が瑪瑙の可能性が高い。三者ともに平面コ字形、Ｃ字形であ

る。穿孔は109・110が片面穿孔、111が両面穿孔である。

　丸玉（112～126，128～142）は石製で、瑪瑙製の可能性が高い。直径約８～11㎜、高さ約７～10㎜で

ある。丸玉（127・143～151）は、ガラス製で151が紺色である以外は緑色である。直径約８～11㎜、高

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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さ約４～８㎜である。

　耳環　耳環（152～154）は３点出土している。154は小口面に箔を巻き付けた時に箔の処理を行った

皺の痕跡が確認できる。一方、152・153は箔が がれたことは明瞭であることから、３者ともに箔を巻

き付けたものであることが判明する。自然科学分析の結果、154は中実の銅芯に銀箔を巻き付け、その

上に鍍金した「中実銅芯銀張鍍金」の耳環である。他の２点も同様の耳環であった可能性が高い。いず

れも平面形はほぼ円形で、断面は楕円形であるが、大きさが異なり、152は長軸2.3㎝、短軸2.2㎝、厚

さ８㎜、153は長軸2.9㎝、短軸2.6㎝、厚さ９㎜、154は長軸3.1㎝、短軸2.8㎝、厚さ８㎜である。出土

第90図　天王ヶ谷13号横穴墓　出土遺物実測図①

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（13号墓）
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第91図　天王ヶ谷13号横穴墓　出土遺物実測図②

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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位置からみれば153と154が頭蓋骨S153に伴うと考えられるが、若干大きさが異なる。

　鉄器　刀子２点、刀装具（柄縁金具あるいは鎺，157）が出土した。

　刀子（155）は切先と刃部の一部を欠損するがほぼ完形である。刃部はやや内湾することから研ぎ減

りの可能性がある。関は両撫関で、茎は茎尻に向かい先細り、茎尻は丸く収められる。茎には木柄が残

存する。刀子（156）は切先の破片である。刀装具（157）は刀子の柄縁金具（あるいは鎺）である。

　なお、遺物は大部分が原位置を保持している可能性が高いが、刀子（156）・刀装具（157）は破片で

ある。この理由としては、別の場所で白骨化した人骨を横穴墓内に埋葬する際に人骨とともに副葬され

ていた金属製品が腐食しており、一部分のみを取り出し副葬した可能性がある。

カ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　13号墓に埋葬された人骨は成人の左下顎の第２小臼歯が４点存在すること、さらに子供の大臼歯が存

在することから最小埋葬数は５体である。性

別と死亡年齢はS151・S153は成人女性、S158

は成人男性の可能性が高い。詳細な死亡年齢

は不明である。この他は１体が性別不明の成

人、１体が子供（幼児ではない）である。

　いずれも伸展葬ではなく、集骨された状態

で出土していることから、改葬骨が埋葬され

た可能性が高い。

キ　小結

　築造時期　奥壁付近に副葬された大型提瓶

や平瓶から遠江Ⅳ期前半に築造された可能性

が高く、右側壁付近にまとまって出土した須

恵器・土師器や人骨上から出土した須恵器に

第92図　天王ヶ谷13号横穴墓　出土遺物実測図③

第93図　天王ヶ谷13号横穴墓　出土遺物実測図④

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（13号墓）
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ついては追葬時の副葬品の可能性が高い。つまり、遠江Ⅳ期前半、７世紀前半に築造され、７世紀中葉

に追葬が行われた可能性が高い。

　埋葬について　天王ヶ谷13号墓には最小で５体の人骨が埋葬されており、成人女性２名、成人男性

（か）１名、性別不明の成人１名、性別不明の子供１名である。５体すべてが伸展葬ではなく集骨され

た状態で出土しており、改葬骨が納められた可能性が高い。副葬された土器や耳環に時期差が考えられ

るとともに、人骨上に須恵器が載せられていることなどから判断して、追葬が１回は行われた可能性が

高い。ただし、埋葬された人数分（４回）の追葬が行われたかどうかは不明確であり、一度に数人分の

埋葬が行われた可能性もある。

　また、出土した耳環からみるとS153に装着されていたと想定される耳環の方がS158に装着されていた

可能性が高い耳環（152）よりも古く位置づけられることから、この横穴墓の築造時あるいは主体的な

埋葬はS153の成人女性であった可能性がある。

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　４　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群の前庭（第94・95図，図版43）

　Ｃ単位群の前庭は14～19・55号墓が共有する。この共有前庭は南に向かってコ字形に掘削されたと想

定するが、東壁はＤ単位群の前庭の西壁と近接して掘削されたため失われている。18号墓の前面の等高

線が大きく南東へ屈曲していることから、当初は17号墓がこの前庭の東端に開削された横穴墓で、18号

墓の開口部分にＣ単位群の共有前庭の東壁があった可能性が高い。この共有前庭の北壁にほぼ直交する

ように14～17・55号墓の５基が築造されている。

　一方、17号墓の東にある18・19号墓であるがＣ単位群の６基の横穴墓と開口部の標高はほぼ同じであ

るが、Ｄ単位群の20号墓とは、約１ｍの比高差がある。したがって、Ｄ単位群として認定することは難

しい。18号墓はＣ単位群の東端に造られたような状況を示し、19号墓はＣ単位群の前庭を拡張している

第94図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ～Ｅ単位群　全体図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（14号墓）
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第95図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群　全体図①

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第96図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群　全体図②

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（14号墓）
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ようにも見えることから、18・19号墓もＣ単位群と認定して報告する。ただし、別の単位群である可能

性は排除できない。

　ここでは、Ｃ単位群を14～19・55号墓の７基として報告するが、当初は14～17号の５基で前庭を共有

し、18・19号墓は前庭を拡張することで造営した可能性があると考えておきたい。

　前庭の規模は、19号墓までで東西約13.0ｍ、南北6.5ｍ以上、面積84.5㎡以上である。当該前庭を造

成するにあたり掘削した土量は、横穴墓の開口部の高さから2.0ｍくらいの掘削をした場合、84.5以

上であり、さらに上位から掘りこんで形成した場合は100を超える造成を行った可能性が高い。

　前庭とそれぞれの横穴墓の開口部とは0.5～1.2ｍの段差で区画されている。前庭から何かをもって直

接中に入るのは困難であることから、梯子や台などを使って内部に上がった可能性が高い。また、この

前庭を共有する７基は開口部の標高がほぼ同標高で、最も高低差があるもので0.4ｍである。

　なお、調査段階ではＢ４単位群（13号墓）、Ｄ単位群の前庭（20～23号墓）との先後関係については

明らかにすることができなかった。

（２）天王ヶ谷14号横穴墓（第94～101図，第23・37・79・80・82表，巻頭図版７・９，図版43～45・

122・123）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　完全に埋没しており天井は完全に崩落していた。奥壁・側壁部分は天井付近まで残存してい

たが、横穴墓内部に堆積していた土砂を除去中に一部が崩落したことから、調査中に横穴墓上の丘陵斜

面の土砂が崩落する危険を防ぐため、重機にて上部をすべて除去した後で調査を実施した。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群に位置し、15～19・55号墓と前庭を共有する。この共有前庭

の西端に立地している。標高は、羨道で約62.4～62.7ｍ、玄室で約62.9～63.05ｍであり、奥壁から開

口部に向かって緩やかに下る。前庭との比高差は約1.0ｍである。Ｂ４単位群の13号墓の開口部とは約

1.6ｍの標高差がある。東隣の15号墓とは約0.1ｍであり、ほぼ同標高に開削されている。

イ　横穴墓の構造

　14号墓は側壁を内側に山形に突起させることで玄門とする疑似両袖式であり、左右の袖の位置が異な

る。また、開口部からの距離は右側壁側がやや短い。横穴墓の主軸はN-21°-Wであり、南南東に向かっ

て開口する。全長約5.2ｍ、玄室長約2.5ｍ、玄室最大幅約1.55ｍ、玄室天井高2.15ｍ前後、羨道長約

2.7ｍ、羨道最大幅約1.0ｍである。

　玄室　玄室は両側壁を内側に山形に突起させることで羨道と区画しているが、左右の袖の位置が非対

称である。玄室は奥壁側が広く玄門側が短い縦長の逆台形である。玄室幅に対する玄室長指数は約1.6

である。玄室の横断面は側壁の残存していた立ち上がり角度から推測すると二等辺三角形の尖頭アーチ

形であったと推断できる。 玄室幅に対する天井高指数は約1.4である。奥壁は内傾しながら立ち上がる。

　内部施設は羨道の中ほどまで敷石が１面敷設されているが、玄室中央部は空白部分が確認でき、玄室

の左右と奥壁側に意識があったと想定する。使用された石材は15㎝以下の円礫や平たい角石が主体であ

るが、中には20～30㎝の平たく薄い石材もある。人骨は大部分がこの敷石上に埋葬されている。

　なお、宇藤・天王ヶ谷横穴墓群で唯一羨道まで敷石

が敷設された横穴墓である。

　羨道　羨道は玄室のほぼ中央に取り付けられている。

玄室との間には0.2ｍ程の段差がある。この段差の位

置は袖と一致していない。袖部から一旦広がった後開

口部に向かって徐々に幅を狭める。羨道が玄室より長

第37表　天王ヶ谷14号墓の概要

主軸方位　 N-21°-W 開口方位 南南東

全長 5.20ｍ

玄室長 2.50ｍ 玄室最大幅 1.55ｍ

玄室奥壁側幅 1.55ｍ 玄室玄門側幅 1.25ｍ

玄室天井高 2.15ｍ前後

羨道長 2.70ｍ 羨道最大幅 1.00ｍ

羨道玄門側幅 1.00ｍ 羨道開口部側幅 0.80ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第97図　天王ヶ谷14号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（14号墓）
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く、玄室長に対する羨道長指数は約1.1である。

　閉塞　閉塞は河原石を積み上げる円礫積みであり、長手を横穴墓の主軸に並行させて、山形に積み上

げている。使用された石材は0.3～0.4ｍの川原石である。

　掘削痕　横穴墓全体が土砂で埋没しており、既に失われていた可能性が高い。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は玄室と羨道に副葬されている。玄室では奥壁中央付近から土師器杯（165）が

倒置された状態で、その南西、人骨S202に近くから切子玉（167～170）、丸玉（171・172・174）が出土

した。玄室ほぼ中央で刀子２点（176・177）が出土した。

　羨道では、人骨（S171）のすぐ南側で土師器杯（164）が倒置の状態で出土し、人骨を挟んだ南側か

ら土師器鉢（162）が正置で、その南東で須恵器杯蓋（158）が正置の状態で、さらにその南西で土師器

第98図　天王ヶ谷14号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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鉢（159～161・163）と把手付鉢（166）が163が倒置である以外は正置の状態で出土した。

　この他玄室の覆土中から刀装具（178）、丸玉２点（173・175）が出土した。

　人骨出土状況　人骨は玄室と羨道右側壁玄門側から出土している。玄室内では主に玄室中央右側壁側

（S175～S192，S194～S199，以下位置Ｘとする）、玄室中央奥壁側（S193・S200～S202，以下位置Ｙとす

る）、玄室中央左側壁側（S203～S217，以下位置Ｚとする）の３箇所に集骨されている。Ｘ部分では左

大腿骨が４体分存在しており、少なくとも４人分が集骨されている。Ｙ部分では１体分以上の上腕骨な

どが存在するが、ＸかＹ部分に埋葬された人骨に伴うものの可能性がある。Ｚ部分では左大腿骨が２体

分存在しており、２体が埋葬された可能性が高い。したがって、玄室内には最低６体の人骨が埋葬され

た可能性が高い。

　羨道では、敷石上からS168～S174が、その南側から頭蓋骨２点（S166・167）、左大腿骨（S165）が出

土した。羨道の人骨は一連の人骨かはわからないが頭蓋骨が玄室内の横穴墓に伴わないとすれば、最低

２体、どちらかが玄室内の人骨に伴うものとすれば、左大腿骨１体が存在することから玄室内とは異な

る遺体が存在する可能性が高い。したがって、羨道には少なくとも１人分、頭蓋骨からすれば２体分が

集骨されている可能性が高い。

　なお、14号墓は指骨など細かい骨が良好に残存しているが、伸展葬状態の人骨は存在しない。した

がって、これらの人骨はかたづけ行為を行ったわけではなく、改葬骨が埋葬された可能性が高い。

エ　出土遺物

　須恵器杯蓋１点、土師器鉢７点、把手付鉢１点、玉類（切子玉４点、丸玉５点）、刀子２点、刀装具

１点が出土した。

　土器　須恵器杯蓋１点、土師器鉢７点、把手付鉢１点が出土した。

　須恵器杯蓋（158）は、口縁部と天井部の境に低い稜があり、口縁部は内湾し、端部は丸い。口径

10.3㎝、器高3.9㎝である。

　土師器鉢（159～165）は、口縁部が内湾するもの（159～164）と、直立に近いもの（165）の２種類

に区分できる。前者は羨道、後者は玄室奥壁近くから出土しており、時期差や製作者の違いが存在する

可能性が高い。前者は、内面にはケズリ調整の痕跡が残り、外面は指頭圧痕が確認できるとともに粘土

紐巻き上げの痕跡が明瞭に残存する。円形の板状粘土で底部を造り、その外縁に３段の粘土を巻き上げ

第99図　天王ヶ谷14号横穴墓　出土遺物実測図①

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（14号墓）
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ることで成形し、その接合部を指で強く圧迫し接着していることが判明する。口径は約9.0～10.3㎝、器

高4.5～5.2㎝である。後者は半球形で外面底部には指頭圧痕が残存するが、口縁部は丁寧なナデ調整が

行われ、粘土紐の接合部もわからない。底部はやや丸みのある平底で、口径11.0㎝、器高4.7㎝である。

　把手付鉢（166）は、逆鉤形の角状把手が口縁部中央に取り付けられる逆截頭円錐形の鉢で、底部は

平底、口縁部はやや内湾しながら外上方に立ち上がり、口縁端部は丸く収められる。口径13.2㎝、器高

8.7㎝である。

　玉類　切子玉４点（167～170）、丸玉５点（171～175）がある。

　切子玉（167～170）は水晶製、14面体で片面穿孔である。全長は1.2～1.4㎝である。

　丸玉２点（171・175）はガラス製で紺色である。171で直径約12㎜、171と175で高さ約７～８㎜であ

る。気泡が動いた痕跡が確認できるため管切技法で生産された可能性が高い。これ以外の丸玉３点

（172～174）は石製で、風化して緑灰色を呈しているが、瑪瑙製の可能性が高い。直径約11～12㎜、高

さ約２～３㎜である。

　鉄器　刀子２点、刀装具１点が出土した。

　刀子（176）はほぼ完形であるが、切先を欠損する。刃部は非常に短く、内湾することから、研ぎ減

りの可能性がある。関は両撫関で、茎は茎尻に向かい細くな

り、茎尻は一文字尻である。茎には木柄が残存する。関部分

には鉄製柄縁金具が装着される。断面倒卵形で、長軸1.5㎝

前後、短軸1.2㎝前後、幅は７㎜である。刀子（177）は切先

と茎尻が欠損する。刃部はやや内湾しており研ぎ減りの可能

性がある。関は直角両関であり、茎は茎尻に向かい先細る。

茎には木柄が残存する。

　178は刀装具の破片で、鎺の可能性が高いが、刀子（177）

の柄縁金具としては大きいため、別に短刀や刀子が存在した

可能性がある。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　出土人骨は左大腿骨が７点あることから少なくとも７人は

埋葬され、玄室と羨道には別々の人骨が埋葬されたとすれば、

玄室６人、羨道２人分の８人が埋葬された可能性がある。７

～８人の埋葬は宇藤・天王ヶ谷横穴墓群の中では埋葬者数が

多い横穴墓の一つである。

　羨道に埋葬された頭蓋骨のうち１体は成人女性の可能性が

高く、左側壁側の人骨には成人の男性が１人埋葬された可能

性が高い。また、玄室右側壁側には成人男性１体がある。少

なくとも成人男性２人、成人女性（か）１人が埋葬された可

能性が高く、他に子供が埋葬されていた可能性が高い。

カ　小結

　築造時期　出土した須恵器杯蓋は、遠江Ⅳ期前半でも新し

い時期に位置づけることができるが、玄室の土師器が羨道出

土の土師器と特徴が異なるため、古い可能性があり、遠江Ⅳ

期前半の土師器の可能性が高い。したがって、14号墓は、遠

江Ⅳ期前半、７世紀前半～中葉に築造された可能性が高い。

第101図　天王ヶ谷14号横穴墓　
出土遺物実測図③

第100図　天王ヶ谷14号横穴墓　
出土遺物実測図②
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　埋葬について　14号墓は人骨の出土状況から改葬骨が埋葬された可能性が高い。出土した土器に時期

差が確認できることから、少なくとも１回の追葬が行われた可能性が高く、最低７体以上の人骨が埋葬

されている。主に左側壁側、右側壁側、羨道と３箇所に主に纏まっていることからそれぞれを１回ずつ

の埋葬とすれば初葬と２回の追葬が行われた可能性がある。

（３）天王ヶ谷15号横穴墓（第94～96・102～105図，第23・38・79・82表，巻頭図版７・11，図版43・

46・47・123～126）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　15号墓は完全に埋没しており、重機による表土除去中に閉塞石を発見したことで、新たに確

認した横穴墓である。天井や側壁支持体である地山が脆弱と判断したため14号墓と同様作業の安全面を

考慮して天井と側壁を除去した上で調査した。人骨や遺物が原位置を保持していることから未開口で

あった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群に位置し、14～19号墓と前庭を共有する。西に14号墓、東に

16号墓が位置する。床面の標高は62.5～62.8ｍであり、前庭との比高差は1.2ｍである。14号墓の開口

部との比高差は0.1ｍであり、ほぼ同標高に開口している。

イ　横穴墓の構造

　15号墓は玄室と羨道の境界が不明瞭である。玄室と

袖部の側壁の屈曲点をどこで見るかによって玄室の大

きさが変わるが、D-D′断面とE-E′断面の中間、土器が

副葬された箇所に左側壁側の変換点が確認できること

から、ここを玄室と羨道の境界部分と認定し、側壁を

屈曲させて袖とする疑似両袖式の横穴墓とする。

　横穴墓の主軸はN-10°-Wであり、ほぼ南に向かって開口する。全長は前庭の立ち上がりを考慮すると

4.1ｍ前後に復原できる。玄室長3.0ｍ前後、玄室最大幅約1.5ｍ、玄室天井高0.6ｍ以上、羨道長1.1ｍ

前後、羨道最大幅約1.1ｍである。

　玄室　玄室平面形は奥壁幅が広く玄門側の幅が狭い縦長の逆台形であり、C-C′断面とD-D′断面部分で

急激に幅を狭める。玄室幅に対する玄室長指数は約2.0である。玄室の横断面は横穴墓の調査開始直後

は奥壁が残存していたことから尖頭アーチ形であることが判明するが、玄室内の土砂の除去作業中に崩

落したため図化および写真撮影は叶わなかった。二等辺三角形の尖頭アーチ形であった可能性が高い。

　内部施設は玄室の中央から奥壁側を中心に敷石が設置されているが、玄室中央付近に敷石が敷設され

ないことから、コ字形のような状態で敷石が設置されている。奥壁から約0.8ｍまでは玄室幅一杯に敷

石が敷設される一方、右側壁は0.8～2.2ｍまで、左側壁は0.8～1.7ｍまで幅0.5ｍで敷石が敷設され、

玄室中央には約0.3ｍの敷石が設置されない部分がある。人骨はこの敷石の範囲に埋葬されており、明

らかに埋葬を意識した敷石の設置であることがわかる。

　羨道　羨道と玄室の境に段差はなく、水平である。玄門側から開口部に向かって徐々に幅を狭める。

　閉塞　閉塞は河原石を用いた円礫積みであるが、最下段のみ残存している。0.2～0.4ｍの河原石が用

いられているが、床面との間に土砂の堆積があることから、追葬時の閉塞である可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓内が完全に土砂で埋没していたため、掘削痕については消失している。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は玄室内敷石上と敷石外の部分から出土している。

　敷石上では、玄室北西隅角部で、右側壁に平行して鉄刀（211）が、それに接するように刀子（195）

第38表　天王ヶ谷15号墓の概要

主軸方位　 N-10°-W 開口方位 ほぼ南

全長 4.10ｍ前後

玄室長 3.00ｍ 玄室最大幅 1.50ｍ

玄室奥壁側幅 1.50ｍ 玄室玄門側幅 1.40ｍ

玄室天井高 0.60ｍ以上

羨道長 1.10ｍ前後 羨道最大幅 1.10ｍ

羨道玄門側幅 1.10ｍ 羨道開口部側幅 0.70ｍ

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（15号墓）
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が副葬された。また、位置Ｙ（人骨の位置については後述）の人骨S227の近くから、刀装具１点（207）、

位置Ｙの南敷石が途切れる部分から鉄鏃（200）、用途不明Ｌ字形鉄製品（210）が出土した。そのさら

に南の敷石と右側壁との間から、鉄鏃（201,197・203・204）が、右側壁側敷石の東側ほぼ中央から吊

金具１点（209）が散在した状態で出土した。

　人骨位置Ｚ部分では、鉄鏃（202）が出土した。また、左玄門近くには土師器と須恵器が副葬される

が、左側壁側敷石の南側に須恵器平瓶（194）、土師器鉄鉢形鉢１点（193）、須恵器杯身・杯蓋各２点

（180・183～185）が口縁部を上に向けた状態で出土した。さらにその南側では杯身（188）・杯蓋（182）

がやはり口縁部を上に向けた状態で単独で出土した。さらに左袖部で土師器杯（190・191）、須恵器杯

第102図　天王ヶ谷15号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群



129

蓋（179・186）、盌（189）が口縁部を上に向けた状態で、杯身２点（186・187）は口縁部を横穴墓内に

向けて左側壁に立て掛けるような状態で出土した。また、土師器杯（192）は破片となって出土してお

り、副葬にあたって破壊され、破片が納められたと推測する。

　なお、副葬遺物のうち鉄製品を敷石上に、土器を敷石以外に副葬するような意識があったと想定する。

第103図　天王ヶ谷15号横穴墓　遺物および人骨出土状況図
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　人骨出土状況　人骨は人骨鑑定の結果、最低４体が埋葬されていることが判明した。人骨は右側壁側

のS245～S253（位置Ｘ，個体特定できず）、S221～S229（位置Ｙ，T15-２号人骨）、左側壁側のS232～

S243（位置Ｚ，T15-１号・T15-３か４号人骨）の部分に頭蓋骨、上半身、下半身の骨が集骨される一方、

伸展葬は確認できない。なお、位置Ｚには成人男性（か）と子供の骨が混在している可能性が高く、親

子関係にある可能性がある。

エ　出土遺物

　須恵器、土師器、大刀、鉄鏃、刀子、吊金具、用途不明鉄製品が出土した。

　土器　須恵器杯身５点（184～188）は同じ特徴であり、たちあがりは受部よりもやや高く立ち上がる

第104図　天王ヶ谷15号横穴墓　出土遺物実測図①
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ものである。口径9.4～9.7㎝、器高3.7～4.2㎝である。

　杯蓋（179～183）も同じ特徴で、天井と口縁の境には稜や凹線はなく、口縁部が内湾する。口径10.5

～11.2㎝、器高3.7～4.2㎝である。盌（189）は半球形の胴部で、口縁部が直立するもので、口径と胴

部最大径がほぼ同じ形状を呈する。底部には「一」字形のヘラ記号が刻まれている。

　平瓶（194）はやや頸部の長いもので、頸部はハ字形に開いたあと、口縁部を丸く収める。胴部は扁

平な球胴である。なお、須恵器はいずれも湖西産の可能性が高い。

　土師器杯（190～192）は半球形で口縁部は内湾する。底部はほぼ水平で平底である。いずれもナデ調

整が丁寧に行われているが、192の底部付近には指頭圧痕が残存する。口径11.5～12.1㎝、器高3.9～

4.6㎝である。鉄鉢形鉢は丸底で、口縁部は内湾する。底部外面に細かいハケ調整、胴部上半にもハケ

調整を行い、胴部の中央部には指頭圧痕が残る。底部内面や胴部内面中央付近に指頭圧痕が残存する。

口縁部内外面は丁寧なナデ調整が行われ、赤彩が施される。

　鉄器　鉄製品には大刀、鉄鏃、刀子、吊金具、用途不明鉄製品がある。

　大刀（211）は切先と茎尻を欠損する鍔付大刀である。鍔は無窓の喰出鍔で、倒卵形である。長軸5.2

㎝、短軸3.8㎝、厚さ５㎜である。刃部はやや内湾（内反り）し、関は直角両関で、茎は茎尻まで同じ

幅であった可能性が高い。茎には鉄製目釘が残存する。刀装具（207）は鎺の破片と想定でき、断面は

倒卵形であったと想定する。幅は1.3㎝である。208も刀装具であるが同じく鎺の破片と想定する。209

は吊金具の頭部で、大刀の吊金具であろうか。平面隅丸逆三角形で、図の下側に脚が伸びていた可能性

が高い。断面円形である。

　鉄鏃は長頸尖根式鉄鏃のみの出土である。柳葉式（196・197）と片刃箭式（198・199）がある。残り

は頸部～茎の破片である（200～204）。柳葉式（196・197）の鏃身関は直角で鏃身がやや短く、やや薄

い。鏃身断面は片鎬造である。片刃箭式の関は撫関で、刃部は長い。頸部～茎の破片で、茎関が残存す

るものは棘関である。鉄鏃は出土位置がやや異なるものの鏃身の破片４点、茎関４点であることから４

第105図　天王ヶ谷15号横穴墓　出土遺物実測図②

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（15号墓）
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点が副葬された可能性が高い。それぞれ１本ずつ副葬された可能性が高い。

　刀子は２点（915・205）出土した。195は刃部側が欠損するが全形は判明する。関は両撫関で、茎は

茎尻向かいやや先細るものである。205は関部片で、関は欠損して不明である。茎も欠損し詳細は不明

である。両者ともに木柄が残存することから木柄刀子であったことが判明する。

　このほか、破片のため用途不明の製品２点（206・210）がある。206は鉄片で、刀などの破片の可能

性がある。210は断面方形で、Ｌ字形の破片である。木質が付着しており、鉄鏃の茎が折れ曲がった可

能性もある。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　出土した人骨は人骨鑑定の結果、少なくとも４体分の埋葬が確認でき、その内訳は大人２人、５～７

歳の子供（幼児）２人である。

　一方、出土状況からみると、位置Ｙ部分の人骨は１体分と想定できる一方、位置Ｚには成人（T15-1

号人骨）と子供の人骨（T15-3）が確認でき、少なくとも２体の人骨が同位置に混在している。親子関

係にある人骨であろうか。

　位置Ｘは位置Ｙの人骨と関連するかもしれないが、成人の人骨と少なくとも子供２人分の歯が出土し

ている。したがって、人骨が出土した場所について、同一場所にまとめるという意識が働き、それぞれ

の集骨場所の独立性が高いとすれば、位置Ｘで大人１人、子供２人、位置Ｙで大人１人、位置Ｚで大

人・子供各１人とすれば、６人以上が埋葬された可能性がある。

カ　小結

　築造時期　須恵器杯蓋・杯身の口径や特徴から遠江Ⅳ期前半でも比較的新しい時期に位置づけること

ができることから、15号墓は７世紀中葉に造営された可能性が高い。

　埋葬について　人骨鑑定の結果から最低４人が埋葬されており、人骨の出土状況からみると６人以上

の埋葬である可能性がある。遺物による時期差は想定し難いが、人骨が３箇所に集骨されていることか

らすれば、２回の追葬が存在した可能性がある。

　また、伸展葬の埋葬は確認できず、改葬骨が納められた可能性が高い。

（４）天王ヶ谷16号横穴墓（第94～96・106～112図，第23・39・79・80・82表，巻頭図版７・８・12・

13・15，図版43・48～52・126～130）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、閉塞石を確認したことで新たに発見した横穴墓である。完全に埋没

しており、当初は内部に土砂が流入していて天井を支えていたため天井が残存していたが、内部の土砂

を除去するに従い天井ならびに左側壁が崩落した。この横穴墓も安全性を考慮して天井と側壁を除去し

たうえで調査した。16号墓は閉塞石の残存状況も良好であることから未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群に位置し、西に15号墓、東に55号墓が位置する。床面の標高

は約62.0～62.4ｍであり、15号墓の開口部との比高差は0.5ｍ、55号墓とは0.2ｍである。前庭との比高

差は約0.6ｍである。14・15号墓と比較して前庭との比高差が少なく、台や梯子等を使わず、直接横穴

墓内に上がれた可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　16号墓は側壁を直角に屈曲させ袖部を形成する、両

袖式の横穴墓である。主軸はN-13°-Wに向け、ほぼ南

に向かって開口する。全長約5.6ｍ、玄室長約4.3ｍ、

玄室最大幅約1.6ｍ、玄室天井高2.0ｍ前後、羨道長約

第39表　天王ヶ谷16号墓の概要

主軸方位　 N-13°-W 開口方位 ほぼ南

全長 5.60ｍ

玄室長 4.30ｍ 玄室最大幅 1.60ｍ

玄室奥壁側幅 1.45ｍ 玄室玄門側幅 1.15ｍ

玄室天井高 2.00ｍ前後

羨道長 1.30ｍ 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.85ｍ 羨道開口部側幅 0.90ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第106図　天王ヶ谷16号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（16号墓）
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1.3ｍ、羨道最大幅約0.9ｍである。

　玄室　玄室は奥壁側が広く玄門側に向かって幅を狭める縦長の逆台形である。玄室幅に対する玄室長

指数は約3.0であり、天王ヶ谷横穴墓群の中では非常に縦長の横穴墓である。玄室の横断面は奥壁で尖

頭アーチ形であることを確認したが、覆土の除去中に奥壁が崩落し、上部までの図化および写真撮影は

できなかった。天井高は2.0ｍ前後であったと想定する。奥壁は床面から0.5ｍあたりまでほぼ直立し、

そこから内傾する。

　内部施設は敷石が１面敷設されているが、玄室のほぼ中央から奥壁側で玄室の約３／５程度の敷設範

囲である。人骨はこの部分に納められている。使用された石材は５～10㎝の小礫である。奥壁から0.3

～0.4ｍ部分は敷設されていない。この範囲は、南北約2.8ｍ、東西約1.6ｍである。

　羨道　玄室と羨道との境に段差はなく、ほぼ水平である。羨道の平面は奥壁側の幅がやや広く、開口

部に向かって徐々に幅を狭める。羨道全体を使用して閉塞が行われている。羨道は玄室と比較すると非

常に短く、玄室長に対する羨道長指数は約0.3である。

　閉塞　閉塞は河原石を用いた円礫積みであり、羨道全体を利用して丁寧に行っている。下段の石材は

長手が長いものを利用し、長手を横穴墓の主軸に並行させて羨道幅まで設置する。これを南北で３列分

行い、それ以上も基本的に長手を横穴墓の主軸に並行させて積み上げている。横穴墓内側はほぼ直立す

るような状態で積み上げられ、開口部側は、崩れないように上部のものは下のものよりも内側に積んで

いる。閉塞石に使用された石材は20～50㎝で、下段の方に大きな石材を利用している。閉塞石の高さは

最大で約0.9ｍ残存している。

　掘削痕　横穴墓内に土砂が完全に流入していたため、掘削痕は失われていた可能性が高い。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は奥壁と敷石との間、敷石上、敷石外の左側壁側でいずれも床面・敷石直上で出

土している。

　まず、奥壁と敷石との間では、須恵器大型提瓶（215）が、右側壁に沿うような状態で把手を南北に

向けた正置の状態で出土した。その横から土師器甕（216）が口縁部を奥壁側に向けた横倒しの状態で、

その口縁部付近から須恵器ワイングラス形高杯（214）が口縁部を左側壁側に向けた横倒し状態で、甕

の底部側で土師器杯２点（213・212）が口縁部を下に向けた倒置の状態で接するように出土した。ワイ

ングラス形高杯（214）と土師器杯（212）の間で、鉄製刀子１点（586）が出土した。

　敷石上では、敷石中央北側で、耳環２点（584・585）が並んだ状態で出土した。後述するように大き

さも製作技法も同様であることから同一人物に装着されていた耳環２点と考えてよいだろう。その南側

から玉類（勾玉・切子玉・丸玉，218・224など，Ⅰ群）、耳環の東側で玉類（勾玉・切子玉・管玉・丸

玉・小玉，222・223など，Ⅱ群）が纏まって出土した。また、左側壁側中央付近人骨（S289）の付近か

ら鉄製刀子（589）が単独で出土した。

　敷石範囲の南東から、弓両頭金具５点（601・603～606）が近接して出土した。１張の弓に伴うか、

あるいは１張の弓が破壊され、弭部分がまとめて副葬された可能性あるいは２本の弓が副葬された可能

性が想定できる。その南側から、大刀片（607～610）、刀子（588・590～592）が出土した。

　敷石のすぐ南東側では、鉄鏃８点（593～600）が切先を東西に向けているものと南北に向けるものを

交差して置いたような状況で出土した。それも数本の束をまとめて交差させるわけではなく、１～２本

矢を交差させることを意識した配置となっている可能性が高い。また、鉄鏃の５点には矢柄の痕跡が確

認できるが、597は茎を東側壁側に向けているため矢柄を完全に装着した状態で副葬したとは考え難い。

矢柄を途中で折って破壊して副葬したか、人骨で想定される16号墓の人骨は改葬である可能性が高いこ

とから、当初の遺体の副葬品として伴い人骨とともに腐食した鉄鏃を副葬した結果の可能性もある。こ
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第107図　天王ヶ谷16号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（16号墓）
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の鉄鏃の北東側で鉄製刀子（587）が出土した。

　また、この他床面直上の土砂から丸玉、小玉が出土したが、小玉はⅡ群でしか出土していないことか

ら小玉についてはⅡ群周辺に副葬されていた可能性が高い。また、275は石製丸玉であり、石製のもの

は、１点（255）以外はⅡ群で出土していることから、275はⅠ群に副葬されていた可能性が高い。丸玉

３点（276～278）はガラス製であり、ガラス丸玉はⅡ群でしか出土していないことからⅡ群に副葬され

ていた可能性が高い。さらに、弓両頭金具１点（602）が出土したが、他の５点と同様の位置に副葬さ

れていた可能性が高い。

　なお、土器については奥壁側に３点副葬されているが、敷石は敷設されていない。15号墓同様土器を

まとめて副葬する部分には敷石を設置しないような意識があった可能性がある。

　人骨出土状況　人骨は人骨鑑定の結果最低４体の埋葬があったことが判明した。主に左側壁側、中央、

右側壁側に集骨された状態で出土した。

　左側壁側は頭蓋骨（S296）が北東隅角部に、その南側に壮年期前半の女性の頭蓋骨（S295）をはじめ、

主に壮年期後半の男性（T16-2号人骨）の人骨（S298・S299など）が、更にその南側に壮年期前半の女

性（T16-1号人骨）の人骨（S286・S285など）が、上半身と下半身の人骨が纏められた状態で集骨され

ている。この２体の人骨は混在することなく区分されているが、一部女性の人骨（S283）の上に男性の

人骨が載せられていること、男性の頭蓋骨（S296）が敷石の密度が薄い場所に置かれていることなどか

ら考えると、女性人骨→男性人骨の順に埋葬された可能性がある。なお、残存状況の良好な頭蓋骨

（S296）は、顔を南に向けて、頭蓋骨を立てた状態で埋葬された可能性が高い。

　２体の人骨の西側、玄室中央の玉類が出土した近くに、人骨（S267・S266）など女性（T16-4号人骨）

の上半身と下半身の骨が纏めてられている。この部分に副葬された耳環や玉類はこの人骨に伴うものの

可能性がある。

　右側壁側では、男性の人骨（T16-3号人骨）が上半身と下半身の骨が纏めて納められている。ただし、

遺体はあたかも伸展葬したかのように人骨が並べられているが、脛骨が上腕骨と並べられており、伸展

葬ではないことは明らかである。伸展葬したような状態で人骨を並べようとした可能性があることを報

告しておきたい。

　以上、最低４体の人骨が出土しているが、伸展葬は１体もなく、すべて集骨された状態であることか

ら、改葬の可能性が高い。

エ　出土遺物

　須恵器、土師器、玉類（勾玉・管玉・切子玉・丸玉・小玉）、耳環、大刀、鉄鏃、弓両頭金具、刀子

が出土した。

　土器　須恵器ワイングラス形高杯（脚付盌）１点、大型提瓶１点、土師器杯２点、甕１点が出土した。

いずれも奥壁側右側壁側隅角部から出土した。

　須恵器の、いわゆるワイングラス形高杯（214）は、コップ形の杯部である。口縁部は内傾して立ち

上がり、口縁端部は丸い。口縁部には波状文を施した後、沈線を中央部と底部との境の２か所に刻んで

いる。脚部はラッパ状に開いたあと、脚端部は垂下し、丸く収められる。脚部中央やや上に一条の沈線

が確認できることから脚部は二段を意識していた可能性がある。口径8.4㎝、器高13.1㎝である。

　大型提瓶（215）は、やや底部が窪む球胴で、胴部には平行タタキが前面に施され、下図の胴部右側

にはタタキの後回転ヘラ削りが施される。肩部には二か所に環状の把手が接合される。頸部は太く、逆

ハ字形に開き、口縁部は内傾し、口縁端部は外傾する面をもつ。頸部中央に二条の沈線、口縁端部外面

に一条の沈線が刻まれる。口径13.4㎝、器高32.5㎝である。

　須恵器は２点ともに湖西産である可能性が高い。
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第108図　天王ヶ谷16号横穴墓　出土遺物実測図①

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（16号墓）
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　土師器杯（212・213）は、やや扁平な半球形で、口縁部は底部から急激に立ち上がり、口縁部は内湾

し、口縁端部は内上方に摘み出される。内外面の底部には指頭圧痕、口縁部は横ナデ調整が施されてい

る。口径11.7㎝、器高4.5～4.6㎝である。

　甕（216）はく字形口縁甕で、頸部はく字形に立ち上がった後、口縁端部は水平近くまで外反し、口

縁端部は丸く収められる。胴部は長胴で、平底である。胴部最大径は胴上部にあるが、口径よりも胴部

最大径は狭い。外面は細かいハケ調整が施され、内面にもハケ調整が施され、底部近くは板ケズリが施

される。部分的に輪積みの接合の際の指頭圧痕が確認できる。

　玉類　勾玉９点、切子玉３点、管玉１点、丸玉56点、小玉298点（玉類合計367点）以上が出土した。

　勾玉は９点（217～225）出土し、Ⅰ群（218・224・225）、Ⅱ群（217・219～223）である。勾玉はす

べて瑪瑙製である。いずれも片面穿孔である。大きさは約2.0～4.0㎝である。

　切子玉は３点（226～228）が出土しているが、いずれも水晶製である。14面体で、片面穿孔である。

大きさは全長約1.7～2.9㎝である。

　管玉はⅡ群で１点（229）出土した。天王ヶ谷横穴墓群で唯一の管玉である。いわゆる「碧玉」製

（グリーンタフの可能性が高い）で、片面穿孔であるが、図の下側にも穿孔しようとした痕跡があり、

本来は図面下部から穿孔しようとしたものを、場所が悪かったため、あるいは穿孔を失敗したため、最

終的な穿孔箇所に変更した可能性が高い。全長2.6㎝、直径９㎜である。

　丸玉は56点（230～278、454～460）出土しているが、25点（230～254）がⅠ群、27点（255～274・

454～460）がⅡ群出土である。Ⅰ群出土の丸玉（230～254）と275は黒色（風化して黄褐色などになっ

たものあり）の石製丸玉であるが、石材の種類は瑪瑙の可能性が高い。穿孔する面は両面ともに平坦に

削られている。いずれも片面穿孔である。直径約８～14㎜、高さ約４～11㎜である。

　Ⅱ群出土の丸玉（255～274・454～460）は255が瑪瑙製であるほかはガラス製である。また、覆土等

出土の３点（276～278）もガラス製である。ガラス製丸玉はⅡ群にのみ副葬されていた可能性が高い。

いずれも色調は紺色である。丸玉中には気泡が動いた痕跡が確認できることから、管切技法により生産

された可能性が高い。大きさに差異があり、断面が円形で大きなもの（255～259）は直径約11～14㎜、

高さ約９～11㎜、断面が扁平な楕円形のもの（260～274・276～278・454～460）は直径約７～12㎜、高

さ約４～９㎜である。

第109図　天王ヶ谷16号横穴墓　出土遺物実測図②
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第110図　天王ヶ谷16号横穴墓　出土遺物実測図③

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（16号墓）
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　小玉298点（279～453・461～583）以上出土している。実測図を掲載したもののほかに破砕した小片

が確認でき、接合・実測できないが10点には満たないものの数点に復原できる可能性が高い。

　いずれもⅡ群出土（と想定できるもの）であり、すべてガラス製である。色調は紺色が大部分で、３

点（390・452・453）のみライトブルーである。ガラス製丸玉と同じく、気泡が動いた痕跡が確認でき

るため、管切技法により生産された可能性が高い。なお、10倍ルーペで確認するとガラス小玉の一部に

切断した時の痕跡と思われる、小さな突起が確認できるものがある。

　耳環　耳環（584）の小口面に箔を処理した際にできる皺の痕跡が確認できることから、中実銅芯に

箔を巻き付けたことが判明する。また、585についても箔が剥がれ落ちた痕跡を確認できるため584同様

箔を巻き付けて製作したものであることが判明する。自然科学分析の結果、「中実銅芯銀張鍍金」の耳

環であることが判明した。

　両者ともに平面形はほぼ円形で、断面も円形である。長軸は2.9～3.0㎝、短軸2.7㎝、厚さ0.7～0.8

㎝である。大きさ、製作技法が同様であり、ほぼ同じ位置から出土していることから同一人物に装着さ

れていた耳環２点の可能性が高い。

　鉄製品　大刀片４点（607～610）、鉄鏃８点（593～600）、刀子６点（586～592）、弓両頭金具６点

（601～606）が出土した。

　大刀は４片（607～610）に破砕しているが、出土位置からすると同一の大刀の破片の可能性が高い。

未開口であった可能性が高いことから、大刀が破砕して完形品に復原できない理由については上述した

ようにいったん別の場所に埋葬された人骨とともに副葬された大刀が改葬段階には既に腐食していたた

第111図　天王ヶ谷16号横穴墓　出土遺物実測図④

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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めこのような状態で副葬された可能性がある。

　鉄鏃は８点（593～600）出土し、すべてほぼ完形である。いずれも長頸尖根式で、６点（593～598）

が片刃箭式、２点（599・600）が柳葉式である。

　片刃箭式の鏃身関は抉りが浅すぎたためか一部の個体で撫関あるいは無関のような状態に見えるもの

があるが、基本的に抉りの浅い直角関であった可能性が高い。刃部は先端にのみ付けられており、鏃身

の大部分の横断面は刃部側の幅が狭い長台形で、刃が付けられていない。刃部の形状は、切り離しのま

ま刃をつけたもの（598）や、ふくらの張るもの（593～595・597）がある。関は棘関であるが、方形の

もの（593～597）と突起状のもの（598）があり、６点中１点（598）は新しい可能性がある。

　柳葉式（599・600）は鏃身が比較的短いもので、関は直角関であり、片鎬造である。茎関は棘関で、

方形のもの（599）と突起状のもの（600）がある。

　刀子は７片出土しているが、茎で数えると４点の可能性が高い。590～592については刀子（588）あ

第112図　天王ヶ谷16号横穴墓　出土遺物実測図⑤

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（16号墓）
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るいは大刀（607～610）の付近出土であり、その大刀か刀子に伴う可能性が高い。

　586はほぼ完形で、切先・茎尻を折損する。刃部はやや内湾するため研ぎ減りの可能性がある。関は

両撫関で、茎は茎尻に向かい先細る。茎には木柄が残存する。587は刃部の大部分を欠損するもので、

刃部は内湾することから研ぎ減りの可能性がある。関は両撫関で茎は茎尻に向かい先細り、茎尻は一文

字尻である。茎には樹皮巻と木柄の痕跡が確認でき重なり具合を観察すると、茎に樹皮を巻き付けた後

木柄を嵌めた可能性が高い。588は刃部を欠損しており、関は両撫関で、茎は茎尻に向かって大きく幅

を狭めるもので、茎尻は尖る。茎には木柄が残存している。589は小型の刀子である。関が確認できな

いこと、糸巻きあるいは布と、樹皮巻の痕跡が確認できることから、残存部分は断面三角形であるが茎

である可能性がある。木柄に樹皮巻を行い、さらに糸巻きあるいは布巻きした可能性がある。590～592

は刃部の破片である。

　弓両頭金具６点（601～606）は方形両頭であり、軸棒の断面は方形である。筒部の花弁は４弁の可能

性が高い。軸の長さは2.3～2.8㎝、筒の直径は0.6～0.7㎝である。天王ヶ谷横穴墓群で出土した最も多

い数量であり、６点であることから上下の弭に３点ずつ装着されたのであろうか。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　16号墓に埋葬された人骨は人骨調査の結果、最小個体数で４体である。１体は壮年（後半）の可能性

が高い男性（T16-2号人骨）、壮年（前半の可能性が高い）女性（T16-1号）、成人男性（T16-3号）、成人

の可能性が高い女性（16-4号人骨）である。

　この性別による埋葬位置を復原すると、玄室中央付近に女性２体、右側壁側と左側壁奥壁側に男性２

体である。埋葬の順番については明らかにできないが、人骨の重なり具合から判断して、T16-2号人骨

の上にT16-1号人骨が載ることから、T16-2号→T16-1号人骨の順で埋葬された可能性が高い。

　したがって、玄室の中央付近が埋葬にあたっての中心的な位置であるとすれば当横穴墓は女性が中心

的な位置を占めていた可能性が高いことが分かる。また、後述する20・53号墓では右側壁側に人骨が纏

められていることから右側壁側がより重視されたとすれば、16-1号人骨が初葬者（女性）であった可能

性がある。

カ　小結

　築造時期　出土した大型提瓶はⅢ期末葉～Ⅳ期前半、ワイングラス形高杯は遠江Ⅲ期後半～Ⅲ期末葉

を中心とする時期に位置づけられること、鉄鏃も関をもつ片刃箭式や柳葉式が存在することから、16号

墓の築造時期は遠江Ⅲ期末葉～Ⅳ期前半でも早い時期、７世紀前半（第１四半期）に築造された可能性

が高い。

　埋葬について　16号墓の埋葬人数は最低４人であり、成人男性２名、成人女性２名である。一見すれ

ば夫婦２組とも考えられるが、その関係については明確にすることができなかった。

　鉄鏃では若干の時期差が確認でき、人骨の重複が確認できることから、１回は追葬が行われた可能性

があるが、それぞれの人骨を埋葬するごとに追葬が行われたかどうかについては明確にすることはでき

なかった。

（５）天王ヶ谷55号横穴墓（第94～96・113図，第23・40表，図版52）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　16・17号墓の調査を進めていく中で、16・17号墓の間の平坦面を精査している際に平面プラ

ンを確認することで、新たに発見した横穴墓であるとともに、番号のとおり天王ヶ谷横穴墓群中で最後

に確認した横穴墓である。

　横穴墓は完全に埋没していた。床面が乱されたような状況はないことから未開口であった可能性が高

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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いが、閉塞石は１石しか確認できないため、断定はできない。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群に位置し、西に16号墓、東に17号墓が位置する。床面の標高

は約62.2～62.3ｍであり、16号墓の開口部との比高差は0.2ｍ、17号墓とは0.1ｍである。前庭との比高

差は約0.9ｍである。比高差が１ｍ近くあるが、元々開口部前は斜面であった場合には、登ることは可

能であったと想定できる。一方、前庭の下部の立ち上がりが、築造当初の立ち上がりに近く、そのまま

の角度で開口部まで立ち上がっていたとすれば、高さは１ｍあるため14・15号墓同様梯子や台等を使っ

て中に入った可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　55号墓の平面は無袖形である。D-D′断面やや北側で両側壁とも若干突起していることから、この部分

が袖であった可能性も残るが、この部分を袖とした場合、玄室長は約1.2ｍであり、玄室長としては短

かすぎることから、袖は形成されなかったと判断し無袖形とした。横穴墓の主軸をN-９°-Wに向け、ほ

ぼ南に向かって開口する。全長は現状で約1.5ｍであるが、前庭が床面近くの角度で立ち上がっていた

とすれば最大で2.0ｍ前後であった可能性がある。

　玄室　平面形態は奥壁側から開口部に向かって幅を狭める縦長の逆台形である。玄室幅に対する玄室

長指数は約2.0である。玄室の横断面は不明であるが、

後述する30～34号墓などの小型の横穴墓を参考にする

と尖頭アーチ形であった可能性が極めて高い。奥壁は

残存する部分まではほぼ直立する。

　内部施設は５～10㎝の石材が用いられた敷石あるい

は棺台の可能性が高い。他の

横穴墓では敷石に使用される

ような大きさの石材が使用さ

れたことは敷石の可能性があ

るが、面的に敷設されていな

いこと、敷設された範囲の中

央に空白部分が確認できるこ

とから、木棺などを置くため

の棺台のような状態で使用し

た可能性もある。

　設置範囲は横穴墓の主軸に

平行し、長さ約1.0ｍ、幅0.4

～0.5ｍである。人骨は出土し

ていない。この範囲に伸展葬

の大人の人骨を埋葬すること

は不可能であるが、他の横穴

墓同様改葬骨を納めたとすれ

ば、大人の埋葬も可能である。

　閉塞石　河原石１石が残存

することから円礫積み閉塞で

あることが判明する。使用され

た石材は25㎝の河原石である。 第113図　天王ヶ谷55号横穴墓　完掘状況図

第40表　天王ヶ谷55号墓の概要

主軸方位　 N-9°-W 開口方位 ほぼ南

全長 1.50ｍ

玄室長 1.50ｍ 玄室最大幅 0.70ｍ

玄室奥壁側幅 0.70ｍ 玄室玄門側幅 0.60ｍ

玄室天井高 0.60ｍ以上

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（55号墓）
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　掘削痕　横穴墓内が完全に埋没していたため、掘削痕は失われている。

ウ　遺物および人骨出土状況

　副葬された遺物および人骨は確認できない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　出土遺物がないため築造時期を特定することはできないが、小型の横穴墓

であることから判断して、７世紀後半以降の築造である可能性が高い。天王ヶ谷横穴墓群では、29・30

号墓と同様最も小型の横穴墓であり、８世紀初頭まで降る可能性がある。

　埋葬人数・埋葬回数については１回以上としかいえないが、他の横穴墓同様改葬骨が納められた可能

性が高い。

（６）天王ヶ谷17号横穴墓（第94～96・114～119図，第23・41・79・82表，巻頭図版14，図版43・53～

55・129～133）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、閉塞石を確認したことで新たに発見した横穴墓である。完全に埋没

しており、天井は崩落していた。当初は「中央室」までの構造と考えて調査していたが、「後室」部分

が掘削できることが分かり、この段階で玄室が３段に区分されていることが判明した。また、閉塞石の

残存状況も良好であることから未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群に位置し、西に55号墓・16号墓、東に18号墓が位置する。床

面の標高は羨道で約62.1～62.3ｍであり、55号墓とは0.1ｍ、16号墓とも0.1ｍ、18号墓とは比高差はな

い。前庭との比高差は約0.5ｍである。14・15号墓と比較して前庭との比高差が少なく、台や梯子等を

使わず、直接横穴墓内に上がれた可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　17号墓は全長が約9.1ｍと天王ヶ谷横穴墓群、宇藤横穴墓群を通じて最も大型の横穴墓である。また、

遠江の横穴墓の中でも最大規模の横穴墓である。

　左右側壁を直角に屈曲させることで袖を形成する両袖式の横穴墓である。玄室は内部に段差が２箇所

あり、３箇所に区切られている。奥壁側から「後室」、「中央室」、「前室」として報告する。横穴墓は主

軸をN-8°-Wに向け、ほぼ南に向かって開口する。全長約9.1ｍ、玄室長約7.8ｍ、後室長約2.7ｍ、後室

最大幅約1.8ｍ、中央室長約2.7ｍ、中央室最大幅約1.8ｍ、前室長約2.4ｍ、前室最大幅約1.8ｍ、後室

天井高1.6ｍ以上、羨道長約1.3ｍ、羨道最大幅約1.2ｍである。

　玄室　玄室は上述したとおり段によって区切られており、各段部分の南側が外側に向かってやや広が

りを見せるが、10号墓の袖のように突起は確認できない。平面上で突出するように見えるのは側壁の持

ち送りの関係で後室、中央室が高くなっている分、持

ち送りの結果で幅が狭まっているだけである。後室、

中央室はほぼ縦長の長方形で、前室は奥壁側が広く玄

門側が狭い縦長の逆台形である。玄室幅に対する玄室

長指数は約4.3で、後室・中央室は玄室幅に対する長

さの指数は約1.6、前室は約1.3である。後室と中央室

との段差は約0.3ｍ、中央室と前室の段差は約0.35ｍ

である。３室構造ではなく２室構造であるが森町谷口

第41表　天王ヶ谷17号墓の概要

主軸方位　 N-8°-W 開口方位 ほぼ南

全長 9.10ｍ

玄室長 7.80ｍ 玄室最大幅 1.80ｍ

玄室天井高 1.60ｍ以上 後室長 2.70ｍ

後室奥壁側 1.70ｍ 後室玄門側幅 1.80ｍ

中央室長 2.70ｍ 中央室奥壁側幅 1.80ｍ

中央室玄門側幅 1.60ｍ 前室長 2.40ｍ

前室奥壁側幅 1.80ｍ 前室玄門側幅 1.60ｍ

羨道長 1.30ｍ 羨道最大幅 1.20ｍ

羨道玄門側幅 1.20ｍ 羨道開口部側幅 1.00ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第114図　天王ヶ谷17号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（17号墓）



146

横穴墓群のE-Ⅱ-２号墓が同様の玄室構成・床面構造を採用している（森町教委1996）。

　玄室の横断面は掘削当初は奥壁が残存しており、丸みをもって立ち上がる二等辺三角形の尖頭アーチ

形であることが判明した。残念ながら掘削途中に上部が崩落し、写真および図化はできなかった。奥壁

は円弧を描きながら内傾して立ち上がる。なお、玄室の縦断面の天井であるが、床面の段に伴って天井

に段があったかどうかについては、確認できなかった。

　内部施設は、玄室内に段差を設けて玄室内を区切る２段の棺座である。後室全面に１面敷石が敷設さ

れている。前室、中央室には敷石はない。中央室に副葬された土器は直接床面に置かれているため、当

初から何も設置されなかった可能性が高い。後室部分で人骨が出土しており、人骨を埋葬する場所だけ

に敷石を設置する意識があったと想定する。使用された石材は10㎝以下の小礫である。

　羨道　羨道と玄室との境に段はなく水平である。平面形は玄門側が広く羨道が狭い逆台形である。玄

室長に対する羨道長指数は約0.2であり、玄室の１／５である。羨道の玄門側で閉塞が行われている。

羨道の横断面は床面から一旦外側に膨らんだ後内傾して立ち上がるものである。尖頭アーチ形であった

のかアーチ形であったのか不明である。

　閉塞　閉塞は玄門部分で河原石を利用して行われた円礫積み閉塞である。A-A′断面、I-I′断面で分か

るように、下部の河原石と上部の河原石の間に石材が空白（土砂）の部分があることから、上部の閉塞

は追葬時のもので、下部のものが当初の閉塞の可能性が高い。

　下部の閉塞は羨道で、上部の閉塞は羨道から玄室内で行われている。使用された石材は20～40㎝の河

原石である。河原石を積み上げているだけで、長手を横穴墓主軸に平行させて設置するような意識は確

認できない。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は後室敷石上と、中央室で出土している。

　後室では、人骨の右側壁側から右側壁に平行するように茎を奥壁側、刃を右側壁側に向けた状態で敷

石上から大刀１点（642）が出土した。また、後室の南東隅角で敷石上から、鉄鏃５点（631・632・634

～636）、刀子１点（629）が散在して出土した。

　中央室では南東隅角で左側壁に沿うように、北側から長頸壺（625）、平瓶（623）が正置の状態で出

土したが、この長頸壺の口縁部の一部が南側の須恵器に交じって出土した（なお、図版では長頸壺が倒

れた状態で写っているが本来は直立していたことを明記しておきたい）。また、そのすぐ南側で口縁部

や脚部を破砕された高杯と高杯の破片（627・628）が、その南西では杯身・杯蓋が正置、倒置の状態で

副葬されているが、完全に組み合わされた状態で副葬されたものはない。そのさらに南側では一部が破

砕された高杯、杯身、杯蓋などが纏められた状態で、平瓶（624）が正置の状態で出土した。

　破砕した破片も重ねられており、土砂の崩落に伴って遺物が破壊されたわけではなく、埋葬当初から

破砕された状態で副葬されたことがわかる。さらに、この土器の中から鉄鏃３点（633・637・638）が

出土した。

　なお、床面直上の土砂から、刀子１点（630）、鉄鏃茎か１点（639）、鎺１点（641）が出土した。

　人骨出土状況　人骨は後室のみで出土している。後室右側壁奥壁側で、３体分の人骨が出土したが、

成人２体分は頭蓋骨、上半身、下半身の骨が集骨された状態で混在していることから同時に埋葬された

可能性が高い。また床面直上の土砂から出土した歯には子供の歯がある。

　したがって、成人２人、子供１人の３体がこの場所に埋葬されていた可能性が高い。

エ　出土遺物

　須恵器16点、大刀１点、鉄鏃７点以上、刀子２点が出土した。

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第115図　天王ヶ谷17号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（17号墓）
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　土器　須恵器杯蓋７点、杯身５点、無蓋高杯３点、平瓶２点、脚付長頸壺１点が出土した。

　杯蓋７点（611～617）は同じ特徴である。半球形の杯で、天井と口縁の境には稜や凹線はなく、口縁

部が内湾する。口径9.0～9.6㎝、器高3.3～4.2㎝である。杯身５点（618～622）も同じ特徴であり、た

ちあがりは受部よりもやや高く立ち上がるか、受部と同じ高さである。口径8.0～8.6㎝、器高3.1～3.7

㎝である。621の底部に「一」字形のヘラ記号が刻まれている。

　平瓶２点（623・624）は頸部が短いもの（623）と、頸部がやや長いもの（624）があり、ともに扁平

な球胴である。

　脚付長頸壺（625）はハ字形に開く脚部の途中に段があるもので、二段を意識していた可能性がある。

胴部はやや扁平な球胴で、胴中央部に二条の沈線がある。頸部は逆ハ字形に開き、上半に四条沈線が施

され、口縁部は丸く収められる。

　無蓋高杯３点（626～628）は長脚二段透かしであるが、上段と下段の透かしはそれぞれ対角線に穿た

れる二方向の長方形透かしであるが、上から透視した場合、上下の透かしは上下に重ならないように十

字になるように穿たれており、また透かしの位置も完全に上下ではなく一部高さが重なる部分がある。

第116図　天王ヶ谷17号横穴墓　出土遺物実測図①

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第117図　天王ヶ谷17号横穴墓　出土遺物実測図②

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（17号墓）
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杯部は半球形碗

形で、脚部はラ

ッパ状に開いた

あと、端部外側

に面をつくるも

のである。

　鉄製品　鉄製

品は大刀１点、

鉄鏃７点以上、

刀子２点である。

　大刀は鍔付大

刀であり完形品

である。切先は

ふくらの張る切

先で、刃部はや

や内反である。

関は刃部側の直

角片関で、抉り

は約1.0㎝と深

い。茎は茎尻に

向かい先細り、茎尻は丸尻である。茎には中央やや下に１孔目釘孔が確認でき、断面方形の目釘が残存

している。また、それよりやや関側にもう１孔穿たれていた可能性があるが、Ｘ線写真でも明確ではな

い。茎には木質が残存しており、木柄に装着された状態で副葬されたことが判明する。全長87.7㎝、刃

部長72.8㎝、刃部幅3.0㎝、茎長14.9㎝、茎幅2.8㎝である。

　鍔（640）は出土時には鉄刀に嵌められた状態で出土した。幅広の無窓鍔で、内孔が小さい。平面形

は倒卵形であるが、刃部側は尖らず、丸みを帯びている。断面は薄く、外側に厚さが内孔側よりもやや

厚い。長軸8.2㎝、短軸2.3㎝、厚さ0.2㎝である。内孔は楕円形で、長軸2.8㎝、短軸1.4㎝である。鎺

（641）は床面直上の土砂から出土しているが、大刀（642）に伴う可能性が高い。鍔は装着された状態

で、鎺は外された状態で副葬された可能性がある。鎺は倒卵形で、長軸3.4㎝、短軸2.1㎝、幅1.3㎝で

ある。外面に木質が付着している。木製鞘が残存した可能性が高い。したがって、大刀（642）は当初

は柄・鞘ともに装着された拵え全体で副葬された可能性が高いことが判明する。

　鉄鏃は２箇所で出土しているが、ほぼ同一形態であり、同時期のものである可能性が高い。すべて長

頸尖根式であり、刃部の残存状況から７点が副葬された可能性が高い。尖根鑿箭式で、切刃造で、断面

は片鎬造で非常に薄い。頸部も他の横穴墓から出土した長頸尖根式と比較すると短い。茎関はすべて突

起状の棘関で、華奢である。

　刀子（629）は完存する。鉄製柄縁金具（鎺）を伴う木柄刀子である。刃部はやや内反しており、研

ぎ減りの可能性がある。関は両撫関で、茎は茎尻に向かい幅を細めるもので、茎尻は丸く収められてい

た可能性が高い。柄縁金具は関部分に装着され、断面卵倒形で、長軸1.7㎝、幅0.9㎝に復原できる。茎

には木柄が確認できるが刃部には木質が残存しないことを考慮すると抜身状態で副葬された可能性があ

る。刀子（630）は、関部付近の破片で、関は両撫関で、茎は茎尻に向かい先細る。茎には木柄が残存

する。

第118図　天王ヶ谷17号横穴墓　出土遺物実測図③

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　出土した人骨は少ないが、人骨調査の結果、少なくとも３体が埋葬さ

れた可能性が高い。残念ながら性別や詳細な死亡年齢は不明であるが、

成人２人、６～13歳ぐらいの子供１人の３人が埋葬された可能性が高い。

カ　小結

　築造時期　須恵器杯身・杯蓋、鉄鏃はその特徴から遠江Ⅳ期後半に、

無蓋高杯は２段透かしであること、平瓶（623・624）は胴部が高く、頸

部が比較的短いことから遠江Ⅲ期末葉、７世紀前半に位置づけられる可

能性が高い。脚付長頸壺（625）は脚部が長く、かつ二段を意識してい

た可能性が高いことから、無蓋高杯に近い時期とすることができる。ま

た、鍔付大刀は関が片関であることから比較的古い時期に位置づけられ

る。したがって、17号墓の築造時期については遠江Ⅲ期末葉、７世紀前

半で、追葬が遠江Ⅳ期後半、７世紀後半に行われた可能性が高い。

　埋葬について　須恵器に二型式が確認できること、閉塞石の積載状況

から、追葬が行われたことが判明する。ただし、人骨はすべてが同一箇

所から出土しており、追葬段階で同一箇所に人骨をまとめて埋葬し直し

たか、元々人骨があった場所に重ねるように人骨を埋葬し、初葬と追葬

段階の土器をまとめて中央室南東側に納めた可能性がある。

（７）天王ヶ谷18号横穴墓（第94～96・120・121図，第23・42・80表，

図版43・56・133）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　表土除去後に閉塞石を確認したことにより新たに発見した横

穴墓である。横穴墓内部は完全に埋没しており、天井は完全に崩落して

いた。閉塞石が良好に残存しており、床面も乱されていないことから、

未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷Ⅰ支群Ｃ単位群に位置し、西側に17号墓、東側に19号

墓が位置する。床面の標高は約62.1～62.55ｍであり、17号墓の開口部

とは比高差はなく、19号墓とは0.1ｍの比高差がある。前庭との比高差

は約1.0ｍであり、直接登ることは厳しいため、台や梯子等を利用した

可能性が高い。18・19号墓は平面形態や内部施設の設置範囲も酷似する

ことからほぼ同時期に開削された可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　18号墓は袖部を形成しない無袖形である。横穴墓の主軸をN-３°-Eに

とり、ほぼ真南に向かって開口する。全長約2.35ｍ、玄室最大幅約1.1

ｍ、玄室天井高0.8ｍ以上である。

　玄室　玄室の平面

形は奥壁側が広く、

開口部に向かって幅

を狭める縦長の逆台

形である。玄室幅に

第42表　天王ヶ谷18号墓の概要

主軸方位　 N-3°-E 開口方位 ほぼ真南

全長 2.35ｍ

玄室長 2.35ｍ 玄室最大幅 1.10ｍ

玄室奥壁側幅 1.10ｍ 玄室玄門側幅 0.60ｍ

玄室天井高 0.80ｍ以上

第119図　天王ヶ谷17号横穴墓
出土遺物実測図④

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（18号墓）
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対する玄室長指数は約2.1である。玄室の横断面は掘削途中までに残存していた奥壁により尖頭アーチ

形であることが判明したが、掘削途中に壁面が崩落し写真撮影・図化は叶わなかった。奥壁の残存部分

は直立する。

　内部施設は、奥壁から玄室中央部まで敷石が１面敷設されている。敷石の範囲は長さ約1.1ｍ、幅

0.85～1.1ｍである。用いられた石材は５～10㎝前後の小円礫である。

　閉塞　閉塞は開口部で河原石を用いた円礫積み閉塞である。20～50㎝の河原石を山

形に積み上げている。河原石の小口方向を揃えて積み上げるような意識は確認できな

い。閉塞の高さは約0.5ｍである。なお、閉塞石は玄室の開口部で行われており、こ

の分を玄室長から除くと、遺体を収納できる長さは約1.4ｍしかなく、大人の伸展葬

は難しかった可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓が完全に土砂で埋没しており、掘削痕はすでに失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物は敷石のほぼ中央から丸玉（643）１点が出土した。

　一方、人骨は出土していないため不明である。

第121図
天王ヶ谷18号横穴墓
出土遺物実測図

第120図　天王ヶ谷18号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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エ　出土遺物

　丸玉１点が出土した。丸玉（643）は石製の可能性が高いが、ガラス製の可能性も残る。黒褐色を呈

する。直径８㎜、高さ約10㎜である。１点のみの副葬とは考えにくく、他にも埋葬された可能性が高い。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　時期を特定できる遺物が出土していないことから築造時期を明確にするこ

とはできない。小型であること、Ｃ単位群の中では東側の隅角に近い位置に築造されていることから、

16・17号墓よりも新しく位置づけることができ、７世紀後半～８世紀初頭の築造と推測できる。しかし、

追葬に関しては宇藤７号墓の事例から小型であるといえども全くなかったとは断定できない。最低１回

１人以上の埋葬が行われたと想定しておきたい。

　なお、他の横穴墓では敷石設置範囲に遺体が埋葬されていることから、18号墓も敷石上に遺体が埋葬

されたとすれば、改葬骨が納められた可能性が高い。

（７）天王ヶ谷19号横穴墓（第94～96・122図，第23・43表，図版43・57）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　表土除去後、横穴墓を検出している途中で発見した横穴墓である。横穴墓内は完全に埋没し

ていたが、閉塞部分が失われており、開口していたかは判断できない。床面が乱されていないことから

未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｃ単位群に位置し、Ｃ単位群の最も東側に位置する。西側に18号墓、

東側にＤ単位群の20号墓が位置する。床面の標高は約62.2～62.4ｍで、前庭との段差は約1.1ｍである。

開口部で18号墓とは約0.1ｍ、20号墓とは約1.3ｍの比高差がある。この開口部の比高差を考慮すれば、

19号墓はＣ単位群に位置づける方が妥当と考える。

イ　横穴墓の構造

　19号墓は無袖形の横穴墓である。墓はC-C′断面から

約0.2ｍ南の位置で両側壁ともやや屈曲していた可能

性があるが、18号墓同様、無袖形であると判断した。

主軸はN-12°-Eにとり、ほぼ南に向かって開口する。

全長は前庭との関係から2.1ｍ前後に復原でき、玄室最大幅約1.0ｍ、玄室天井高0.5ｍ以上である。

　18号墓と形態、規模も類似していることからほぼ同時期に築造された可能性が高い。

　玄室　玄室の平面形は上述したとおりC-C′断面の南側で両側壁に変換点が確認できるが、袖ではない

と判断した。奥壁側が広く、開口部の幅が狭い縦長逆台形である。玄室幅に対する玄室長指数は約2.2

である。玄室の横断面は側壁の立ち上がり状況から判断して、やや丸みをもって側壁が持ち送られる正

三角形の尖頭アーチ形であった可能性が高い。奥壁の残存部分はほぼ直立する。

　内部施設は奥壁から玄室中央に敷石が１面敷設されている。その範囲は長さ約0.9～1.2ｍ、幅約0.8

～1.1ｍであり、敷石上に大人を伸展葬するのは不可能である。敷石の範囲を考慮すれば改葬骨が埋葬

された可能性が高い。使用された石材は５～10㎝の小礫である。

　閉塞　閉塞は失われているが、板石を嵌めこんだような痕跡は確認できないことから、他の横穴墓同

様円礫積み閉塞であった蓋然性が高い。

　掘削痕　横穴墓は土砂で完全に埋没しており、掘削痕は失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物および人骨は出土していない。副葬遺物はなかった可能性が高い。

　上述したように伸展葬は困難であること、他の横穴墓では敷石の範囲内からのみ人骨が出土している

第43表　天王ヶ谷19号墓の概要

主軸方位　 N-12°-E 開口方位 ほぼ南

全長 2.10ｍ前後

玄室長 2.10ｍ以上 玄室最大幅 1.00ｍ

玄室奥壁側幅 1.00ｍ 玄室玄門側幅 0.50ｍ

玄室天井高 0.50ｍ以上

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（19号墓）
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ことなどから判断して、

改葬骨が納められた可

能性が高い。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期　遺物が出

土していないことから

築造時期に関しては不

明であるが、Ｃ単位群

の最も東側に位置する

こと、小型の横穴墓で

あることから判断して、

７世紀後半～８世紀前

半に築造された可能性

が高い。

　埋葬について　横穴

墓が小型であるため改

葬骨が納められた可能

性が高く、追葬の回数

は少なかったか、ある

いはなかったと想定で

きるが、宇藤７号墓の事例から埋葬人数については必ずしも一人だったとは限らない。

第122図　天王ヶ谷19号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　５　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｄ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｄ単位群の前庭（第94・123図，図版43・57）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｄ単位群の前庭は20～23号墓が共有する。この共有前庭は南に向かってコ字

形に掘削される。Ｃ単位群の前庭と切合関係にあるが、前後関係を明らかにできなかった。20号墓が北

壁の中心に、21号墓が北壁の東隅に、22・23号墓が東壁に掘削されており、20号墓の西側に横穴墓が築

造されないことは、西側はＣ単位群の範囲として認識されていた可能性が高い。前庭北壁の中心箇所に

20号墓が位置するためＤ単位群の中心は20号墓で、次に21号墓、東側壁に築造された22・23号墓は位置

的にみると23号墓が東壁の中心に位置することから、23→22号墓の順に築造されたのであろう。20→21

→23→22号墓の順に築造された可能性が想定できる。

　前庭の範囲は、東西約4.5ｍ、南北約5.5ｍで、約22㎡である。横穴墓の開口する標高付近から掘削さ

れたとすれば、横穴墓付近では２ｍ以上掘削している可能性が高く、22以上の造成が行われた可能性

が高い。

（２）天王ヶ谷20号横穴墓（第94・123～130図,第23・44・79・81～83表,巻頭図版15,図版57～60・133

～135）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後に閉塞石が確認できたことで新たに確認した横穴墓である。完全に埋

第123図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｄ単位群　全体図①

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（20号墓）
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第124図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｄ単位群　全体図②

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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没しており、天井は完全に横穴墓内部に落ち込んで

いた。この崩落に伴い、左右両側壁上部も崩落して

しまっている。閉塞施設が良好な状態で残存してい

たこと、横穴墓内も乱されたような痕跡は確認でき

ないことから未開口であった可能性が極めて高い。

　立地　20号墓は、天王ヶ谷Ⅰ支群Ｄ単位群に位置

し、西側にＣ単位群の19号墓、東側に21号墓が位置する。Ｄ単位群の前庭の北面の中央に位置しており、

Ｄ単位群の中心的な横穴墓であることは間違いない。床面の標高は羨道で約60.9～61.2ｍ、玄室で約

61.3～61.5ｍである。19号墓の開口部との比高差は1.3ｍ、21号墓とは約0.35ｍの比高差である。前庭

とは段差が設けられており、約0.5ｍの比高差がある。台等を使わなくとも直接横穴墓内へ進入できた

可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　20号墓は、両側壁を山形に突起させ、床面に段差を設けることで羨道と玄室を区画する疑似両袖式で

ある。横穴墓の主軸をN-18°-Eにとり、南南西に向かって開口する。全長約5.6ｍ、玄室長約2.0ｍ、玄

室最大幅約2.1ｍ、玄室天井高1.2ｍ以上、羨道長約3.6ｍ、羨道最大幅約1.6ｍである。

　玄室　玄室は第125・126図に図示したように玄室床面に段差が設けられているが、後述する敷石を敷

設する際に埋め殺されて、敷石面では段差は確認できない。玄室の平面は奥壁側が広く、玄門側が狭い

逆台形である。玄室幅に対する玄室長指数はほぼ1.0であり、正方形を意識していた可能性がある。玄

室の横断面は側壁の立ち上がり状況から判断して、正方形に近い尖頭アーチ形であった可能性が高い。

奥壁は床面から内傾して直線的に立ち上がる。

　内部施設は敷石前（地山）の床面に段差があることから棺座を造ることを意識していた可能性がある

が敷石で埋め殺しており、この段差は掘削当初に掘りすぎた部分である可能性もある。敷石は段差を埋

め殺すように玄室内ほぼ全体に敷設されている。部分的に２石設置されたところもあるが、これは段差

をなくすために多く積み重ねた部分と判断でき、本来は１面であったと判断した。使用された石材は５

～10㎝の小礫である。敷石の設置範囲は、南北約1.9ｍ、東西約1.9ｍである。

　人骨はこの敷石上に埋葬されているが、右側壁側によっており、左側壁側にも埋葬されていた可能性

があるが、確実に埋葬されていたかどうかは判断できない。

　羨道　段差と側壁を山形に突起させることで玄室と区画する。玄室との段差は約0.15ｍである。玄室

長よりも羨道長が長く、玄室長に対する羨道長指数は約1.8である。羨道の平面形は玄室側が広く開口

部が狭い縦長の逆台形である。横断面は側壁が丸みをもって立ち上がることから尖頭アーチ形あるいは

アーチ形であった可能性が高い。羨道床面には敷石は行われていない。

　閉塞　閉塞は羨道の開口部よりやや内側に入った場所で行われた河原石を利用した円礫積み閉塞であ

る。A-A′断面を観察すると、玄室側の石材が床面より浮いた位置にあること、散在することから追葬時

の閉塞石と判断するか、崩落した部分と判断するかであるが、閉塞壁の南面と北側の礫の面が平行して

いることから崩落石と判断した。

　閉塞石の下部は大型の石材を横穴墓の主軸に直交させるような状態で設置しているが、基本的に南北

二列で、河原石の長手を横穴墓の主軸に平行させるような状態で積み上げている。南北両面ともに設置

した当初はほぼ直立したような状態であったと判断でき、非常に丁寧な積み上げが行われている。

　残存する高さは約0.7ｍで、崩落した石材を考慮すれば１ｍ程度は閉塞が行われた可能性が高く、開

口部の天井高も１ｍ程度の高さであった可能性がある。利用された河原石は、0.2～0.5ｍであり、下部

の方に大きな石材を利用する傾向にある。

第44表　天王ヶ谷20号墓の概要

主軸方位　 N-18°-E 開口方位 南南西

全長 5.60ｍ

玄室長 2.00ｍ 玄室最大幅 2.10ｍ

玄室奥壁側幅 2.10ｍ 玄室玄門側幅 1.70ｍ

玄室天井高 1.20ｍ以上

羨道長 3.60ｍ 羨道最大幅 1.60ｍ

羨道玄門側幅 1.60ｍ 羨道開口部側幅 0.80ｍ

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（20号墓）
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第125図　天王ヶ谷20号横穴墓　完掘状況図①

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　掘削痕　横穴墓が完全に埋没しており、掘削痕は失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は玄室と前庭から出土している。Ｄ単位群の前

庭から出土した須恵器は20号墓の前面で出土していることから20号墓

に伴うと判断した。

　前庭では20号墓の前面、開口部から南へ0.7ｍ、20号墓の主軸から

西へ0.9ｍのあたりで須恵器提瓶（644）が出土した。第127図のよう

な状態であった可能性が高いが、表土除去中に重機の爪に掛かり若干

移動してしまったことから若干傾きは異なる可能性がある。

　玄室では人骨の頭蓋骨（S337）付近で耳環２点（645・646）が出土

し、敷石北西隅角部で石製紡錘車１点（648）、敷石中央左側壁側から

刀子１点（647）が出土した。耳環は頭蓋骨の左右から出土しており、

この遺体（20-1号人骨）に伴うものとすることができる。また、紡錘

車や刀子もこの遺体に伴う可能性が高い。

　人骨出土状況　人骨は人骨鑑定の結果、最低１体が埋葬されている

ことが判明した。人骨は敷石中央やや右側壁側から出土しており、頭

蓋骨（S337）の南側に上半身、下半身の骨が集骨されている。頭蓋骨

について出土時は横倒しの状態であったか、本来は顔を玄門側に向け

た状態で収められた可能性が高い。この他に人骨は確認できないこと、

閉塞石は残存状況が良好であることから、改葬骨が埋葬された可能性

が高い。また、人骨は横穴墓の中心から右側壁側に位置していること

から、右側に追葬を行うことを意識して空間を空けていた可能性もあ

る。

エ　出土遺物

　玄室から耳環２点、刀子１点、紡錘車１点、前庭から須恵器１点が

出土した。

　土器　須恵器は前庭から出土した。大型提瓶（644）で、13号墓から出土した提瓶の特徴とほぼ同一

である。大型提瓶は球形の胴部で、頸基部は太く、頸部はほぼ直立し、口縁端部は外傾する面がある。

頸部中央には二条の沈線が刻まれる。胴部には平行タタキが施される。その平行タタキは図正面（上

図）、左側（下図）のみ回転ヘラ削りにより、タタキが消されている。肩には左右対称の２つの環状把

手がつく。胴部中央（把手の位置）に沈線が確認できることから、胴部は半球形をまず２つ作りそれを

中央で接合した後で、頸部を接合するために孔を穿ち、頸部を接合したと想定できる。

　耳環　耳環２点（645・646）は開口部の小口面が がれていることから皺は確認できないが、腐食し

ている部分を観察すれば銅芯に箔を巻き付けたものであることが判明する。自然科学分析の結果、銅芯

に銀箔を巻き付け、その上に鍍金を施した「中実銅芯銀張鍍金」の耳環であることが判明した。平面形

態は２点ともに円形で、断面は楕円形である。大きさは長軸1.9～2.1㎝、短軸1.8～2.0㎝、厚さ７㎜で

ある。

　鉄製品　刀子１点（647）が出土した。切先と関、茎が欠損している。刃部はやや内湾しており研ぎ

減りの可能性がある。関は棟側が直角関、刃部側は欠損して不明であるが棟側を参考にすれば直角関の

可能性が高い。茎は茎尻に向かい先細る。刃部・茎には木質等の痕跡は確認できず、抜き身の状態で副

葬された可能性もある。

第126図　天王ヶ谷20号横穴墓
完掘状況図②

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（20号墓）
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第127図　天王ヶ谷20号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第128図　天王ヶ谷20号横穴墓　出土遺物実測図①

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（20号墓）
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　紡錘車　紡錘車（648）はグリーンタフ製（の可能

性が高い）で、円形の平面で、断面は截頭円錐形であ

る。表面は非常によく研磨されており、擦痕も確認で

きないほど平滑である。片面穿孔の可能性が高い。上

面の直径3.0㎝、下面の直径4.3㎝、高さ1.5㎝で、内

孔は直径0.6～0.7㎝である。

　紡錘車は第６章で詳述するように遠江の古墳では非

常に珍しい副葬品である。被葬者が紡績を行っていた

可能性が高いことが想定できる。

オ　出土人骨（自然科学分析・人骨調査編第２章参照）

　出土した人骨は、人骨調査の結果、最低個体数は１体である。集骨されている

ことから改葬骨が埋葬された可能性が高い。埋葬された遺体は、壮年（後半）～

熟年（熟年の可能性が高い）の女性であることが判明した。遺体の特徴としては

下顎骨の左右切歯、右小臼歯、右第１大臼歯、左第２大臼歯部分に歯槽の吸収

（歯が抜けた後に骨が成長しその穴を埋めている）がある。また、左腓骨に骨折

の痕跡が確認できる。

カ　小結

　築造時期　築造時期は前庭から出土した大型提瓶から、遠江Ⅳ期前半に位置づ

けられる可能性が高いことから、７世紀前半に築造された可能性が高い。

　埋葬について　出土遺物に時期差が確認できないこと、埋葬された遺体は１体であること、閉塞石の

残存状況は良好であることから追葬が行われた可能性は低く、１回の埋葬で１体が埋葬された可能性が

高い。

　なお、女性１体だけの埋葬であり、横穴墓の造営が家長を埋葬したと仮定すれば、女性の家長が存在

した可能性がある。社会構造の分析において非常に重要な横穴墓の埋葬事例となる。

（３）天王ヶ谷21号横穴墓（第94・123・124・131図，第23・45表，図版57・61）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、20号墓とその前庭を確認し、前庭の壁面を精査中に新たに確認した

横穴墓である。横穴墓奥壁天井石付近に空洞が確認できたがほぼ完全に土砂で埋没していた。敷石に乱

されたような痕跡はないが、閉塞石は１石のみの確認であること、遺物が一切確認できないことから、

開口していたかどうかについては不明である。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｄ単位群に位置し、Ｄ単位群の前庭の北東隅角部に開削されている。

西側に20号墓、南東側に22号墓が位置する。玄室床面の標高は約61.25～61.55ｍであり、20号墓の開口

部との比高差は約0.35ｍ、想定される22号墓の開口部（約60.9ｍ前後と想定）とは約0.35ｍである。前

庭との高低差は、約1.0ｍである。

イ　横穴墓の構造

　21号墓は玄室と羨道の境界が明瞭ではなく、無袖

形の可能性も排除できないが、C-C′断面から0.4ｍ

南側に側壁の変換点があることから、玄室と羨道を

区画する意識はあったと判断し、この部分を袖とし

て、疑似両袖式の横穴墓としたい。横穴墓の主軸は

第129図　天王ヶ谷20号横穴墓　出土遺物実測図②

第130図　天王ヶ谷
20号横穴墓　出土遺物
実測図③

第45表　天王ヶ谷21号墓の概要

主軸方位　 N-30°-E 開口方位 南南西

全長 3.30ｍ

玄室長 1.50ｍ 玄室最大幅 1.30ｍ

玄室奥壁側幅 1.30ｍ 玄室玄門側幅 1.20ｍ

玄室天井高 1.60ｍ

羨道長 1.80ｍ 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.90ｍ 羨道開口部側幅 0.60ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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N-30°-Eにとり、南南西に向かって開口する。全長約3.3ｍ、玄室長約1.5ｍ、玄室最大幅約1.3ｍ、玄室

天井高約1.6ｍ、羨道長約1.8ｍ、羨道最大幅約0.9ｍである。

　なお、Ｄ単位群の前庭の北壁とは21号墓の主軸が斜交することからも、Ｄ単位群では後出的、副次的

な横穴墓と想定できる。

　玄室　玄室は奥壁幅がやや広くC-C′断面やや北側まではほぼ同じ幅で、C-C′断面部分から急激に幅を

狭める構造で、前窄まりのような状況を呈する。玄室幅に対する玄室長指数は約1.2であり、他の横穴

墓と比較すると玄室長が玄室幅に対して短い横穴墓である。玄室の横断面は奥壁が残存していることか

ら二等辺三角形の尖頭アーチ形であることが判明する。玄室幅に対する天井高指数は約1.2である。奥

壁は床面から0.9ｍまではほぼ直立し、0.9ｍ以上の部分から急激に内傾する。

第131図　天王ヶ谷21号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（21号墓）



164

　内部施設は敷石が玄室のほぼ全体に１面敷設されている。長さは約0.8ｍ、幅は1.2～1.3ｍであり、

主軸に平行した状態での大人の伸展葬は不可能で、主軸に直交させたとした場合も伸展葬は困難である。

他の横穴墓同様改葬骨が敷石上に埋葬された可能性が高い。使用された石材は10㎝以下の小円礫である。

　羨道　羨道と玄室の段差はなく、水平である。羨道は玄室よりも長く、玄室長に対する羨道長指数は

約1.2である。平面形は玄室側が幅の広い縦長逆台形である。

　閉塞　閉塞は開口部付近に河原石が残存することから円礫積み閉塞であったことが判明する。その河

原石は長軸を玄室の主軸に平行させており、当初は長楕円形に近い河原石の長軸を主軸に平行させて積

み上げた円礫積み閉塞であったと想定できる。使用された石材は長さ約35㎝の河原石である。

　掘削痕　土砂がほぼ完全に流入していたため、掘削痕については失われている。

ウ　遺物および人骨出土状況

　21号墓からは遺物および人骨は一切出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　遺物が全く出土していないことから築造時期を想定することは難しいが、

Ｄ単位群では20号墓よりも新しく開削された可能性が高いことから、７世紀前半以降に20号墓の後に築

造されたと想定したい。

　人骨も出土していないことから、埋葬人数、埋葬回数、追葬の有無については一切不明である。閉塞

が行われていることから最低１回１体の埋葬は行われた可能性が高い。

（４）天王ヶ谷22号横穴墓（第94・123・124・132図，第23・46表，図版57・62）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、25号墓を確認したため、21号墓と25号墓の間の崩落土を人力で除去

している途中で敷石を確認し発見した横穴墓である。横穴墓内部は完全に埋没していた。また、大部分

が失われているため、未開口であったかどうかについては不明である。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｄ単位群に位置する。Ｄ単位群の前庭の東壁に開削された横穴墓であ

る。横穴墓の床面の標高は、残存する玄室で約60.9ｍであり、20号墓とは比高差はなく、21号墓とは約

0.35ｍ、23号墓の想定される開口部とは、約0.4ｍの比高差があったと想定する。前庭との比高差は0.6

ｍに復原でき、台・梯子が必要であった可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　22号墓は大部分が崩落しており、玄室と羨道が区画されていたかどうか不明であるが、想定される全

長が3.7ｍ前後と長いことから判断して両袖式あるいは疑似両袖式であった可能性が高い。残存する右

側壁が主軸と平行していた場合は、主軸をN-83°-Eにとり、ほぼ西側に向かって開口していた可能性が

高い。玄室が縦長の逆台形であった場合には、西～西南西に開口していた可能性がある。全長は前庭東

壁の立ち上がり状況を考慮すると3.7ｍ前後に復原できる。玄室長2.1ｍ以上、玄室最大幅0.9ｍ以上、

玄室天井高0.4ｍ以上である。

　玄室　右側壁で奥壁から約2.1ｍが残存している。

玄室の平面形も不明であるが、他の横穴墓の事例を参

考にすると、縦長長方形あるいは縦長の逆台形であっ

たと想定でき、残存範囲の一番西側の袖が南側に向

かって屈曲することからこの辺りが袖部であった可能

第46表　天王ヶ谷22号墓の概要

主軸方位　 N-83°-E 開口方位 ほぼ西

全長 3.70ｍ前後

玄室長 2.10ｍ以上 玄室最大幅 0.90ｍ以上

玄室奥壁側幅 0.90ｍ以上 玄室天井高 0.40ｍ以上

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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性もある。玄室の横断

面はほとんど残存して

いないため不明である。

天王ヶ谷横穴墓群の他

の横穴墓が尖頭アーチ

形であることから判断

すれば尖頭アーチ形で

あった可能性が高い。

奥壁は床面から残存し

ている高さまでは直立

している。

　内部施設は右側壁に

沿って敷石が１面設置

されているが、玄室全

体に敷設されていたの

か大部分が失われた現

状では判断できない。

残存する敷石の範囲は、

長さ約1.2ｍ、幅0.2～

0.5ｍである。使用さ

れた石材は10㎝以下の小円礫である。

　閉塞　閉塞部分が流失し不明である。

　掘削痕　残存分が少なく、掘削痕はすでに失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物および人骨ともに一切出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　22号墓は出土遺物がなく、築造時期を特定することはできないが、コ字形

の前庭の側面に開削されていることから、主体的な横穴墓である20号墓よりも新しく開削された可能性

が高く、７世紀前半～８世紀初頭の一時期に築造された可能性が高い。

　埋葬については、人骨が出土しておらず、不明である。１回１人以上の埋葬があったとだけ記録して

おきたい。

（５）天王ヶ谷23号横穴墓（第94・123・124・133図，第23・47表，図版57・62）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、25号墓を確認したため、21号墓と25号墓の間の崩落土を人力で除去

している途中で22号墓とともに敷石を確認したことで発見した横穴墓である。横穴墓内部は完全に埋没

していた。また、大部分が失われているため、未開口であったかどうかについては不明である。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｄ単位群に位置する。Ｄ単位群の前庭の東壁に開削された横穴墓であ

る。横穴墓の床面の標高は、残存する玄室で約60.7～60.8ｍであり、開口部は60.5ｍ前後と想定する。

第132図　天王ヶ谷22号横穴墓　完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（22・23号墓）
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20号墓とは、0.4ｍの比高差、22号墓とは約0.4ｍの比高差がある。前庭との比高差は0.7ｍであり、

台・梯子が必要であった可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　23号墓は、玄室の奥壁近くのみの残存であり、袖が形成されたか不明であるが、想定される開口部か

らの全長が5.0ｍ前後と長いことから、両袖式あるいは疑似両袖式であった可能性が高い。残存する部

分がほぼ長方形であったと仮定すれば、主軸はN-89°-Eにとり、ほぼ真西に向かって開口していたこと

になる。全長は前庭東壁との関係から5.0ｍ前後に復原できる。玄室長1.3ｍ以上、玄室最大幅約1.3ｍ、

玄室天井高0.75ｍ以上である。

　玄室　玄室は残存部分から判断すると、長方形あるいはやや玄室中央が外側に向かって膨らむ胴張を

する長方形であった可能性が高い。玄室の横断面は側壁が床面から丸みをもって立ち上がる二等辺三角

形の尖頭アーチ形であった可能性が高い。奥壁は残存している範囲はほぼ直立し、残存範囲上部でやや

内側に内傾が始まる可能性がある。

　内部施設は、玄室の両側壁と奥壁に接しないように横穴墓の主軸に沿って敷設された敷石である。敷

石敷設範囲は長さ1.05ｍ以上、幅約1.0ｍである。使用された石材は10㎝以下の小円礫である。

　閉塞　閉塞部分が流出しているため不明であるが、床面には板石等を嵌めこむ溝は確認できないこと

から円礫積みであった可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓内が完全に陥没した状態であったため、掘削痕はすでに失われている。

ウ　遺物および人骨出土状況

　23号墓では遺物、人骨ともに出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　

　遺物が出土していないこと

から、築造時期を特定するこ

とはできないが、Ｄ単位群の

主体的な横穴墓である20号墓

よりは新しく、隣接する22号

墓と比較すると横穴墓の全長

が長いこと、前庭の東壁の中

心に開削されていることから

22号墓よりは古い可能性が高

い。７世紀前半～後半に築造

されたと想定する。

　埋葬人数、埋葬回数につい

ては全く不明である。１回１

人以上の埋葬が行われたとし

ておきたい。

第133図　天王ヶ谷23号横穴墓　完掘状況図

第47表　天王ヶ谷23号墓の概要

主軸方位　 N-89°-E 開口方位 真西

全長 5.00ｍ前後

玄室長 1.30ｍ以上 玄室最大幅 1.30ｍ

玄室奥壁側幅 1.20ｍ 玄室天井高 0.75ｍ以上

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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（６）土坑　SK01（第94・124・134図，図版64）

　天王ヶ谷Ⅰ支群Ｄ単位群の前庭には、土坑１基（SK01）が掘削

されている。

ア　位置

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｄ単位群の前庭の、南西隅角近くに位

置し、前庭の西壁に平行する。

イ　構造

　平面は南北に長い隅丸長方形であり、断面は箱形である。内部

に10㎝前後の円礫４つが南北に並ぶように出土した。全長約1.0

ｍ、幅約0.65ｍ、深さ約0.25ｍである。焼土・炭化物は確認でき

ない。

　大きさからすると、中世墓である可能性が高く、仰臥屈葬で埋

葬されたのであろうか。

ウ　時期　

　遺物が一切出土しておらず、堆積した土砂の区分が困難である

ことから、古墳時代のものか、あるいは横穴墓が再利用された平

安時代末～鎌倉時代頃に帰属するのか明確ではないが、横穴墓群内に中世の土葬墓が営まれることがあ

るため、上述したように後者の時期に帰属する土壙墓の可能性がある。

第134図　天王ヶ谷横穴墓群SK01
完掘状況図

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（SK01）
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　６　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｅ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｅ単位群の前庭（第94・135図，図版43・63）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｅ単位群はＤ単位群の南東部分に位置するが、この２基のみ低い位置に築造

されており、南側からみると、Ｃ・Ｄ単位群とＥ単位群が階層（階段）状に築造された横穴墓群のよう

に見える。

　この前庭は24・25号墓が共有する。この共有前庭は南に向かってコ字形に掘削されており、もし23号

墓の南側に別の横穴墓が開削されていたとすれば、開削中に天井あるいは床面が落ち込む危険性があっ

たと想定できる。Ｄ単位群との前後関係を明らかにすることはできなかったが、22・23号墓の下位に築

造されていること、小型の横穴墓であることから、Ｄ単位群の前庭が掘削された後に造られた可能性が

高い。24号墓が北壁の西

隅に、25号墓が北壁のほ

ぼ中心に位置するためＥ

単位群の中心は25号墓で

あることは明らかであり、

25号墓→24号墓の順に築

造されたと想定できる。

　前庭の範囲は、東西約

2.8ｍ、南北約1.6ｍで、

約4.5㎡である。横穴墓

の開口する標高付近から

掘削されたとすれば、横

穴墓付近では2.5ｍ以上

掘削している可能性が高

く、６以上の造成が行

われた可能性が高い。

（２）天王ヶ谷24号横穴墓（第94・135・136図，第23・48表，図版63）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、25号墓の閉塞石が出土したことで、25号墓の周辺を精査中に新たに

確認した横穴墓である。横穴墓内部は完全に埋没していた。閉塞石が存在しないことから、未開口で

あったかについては不明であるが、床面は乱されていない可能性が高いことから、未開口であった可能

性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｅ単位群に位置する。Ｅ単位群の前庭の北壁西隅に開削された横穴墓

である。横穴墓の床面の標高は、約58.9～58.95ｍである。上段に位置する20号墓とは、約２ｍの高低

差がある。25号墓とは比高差は約0.3ｍである。前庭との比高差は0.7ｍであり前庭から直接横穴墓内へ

上がることはやや困難であり、台等を利用して横穴墓内へ上がった可能性が高い。

　25号墓がＥ単位群の前庭の中心に位置し、24号墓は西端に位置することから25号墓が主体的な横穴墓

であると判断できる。したがって、25号墓→24号墓の順で築造された可能性が高い。

第135図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｅ単位群　全体図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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イ　横穴墓の構造

　横穴墓は右側壁側に屈曲が確認できるが、開口部は

図上で0.2ｍと狭く、流路となっていたため低くなっ

たものを横穴墓の平面として認識してしまった可能性

が高く、横穴墓内に進入できなければ敷石は敷設でき

ないことから、図に破線で示したように本来

0.4ｍ程度の開口部幅で、横穴墓内には袖はな

く奥壁から開口部に向かって幅を狭める逆台形

であった可能性が高い。横穴墓の主軸はN-15°

-Eをとり、ほぼ南に向かって開口する。全長約

1.7ｍ、玄室最大幅約0.6ｍ、玄室天井高0.4ｍ

以上である。

　玄室　奥壁から開口部に向かって幅を狭める

縦長の逆台形であり、玄室幅に対する玄室長指

数は約2.8である。玄室の横断面は不明である

が、床面から丸みをもって立ち上がっており、

他の横穴墓同様二等辺三角形の尖頭アーチ形で

あった可能性が高い。奥壁の残存部分は一旦北

側に膨らんだ後、内傾しながら立ち上がる。玄

室幅に対する天井高指数は約0.8である。

　内部施設は、玄室のほぼ全体に敷設された敷

石である。開口部側と奥壁右側壁側隅角部には

敷設されていない。敷石範囲は全長1.1ｍ、東

西0.5ｍであり、大人の伸展葬は不可能である

ことから、宇藤７号墓同様改葬骨が納められた

可能性が高い。

　閉塞　閉塞は失われており不明であるが、開

口部付近に板を嵌めこんだような痕跡は確認で

きないことから、他の横穴墓同様円礫積み閉塞

であった可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓内に土砂が完全に流入していたため、既に失われていた。

ウ　遺物の出土状況

　24号墓からは遺物、人骨ともに出土していない。本来副葬品は納められなかった可能性が高い。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期については遺物が出土していないことから特定できないが、Ｅ単

位群では客体的な横穴墓であるため25号墓よりも新しく、また小型の横穴墓であることから判断して、

７世紀後半～８世紀初頭に開削された横穴墓であると想定したい。

　埋葬については全く不明であるが、最低１回１人以上の埋葬が行われたとしておきたい。

第136図　天王ヶ谷24号横穴墓　完掘状況図

第48表　天王ヶ谷24号墓の概要

主軸方位　 N-15°-E 開口方位 ほぼ南

全長 1.70ｍ

玄室長 1.70ｍ 玄室最大幅 0.60ｍ

玄室奥壁側幅 0.60ｍ 玄室玄門側幅 0.35ｍ

玄室天井高 0.40ｍ以上

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（24号墓）



170

（３）天王ヶ谷25号横穴墓（第94・135・137図，第23・49表，図版63・64）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、閉塞石が出土したことで新たに確認した横穴墓である。横穴墓内部

は完全に埋没し、閉塞石が良好に残存することから、未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ｅ単位群に位置する。Ｅ単位群の前庭の北壁西隅に開削された横穴墓

である。横穴墓の床面の標高は、約58.6ｍである。上段に位置する20号墓とは、約２ｍの高低差がある。

24号墓とは比高差は約0.3ｍである。前庭との比高差は0.4ｍであり前庭から直接横穴墓内へ上がった可

能性が高い。上述したようにＥ単位群の前庭の中心に位置することからＥ単位群の主体的な横穴墓であ

るといえる。

イ　横穴墓の構造

　横穴墓は袖が形成されない無袖形である。主軸を

N-31°-Eにとり、南南西に向かって開口する。全長約

2.0ｍ、玄室最大幅約1.2ｍ、玄室天井高1.2ｍ前後で

ある。

　玄室　玄室は奥壁

の幅が広く、開口部

に向かい幅を狭める

縦長の逆台形である。

玄室幅に対する玄室

長指数は約1.7であ

る。玄室の横断面は

丸みをもって立ち上

がる蕾形に近い正三

角形の尖頭アーチ形

であった可能性が高

い。玄室幅に対する

天井高指数はほぼ

1.0である。奥壁は

床面から0.8ｍ付近

まではほぼ直立し、

その高さから急激に

内傾する。

　内部施設はない。

閉塞石の残存状況は

良好であり、横穴墓

内は完全に土砂が流

入していたため乱さ

れたような痕跡は確

認できないことから、

当初からなかった可

能性が高い。第137図　天王ヶ谷25号横穴墓　完掘状況図

第49表　天王ヶ谷25号墓の概要

主軸方位　 N-31°-E 開口方位 南南西

全長 2.00ｍ

玄室長 2.00ｍ 玄室最大幅 1.20ｍ

玄室奥壁側幅 1.20ｍ 玄室玄門側幅 0.50ｍ

玄室天井高 1.20ｍ前後

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　閉塞　閉塞は開口部で開口部を用いた円礫積みが行われている。使用された石材は0.15～0.4ｍの河

原石である。大型の石材の長手を横穴墓の主軸に平行させて、下部に設置し、その上に同じように長手

を主軸に平行させて積み上げる。上部に用いられた石材は15～20㎝の石材を積み上げている。

　なお、玄室長は約2.0ｍであるが、閉塞石は開口部から0.7ｍのところまで行われており、玄室内で使

用できた範囲は1.3ｍ程度であり、大人の伸展葬は難しく、改葬骨が納められた可能性が高いことが判

明する。

　掘削痕　横穴墓内に土砂が完全に流入していたため、掘削痕についてはすでに失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　25号墓からは遺物および人骨ともに出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　出土遺物がないことから時期を特定することはできないが、Ｄ単位群の下

に築造されて、立地状況が良好ではないことから、Ｄ単位群の前庭の掘削、Ｄ単位群の主体となる20号

墓の造営よりも新しく位置づけられる。無袖形であることから、７世紀後半～８世紀前半のどこかで築

造された可能性が高い。ただし、24号墓以前に築造された可能性が高く、18・19号墓と平面構造が類似

することから、それらとほぼ同時期に開削された可能性が高い。

　埋葬については、埋葬人数・回数ともに不明であるが、１回１人以上の埋葬があったと想定しておき

たい。

第２節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群の調査成果（25号墓）
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第３節　天王ヶ谷横穴群Ⅱ支群（５区）の調査成果

１　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群の概要（第138図，巻頭図版２，図版66）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群は文殊堂古墳群（８号墳）が所在する尾根から東南に向かって張り出す尾根

の南面する斜面に開削されたもので、谷の最奥部（Ⅰ支群）から一つ手前の浅谷地形部分に立地する。

Ⅰ支群の25号墓から南東に約20ｍで、Ⅰ支群の床面から６ｍほど低い位置に開削されている。

　Ⅱ支群は最低４基、SX01が横穴墓の痕跡の平坦面であるとすれば５基で構成される支群で、前庭の共

有関係から大きく26・27号墓（Ａ１単位群）、28・29号墓（Ａ２単位群）に区分できる。SX01が横穴墓

第138図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群　地形測量図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第139図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群　全体図

第３節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群の調査成果（26号墓）
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とすれば、単独で開削された可能性が高い。26号墓と27号墓は前庭が失われており、前庭を共有してい

た確証はないが、床面の標高が近いこと26号墓が27号墓の開口部近くに開口していた可能性が高いこと

から、前庭を共有していたと推測した。

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群は床面が標高約53～54ｍに開削されている。丘陵頂部から５～６ｍ下に築造

されている。Ⅱ支群はⅠ支群に比べ尾根頂部に近い位置に開削されているが、上部の尾根には古墳は確

認できないため、墳丘を背後にもつ横穴墓は存在しない。

２　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群

（１）天王ヶ谷26号横穴墓（第139・140図，第23・50表，図版65）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　Ⅱ支群は調査前には谷が狭いことから横穴墓は存在しないと想定していたが、南面する尾根

であったため一応重機による表土除去を行ったところ、28号墓の閉塞石が出土したことで新たに確認し

た横穴墓群である。26号墓は28号墓発見後周囲を精査して27号墓とともに掘り込みが確認できたことで

新たに確認した横穴墓である。横穴墓内部は完全に

埋没していたが、閉塞石が確認できないこと、内部

施設も確認できないことから、開口していた可能性

がある。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群Ａ１単位群に位置

する。東側に27

号墓、西側には

SX01が位置する。

床面の標高は、

約 54.3～ 54.35

ｍである。27号

墓とは比高差は

約0.55ｍである

が、26号墓の開

口部はさらに低

かった可能性が

あ り、本 来 は

0.5ｍ以下の高

低差だった可能

性が高い。

イ横穴墓の構造

　横穴墓は半分

程度が失われて

いるため袖が形

成されたか不明

で、袖が形成さ

れたとしても疑

似両袖式かある第140図　天王ヶ谷26号横穴墓　完掘状況図

第50表　天王ヶ谷26号墓の概要

主軸方位　 N-46°-W 開口方位 南東

全長 3.50ｍ前後

玄室長 2.15ｍ以上 玄室最大幅 1.20ｍ

玄室奥壁側幅 1.20ｍ 玄室玄門側幅 1.10ｍ以下

玄室天井高 1.30ｍ以上

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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いは無袖形であった可能性が高い。横穴墓は主軸をN-46°-Wにとり、南東に向かって開口する。全長は

3.5ｍ前後であったと想定する。玄室長2.15ｍ以上、玄室最大幅約1.2ｍ、玄室天井高1.3ｍ以上である。

　玄室　玄室はC-C′付近までは直線的に延び、その南側で徐々に幅を狭めていることから、縦長の長方

形あるいは縦長の逆台形であった可能性が高い。玄室幅に対する玄室長指数は約1.8である。玄室の横

断面は、丸みをもって立ち上がる二等辺三角形に近い尖頭アーチ形であった可能性が高い。奥壁は床面

から1.0ｍまではほぼ直立し、それ以上は急激に内傾する。

　内部施設はないが、本来なかったのか、開口していたため横穴墓が再利用されて失われたのかを判断

できない。

　閉塞　開口部が失われており不明であるが、円礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓内部が完全に埋没していたため、掘削痕は失われている。

ウ　遺物および人骨出土状況

　26号墓からは遺物および人骨ともに出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期については遺物が出土していないことから不明であるが、後述す

るように27号墓よりは新しい可能性が高い。７世紀前半～８世紀初頭のどこかで築造された可能性が高

いが、27号墓よりも新しいとすれば７世紀後半以降に築造された可能性が高い。

　また、埋葬については人骨が出土していないことから不明である。１回１体以上の埋葬が行われたと

しておきたい。

（２）天王ヶ谷27号横穴墓（第139・141～144図，第23・51表，図版65～67・134）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　Ⅱ支群は調査前には谷が狭いことから横穴墓は存在しないと想定していたが、南面する尾根

があったため一応重機による表土除去を行ったところ、28号墓の閉塞石が出土したことで新たに確認し

た横穴墓群である。28号墓発見後周囲を精査して26号墓とともに掘り込みが確認できたことで新たに確

認した横穴墓である。横穴墓内部は完全に埋没していたが、閉塞石が確認できないこと、内部施設も確

認できないことから、開口していたかどうかは明確ではない。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群Ａ１単位群に位置する。西側に26号墓、東側に28号墓が位置する。横

穴墓の床面の標高は、約53.75～53.95ｍである。26号墓とは比高差は約0.55ｍであるが、上述したよう

に26号墓の開口部は失われており、現在確認された玄室の標高よりも開口部の標高は低く、比高差は

0.5ｍ以下であった可能性が高いと想定されることから、本来は同一の前庭を共有する横穴墓であった

可能性が高い。28号墓の開口部との比高差は約0.2ｍであるが後述するようにＡ２単位群の前庭は27号

墓の前面には及んでいないことから、単位群は別と想定した。

イ　想定される前庭

　27号墓の前面は崩落しており、前庭は確認できないが、第138図を観察すると、27号墓の前面、東南

側のＡ２単位群の前庭のすぐ西側部分の等高線が南側にやや屈曲していることからこの辺りが前庭の東

壁であった可能性がある。一方、西側、羨道右側壁から西に0.5ｍの辺りで等高線が南に向けて屈曲し

ており、26号墓がこのまま南東に向かって伸びた場合の開口部の位置がちょうどその辺りと想定できる

ことから、前庭の東西幅は２ｍ前後であった可能性が高い。

第３節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群の調査成果（27号墓）
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ウ　横穴墓の構造

　27号墓は、側壁を直角に屈曲させることで袖を形成し、玄室と羨道を区画する両袖式の横穴墓である。

横穴墓の主軸はN-７°-Wであり、ほぼ南に向かって開口する。全長約3.6ｍ以上、玄室長約2.0ｍ、玄室

最大幅約1.9ｍ、玄室天井高1.15ｍ以上、羨道長1.6ｍ

以上、羨道最大幅約1.0ｍである。

　玄室　玄室は袖部を直角に屈曲させることで玄門を

区画するもので、奥壁幅が広く、玄門側幅が狭い縦長

の逆台形である。第141図では玄室のほぼ中央で両側

壁が突起しているが、これは玄室内に段差が設けられ

第141図　天王ヶ谷27号横穴墓　完掘状況図

第51表　天王ヶ谷27号墓の概要

主軸方位　 N-7°-W 開口方位 ほぼ南

全長 3.60ｍ以上

玄室長 2.00ｍ 玄室最大幅 1.90ｍ

玄室奥壁側幅 1.90ｍ 玄室玄門側幅 1.30ｍ

玄室天井高 1.15ｍ以上

羨道長 1.60ｍ以上 羨道最大幅 1.00ｍ

羨道玄門側幅 1.00ｍ 羨道開口部側幅 1.00ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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て一段高くなったこと、側壁が天井に向かって持ち送られることが原因となり突起しているように見え

るだけで、この部分に突起は確認できない。玄室幅に対する玄室長指数は約1.1である。玄室の横断面

は側壁がやや丸みをもって立ち上がる二等辺三角形の尖頭アーチ形であった可能性が高い。奥壁は床面

から内傾しながら立ち上がる。

　内部施設は玄室内に段差を設けて形成した棺座の奥壁側に敷石を敷設するものである。棺座は玄室の

ほぼ中央に約0.25ｍの段差を掘り残して形成したものである。長さ約1.0ｍ、幅1.5～1.9ｍである。そ

の棺座の奥壁側に、横穴墓の主軸に直交する、段差に平行させる状態で敷石が１面敷設されている。敷

石の範囲は東西約1.0ｍ、南北約0.4ｍである。玄室では主軸に平行させた状態での伸展葬は不可能であ

り、棺座に主軸に直交する状態で伸展葬を行えば可能であるが、他の横穴墓の状況を勘案すれば伸展葬

ではなく、改葬骨が納められた可能性が高い。敷石は玄室内でも玄門側には設置されていない。

　羨道　羨道は玄門側から羨道までほぼ同幅あるいはやや開口部側がやや広いものである。玄室長に対

する羨道長指数は0.8以上である。

　閉塞　閉塞は開口部が失われており不明である。

　掘削痕　横穴墓内が完全に埋没しており、掘削痕は失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物は玄室の玄門側と羨道で出土した。玄室内では刀子１点（650）が切先を西に向けた状態で床面

直上から出土した。羨道では須恵器フラスコ瓶１点（649）が口縁部を南西に向けた横倒しの状態で出

土した。本来立てられていた

のかについては明らかにでき

なかった。

　なお、人骨については一切

出土していない。

エ　出土遺物

　須恵器１点、刀子１点が出

土した。

　土 器　フ ラ ス コ 瓶 １ 点

（649）が出土した。やや俵形

に近い球胴で、逆ハ字形に開

く頸部をもち、口縁端部は上

方に向かって直立する。

　胎土の特徴などから湖西産

の可能性が高い。

　鉄製品　刀子１点（650）

が出土した。切先が欠損する

以外はほぼ完存する。刃部は

やや内湾しており、研ぎ減り

の可能性がある。関は柄縁金

具に遮られて把握し難いが、

直角両関である可能性が高い。

茎は茎尻に向かい先細り、茎

尻は丸尻である。茎に木柄が 第142図　天王ヶ谷27号横穴墓　遺物出土状況図

第３節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群の調査成果（27号墓）
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残存することから木

柄刀子であることが

判明する。柄縁金具

は鉄製で断面は倒卵

形であり、長軸1.3

㎝、短軸 1.0㎝、幅

７㎜である。

オ　小結

　築造時期　須恵器

フラスコ瓶はやや扁

平な球胴であること、

口縁部を摘み出すこ

とから遠江Ⅳ期前半

に位置づけられる可

能性が高い。した

がって、27号墓の築

造時期は遠江Ⅳ期前

半、７世紀前半に位置づけられる可能性が高い。

　埋葬について　人骨は出土しておらず、埋葬人

数や埋葬回数については不明である。最低１回１

人の埋葬が行われたと想定するが、それ以上のこ

とは不明である。

（３）天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群Ａ２単位群の前庭（第139図）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群Ａ２単位群の前庭は28・29号墓が共有する。この共有前庭は南に向かってコ

字形に掘削されており、Ａ１単位群の想定される前庭と切合関係にあった可能性があるが、Ａ１単位群

の前庭が失われているため、前庭からはＡ１・Ａ２単位群の前後関係を明らかにできない。切合関係に

あった場合には、Ａ１単位群の前庭とＡ２単位群のそれとは床面に標高差があった可能性が高い。

　Ａ２単位群の前庭では28号墓が北壁の中心に、29号墓が北壁の東隅に掘削されており、Ａ２単位群の

主体的な横穴墓は28号墓で、29号墓は副次的な横穴墓とすることができ、築造の順番も28号墓→29号墓

と築造された可能性が高い。

　前庭の範囲は、東西約2.9ｍ、南北約2.0ｍ以上で、約5.8㎡以上である。横穴墓の開口する標高付近

から掘削されたとすれば、横穴墓付近では３ｍ以上掘削している可能性が高く、17以上の造成が行わ

れた可能性が高い。

（４）天王ヶ谷28号横穴墓（第139・145図，第23・52表，図版65・67・68）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去を行ったところ、閉塞石が出土したことで新たに確認した横穴墓である。

横穴墓内部は完全に埋没しており、閉塞石が確認できることから、未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群Ａ２単位群に位置する。西側に27号墓、東側に29号墓が位置する。横

第144図　天王ヶ谷27号横穴墓　出土遺物実測図②

第143図　天王ヶ谷27号横穴墓　出土遺物実測図①

第５章　天王ヶ谷横穴墓群



179

穴墓の床面の標高は、約53.55～53.85ｍである。27号墓とは比高差は約0.2ｍであるが、前庭の構築状

況から別支群と想定する。29号墓の開口部とは比高差約0.15ｍである。また、前庭との比高差は約1.1

ｍであり、台や梯子等を利用して横穴墓内に入った可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　28号墓は側壁の残存状況が良好ではなく、袖が形

成されたか不明瞭であるが、調査段階では袖らしき

壁面の突出は確認できなかったことから、無袖形の

横穴墓である可能性が高い。主軸方位はN-０°-Wで

あり、真南に向かって開口する。全長は前庭北壁の立ち上がり状況から最長で4.6ｍ前後に復原できる。

玄室最大幅約2.45ｍ、玄室天井高1.6ｍ以上である。

　玄室　玄室は奥壁側が広く開口部に向かい幅を狭める縦長逆台形である。玄室幅に対する玄室長指数

は約1.6である。玄室の横断面は奥壁からすべて崩落しており明確ではないが、側壁が丸みをもって立

ち上がる正三角形に近い尖頭アーチ形であった可能性が高い。奥壁は床面から内傾しながら立ち上がる。

　内部施設はなく、玄室内に段差もない。閉塞石が残存していることから開口していた可能性は低いた

め、築造当初から内部施設は設置されなかった可能性が高い。

　閉塞　閉塞は開口部で河原石を用いて行われた円礫積み閉塞である。使用された石材は10～40㎝の河

原石であり、下部に大型の石材、上部や隙間に小型の石材を積載している。大型の河原石の長軸を横穴

墓の主軸に合わせて積み上げる意図は確認できない。

　なお、閉塞石が設置される部分は玄室の床面より若干窪んでいるため、閉塞石を据えるためにやや掘

り窪めたか、あるいは追葬時の閉塞石の除去段階で掘り窪められた可能性がある。

　掘削痕　横穴墓内に土砂が流入していたため、掘削痕についてはすべて失われている。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物・人骨ともに出土していない。

エ　出土遺物

　出土した遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬人数について　築造時期については遺物が出土していないことから不明であるが、無

袖形である点、前庭との比高差が１ｍ以上である点などを考慮すると、７世紀中葉（遠江Ⅳ期前半でも

新しい時期）～８世紀初頭のどこかで築造された可能性が高い。

　埋葬人数や回数については人骨が出土しておらず不明である。１回１人以上の埋葬があったと想定し

ておきたい。

（５）天王ヶ谷29号横穴墓（第139・146図，第23・53表，図版65・67・68）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去を行ったところ、28号墓の閉塞石が出土したことで新たに確認した横穴

墓群である。28号墓発見後周囲を精査している段階で閉塞石と掘り込みを確認したことで新たに確認し

た横穴墓である。横穴墓内部は完全に埋没していており、閉塞石が少ないながらも確認できること、小

型の横穴墓であることから、未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群Ａ２単位群に位置する。Ⅱ支群の東端に位置し、西側に28号墓が位置

する。横穴墓の床面の標高は約53.7～53.8ｍである。28号墓とは比高差は約0.15ｍで、前庭床面との比

高差は約1.3ｍである。横穴墓へは台や梯子を使って入った可能性が高いが、小型の横穴墓であり、中

第52表　天王ヶ谷28号墓の概要

主軸方位　 N-0°-W 開口方位 真南

全長 4.60ｍ前後

玄室長 4.60ｍ前後 玄室最大幅 2.45ｍ

玄室奥壁側幅 2.45ｍ 玄室開口部幅 0.90ｍ

玄室天井高 1.60ｍ以上

第３節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群の調査成果（28号墓）
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第145図　天王ヶ谷28号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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で作業することはほぼ不可能であることから、遺体

（改葬骨）を埋葬するだけだった可能性がある。

イ　横穴墓の構造

　29号墓は袖のない無袖形の横穴墓である。横穴墓

の主軸をN-12°-Eにとり、ほぼ南に向かって開口す

る。全長は1.8ｍ前後に復原でき、

玄室最大幅約0.55ｍ、玄室天井高

0.65ｍ以上である。

　玄室　玄室は奥壁の隅角が不明瞭

で丸みを帯びる。奥壁から開口部ま

で直線的であり、玄室平面は長方形

である。前庭の立ち上がりを考慮す

ると横穴墓は1.8ｍ前後に復原でき

る。玄室幅に対する玄室長指数は約

3.2である。玄室の横断面は天井が

崩落しており明確ではないが、丸み

をもって立ち上がる二等辺三角形の

尖頭アーチ形であった可能性が高い。

奥壁は床面から急激に内傾しており、

もち送りの角度と残存する天井側地

山から推定すると奥壁の天井高は

0.7ｍ前後に復原できる。

　内部施設はなく、当初から設置さ

れなかった可能性が高い。

　閉塞　閉塞石開口部から約0.6ｍ

内側で確認できる。河原石を用いて

行われた円礫積み閉塞であり、0.3ｍほどの河原石を２石並べて設置している。この閉塞石と奥壁との

間隔は１ｍ程度であり、この閉塞石が本来の位置から内側に落ち込んだものとしても大人の伸展葬は難

しいと想定できることから、改葬骨が納められた可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓内に土砂が流入しており、掘削痕は失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物・人骨ともに出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期については、上述したようにＡ２単位群では28→29号墓の順で築

造された可能性が高く、小型の横穴墓であることからすれば、７世紀後半～８世紀初頭に築造された可

能性が高い。天王ヶ谷横穴墓群では最も小さい横穴墓であり、８世紀初頭まで降る可能性が高いか。

　埋葬回数や埋葬人数については不明であるが、１回１人以上の埋葬が行われた可能性が高く、埋葬方

法は改葬骨が納められた可能性が高い。

第146図　天王ヶ谷29号横穴墓　完掘状況図

第53表　天王ヶ谷29号墓の概要

主軸方位　 N-12°-E 開口方位 ほぼ南

全長 1.80ｍ前後

玄室長 1.80ｍ前後 玄室最大幅 0.55ｍ

玄室奥壁側幅 0.55ｍ 玄室玄門側幅 0.40ｍ

玄室天井高 0.65ｍ以上

第３節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群の調査成果（29号墓）
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（６）ＳＸ０１（第139・147図，図版65・68）

ア　立地と調査前

　26号墓の南西側に自然地形では考え難い平坦面が確認できる。明瞭な壁体が確認できず、また内部施

設も遺物も人骨も全く出土していないことから横穴墓とは断定できない。しかし、天王ヶ谷横穴墓群が

開削されたほかの部分にはこのような平坦面は確認できないことから横穴墓が崩壊した可能性を考え、

SX01とした。26号墓の南西約２ｍのところに位置する。床面の標高は約54.4～54.6ｍである。

イ　SX01の構造

　東西南壁が全く確認できず、北壁と想

定する壁が確認できるが奥壁の保証はな

い。第147図中に破線で示したように、

この北壁部分を奥壁と認めれば主軸は

N-30°-E前後にとり、南南西に向かって

開口する横穴墓だった可能性がある。一

方、図中ＡとＣの間の壁面が奥壁だとす

ればN-30°-W前後であり、南南東に向

かって開口する横穴墓あった可能性も残

る。横穴墓であった場合ではこれ以外に

もいくつか想定可能であり、横穴墓だっ

たとしても開口方位などは不明確である。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物、人骨ともに出土していない

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　SX01は横穴墓の可能性があるが、壁面

がほとんど残存していないこと、内部施

設の痕跡も確認できないことから、可能

性があることを報告するにとどめておき

たい。

第147図　天王ヶ谷横穴墓群　SX01完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第４節　天王ヶ谷横穴群Ⅲ支群（６区）の調査成果

１　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の概要（第148図，巻頭図版２・５，図版69）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群は文殊堂古墳群が所在する尾根から東に向かって張り出した尾根の南面する

斜面に開削されたもので、谷の先端からはやや奥に入った位置、Ⅱ支群の東側の浅谷部分に位置する。

現状ではⅡ支群が形成された小尾根とⅢ支群が形成された小尾根の間には溝状の掘り込みが確認できる

が、古墳時代にあったかどうか不明である。Ⅲ支群はⅡ支群から南東に約25ｍ離れており、築造された

標高では約３～４ｍ下位に位置している。

　Ⅲ支群は前庭の共有関係と、尾根の稜線から大きく３単位群、30～34号墓（Ａ単位群）、35～43号墓

（Ｂ単位群）、44号墓（Ｃ単位群）に区分できる。Ｂ単位群の35～43号墓までは前面に大きく平坦面が広

がっており、前庭の共有関係がやや不明瞭であるが、開口部の標高や開口方位等から、さらに35・36号

墓（Ｂ１単位群）、37・38号墓（Ｂ２単位群）、39～43号墓（Ｂ３単位群）の３単位群に区分できる。

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群は標高50～52ｍに開削されており、丘陵頂部から５～９ｍ下に築造されてい

る。確認調査の結果、尾根上に明瞭な高まりは存在せず、古墳も確認できないことから、天王ヶ谷横穴

墓群Ⅲ支群についても墳丘を持つ横穴墓は存在しない。
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第148図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群　地形測量図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　２　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ａ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ａ単位群の前庭（第148・149図，図版69・70）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ａ単位群の前庭はⅢ支群の西側に位置する。南南東に向かって開放するコ字

形に掘削されており、30～34号墓の５基で共有する。西壁に30・31号墓、北壁に32～34号墓が位置して

おり、横穴墓の大きさからみると、34号墓が極端に大きいため、この横穴墓を中心に掘削された前庭で

あると推測するが、北壁が34号墓の主軸と斜交すること、Ａ単位群前庭に段差があることなどを考慮す

ると、当初主軸方位がほぼ同じの34号墓と33号墓とそれに直交する31号墓のみで予定されていたところ

に、30・32号墓が加わったため前庭を掘り直し、30・32号墓を掘削した可能性がある。

　なお、34号墓の東側の東壁に小型の横穴墓が開削されていないのは、35号墓が既に築造されており、

掘削するのが不可能であったためと想定できる。この点を考慮すれば、当初30・32号墓については東壁

に築造する予定であったものが、35号墓が築造されたことで計画の変更を余儀なくされ、開削位置を変

更し、その際上述したような前庭の掘削し直しが行われた可能性もある。

　前庭は北壁から1.2～1.5ｍで0.3～0.4ｍ程の緩やかな段差がある。前庭の規模は東西約3.0ｍ、南北

3.5ｍ、面積10.5㎡以上である。前庭の深さは1.3ｍ程度であり、34号墓の開口部の天井付近から３ｍ程

度掘削されたとすれば15以上の造成が行われた可能性が高い。

（２）天王ヶ谷30号横穴墓（第149～151図，第23・54・83表，図版70・71・134）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去を行ったところ、34号墓が開口していることを確認し、その34号墓の調

査を実施している途中で、新たに確認した横穴墓である。横穴墓内は完全に土砂が流入していた。閉塞

石は確認できないが小型の横穴墓であることから未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ａ単位群に位置する。Ⅲ支群の西端に位置し、北側に31号墓が位置す

る。横穴墓の床面の標高は、約50.35～50.55ｍである。31号墓とは比高差は約0.25ｍで、前庭床面との

比高差は約0.8ｍである。横穴墓へは台や梯子を使って入った可能性が高いが、小型の横穴墓であり、

中で作業することはほぼ不可能であることから、遺体を埋葬するだけだった可能性が高い。

　なお、Ａ単位群の中では最も小型であり、かつコ字形前庭の側面の先端部分に開削されていることか

ら、Ａ単位群の中では最も新しい横穴墓である可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　30号墓は袖を形成しない無袖形の横穴墓である。全長約1.35ｍ、玄室最大幅幅約0.4ｍ、玄室天井高

約0.5ｍと非常に小型の横穴墓であり、中に入って掘削するのは非常に困難であったと予想できる。横

穴墓の主軸はN-82°-Eで、ほぼ東に向かって開口する。

　玄室　平面形は奥壁から開口部までほぼ同幅の長方形であり、袖部は確認できない。玄室幅に対する

玄室長指数は約3.4である。玄室の横断面は丸みをもって立ち上がる蕾形に近い二等辺三角形の尖頭

アーチ形である。玄室幅に対する天井高指数は約1.2であるが、膝をついた状態で大腿と腹をつけたよ

うな状態で中に入らなければ、掘削はできなかったと想定する。あるいはうつ伏せで寝ころんだような

状態で掘削したのであろうか。奥壁はほぼ直立している。

　内部施設はない。小型の横穴墓であることから当初

から設置されなかった可能性が高い。

　閉塞　閉塞はすでに失われており不明であるが、板

をはめ込んだような痕跡はなく、円礫積み閉塞であっ

た可能性が高い。

第54表　天王ヶ谷30号墓の概要

主軸方位　 N-82°-E 開口方位 ほぼ東

全長 1.35ｍ

玄室長 1.35ｍ 玄室最大幅 0.40ｍ

玄室奥壁側幅 0.40ｍ 玄室玄門側幅 0.40ｍ

玄室天井高 0.50ｍ

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（30号墓）
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第149図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ａ単位群　全体図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　掘削痕　横穴墓が完全に埋没して

いたため、掘削痕はすでに失われて

いた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　玄門付近より石製紡錘車が床面よ

り10㎝程高い位置から出土した。当

横穴墓内には木根が侵入しており床

面にも根が張っていたため、その影

響で柔らかくなっていた本来の床面

を掘り進めてしまった可能性もあり、

本来床面から10㎝高い位置に副葬さ

れていたのか、床面からの高さが 5

㎝程度であったか判断できなかった。

当横穴墓の上位には横穴墓や古墳な

どの遺構は存在しないため、床面か

らやや浮いた状態であるものの、当

横穴墓に伴う遺物である可能性が高

い。

　なお、当横穴墓からは人骨は一切

出土していない。

エ　出土遺物

　紡錘車１点（651）が出土した。

　紡錘車　石製であり、灰色を呈し

ている。滑石製の可能性が高い。截

頭円錐形であり、中央に円孔が穿た

れている。片面穿孔の可能性が高い

が、穿孔方法は不明である。上面の

直径約2.5㎝、下面の直径約3.9㎝、

高さ約1.7㎝、円孔の直径約７㎜で

ある。上面、下面、側面には切断痕

や表面を調整する際の擦痕が明瞭に

残存している。側面には擦痕とは異

なる方向の線が確認でき、三角形の

ように見えることから、連続三角形

文（鋸歯文）が刻まれた可能性がある。ただしミガキの際の擦痕の可能性も残るため断言はできない。

　20号墓の報告でも述べたが、紡錘車は遠江では副葬されることが珍しい遺物であり、これが職掌を表

示するためのものであるとすれば、30号墓の被葬者は女性で、紡績を仕事としていた可能性がある。

第150図　天王ヶ谷30号横穴墓　完掘状況および遺物出土状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（30号墓）
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オ　小結

　築造時期と埋葬について　時期を特定できる遺物が出土していないことから築

造時期を特定することは困難であるが、Ａ単位群では副次的な横穴墓であること、

小型の横穴墓であることから、７世紀末葉～８世紀前半の築造と想定したい。

　また、人骨が全く出土していないことから埋葬数や埋葬回数も不明であり、１

回１人以上の埋葬が行われたとしておきたい。また、横穴墓の大きさを考慮する

と、大人の伸展葬では埋葬できないことから、改葬骨が埋葬された可能性が高い。

　なお、紡錘車のみが出土している点は、30号墓に埋葬された人物が紡錘や紡績

を行うような仕事にかかわっていた可能性を示唆している可能性が高い。

（３）天王ヶ谷31号横穴墓（第149・152図，第23・55表，図版70・71）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去を行ったところ、34号墓が開口していることを確認し、その34号墓の調

査実施している途中で、新たに確認した横穴墓である。横穴墓内は完全に土砂が流入しており、閉塞石

は確認できないが小型の横穴墓であることから未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ａ単位群に位置する。Ⅲ支群の西端、Ａ単位群の前庭の西壁に位置し、

南側に30号墓、東側に32号墓が位置する。横穴墓の床面の標高は、約50.6ｍである。30号墓とは比高差

は約0.25ｍ、32号墓とは0.05ｍで、前庭床面との比高差は約0.7ｍである。横穴墓へ直接入るにはやや

高いため台や梯子を使って入った可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　31号墓は玄室の中央やや西側に外側に広がる部分があるが、袖ではなく、無袖形である。主軸方位は

N-80°-Wであり、ほぼ東に向けて開口する。全長約2.8ｍ、玄室最大幅約0.6ｍ、玄室天井高約0.9ｍであ

る。

　小型の横穴墓であり、中で作業することは困難であることから床面に膝をついて腰を曲げた状態で掘

削した可能性が高い。

　玄室　玄室平面は奥壁側からほぼ同幅で、B-B′断面

とC-C′断面の中間で外側に広がり、開口部へ向かって

若干幅を狭める縦長の長方形である。玄室幅に対する

玄室長指数は約4.7であり、細長い。玄室の横断面は

丸みをもって立ち上がる二等辺三角形の尖頭アーチ形

であり、玄室幅に対する天井高指数は約1.8であるが、膝をついて腰を曲げなければ作業することは不

可能である。奥壁は崩落しているが左右の隅角が残存しており、内傾しながら立ち上がっていた可能性

が高い。天井は玄門に向って徐々に高さを低くしていた可能性がある。

　内部施設はなく、小型の横穴墓であることから当初から設置されなかった可能性が高い。

　閉塞　閉塞は確認できないが板をはめ込んだような痕跡はなく、円礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　土砂が横穴墓内に流入しており、掘削痕はすでに失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物、人骨ともに全く出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

第151図
天王ヶ谷30号横穴墓
出土遺物実測図

第55表　天王ヶ谷31号墓の概要

主軸方位　 N-80°-W 開口方位 ほぼ東

全長 2.80ｍ

玄室長 2.80ｍ 玄室最大幅 0.60ｍ

玄室奥壁側幅 0.50ｍ 玄室玄門側幅 0.50ｍ

玄室天井高 0.90ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期については、遺物が出土していないことから不明であるが、Ａ単

位群では西壁に築造されていること、小型の横穴墓であることから７世紀後半～８世紀初頭に築造され

た可能性が高い。

　埋葬回数や埋葬人数については不明であるが、１回１人以上の埋葬が行われた可能性が高い。また、

埋葬方法は改葬骨が納められた可能性が高い。

（４）天王ヶ谷32号横穴墓（第149・153・154図，第23・56・79表，図版70・72・135）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去を行ったところ、34号墓が開口していることを確認し、その34号墓の調

査実施している途中で、新たに確認した横穴墓である。横穴墓内は完全に土砂が流入しているが、閉塞

石は確認できないこと、後述する前庭出土遺物が32号墓から落ちたものとすれば開口していた可能性も

ある。

第152図　天王ヶ谷31号横穴墓　完掘状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（31号墓）
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第153図　天王ヶ谷32号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ａ単位群に位置する。Ⅲ支群の西端、Ａ単位群の前庭の北壁西端に位

置し、前庭の北壁と斜交する。南側に31号墓、東側に33号墓が位置する。横穴墓の床面の標高は、約

50.65ｍである。31号墓とは比高差は約0.05ｍ、33号墓とは0.15ｍで、前庭床面との比高差は約0.7ｍで

ある。横穴墓へ直接入るにはやや高いため台や梯子を使って入った可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　32号墓は玄室・羨道の区別はない無袖形である。

主軸はN-31°-Wにとり、南南東に向かって開口する。

全長約2.35ｍ、玄室最大幅約0.65ｍ、玄室天井高約

0.75ｍである。

　玄室　玄室平面は奥壁側からD-D′断面までがほぼ同幅で、その南側が窄まる形状であるが、縦長の長

方形を意識していた可能性が高い。玄室幅に対する玄室長指数は約3.6である。玄室の横断面は丸みの

ある二等辺三角形に近いアーチ形である。若干雨水などの影響が確認できること、奥壁隅角部の立ち上

がりは中央で交差し尖ったような形状であることから本来は尖頭アーチ形であった可能性がある。玄室

幅に対する天井高指数は約1.2である。奥壁はやや内傾しながら立ち上がる。天井高は奥壁から残存部

先端までほぼ同じ高さである。

　開口部近く床面に0.05ｍの段差があり、閉塞を行うために一段下げたのであろうか。

　内部施設はない。小型の横穴墓であることから、当初から設置されなかった可能性が高い。

　閉塞　閉塞は失われており不明であるが、板をはめ込んだ痕跡は確認できないことから円礫積み閉塞

である可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓内部に土砂が流入しており、掘削痕はすでに失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　横穴墓内からは全く出土していない。遺物は32号墓前面のＡ単位群前庭の北西隅角部から出土した。

32号墓に伴うかどうか判然としない。土師器杯（652）が前庭床面から約0.6ｍ上位から口縁部を上に向

けた状態で出土した。位置的には32号墓から落ち込んだような状況であることから当横穴墓に伴う可能

性が高い。

　なお、32号墓からは人骨は出土していない。

エ　出土遺物

　Ⅲ支群Ａ単位群前庭の32号墓前面より、土師器１点が出土した。

　土器　土師器杯（652）は半球形の胴部で口縁部は内湾し、口縁部外面には段がある。須恵器模倣杯

の可能性がある。口縁部には底部はケズリ調整が行われ、内面にもケズリ調整の痕跡が残る。口径9.2

㎝、器高4.3㎝である。

オ　小結

　築造時期および築造時期について　土師器杯で時期を特定することは難しいが、中遠江の坂尻遺跡出

土遺物を中心とした編年では、Ⅲ期２段階以降（松井1995）に位置づけられ、遠江Ⅳ期前半以降に位置

づけることが可能である。したがって、32号墓は７世紀前半以降に位置づ

けられるが、横穴墓が小型であり、Ａ単位群の前庭の中で占有場所はよく

ないため、７世紀後半～８世紀初頭の築造としておきたい。

　埋葬人数・回数については人骨が出土していないことから不明であり、

１回１人以上の埋葬が行われたと想定するとともに、小型の横穴墓である

ことから宇藤７号墓同様改葬骨が納められたと想定したい。 第154図　天王ヶ谷32号
横穴墓前庭出土遺物実測図

第56表　天王ヶ谷32号墓の概要

主軸方位　 N-31°-W 開口方位 南南東

全長 2.35ｍ

玄室長 2.35ｍ 玄室最大幅 0.65ｍ

玄室奥壁側幅 0.65ｍ 玄室玄門側幅 0.40ｍ

玄室天井高 0.75ｍ

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（32号墓）
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（５）天王ヶ谷33号横穴墓（第149・155図，第23・57表，図版70・72）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去を行ったところ、34号墓が開口していることを確認し、その34号墓の調

査実施している途中で、閉塞石が発見されたことで新たに確認した横穴墓である。横穴墓は閉塞石が良

好に残存していたため、土砂の流入は玄室の内部には空洞部分が確認できた。閉塞石が良好に残存して

いたことから未開口であったことが判明する。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ａ単位群に位置する。Ⅲ支群の西端、Ａ単位群の前庭の北壁西端に位

置し、前庭の北壁と斜交する。西側に32号墓、東側に34号墓が位置する。横穴墓の床面の標高は、約

50.8ｍである。32号墓とは比高差は約0.15ｍ、34号墓とは0.2ｍで、前庭床面との比高差は約0.7ｍであ

り、横穴墓内へは直接上がることは困難であることがら、台や梯子を利用した可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　玄室と羨道を区分する袖はなく、無袖形である。主

軸はN-８°-Eにとり、ほぼ南に向かって開口する。全

長約2.15ｍ、玄室最大幅約0.5ｍ、玄室天井高約0.7ｍ

である。

　なお、当横穴墓は天井も残

存しているが、報告者である

大谷（170㎝強・中肉中背）

が調査中に横穴墓内に入り込

んで実測することは可能で

あったが、這いつくばった状

態で入り、お尻から出てくる

ような状況で、中で方向転換

をすることはできず、計測し

たりするのもかなり困難で

あったことを明記しておきた

い。また、150㎝位の女性作

業員でもこの横穴墓内では同

じような状態での作業が限度

であったことも付け加えてお

きたい。

　遺体を伸展葬する場合には

開口部から木棺に入れるか板

に乗せるかして入れ込むしか

なく、やはり宇藤７号墓のよ

うに改葬骨が納められた可能

性が高い。

　玄室　玄室は奥壁から開口

部に向かってほぼ同幅の縦長

長方形であり、玄室幅に対す

る玄室長指数は約5.3である。第155図　天王ヶ谷33号横穴墓　完掘状況図

第57表　天王ヶ谷33号墓の概要

主軸方位　 N-8°-E 開口方位 ほぼ南

全長 2.15ｍ

玄室長 2.15ｍ 玄室最大幅 0.50ｍ

玄室奥壁側幅 0.40ｍ 玄室玄門側幅 0.40ｍ

玄室天井高 0.70ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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玄室の横断面は側壁が丸みをもって立ち上がる二等辺三角形の尖頭アーチ形である。玄室幅に対する天

井高指数は約1.4である。奥壁は床面から0.3ｍほど直立した後、そこからやや内傾する。天井は玄室中

央にかけて高さを増し、そこから開口部までほぼ水平で、0.7ｍほどの高さであった可能性が高い。

　閉塞　閉塞は開口部からやや内側で河原石を用いて行われた円礫積み閉塞で、ほぼ完全に遺存してい

た。使用された石材は20～30㎝の河原石で、大型の石材を下位に据え、その上にやや小型の石材を積み、

山形に積み上げていた可能性が高い。閉塞石の北側から奥壁までは1.3ｍしかなく、大人の伸展葬は不

可能であることから改葬骨が納められた可能性が高い。

　なお、閉塞石の平面図については以下のように実測した。開口部の天井付近まで残存しており、閉塞

石を外さないと横穴墓の主軸を特定できなかったことから上部の石材を除去した状態での平面図・断面

図として表している。確認当初は開口部の見通し図のように、床面から0.5ｍの高さまで閉塞石が残存

していた。

　掘削痕　横穴墓内には空洞が確認できたが、壁面が丁寧に調整されていたと思われ、掘削痕は確認で

きなかった。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物および人骨ともに出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期および埋葬について　築造時期については遺物が出土していないことから不明であるが、小

型の横穴墓であることから、７世紀後半～８世紀前半に築造された可能性が高い。

　埋葬人数や回数についても不明であるが、１回１人以上が埋葬された可能性が高い。埋葬方法につい

ては、大人の伸展葬は困難であることから、宇藤７号墓同様改葬骨が納められた可能性が高い。

（６）天王ヶ谷34号横穴墓（第149・156～158図，第23・58・79表，巻頭図版８，図版70・73・74・

135）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　踏査段階では確認できなかったが、重機による表土除去に開口部が発見されたことで新たに

確認した横穴墓である。横穴墓内には床面から50㎝ほどの堆積が確認できたが、天井には崩落した部分

にも煤の痕跡が確認できたことから、34号墓はすでに開口しており、中に人が入っていたことは明らか

であった。おそらく地元に言い伝えのある「博打穴」として利用した横穴墓の一つであろう。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ａ単位群に位置する。Ⅲ支群の西端、Ａ単位群の前庭の北壁東側に位

置し、前庭の北壁とやや斜交する。西側に33号墓、東側に35号墓が位置するが、35号墓とは尾根の稜線

を挟んでおり、築造当初も35号墓は一切見えなかった可能性が高い。

　横穴墓の床面の標高は、約50.6～50.8ｍである。33号墓とは比高差は約0.2ｍである。前庭床面との

比高差は約0.5ｍであり、横穴墓内へは直接登ることができたと想定する。

イ　横穴墓の構造

　34号墓は両側壁を直角に屈曲させることで袖を形

成する両袖式の横穴墓である。天王ヶ谷横穴墓群で

最も残存状態の良好な横穴墓の一つである。

　横穴墓の床面は袖が形成された高さよりも0.1ｍ

ほど低くなっているため、第156図の床面の平面図

第58表　天王ヶ谷34号墓の概要

主軸方位　 N-11°-E 開口方位 ほぼ南

全長 5.50ｍ

玄室長 3.40ｍ 玄室最大幅 1.80ｍ

玄室奥壁側幅 1.80ｍ 玄室玄門側幅 1.65ｍ

玄室奥壁側天井高 2.10ｍ 玄室玄門側天井高 1.60ｍ

羨道長 2.10ｍ 羨道最大幅 1.00ｍ

羨道玄門側幅 0.60ｍ 羨道開口部側幅 0.65ｍ

羨道天井高 1.20ｍ

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（33・34号墓）
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第156図　天王ヶ谷34号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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（濃い線）では玄門・袖部が明瞭ではないが、第156図中の外側の細い線が本来の奥壁、玄門の床面で

あった可能性が高いことから、第58表ではこの部分の計測値を記載する。

　主軸方位はN-11°-Eであり、ほぼ南に向かって開口する。全長約5.5ｍ、玄室長3.4ｍ、玄室最大幅約

1.8ｍ、玄室天井高約2.1ｍ、羨道長約2.1ｍ、羨道最大幅約1.0ｍ、羨道天井高1.2ｍ以下である。

　玄室　玄室の平面形は奥壁幅が広く、玄門側に向かって幅を狭める縦長の逆台形である。玄室幅に対

する玄室長指数は約1.8である。玄室の横断面は奥壁が完存しており、二等辺三角形の尖頭アーチ形で

あることが判明する。天井は玄室の中央部分は崩落していたが奥壁部分、玄門部分は完全に遺存してお

り、玄門部分の断面形も奥壁同様二等辺三角形の尖頭アーチ形であることが判明した。天井は奥壁側が

最も高く、玄門に向かって高さを0.5ｍほど下げるが、羨道の天井とはさらに0.4ｍ程の段差（前壁）が

形成される。玄門部分は明らかに袖部から続く前壁を形成している。玄室幅に対する天井高指数は奥壁

側・玄門側ともに約1.2である。奥壁は床面から0.8ｍまでは一旦外側に向かって弧を描きながら内傾し

て立ち上がる。天井と奥壁とは隅角部を明瞭に造り出し、ほぼ直角に交差する状況にある。明らかに天

井と奥壁を区分する意図があったといえる。玄室の天井高は２ｍ以上であり、大人が立って作業するの

に十分な空間が確保されている。

　内部施設はないが、開口していて再利用されていたことは明らかであり、本来設置されていたものが

除去された可能性が高い。なお、玄室床面には段差が確認できないことから、内部施設は棺座ではな

かったことが判明する。内部施設があった場合には敷石の可能性が最も高い。

　羨道　羨道と玄室の境界に段差はなく、玄門によって羨道と玄室が区分されている。玄室に対する羨

道指数は約0.7である。羨道の横断面は玄門部分で二等辺三角形の尖頭アーチ形であることが判明した

が、高さは1.4ｍ以下であり、大人が立って入るにはやや低く、腰をかがめて進入するような状況で

あったと想定する。羨道は玄門側が広く、開口部に向かって幅を狭めるもので、縦長の逆台形である。

　閉塞　閉塞は確認できないが、開口部から0.7ｍ南の位置から河原石と土器が出土しており、34号墓

に伴う閉塞石の痕跡の可能性が高い。したがって、34号墓は河原石を用いた円礫積み閉塞であった可能

性が極めて高い。使用された

石材は、20～40㎝の河原石で

ある。

　掘削痕　玄室の側壁や羨道

の側壁が一部残存しているが、

表面が丁寧に平滑に調整され

ており、掘削痕は明瞭には確

認できなかった部分が多い。

残存する部分では、図版73-3

に示したように壁面中央部に

は床面に平行する横方向の壁

面調整のための掘削痕が確認

できる。

ウ　遺物および人骨出土状況

　横穴墓内からは遺物・人骨

ともに全く出土していない。

　遺物はＡ単位群の前庭、34

号墓の前面で崩落した閉塞石 第157図　天王ヶ谷34号横穴墓前庭　遺物出土状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（34号墓）
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とともに土師器杯（653）が出土した。出土位置からみて34号墓に伴う可

能性が高い。この土師器は、口縁部を上に向けた状態で、河原石上から出

土したことから、河原石とともに崩落したとすれば、河原石上やその近く

に副葬されていた可能性がある。この仮定が正しければ、土師器杯は閉塞

儀礼に伴う遺物である可能性が高い。

エ　出土遺物

　34号墓前面の前庭より土師器杯１点が出土した。

　土器　土師器杯（653）は半球形で、口縁部は内湾せず、直立し、口縁端部は丸く収められる。口縁

部はナデ調整、内面底部にはヘラ削りの痕跡が残存する。外面については風化しており調整は観察でき

ない。口径9.2㎝、器高3.9㎝である。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期については、土師器杯で時期を特定することは困難であるが、お

およそ須恵器の遠江Ⅳ期前半以降に位置づけられようか。

　遺物出土状況のところで推測したように土師器杯が閉塞儀礼に伴うとすれば最終段階の埋葬に伴うも

のと想定でき、最終埋葬が７世紀前半以降に行われた可能性が高いことが判明する。

　埋葬人数や回数についても人骨が出土していないことから不明であるが、34号墓は天王ヶ谷横穴墓群

の中でも大型に属することから追葬が行われた可能性が高く、１回１人以上の埋葬で、追葬が行われた

可能性が高い。

第158図
天王ヶ谷34号横穴墓前庭

出土遺物実測図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　３　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ単位群の前庭（第148・159図，図版69・75）

　上述したようにＢ単位群の前庭前面に広く平坦面が存在すること、前庭の隅角部が崩落していること

から詳細な単位群を認定することが難しいが、開口部の高さや開口方位などを考慮し、35・36号墓の主

軸が交わるように開口方向を向け、36号墓と37号墓は隣接しながらも開口方向が真南を軸として反対方

向に向くことから、別の単位群と判断した。つづく37号墓以東の横穴墓について、39号墓の前庭が38号

第159図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ単位群　詳細図①（Ｂ１・Ｂ２単位群）

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（35号墓）
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墓の前まで続かないことから、38号墓と39号墓は別の単位群と判断し、さらに39号墓の前庭の高さおよ

び位置は41～43号墓前面の前庭と対応関係にあることから、39～43号墓を同一の単位群（Ｂ３単位群）

と想定した。最終的に37・38号墓も37号墓前面にある前庭が38号墓前面まで伸びていたか不明瞭である

が、35・36号墓同様主軸が交差するような状況で開口していること、開口部の高さもほぼ同標高である

ことから、同一の単位群（Ｂ２単位群）と判断した。

　ただし、Ｂ３単位群は40号墓と41号墓の間で開口部の標高差があるため、39・40号墓と41～43号墓で

構成される２単位群に区分できる可能性も残る。

　以下、Ｂ１単位群から報告する。

（２）天王ヶ谷35号横穴墓（第159～162図，第23・59・82表，図版75・76・135）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に開口したことにより新たに確認した横穴墓である。奥壁上部に空洞

が確認できたが、ほぼ完全に埋没していた。閉塞石が残存しており、床面が乱されていないことから未

開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ１単位群に位置する。西側にＡ単位群、東側に36号墓が位置するが、

上述したようにＡ単位群の横穴墓は尾根稜線に遮られて見えなかった可能性が高い。床面の標高は約

50.8～51.2ｍであり、36号墓の開口部との標高差は約0.2ｍである。

イ　横穴墓の構造

　35号墓は両側壁を直角に屈曲させることで袖部を形成した両袖式の横穴墓である。主軸方位はN-21°

-Wであり、南南東に向かって開口する。全長2.9ｍ以上、玄室長約2.2ｍ、玄室最大幅約1.15ｍ、玄室天

井高約1.4ｍ、羨道長0.7ｍ以上、羨道最大幅約0.75ｍである。

　玄室　玄室は奥壁と玄門側の幅がほぼ同幅の縦長の

長方形であり、玄室幅に対する玄室長指数は約2.0で

ある。奥壁から左右両袖までの距離が一定ではなく、

左袖のほうが0.1ｍほど長い。玄室の横断面は奥壁が

残存していたことから二等辺三角形の尖頭アーチ形で

あることが判明する。玄室幅に対する天井高指数は約

1.3であるが、奥壁付近で1.4ｍと大人が立って作業するにはやや低い高さである。奥壁はほぼ直立し、

上部で内傾する。

　内部施設は両側壁に沿った0.05ｍと、玄門側0.2ｍを除いて玄室のほぼ全面に敷石が１面敷設されて

いる。敷石の範囲は長さ約1.9ｍ、幅約1.0ｍであり、人骨は出土していないが、敷石上に埋葬されたこ

とは明らかである。敷石の範囲からすれば伸展葬も可能である。使用された敷石は５～10㎝の小円礫で

ある。

　羨道　玄室と羨道との境界に段差はなく水平である。羨道は玄門側が広く、開口部側が狭くなる縦長

の逆台形と推測できる。現状で玄室長に対する羨道長指数は0.4以上である。

　閉塞　閉塞は開口部で河原石を用いて行われた円礫積み閉塞である。横穴墓前面が崩落しているため

原位置を保持していない可能性が高いが、ほぼこの位置で行われたことは明らかである。使用された石

材は20～40㎝の河原石で大型の石材を下に据えていた可能性が高い。右側壁に沿って残された河原石は

横穴墓の主軸に長手を平行させて据えており、この石材が原位置を保持しているとすれば、長手を主軸

に平行させて設置するような意図があった可能性もある。

　掘削痕　横穴墓内の大部分が土砂で埋没していたため、掘削痕は失われていた。

第59表　天王ヶ谷35号墓の概要

主軸方位　 N-21°-W 開口方位 南南東

全長 2.90ｍ以上

玄室長 2.20ｍ 玄室最大幅 1.15ｍ

玄室奥壁側幅 1.10ｍ 玄室玄門側幅 1.10ｍ

玄室天井高 1.40ｍ

羨道長 0.70ｍ以上 羨道最大幅 0.75ｍ

羨道玄門側幅 0.75ｍ 羨道開口部側幅 0.65ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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ウ　遺物の出土状況

　遺物は右側壁と敷石の間から鉄鏃２点（654・655）が鏃身を奥壁側に向けた状態で並んで出土した。

本来は敷石上にあったものが落ち込んだか、元々この位置に副葬されていたかについては判断できな

かった。

　なお、35号墓では人骨は出土していない。

第160図　天王ヶ谷35号横穴墓　完掘状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（35号墓）
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エ　出土遺物

　鉄鏃２点が出土した。

　鉄製品　鉄 鏃 は ２ 点（654・

655）ともに平根三角形式である。

654はふくらが張り、五角形に近

い形状に仕上げられている。655

はふくらの張る三角形式で、茎関

は棘関であり、頸部が非常に短い。

いずれも平造である。655は茎に

残る木質の痕跡から、樹皮巻が行

われたことがわかる。茎に樹皮巻

を行った後で矢柄を装着した可能

性が高い。

　２点が近接して出土しており、

矢柄を装着した状態で束で副葬された可能性が高い。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　時期を特定できる土器が出土

していないが、鉄鏃は遠江Ⅳ期前半を前後する時期に位置

づけられる可能性が高い。したがって、35号墓の築造時期

は７世紀前半と想定する。

　埋葬については人骨が出土していないため不明である。

最低１回１人以上の埋葬が行われたとしておきたい。

（３）天王ヶ谷36号横穴墓（第159・163図，第23・60表，図版75・77）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に開口したことにより新たに確認した横穴墓である。奥壁上部近くに

に空洞が確認できたが、ほぼ完全に埋没していた。閉塞施設が残存せず、内部施設が存在しないことか

ら、開口していた可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ１単位群に位置する。西側に35号墓、東側に37号墓が位置する。床

面の標高は約50.6～50.9ｍであり、35号墓の開口部との標高差は約0.2ｍ、37号墓とは約0.65ｍである。

比高差からみれば、やはり主軸が横穴墓の前面で交差する35号墓とは同一の単位群で、37号墓とは別の

単位群である可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　36号墓は両側壁を直角に屈曲させることで袖を形成した両袖式の横穴墓である。横穴墓の主軸は

N-10°-Wにとり、ほぼ南に向かって開口する。全長3.3

ｍ以上、玄室長約2.4ｍ、玄室最大幅約1.1ｍ、玄室天

井高約1.4ｍ、羨道長0.9ｍ以上、羨道幅約0.6ｍであ

る。

　玄室　玄室床面は袖部よりも一段低くなっており、

右側壁は細い線で表現した部分が本来の床面で明瞭な

第162図　天王ヶ谷35号横穴墓　出土遺物実測図

第60表　天王ヶ谷36号墓の概要

主軸方位　 N-10°-W 開口方位 ほぼ南

全長 3.30ｍ

玄室長 2.40ｍ 玄室最大幅 1.10ｍ

玄室奥壁側幅 1.10ｍ 玄室玄門側幅 0.90ｍ

玄室天井高 1.40ｍ

羨道長 0.90ｍ以上 羨道最大幅 0.60ｍ

羨道玄門側幅 0.60ｍ 羨道開口部側幅 0.55ｍ以下

第161図　天王ヶ谷35号横穴墓　遺物出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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袖を形成している。したがって、横穴墓の数値については掘削当初の規模（細い線で表現した数値）を

記載する。

　玄室の平面形は奥壁幅と玄門側幅がほぼ同幅の縦長長方形である。玄室幅に対する玄室長指数は約

2.2である。玄室の横断面は奥壁が残存しており、二等辺三角形の尖頭アーチ形であることは判明する。

玄室幅に対する天井高指数は約1.3である。玄室中央では1.6ｍ程度の高さと推測でき、玄室内では大人

が立って作業することができたと推測する。奥壁は床面から緩やかに内傾しながら立ち上がり、天井と

奥壁の境界には隅角を造り出し、明瞭に区分している。天井は玄室中央に向かい高さを増す。

　内部施設はなく、当初からなかったのか不明である。内部施設があったとしても開口していた可能性

が高いことから、再利用にあたって除去された可能性が高い。ただし、玄室内部には段差は確認できな

いことから、内部施設が造られたとしても棺座でなく、敷石であった可能性が高い。

　羨道　玄室と羨道の間に段差はなく、水平である。羨道は玄室のほぼ中央に取り付けられている。羨

第163図　天王ヶ谷36号横穴墓　完掘状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（36号墓）
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道の平面は玄門側、開口部側がほぼ同幅の縦長長方形であり、現状で玄室長に対する玄室幅指数は約

0.4であり、想定される前庭まで羨道が伸びていたとしても玄室長よりはやや短かった可能性が高い。

　閉塞　閉塞は失われており不明であるが、円礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓内全体に土砂が流入しており、掘削痕はすでに失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　36号墓では遺物および人骨は出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期および埋葬について　遺物が出土していないことから築造時期については不明である。両袖

式であることや、羨道の長さが玄室よりも短い可能性が高いことから、７世紀前半に築造された可能性

が高い。35号墓との関係は、前庭が存在した場合、36号墓のほうが羨道が短いことから35号墓よりも若

干古く位置づけられる可能性がある。

　埋葬人数や回数については、人骨が出土しておらず不明である。最低１回１体以上の埋葬が行われた

としておきたい。

（４）天王ヶ谷37号横穴墓（第159・164～167図，第23・61・82表，図版75・77・78・136）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に開口したことにより新たに確認した横穴墓である。玄室上部に空洞

が確認できたが、横穴墓内はほぼ完全に埋没していた。閉塞施設が残存しないこと、玄室上部に空洞が

確認できたことから、開口していた可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ２単位群に位置する。西側に36号墓、東側に38号墓が位置する。床

面の標高は約51.25～51.65ｍであり、36号墓の開口部との標高差は約0.65ｍ、38号墓とは約0.25ｍであ

る。比高差からみても、36号墓とは別の単位群である可能性が高く、38号墓とは同一の単位群の可能性

が高い。前庭床面との高低差は約0.7ｍである。

イ　前庭の構造

　37号墓の前面に前庭が掘削されており、本来はコ字形で南に向かって開放していた可能性が高い。38

号墓と共有していた可能性が高いが、確証はない。

　前庭の残存規模は東西約1.2ｍ以上、南北約0.8ｍ以上、面積１㎡以上であり、造成規模については横

穴墓開口部上から掘削していたとして３ｍ以上は掘削している可能性が高いことから、掘削土量は少な

くとも３以上であったとしかわからない。仮に単独で前庭を築いていたとしても玄室幅よりは広い前

庭であった可能性が高い。

ウ　横穴墓の構造

　37号墓は両側壁を屈曲させることで袖を形成する両袖式である。直角ではなく鈍角に掘削しているこ

と、袖の幅が短いことから、袖がやや不明瞭である。横穴墓の主軸はN-17°-Wに向け、南南東に向かっ

て開口する。横穴墓の規模は、前庭北壁の立ち上が

り状況から全長3.6ｍ前後に復原できる。玄室長約

1.6ｍ、玄室最大幅約1.05ｍ、玄室天井高約1.2ｍ、

羨道長2.0ｍ前後、羨道最大幅約0.8ｍである。

　玄室　玄室の平面形は奥壁幅と玄門側幅がほぼ同

幅の、縦長の長方形である。玄室幅に対する玄室長

第61表　天王ヶ谷37号墓の概要

主軸方位　 N-17°-W 開口方位 南南東

全長 3.60ｍ前後

玄室長 1.60ｍ 玄室最大幅 1.05ｍ

玄室奥壁側幅 1.00ｍ 玄室玄門側幅 0.95ｍ

玄室天井高 1.20ｍ

羨道長 2.00ｍ前後 羨道最大幅 0.80ｍ

羨道玄門側幅 0.75ｍ 羨道開口部側幅 0.55ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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指数は約1.6である。

玄室の横断面は奥壁が

残存することから、二

等辺三角形の尖頭アー

チ形であることが判明

する。玄室幅に対する

天井高指数は約1.2で

ある。

　奥壁は一旦北側に向

かって膨らんだ後内傾

するが、持ち送りはそ

れほど行われていない。

天井はほぼ同じ高さで

玄門側に向かっていた

可能性が高い。

　内部施設は玄室の中

央やや右側壁側に設置

された敷石である。１

面のみ確認できる。長

さ約0.8ｍ、幅約0.4ｍ

の範囲であるが、敷石

の密度が高い部分は

0.5ｍ×0.5ｍの範囲で

ある。この敷石上に人

骨が残存しているが、

人骨が出土している箇

所でも敷石が確認でき

ない場所が存在するこ

とから、内部が一部攪

乱された可能性がある。

使用された石材は10㎝

以下の小円礫である。

　羨道　玄室と羨道との境界に段差はない。羨道は玄室側が広く、開口部側に向かって幅を狭める、縦

長逆台形で、羨道長が玄室長よりも長く、前庭の北壁の立ち上がりを考慮すると、全長が3.6ｍ前後で、

羨道長が2.0ｍ前後と推測できることから、玄室長に対する羨道長指数は1.2程度であったと想定する。

　閉塞　閉塞は失われており不明であるが、板を嵌めたような痕跡は確認できないことから円礫積み閉

塞であった可能性が高い。

　掘削痕　玄室には一部空洞が確認できたが、多くの部分に土砂が流入していたことから、掘削痕は失

われていた。

エ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は敷石付近から出土した。

第164図　天王ヶ谷37号横穴墓　完掘状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（37号墓）
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　まず、大刀（663）が右側壁に沿って切先を南側に向けて出土し、その直上で大刀から外された状態

で切羽（あるいは責金具，660）が、大刀の中央付近、人骨（S340）の東側で鉄製鍔（662）が出土した。

この状態からみれば大刀と刀装具は本来同一の拵えであったものを副葬に際して拵えをはずして副葬し

たと想定できる。

　この他、覆土中から鉄鏃２点以上（656～659）、鎺１点

（661）が出土した。

　大刀については１点のみの出土であることから、鍔、鎺、

切羽はこの鉄刀に伴う刀装具である可能性が高い。

　人骨出土状況　人骨は主に敷石が残存している範囲で出土

しているが、この中に左大腿骨が４体分確認できることから、

37号墓には少なくとも４体分の人骨が埋葬されていたことが

判明した。一部が乱されている可能性があるものの敷石上の

人骨は埋葬当初に近い状態とすれば、伸展葬ではなく、複数

の人骨が集骨された状態で埋葬されていた可能性が高い。か

たづけ行為ではなく、改葬骨である可能性が高い。

オ　出土遺物

　大刀１点、刀装具３点（鉄製鍔・鉄製鎺・鉄製切羽）、鉄

鏃２点以上が出土した。

　鉄製品　大刀（663）は刃部と茎尻が欠損する。全長は

73.8㎝以上である。反りはなく平造で、切先はふくらが張る。

関は浅い直角両関で茎尻に向かい徐々に幅を狭めていたと想

定する。Ｘ線撮影を実施したが目釘孔は確認できない。切羽

第165図　天王ヶ谷37号横穴墓　遺物出土状況図

第166図　天王ヶ谷37号横穴墓
出土遺物実測図①

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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（660）は倒卵形の平面で、刃部側は突起しない。長軸5.7㎝、短軸3.9㎝、

厚さ３㎜、幅６㎜である。鍔の柄側に取り付けられ柄を固定するための責

金具の可能性も残るが、厚さが３㎜と薄いこと、幅広であることから柄頭

に取り付けられる切羽の可能性が高い。鎺（661）は塞ぎのない筒形のも

のである。本来は倒卵形のものであり、刃部側がやや突起していた可能性

がある。長軸3.3㎝、短軸2.2㎝、幅1.3㎜である。鍔（662）は無窓鍔で、

倒卵形である。内孔は楕円形である。断面は細長い長方形である。長軸７

㎝程度、短軸５㎝程度に復原できる。

　なお、切羽を伴う拵えであることから、想定復原図に示したように頭椎

大刀の可能性がある。その仮定が正しければ、柄頭と柄間は木製（漆塗り

の可能性がある）であった可能性が高い。

　鉄鏃（656～659）は鏃身、茎関ともに２点であることから２点が副葬さ

れていた可能性が高いが、657に658・659は接合しないことから最大４点

の可能性がある。鏃身が残存する２点（656・657）は２点ともに長頸尖根

柳葉式である。657の鏃身がやや短く、薄い。鏃身関は両者ともに直角両

関であり、656の茎関は棘関である。658は長頸尖根式の頸部、659は頸部

～茎の破片で、棘関である。

カ　出土人骨

　出土した人骨は、左大腿骨が４体分存在することから、最小埋葬数は４

体である。いずれも成人であるが、性別や死亡年齢については明らかにす

ることができない。

キ　小結

　築造時期　土器が出土していないことから時期を特定することは難しい

が、鉄鏃からみると尖根柳葉式鉄鏃は遠江Ⅳ期前半までで副葬がほぼ終了

する可能性が高いこと（大谷2003a）から、少なくとも遠江Ⅳ期前半、７

世紀前半には築造されていた可能性が高い。

　埋葬について　人骨調査の結果、最低４体が埋葬されたことが判明した

が、１ｍの範囲内から出土していることから４体分の人骨がまとめられた

状態で集骨されていた可能性が高い。37号墓も改葬骨が納められた可能性

が高い。遺物には時期差が確認できないため、追葬が行われたか不明であ

る。１回以上の埋葬があったことしかわからない。

（５）天王ヶ谷38号横穴墓（第159・168・169図，第23・62・80表，図版

75・78・79・136）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に閉塞石を確認したことにより新たに確

認した横穴墓である。横穴墓は完全に埋没していた。閉塞施設は残存する

ものの、敷石がない部分が確認できることからこの部分がのちに攪乱され

たと想定すれば、開口していた可能性がある。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ２単位群に位置する。西側に37号墓、

東側に39号墓が位置する。床面の標高は約51.5～52.05ｍであり、37号墓

第167図
天王ヶ谷37号横穴墓
出土遺物実測図②

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（38号墓）
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の開口部との標高差は約0.25ｍ、39号墓とは約0.2ｍである。比高差と開口方位からみると37号墓とは

同一の単位群である可能性が高く、39号墓とは開口部の高さが同一であるが、39号墓の前庭が39号墓の

手前で終了している可能性が高いこと、開口方向がやや異なることから別の単位群である可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　38号墓は両側壁を直角に屈曲させることで袖部を

形成する、両袖式の横穴墓である。主軸をN-５°-W

にとり、ほぼ真南に向かって開口する。全長3.2ｍ

以上、玄室長約2.6ｍ、玄室最大幅約1.25ｍ、玄室

天井高1.8ｍ前後、羨道長0.6ｍ以上、羨道最大幅約

0.6ｍである。

第168図　天王ヶ谷38号横穴墓　完掘状況図

第62表　天王ヶ谷38号墓の概要

主軸方位　 N-５°-W 開口方位 ほぼ真南

全長 3.20ｍ以上

玄室長 2.60ｍ 玄室最大幅 1.25ｍ

玄室奥壁側幅 1.25ｍ 玄室玄門側幅 1.20ｍ

玄室天井高 1.80ｍ前後

羨道長 0.6ｍ以上 羨道最大幅 0.60ｍ

羨道玄門側幅 0.60ｍ 羨道開口部側幅 0.50ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群



207

　玄室　玄室平面は奥壁幅と玄門側の幅がほぼ同幅の

縦長長方形であり、玄室幅に対する玄室長指数は約

2.1である。玄室の横断面はかろうじて奥壁が残存し

ていたため二等辺三角形の尖頭アーチ形であることが

判明する。玄室幅に対する天井高指数は約1.4である。

天井高が約1.8ｍであることから、大人が内部で立っ

て作業することが可能であったと推測する。奥壁は床

面から0.5ｍまではほぼ直立し、そこから内傾する。

　内部施設は玄室中央に横穴墓の主軸に沿って設置さ

れた敷石であり、１面確認した。玄室中央部分に不規則に敷石がみられない場所があることから、この

部分は後世の再利用などによる攪乱の可能性がある。敷石は奥壁、東西両側壁に接するまでは敷設され

ておらず、それぞれが10～20㎝の間隔がある。敷石設置範囲は長さ約2.1ｍ、幅1.0ｍであり、伸展葬も

可能である。使用された石材は５～10㎝の小円礫である。

　羨道　玄室と羨道の境界には、玄室側中央部分に段差があるが、両側壁は水平に連続しており、段差

は意図されておらず、木根などにより柔らかくなった部分を横穴墓の覆土として掘ってしまった可能性

が高い。したがって、羨道と玄室の床面には段差がなかった可能性が高い。羨道は玄門側が広く開口部

側に向かい幅を狭める逆台形である。現状で玄室長に対する羨道長指数は約0.2であり、非常に短い。

　羨道は玄室の中央やや東側に取りつき、玄室の主軸と羨道の主軸がややずれている。

　閉塞　閉塞は玄門部分で行われた河原石を利用した円礫積み閉塞である。現状で最下段に石材４石が

残存している。４石はいずれも長軸を横穴墓の主軸の直交させており、天王ヶ谷横穴墓群で確認された

中では特異な据え方をしている。積載方法は２石ずつ２列に据えている。利用された石材は0.3～0.4ｍ

の石材である。

　掘削痕　横穴墓内が土砂で完全に埋没していたため、掘削痕はすでに失われていた。

ウ　遺物の出土状況

　38号墓内からは玉類（丸玉・小玉）が出土したが、いずれも覆土中からの出土であり、どの位置に副

葬されていたか不明である。

　また、人骨は一切出土していない。

エ　出土遺物

　38号墓からは丸玉５点、小玉13点が出土した。

　玉類　丸玉５点（669～673）は赤みがかった暗灰色を呈しており、琥珀である可能性がある。残存状

況が良好ではないため穿孔方向については不明である。直径約８㎜、高さ約５～８㎜である。

　小玉（674～686）はいずれもガラス製で、気泡が動いた痕跡が確認できることから、管切技法によっ

て生産された可能性が高い。色調はいずれも紺色である。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期については時期を特定できる遺物が出土していないことから不明

であるが、玄室の袖部が明瞭であること、大型の横穴墓であることから７世紀前半に築造された可能性

が高い。37号墓との前後関係は、37号墓のほうが袖部の突出が少なく、羨道も長いことから、38号墓の

ほうが早く築造された可能性が高い。

　埋葬については人骨が出土していないことから埋葬人数・回数ともに不明である。

第169図　天王ヶ谷38号横穴墓　出土遺物実測図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（38号墓）
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（６）天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ３単位群の前庭（第148・170・171図，図版75）

　上述したように39号墓前面で確認した前庭と41～43号墓の前面で確認した前庭は40号墓の前面部分が

崩落して失われていることから直接的には連続していないが、39号墓の前庭と41～43号墓の前庭をつな

ぐとちょうど南側に向かって開放するコ字形の前庭で、その北壁部分に39～43号墓が前庭の北壁に直交

第170図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ単位群　詳細図②（Ｂ３単位群）

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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して開削されていることになること、39～43号墓前面に天王ヶ谷横穴墓群Ⅰ支群Ａ単位群のような平坦

面が確認できることから、39～43号墓の５基で共有される共有前庭と判断した。

　なお、もし別の前庭とするならば、開口部の標高差から判断して、39・40号墓と41～43号墓に区分で

きる可能性がある。

第171図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ単位群　詳細図③

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（39号墓）
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　この共有前庭の規模は東西約11.0ｍ、南北５ｍ以上、面積55㎡以上である可能性が高く、この場合横

穴墓の開口部の上位から３ｍ以上掘り込んで造成された可能性が高いが、その場合は80以上の造成が

行われた可能性が高い。

（７）天王ヶ谷39号横穴墓（第170～177図，第23・63・79・80・82表，図版75・78～80・137・138）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に閉塞石を発見したことにより新たに確認した横穴墓である。横穴墓

は奥壁上部に空洞が確認できたが、ほぼ完全に埋没していた。閉塞施設は残存するものの、閉塞施設の

残存が基底部部のみであること、出土した土器が破片であること、内部施設が乱されている可能性が高

いことから判断して、開口していた可能性がある。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ３単位群の西端に位置する。西側に38号墓、東側に40号墓が位置す

る。床面の標高は約51.5～52.1ｍであり、38号墓の開口部との標高差は約 0ｍ、40号墓とは約0.2ｍで

ある。前庭との間には段差があり、その高低差は約0.7ｍである。遺物が出土した位置の立ち上がり状

況からすると、前庭北壁はほぼ直立していた可能性が高いことから、直接登るにはやや高く、台や梯子

を使用して横穴墓内に進入した可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　横穴墓は両側壁をほぼ直角に屈曲させることで袖を形成した両袖式であるが、左右で袖の位置が異な

る。この袖部のラインと羨道はほぼ直交することから、玄室部分を掘削する際に玄室内の段差の部分が

若干東側によって掘削された可能性が高い。

　横穴墓の主軸はN-18°-Eにとり、南南東に向かって開口する。全長は前庭の立ち上がり状況から4.5ｍ

前後に復原できる。玄室長約3.4ｍ、玄室最大幅約1.5ｍ、玄室天井高約1.6ｍ、羨道長1.1ｍ前後、羨道

最大幅0.6ｍである。

　玄室　玄室は奥壁側と玄門側の幅がほぼ同幅の縦

長長方形であり、玄室幅に対する玄室長指数は約

2.2である。玄室の横断面は二等辺三角形の尖頭

アーチ形であり、玄室幅に対する天井高指数は約

1.1である。奥壁の天井高は約1.4ｍであり、大人が

立って作業するのはやや困難で、腰をかがめた状態

で作業にあたった可能性が高い。奥壁は丸みをもって内傾し、天井との境界は隅角を設け、天井と奥壁

を明瞭に区分していた可能性が高い。現存する天井は奥壁から玄門側に向かって下がる。

　内部施設は小円礫が確認できるが、その数は少なく散在する。敷石を設置していたものが再利用など

によって外部へ持ち出された可能性が高い。敷石に使用された石材は10㎝以下の小礫である。

　また、玄室中央やや南側に0.05ｍの段差があり、奥側を棺座としていた可能性がある。奥壁側の長さ

2.5ｍ、幅1.5ｍの範囲が高くなっている。

　羨道　羨道と玄室との間に0.05ｍ程の段差があり、羨道は玄室のやや西側に取りつけられている。前

庭の北壁がほぼ直立して立ち上がった場合、39号墓は全長4.5ｍ前後に復原できることから、その場合

羨道は1.1ｍ前後となる。羨道の長さは玄室長よりも短く、玄室長の約５割の長さ（羨道長指数0.5）で

ある。羨道の平面形は玄門側が広く、開口部に向かって幅を狭める縦長の逆台形である。

　閉塞　閉塞は羨道の玄門側で河原石を用いて行われた円礫積みである。１面のみの確認であるため、

奥壁近くの石材に関しては、崩落した閉塞石の可能性もある。使用された石材は20～30㎝の河原石であ

り、羨道内を充填しているが、長手を横穴墓の主軸に合わせるような意図はない。

第63表　天王ヶ谷39号墓の概要

主軸方位　 N-18°-E 開口方位 南南東

全長 4.50ｍ前後

玄室長 3.40ｍ 玄室最大幅 1.50ｍ

玄室奥壁側幅 1.50ｍ 玄室玄門側幅 1.30ｍ

玄室天井高 1.60ｍ

羨道長 1.10ｍ前後 羨道最大幅 0.60ｍ

羨道玄門側幅 0.60ｍ 羨道開口部側幅 0.35ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群



211

第172図　天王ヶ谷39号横穴墓　完掘状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（39号墓）
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　掘削痕　横穴墓内の大部分に土砂が流入していたため、掘削痕はすでに失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は前庭隅角部、玄室内で出土した。

　Ｂ３単位群の前庭の北西隅角から、土師器・須恵器が纏められた状態で出土した。出土した位置から

判断して39号墓に伴うものである可能性が高いことから、39号墓の前庭出土遺物として報告する。

　北西側に大部分が欠損する壺瓶類の胴部から底部片（665）が割れ口を上に向けた状態で、その西隣

から土師器壺（667）が底部を欠損した状態で、その付近から土師器鉢（666）、その下から須恵器壺

（664）が割れた状態で出土した。それらの南側から土師器鉢あるいは壺の底部と想定する土器（668）

が出土した。土師器片の下から須恵器破片が出土しており、須恵器壺は割られた状態で供献された可能

性がある。前庭出土の須恵器・土師器は前庭祭祀に伴うものと判断できる。

第173図　天王ヶ谷39号横穴墓前庭　遺物出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　一方、玄室内では玄室中央部やや右側壁側から須恵器杯蓋片（668）、その南約１ｍのところで玉類

（687）、左側壁の玄室内の棺座の南東で左側壁に沿わせるような状態で短刀（690）が切先を奥壁側に向

けた状態で出土した。また、左袖付近で土師器杯１点（689）が破片で出土した。

　人骨出土状況　39号墓からは人骨は出土していない。

第174図　天王ヶ谷39号横穴墓　遺物出土状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（39号墓）
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エ　出土遺物

　前庭から須恵器壺・壺瓶類、土師器鉢・壺、鉢（あるいは壺底部）が、横穴墓内から須恵器杯蓋１点、

土師器杯１点、玉類１点、短刀１点が出土した。

　前庭出土土器　前庭から出土した壺（664）は、く字形の頸部で、口縁直下に低い稜が巡らされ、口

縁部は外傾する平坦面をもつ。胴部は無花果形で、平行タタキを施した後で、底部にはカキメ調整を施

す。胴部上半に二条の沈線が刻まれる。内面の底部は板ケズリ調整が行われ、胴部中央より上はナデ調

整が行われている。口径13.0㎝、器高18.8㎝である。湖西産の可能性が高い。

　665は粘土紐の痕跡が確認できる壺瓶類の胴部で、図のようにおいて正置の場合は平瓶の可能性が、

一方90度左回転させたのが正しい置き方であるとすれば、提瓶の可能性がある。外面にはカキメ調整が

施される。全体的に厚手の造りである。全体的な色調は赤灰色を呈する。湖西産の可能性は低く、森山

窯産の可能性が高い。

　土師器鉢（666）は、深碗形の鉢である。平底、深鉢部で、口縁部は底部からほぼ直立して立ち上が

る。口縁端部はやや細くとがらせるように摘みあげられている。口径11.4㎝、器高7.5㎝である。壺

（667）は直口壺に近い口縁部をもつ壺で、胴部は胴部上半（肩部）に最大径がある球胴あるいは無花果

形の壺であった可能性が高い。

第175図　天王ヶ谷39号横穴墓前庭　出土遺物実測図
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　土師器（668）は平底で、底部には木葉痕が

残存する。底部から直線的に立ち上がり、外面

にはハケメ調整が行われている。一見弥生土器

のような印象を受けるが、上記と同一箇所から

出土していることから、胴部が細長く平底の壺

の可能性もわずかながらあるが、やや特殊な土

師器鉢の可能性が高い。製作技法は木葉の上に

円盤状の粘土を置き、その外端部上に粘土を積

み上げていく方法で製作したと想定する。

　玄室出土土器　玄室で出土した須恵器杯蓋（688）は半球形で、口縁部と天井と

の境には稜あるいは凹線はない。口径9.8㎝に復原できる。胎土の特徴から森山窯

産である可能性が高い。

　土師器杯（689）は半球形の杯で、口縁部は内湾せず、ほぼ直立し丸く収められ

る。口径11.8㎝に復原できる。

　玄室出土遺物　玉類（丸玉）と短刀が出土した。

　丸玉１点（687）はガラス製で臼玉に近い形状であり、直径12㎜、高さ７㎜であ

る。

　短刀（690）は、ふくらの張る切先で、関は棟側が浅い直角関、刃部側が撫関で

ある。茎は欠損しており不明確であるが、茎尻に向かい幅を細めていた可能性が高

い。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期は、横穴墓内から出土した須恵器杯蓋の口径

が9.6㎝と小型であること、その特徴から遠江Ⅳ期後半に位置づけられる可能性が

高い。一方で、前庭から出土した土器は時期を特定することは難しい。したがって、

玄室内出土の須恵器を基準とすれば、遠江Ⅳ期後半、７世紀後半には築造されてい

た可能性が高い。

　ただし、玄室が明瞭な両袖式であることから遠江Ⅳ期前半、７世紀前半まで遡る可能性がある。この

仮定が正しければ、40号墓との前後関係は、40号墓が袖があいまいで、羨道が長いことから39号墓→40

号墓の順で開削された可能性が高い。

　埋葬については人骨が出土していないことから、埋葬回数、人数について不明である。最低１回１人

以上の埋葬が行われたことは明らかである。

（８）天王ヶ谷40号横穴墓（第170・171・178図，第23・64表，図版75・78・81）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に、空洞部分を発見し新たに確認した横穴墓である。横穴墓は奥壁上

部に空洞が確認できたが、ほぼ完全に埋没していた。閉塞施設は残存しておらず、また遺物も一切出土

していないことから、開口していた可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ３単位群に位置する。西側に39号墓、東側に41号墓が位置する。床

面の標高は約51.3～52.55ｍであり、39号墓の開口部との標高差は約0.2ｍ、41号墓とは約0.55ｍである。

上述したとおり、39号墓とは高低差が少ないものの、41号墓以東の３基とはやや比高差があることから、

39・40号墓と、41～43号墓の単位群であった可能性も残る。

第177図
天王ヶ谷39号横穴墓
出土遺物実測図②

第176図　天王ヶ谷39号横穴墓
出土遺物実測図①

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（40号墓）
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　前庭と開口部の間には段差がある。その高低差は約0.8ｍであり、直接登るにはやや高く、台や梯子

を使用して横穴墓内に進入した可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　40号墓は両側壁を山形に突起させ、床面に段差を設けることで玄室と羨道を区分する疑似両袖式であ

る。横穴墓の主軸はN-14°-Eであり、南からやや西に向かって開口する。全長約4.9ｍ、玄室長約2.4ｍ、

玄室最大幅約1.15ｍ、玄室天井高約1.6ｍ、羨道長約2.5ｍ、羨道最大幅0.85ｍ、羨道天井高1.3ｍ以下

である。

　玄室　玄室は奥壁幅と玄門側幅がほぼ同幅の縦長

長方形であり、玄室幅に対する玄室長指数は約2.1

である。玄室の横断面は残存状況が良好であり、二

等辺三角形の尖頭アーチ形であることが判明する。

玄室幅に対する天井高指数は約1.4である。奥壁は

床面から丸みをもって内傾して立ち上がり、天井と

は隅角を設けて明確に区分している。天井は玄門に向って高さを下げる。奥壁側は約1.6ｍであるが、

玄門側は1.2ｍであり、0.4ｍ下がる。玄門部分に前壁が存在したかどうか不明であるが、羨道（E-E′断

面部分）の横断面が天井付近まで残存していることから判断して、袖部と同様天井に屈曲を設けること

で羨道と玄室の天井を区分していた可能性が高い。

　内部施設はない。横穴墓の特徴からは天王ヶ谷10号墓が同様の構造であることから敷石が敷設された

可能性がある。遺物も一切出土していないことから、開口しており、再利用された際にかき出されてし

まった可能性が高い。

　羨道　羨道と玄室との間に約0.1ｍの段差があり、両側壁の山形の突出とこの段により玄室と羨道を

区分している。羨道の平面形は玄門側が広く、開口部側が狭い縦長の逆台形である。玄室と羨道の長さ

がほぼ同一である。

　閉塞　閉塞は失われており不明であるが、開口部には板をはめ込んだような痕跡はないことから、他

の横穴墓同様円礫積み閉塞であった蓋然性が高い。

　掘削痕　横穴墓に土砂が流入していること、空洞が確認された天井部分の表面は剥がれ落ちてしまっ

ていることから掘削痕は失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　40号墓からは遺物および人骨は一切出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期は遺物が出土していないことから不明であるが、横穴墓の形状か

らみると遠江Ⅳ期前半（７世紀前半）～Ⅳ期後半（７世紀後半）の一時期に掘削された可能性が高い。

なお、上述したように39号墓出土遺物が追葬時の遺物とし、７世紀前半の築造であるとする仮定が正し

ければ、40号墓は39号墓より新しい可能性が高い。

　埋葬については人骨が出土していないことから不明であるが、１回１体以上の埋葬があったと想定す

る。

第64表　天王ヶ谷40号墓の概要

主軸方位　 N-14°-E 開口方位 ほぼ南

全長 4.90ｍ

玄室長 2.40ｍ 玄室最大幅 1.15ｍ

玄室奥壁側幅 0.95ｍ 玄室玄門側幅 0.90ｍ

玄室奥壁側天井高 1.60ｍ 玄室玄門側天井高 1.20ｍ

羨道長 2.50ｍ 羨道最大幅 0.85ｍ

羨道玄門側幅 0.85ｍ 羨道開口部側幅 0.60ｍ

羨道天井高 1.30ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第178図　天王ヶ谷40号横穴墓　完掘状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（40号墓）
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（９）天王ヶ谷41号横穴墓（第170・171・179～181図，第23・65・82表，図版82・83・139）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に、閉塞石を発見し新たに確認した横穴墓である。横穴墓は奥壁上部

に空洞が確認できたが、ほぼ完全に埋没していた。閉塞施設は残存しているが、内部施設が確認できな

いこと、金属製品が散乱した状態であることから開口していた可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ３単位群に位置する。西側に40号墓、東側に42号墓が位置する。床

面の標高は約50.75～50.95ｍであり、40号墓の開口部との標高差は約0.55ｍ、42号墓とは約0.3ｍであ

る。前庭と開口部の間には段差があり、その高低差は約0.55ｍであり、直接登って横穴墓内に進入した

可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　41号墓は両側壁を直角に屈曲させることで袖を形成する両袖式である。横穴墓の主軸をN-１°-Eにと

り、ほぼ真南に向かって開口する。全長約5.3ｍ、玄室長3.4～3.5ｍ、玄室最大幅約1.7ｍ、玄室天井高

約1.7ｍ、羨道長約1.8ｍ、羨道最大幅約0.9ｍ、羨道天井高1.45ｍ以下である。

　玄室　玄室は奥壁側幅と玄門側幅がほぼ同幅の縦長長方形である。玄室幅に対する玄室長は約2.4で

ある。玄室の横断面は左右両側壁ともに一旦外側に

向かって丸みをもって立ち上がった後内傾する蕾形

二等辺三角形の尖頭アーチ形であり、玄室の規模は

床面よりも0.2ｍほど上位に最大値がある。玄室幅

に対する天井高指数は約1.1である。奥壁は一旦外

側に向かって丸みをもって立ち上がった後内傾する

ものであり、天井との境には隅角部を造り出し、奥壁と天井を明瞭に区分している。天井は奥壁からほ

ぼ同じ高さで玄門に向かって進み、玄門から約0.7ｍのところから天井が下がる。玄門部分には天井に

直角に段差が設けられ、前壁が形成されている。前壁は現状で高さ0.15ｍである。

　内部施設は確認できない。本来存在しなかったわけではなく、再利用時に持ち出された可能性が高い。

内部施設が設置された場合は敷石の可能性が高い。

　羨道　羨道と玄室の床面には段差はなくほぼ水平である。羨道は玄室のほぼ中央に取り付けられてい

る。羨道と玄室の主軸がやや異なり、やや西側を向く。この羨道の方位と袖部のラインがほぼ直交する

ことから玄室の掘削にあたって、羨道の掘削の時よりも西側にずれて掘削された可能性が高い。平面形

は奥壁側がやや広く、開口部側がやや狭いがほぼ同幅であり、縦長長方形とすることができる。玄室長

よりも羨道長が短く、玄室長に対する羨道長指数は約0.5である。羨道の天井は崩落しており不明であ

るが、玄室部天井よりも最低0.1ｍ下がる。

　閉塞　閉塞は羨道のほぼ中央で河原石を使用して実測された円礫積み閉塞である。床面から0.2ｍの

土砂を挟んで積載されており、追葬時の閉塞石である可能性が高い。閉塞石は２段残存していた。使用

された閉塞石は20～30㎝の河原石であるが、長手を横穴墓の主軸に平行させて積み上げるような造作は

確認できない。

　掘削痕　左右両側壁上部に加工痕が確認できるが、単位が明瞭ではなく、右斜め上方から左斜め下に

向かって加工痕が確認できる（図版82-3～ 5）。また、右側壁下部中央部分には床面と垂直方向に７～

８㎝幅の加工痕が５条確認できる。側壁の中央部分は壁面の崩落のため失われているが、横方向の調整

であった可能性が高い。

第65表　天王ヶ谷41号墓の概要

主軸方位　 N-１°-E 開口方位 真南

全長 5.30ｍ

玄室長 3.50ｍ 玄室最大幅 1.70ｍ

玄室奥壁側幅 1.50ｍ 玄室玄門側幅 1.60ｍ

玄室天井高 1.70ｍ 玄室玄門側天井高 1.60ｍ

羨道長 1.80ｍ 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.90ｍ 羨道開口部側幅 0.75ｍ

羨道天井高 1.45ｍ以下
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第179図　天王ヶ谷41号横穴墓　完掘状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（41号墓）



220

ウ　遺物の出土状況

　遺物は玄室の右隅角部の床面から10㎝程

上位から鉄鏃（694・696）、刀子（692）が、

その東側から鉄鏃（693）が単独で出土し

た。また、鉄鏃（694）の南側から、鉄鏃

の頸部～茎片（695・697・698）が散在し

て出土した。遺物が散在していること、完

形品が確認できないことから、盗掘等を受

けて乱された可能性が高い。覆土から刀子

あるいは短刀（691）が出土した。

　なお、人骨は一切出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物には、刀子あるいは短刀片

（691）、刀子片（692）、鉄鏃（693～698）

が出土した。

　鉄製品　刀子あるいは短刀片（691）は錆によ

り膨張しているため厚さ等は不明であるが、幅が

1.8㎝以上、残存長８㎝であり、刀子にしてはや

や長いことから短刀の可能性がある。刀子（692）

は茎尻の破片で、茎は茎尻に向かい先細りし、茎

尻は欠損のため不明である。茎には樹皮巻が残存

していることから木柄を取り付ける前に樹皮巻き

が行われた可能性が高い。

　鉄鏃は平根式（693）と尖根式（694）、尖根式

の破片と想定する頸部～茎片（695～698）がある。

平根式（693）はふくらの張る三角形式であり、

鏃身は平造である。茎関は破損部に形成されてい

た可能性が高く、華奢な棘関である可能性が高い。

尖根式（想定するものを含む，694～698）は、茎関の数から少なくとも３点が副葬されたことが判明す

る。694は長頸柳葉式で、鏃身関は直角関で、鏃身も長く、断面は片鎬造である。697・698は茎関が棘

関であるが、棘関を造り出す際に、針金を巻き付けて関を形成している可能性がある。頸部が細いとい

う特徴も確認できる。696も茎～頸部片であるが、華奢な棘関である。茎には矢柄が残存する。695は頸

部片である。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期については時期を特定できる土器が出土していないことから不明

であるが、長頸柳葉式が出土していることを重視すれば、遠江Ⅳ期前半には確実に築造されていた可能

性が高く、遠江Ⅲ期末葉まで遡る可能性もある。どちらにしても７世紀前半の築造である可能性が高い。

　埋葬人数や埋葬回数については不明であるが、閉塞石が床面から20㎝上位から出土していることから、

少なくとも１回の追葬が行われた可能性が高く、初葬と追葬の２回２人以上が埋葬された可能性が高い。

第180図　天王ヶ谷41号横穴墓　遺物出土状況図

第181図　天王ヶ谷41号横穴墓　出土遺物実測図
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221

（10）天王ヶ谷42号横穴墓（第170・171・182～185図，第23・66・81・82・84表，巻頭図版15，図版

82・84・139）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に、閉塞石を発見し新たに確認した横穴墓である。横穴墓は奥壁上部

に空洞が確認でき床面から天井までの半分程度が埋没していた。閉塞施設は残存しているが、内部から

近現代の物品が出土していることから、明らかに再利用、攪乱があったことが判明する。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ３単位群に位置する。西側に41号墓、東側に43号墓が位置する。床

面の標高は約51.05～51.4ｍであり、41号墓の開口部との標高差は約0.3ｍ、43号墓とは約0.1ｍである。

前庭との間には段差があり、その高低差は約0.5ｍであり、直接登って横穴墓内に進入した可能性が高

い。

イ　横穴墓の構造

　42号墓は両側壁を直角に屈曲させることで袖を形

成し、玄室と羨道を区画する両袖式の横穴墓である。

主軸方位をN-10°-Eに向け、ほぼ南に向かって開口

する。全長4.1ｍ前後、玄室長約2.7ｍ、玄室最大幅

約1.55ｍ、玄室天井高約1.70ｍ、羨道長1.4ｍ前後、

羨道最大幅0.7～0.85ｍである。

　玄室　玄室は奥壁側幅と玄門側幅がほぼ同幅の縦長長方形であり、玄室幅に対する玄室長指数は約

1.9である。玄室の横断面は一旦外側に膨らんだ後二等辺三角形の尖頭アーチ形であり、玄室幅に対す

る天井高指数は約1.3である。第66表の規模は床面から外側に広がった最大長・幅を記載している。奥

壁は一旦外側に向かって丸みを持ちながら内傾し、天井との境界に隅角を形成して、天井と奥壁を明瞭

に区分している。天井は奥壁側が高く、玄門に向って徐々に高さを低くする構造である。天井高は奥壁

で約1.70ｍあり、玄門側は約1.60ｍ前後と想定できることから、大人が立って作業するには十分な空間

が確保されていた可能性が高い。

　内部施設は敷石に使用されたと想定される小礫が散在している。現状での範囲は長さ1.2ｍ、幅0.8ｍ

の範囲に散在する。確認された石材は10㎝以下の小礫である。敷石が設置されたと想定できるが、その

範囲については不明である。

　羨道　羨道と玄室の境には段差はなく、水平である。羨道は玄室の中央やや東側に取り付けられてい

る。玄門側から開口部に向かい幅を狭めるもので縦長の逆台形である。羨道は玄室よりも短く、玄室長

に対する羨道長指数は約0.5である。

　閉塞　閉塞は開口部で河原石を使用して行われた円礫積み閉塞であり、最下段のみ残存している。使

用された石材は20～50㎝の河原石であり、左側壁側の大型の石材は長手を横穴墓の主軸に平行させてい

ることから、長手を奥に向けて積み上げる意識が働いていた可能性が高い。

　掘削痕　図版84-4の上部では縦方向斜めの調整が、中央では横方向の調整が確認できることから、42

号墓の壁面の最終調整の掘削痕は天井近くが縦方向の調整、中央付近が横方向の調整であったことが判

明する。

　壁画　42号墓の玄室右側壁奥壁側に絵画が描かれている（図版84-4）。鳥や鹿などの動物が描かれた

と想定する。ただし、宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群の未開口の可能性が高い横穴墓では一切絵画は

確認できず、開口していた可能性が高い横穴墓のみにこうした絵画が確認できることから、調査者は築

造当初のものである可能性は低いと判断し、写真撮影に留め、図化していない。

　もし古墳時代のものとして読者が扱われる場合は、この点注意願いたい。

第66表　天王ヶ谷42号墓の概要

主軸方位　 N-10°-E 開口方位 ほぼ南

全長 4.10ｍ前後

玄室長 2.70ｍ 玄室最大幅 1.55ｍ

玄室奥壁側幅 1.40ｍ 玄室玄門側幅 1.40ｍ

玄室天井高 1.70ｍ

羨道長 1.40ｍ前後 羨道最大幅 0.85ｍ

羨道玄門側幅 0.85ｍ 羨道開口部側幅 0.70ｍ

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（42号墓）
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第182図　天王ヶ谷42号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は玄室の中央から玄門部分までで散在した状態で、かつ床面よりもやや上位から

出土した。上述したとおり、内部は攪乱されており、埋葬当時の原状を留めていない可能性が高い。

　まず、B-B′断面のところで耳環２点（699・701）が約0.4ｍ離れた位置で出土し、701の南側で耳環

（702）が、その南東で刀子（704）が直立したような状態で出土した。702から約0.3ｍ南で刀子（706）

が、その0.3ｍ南から耳環（703）と鉄鏃（707）が出土した。左側壁付近では耳環（700）と刀子（705）

が、羨道との境界付近で鉄鏃（709）が出土した。

　この他覆土中から、鉄鏃（708・710・711）と砥石（712）が出土した。

　人骨出土状況　刀子（704）と接するように大腿骨（S351）が出土した。

エ　出土遺物

　42号墓の出土遺物には、耳環５点、鉄鏃３点以上、刀子３点、砥石１点が出土している。

　耳環　耳環は５点が出土しているが、材質が異なる。

　699・701の２点が鉄製（鉄無垢か）中実であり、自然科学分析の結果、鍍金などの造作は施されてい

ない無垢の状態であった可能性がある。鉄製の環状遺物であることから馬具の引手や銜の可能性を想定

したが、小口部分がしっかり形成されていることから馬具の可能性は低い。出土数は少ないものの鉄製

（錫張の可能性あり）耳環と判断した。両者とも楕円形で、断面は699が円形で、701は腐食が進んでお

第183図　天王ヶ谷42号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（42号墓）
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り不明（円形か）である。大きさは699が長軸3.8㎝、短軸3.3㎝、厚さ８㎜、701は腐食が進んでおり実

際にはもう少し大きかった可能性があるが長軸3.4㎝以上、短軸3.3㎝以上、厚さ６㎜以上であり、ほぼ

699と同じ大きさであることから、同一の被葬者に伴う耳環である可能性が高い。

　残りの３点のうち１点（702）は小口部分に箔を巻き付けた痕跡を確認できる。分析の結果「中実銅

地銀張鍍金」であることが判明した。残りの２点（700・703）は中実で銅製であり、自然科学分析では

良好な結果が出なかったが、箔の痕跡が若干確認できることから、702と同様、「中実銅芯銀張鍍金」の

耳環であった可能性が高い。なお、700には１㎜以下の細い紐が付着している。埋葬当時の衣服などの

一部の可能性がある。いずれも平面円形、断面円形の耳環で、大きさは700が長軸3.0㎝、短軸2.7㎝、

厚さ８㎜、702が長軸2.6㎝、短軸2.5㎝、厚さ７㎜、703が長軸2.4㎝、短軸2.3㎝、厚さ６㎜であり、三

者三様である。702・703は同一の被葬者に伴う可能性があるが断定はできないことから１人分かあるい

は２人分とすると、700は明らかに大きさが異なるため別個体とすれば、耳環からは３～４人の埋葬が

想定できる。

　鉄製品　鉄製品は刀子と鉄鏃が出土した。

　刀子は３点（704～706）出土した。704は切先と茎尻を欠損する。刀身は内反りしており、刃部は内

反りすることから研ぎ減りの可能性がある。関は直角両関で棟側がやや深い。茎は茎尻に向かいわずか

に先細るものである。茎には糸巻き、木柄、樹皮巻が確認できるが、茎に糸巻きを行った後木柄を嵌め、

樹皮巻きで固定した可能性が高い。茎には明瞭に木柄の痕跡が残存するが刀身には木質は確認できない

ことから鞘は木製ではなく皮革であったかあるいは抜き身の状態で副葬された可能性が高い。

　705も切先と茎尻を欠損するもので、刃部は内湾しており、研ぎ減りの可能性がある。関は棟側が直

角関、刃部側が撫関である。茎は茎尻に向かい若干先細るものであった可能性が高い。茎には木質は残

存せず、刀身に有機質らしきものが付着するが木目や布目は確認できないことから皮革の可能性が高い。

このことから鞘は革製であった可能性を想定できる。

　706は刀身の大部分を欠損するもので、関はかろうじて残存し、棟側が浅い直角関、刃部側が撫関で

第184図　天王ヶ谷42号横穴墓　出土遺物実測図①

第５章　天王ヶ谷横穴墓群



225

ある。茎は茎尻に向かい先細り、茎尻は丸尻である。茎には樹皮巻と木

柄が残存しており、茎に樹皮巻を行い、木柄を嵌めたことが判明する。

　鉄鏃は頸部の幅から少なくとも３点が副葬されたことが判明する。２

点は平根式（707・710）、１点（708・709・711）が長頸尖根式の可能性

が高い。707は平根腸抉三角形式で、ふくらが張るものであり、五角形

式に近い形状である。鏃身は平造である。710は頸部の破片であり、707

よりも幅が広いことから別個体と判断できる。709は突出度の高い棘関

で、708・711は頸部片と想定する。長頸尖根式鉄鏃辺の３点は同一個体

かどうか判断できない。

　砥石　砥石は凝灰岩
ぎょうかいがん

である。両小口側が欠損しているが、中央がレンズ状に窪むことから使用されて

いたことは明らかである。断面方形である。両端が欠損しているため穿孔されていたか不明確であるが、

提砥と比べると厚手であることから、穿孔はなされていなかった可能性が高い。

　また、第６章で詳述するが、遠江の古墳・横穴墓では非常に珍しい遺物であり、当横穴墓の被葬者が

鉄器生産に関わっていた可能性が想定できる。さらに鉄器生産に関わっていたことで、特殊な鉄製耳環

の入手が行われた可能性もある。

オ　出土人骨

　大腿骨破片１点のみであることから、１体が埋葬されていたことは確実であるが、死亡年齢や性別に

ついては不明である。

カ　小結

　築造時期　築造時期については明確ではないが、鉄鏃が平根腸抉三角形式であること、棘関の突出度

が高いことから、遠江Ⅳ期前半でも比較的古い時期に位置づけられる可能性がある。

　埋葬について　出土した人骨から１体が埋葬されたことは確実である。追葬の有無や埋葬総数につい

ては不明であるが、耳環が５点副葬され、材質や法量から少なくとも３～４人分に区分することができ

ることから、追葬が行われ、総数３～４人が埋葬された可能性がある。

　なお、上述したように42号墓の被葬者は鉄器生産に関与していた可能性が想定できるとともに、鉄製

の特殊な耳環を入手しているため、特異な流通経路に乗っていた可能性がある。

（11）天王ヶ谷43号横穴墓（第170・171・186～189図，第23・67・79・81・82表，巻頭図版15，図版

82・85）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に、空洞を発見し新たに確認した横穴墓である。横穴墓は奥壁上部に

空洞が確認でき床面から天井までの２／３程度が埋没していた。閉塞施設は残存しておらず、内部から

近現代の物品が出土していることから、明らかに再利用、攪乱があったことが判明する。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｂ３単位群の東端に位置する。西側に42号墓が、東側に44号墓が位置

する。44号墓とは約12ｍ離れており、間には尾根の稜線があることから直接視認できない。床面の標高

は約51.15～51.5ｍであり、42号墓の開口部との標高差は約0.1ｍであり、ほぼ同標高に開削されている。

前庭と開口部との間には段差があり、その高低差は約0.7ｍであるが、前庭の北壁は緩やかな斜面と

なっており直接登って横穴墓内に進入した可能性が高い。

　なお、Ｂ３単位群の中で最も東側に位置しており、前庭の東端に位置することからも、Ｂ３単位群の

中では時期が下る横穴墓の可能性がある。

第185図　天王ヶ谷42号横穴墓　出
土遺物実測図②

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（43号墓）
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イ　横穴墓の構造

　43号墓は両側壁を直角に屈曲させることで袖を形成する両袖式である。横穴墓の主軸をN-11°-Eにと

り、ほぼ南に向かって開口する。全長5.8ｍ、玄室長3.8ｍ、玄室最大幅1.9ｍ、玄室天井高2.1ｍ、羨道

長2.0ｍ（復原）、羨道最大幅1.0ｍである。

　玄室　玄室は奥壁側幅と玄門側幅がほぼ同じの縦長

長方形であり、玄室幅に比べて玄室長が長い。玄室幅

に対する玄室長指数は約2.0である。玄室の横断面は

床面から一旦外側に広がった後で内傾して立ち上がる

蕾形の二等辺三角形の尖頭アーチ形である。玄室幅に

対する天井高指数は約1.1である。奥壁は床面から大

きく外側に向かって立ち上がった後急激に内傾して立ち上がる。天井との境界は隅角を設けて、明瞭に

区分している。天井はほぼ水平かあるいは玄室中央に向かって若干高くなる。

　内部施設はない。本来設置されていなかったかどうかは不明であるが、遺物が床面直上から出土して

おり、敷石が敷設されていた場合、遺物が残存しており石材が若干残存していてもおかしくないことか

ら敷石の可能性は少ないと判断した。つまり、44号墓のように棺台が設置されていた可能性があるもの

の、敷石の可能性は低く、棺座の可能性はない。

　羨道　羨道と玄室の間には中央部で段差があるが、側壁近くではその段差は解消され、水平となって

いることから本来段差はなかった可能性が高い。羨道は玄門側が広く、開口部に向かって幅を狭めるも

ので、縦長の逆台形である。玄室長に対する羨道長指数は約0.7である。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明であるが、開口部付近に板を嵌めたような痕跡は確認できないこ

とから、他の横穴墓同様円礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓内が土砂で半分以上埋没していたこと、表面が剥落していることにより掘削痕は失わ

れていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　43号墓の前面のＢ３単位群の前庭から須恵器壺瓶類片（713）が出土した。破片であることから当横

穴墓に伴わない可能性もある。

　また、横穴墓内玄室中央付近で床面上から刀子（715）、鉄鏃（716）、床面からやや浮いた位置で耳環

（714）が出土した。

　なお、人骨は一切出土していない。

エ　出土遺物

　前庭から須恵器壺瓶類片１点、玄室内で耳環１点、鉄製刀子１点、鉄鏃１点が出土した。

　土器　須恵器壺瓶類の頸部から胴部にかけての破片である。器種は特定できない。内面には指頭圧痕

や頸部および胴部を接合した時の痕跡が確認できることから、フラスコ瓶の可能性が高い。

　耳環　耳環１点（714）が出土した。天王ヶ谷横穴墓群出土品の中では最も細身の耳環である、錆化

により細くなったわけではなく、当初から細身の耳環である。自然科学分析の結果、地は銅であること

が判明した。小口部分が塞がっていることから小口面の観察はできないが、一部箔が がれた痕跡を確

認できることから銀箔巻であった可能性が高い。また、一部金色に見える部分も存在することから鍍金

が施されていた可能性がある。したがって、714は、細身中実で、「中実銅芯銀張鍍金」の耳環である可

能性が高い。平面は円形で、断面も円形である。直径2.3㎝、厚さ0.2㎝である。

　鉄製品　刀子１点、鉄鏃１点が出土した。

第67表　天王ヶ谷43号墓の概要

主軸方位　 N-11°-E 開口方位 ほぼ南

全長 5.80ｍ

玄室長 3.80ｍ 玄室最大幅 1.90ｍ

玄室奥壁側幅 1.90ｍ 玄室玄門側幅 1.80ｍ

玄室天井高 2.10ｍ

羨道長 2.00ｍ 羨道最大幅 1.00ｍ

羨道玄門側幅 1.00ｍ 羨道開口部側幅 0.60ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第186図　天王ヶ谷43号横穴墓　完掘状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（43号墓）
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　刀子（715）は切先を欠損する以外、ほぼ完形である。刃部はやや内湾しており研ぎ減りの可能性が

ある。関は棟側が直角関、刃部側が撫関であり、茎は茎尻に向かい先細り、茎尻は丸く収められる。茎

には糸巻きと鹿角が残存することから、糸巻きを施した後鹿角柄を嵌めた鹿角柄刀子であることが判明

する。

　鉄鏃（716）は頸部～茎の破片で、茎関は棘関である。茎には矢柄とそ

れを固定するための樹皮巻きが残存する。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　築造時期については時期を特定できる遺物が

出土していないことから明確ではないが、Ｂ３単位群の中では一番東端に

存在することから、後出する可能性があるものの、袖部が明瞭であること、

大型の横穴墓であることから判断して、７世紀前半に築造された可能性が

高い。

　埋葬人数や回数について、

人骨が一切出土していないこ

とから不明である。１回１人

以上の埋葬があったとしてお

きたい。

第187図　天王ヶ谷43号横穴墓　遺物出土状況図

第188図　天王ヶ谷43号横穴墓前
庭　出土遺物実測図

第189図　天王ヶ谷43号横穴墓　出土遺物実測図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　４　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｃ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｃ単位群の概要（第148図）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｃ単位群はＢ単位群の東約12ｍに位置し、南に向かって開放される浅谷の西

向きの斜面に44号墓が１基単独で開削されている。尾根頂部からは約６ｍ下位に開削されており、上部

には古墳の墳丘は確認できないことから、当横穴墓も後背墳丘をもつ横穴墓ではない。

（２）天王ヶ谷44号横穴墓（第190～193図，第23・68・79・82表，図版85～87・140・141）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　44号墓の開口部は完全に埋没していたが、表土除去中に閉塞石を発見したことで新たに確認

した横穴墓である。玄室内に土砂が流入していたが、奥壁近くには空洞部分が確認できた。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群Ｃ単位群に位置する。天王ヶ谷横穴墓群の中で最東端に開削された横

穴墓であり、天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群に所在する15基の横穴墓の中で１基のみ単独で開削されている。

　前面が崩落しており、前庭の有無については不明であるが、残存している範囲については、緩やかな

斜面であることから、前庭が形成されていたとしても、大きな段差があるものではなく、宇藤５号墓の

ように段差があっても10㎝未満か、あるいは羨道と前庭に段差がなかった可能性が高い。想定される44

号墓の前庭は単独前庭で、玄室幅と同じ程度の幅を持つものであった可能性が高い。

　床面の標高は約50.3～50.75ｍであり、横穴墓内は奥壁に向かっての上り勾配となる。

イ　横穴墓の構造

　44号墓は両側壁を屈曲させることで袖部とする両袖

式の横穴墓である。袖部は若干崩落しており、直角で

はなくやや鈍角である。横穴墓の主軸はN-48°-Eにと

り、南西に向かって開口する。全長5.0ｍ以上、玄室

長3.4ｍ、玄室最大幅1.5ｍ、玄室天井高1.6ｍ、羨道

長1.6ｍ以上、羨道最大幅0.9ｍである。

　玄室　玄室は奥壁側幅と玄門側幅がほぼ同幅の縦長長方形であり、玄室幅に対する玄室長指数は約

2.3である。玄室の横断面は奥壁付近が残存することから二等辺三角形の尖頭アーチ形であり、玄室幅

に対する天井高指数は約1.1である。奥壁は床面から外側に向かって立ち上がった後内傾し、天井との

間には隅角を形成し、明確に区分している。天井は玄室中央に向かいやや高さを増している。

　内部施設は玄室中央に設置された棺台で、東側３石、西側２石、中央２石で構成される。その範囲は

奥壁側の幅が広い長台形で、長さ1.65ｍ、幅は0.5～0.8ｍである。この範囲一杯一杯に木棺が設置され

たとした場合、木棺の板幅を考慮すると、伸展葬を行うにはやや狭い範囲となる。木棺がこの範囲より

も大きなものであったとすれば、伸展葬は可能となる。

　羨道　羨道は玄室のほぼ中央に取りつくもので、玄室と羨道との間に段差はない。羨道は玄門側が広

く、開口部に向かって幅を狭める逆長台形である。玄室長に対する羨道長指数は現状で約0.5であるが、

横穴墓前面の残存範囲を考慮すると本来玄室の２／３程度の長さであった可能性が高い。

　閉塞　閉塞は羨道中央部で河原石を用いて行われた円礫積み閉塞である。使用された石材は0.2～0.4

ｍの河原石で、下位に大型の石材を置き、上位に小型の石材を積み上げている。長手を横穴墓の主軸に

平行させるような意識は確認できず、河原石を山形に積み上げている。閉塞の範囲は長さ0.8ｍ、高さ

0.6ｍで、羨道幅一杯に積載している。

　掘削痕　横穴墓内に土砂が流入していたこと、空洞で土砂に直接触れていなかった部分についても表

面が剥落しており、掘削痕は確認できなかった。

第68表　天王ヶ谷44号墓の概要

主軸方位　 N-48°-E 開口方位 南西

全長 5.00ｍ以上

玄室長 3.40ｍ 玄室最大幅 1.50ｍ

玄室奥壁側幅 1.30ｍ 玄室玄門側幅 1.50ｍ

玄室天井高 1.60ｍ

羨道長 1.60ｍ以上 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.90ｍ 羨道開口部側幅 0.60ｍ

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（44号墓）
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第190図　天王ヶ谷44号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物は玄室内のみで出土した。まず、右袖付近から須恵器杯身（718・719）、杯蓋（717）、高杯

（720）が出土した。杯蓋・杯身は３点とも口縁部を上に向けた状態で、高杯は横倒しの状態で出土した。

　つづいて、棺台範囲内から刀子（721～723）が散在した状態で、棺台の北側から北西側で鉄鏃（724

～729）が散在した状態で出土した。728は頸部片で奥壁近くから単独で出土しており、閉塞石や棺台が

良好な状態で残存していることから判断して大きく攪乱されたとは考えにくいことから、追葬時などに

破壊されたのであろうか。

第191図　天王ヶ谷44号横穴墓　遺物出土状況図

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（44号墓）
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　なお、人骨は出土していない。

エ　出土遺物

　須恵器４点（杯身２点、杯蓋１

点、高杯１点）、鉄製品（鉄鏃４

点以上、刀子３点）が出土した。

　土器　須恵器杯蓋（717）は口

径13.0㎝、器高4.0㎝である。半

球形で、口縁部と天井の境には稜

や凹線はない。杯身（718・719）

はたちあがりが短く立ち上がるも

ので、口径11.4～12.0㎝、器高

3.8～3.9㎝である。718の底部に

は「×」字形のヘラ記号が刻まれ

ている。高杯（720）は無蓋短脚

高杯で、杯部は箱形で口縁部は鋭

利に仕上げられ、口縁部外面には

櫛刺突文が刻まれる。脚部はハ字形に開き、口縁端部は外面に面をもつ。口径11.3㎝、器高8.0㎝であ

る。

　須恵器４点は胎土等の特徴から湖西産の可能性が高い。

　鉄製品　鉄製品は刀子３点、鉄鏃４点以上が出土した。

　刀子（721）は、茎が欠損する。刃部はやや内湾しており研ぎ減りの可能性がある。関は直角両関で

ある。刃部および茎に木質が残ることから、木柄刀子で、木製鞘に納められた刀子であることが判明す

る。刀子（722）は刃部と柄縁金具が一部欠損するがほぼ完形品である。刃部は直線的に切先に向かっ

て伸びている。関は直角両関で茎は茎尻に向かいやや先細り、茎尻は丸く収められる。茎には糸巻きと

木柄が残存しており、糸巻き後木柄を装着したことが判明する。柄縁金具は鉄製で一部残存する。幅

0.5㎝である。刃部には木質が確認できないことから、抜き身の状態であったか皮革製の鞘であった可

能性がある。刀子（723）は切先を若干欠損するがほぼ完形品である。刃部はやや内湾しており研ぎ減

第192図　天王ヶ谷44号横穴墓　出土遺物実測図①

第193図　天王ヶ谷44号横穴墓　出土遺物実測図②

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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りの可能性がある。関は直角両関で、茎は茎尻に向かい先細り、茎尻は丸く収められる。茎には木質が

残存しており、木柄刀子であったことがわかる。722同様刃部には木質が確認できないことから抜き身

の状態あるいは皮革製の鞘であった可能性がある。

　鉄鏃は平根式２点、尖根式２点以上である。平根式は２点（724・725）ともに長三角形式である。鏃

身は平造で、茎関は棘関で、２点ともに茎には矢柄が残存する。形態は類似するが大きさがやや異なる。

尖根式（726・727）は長頸腸抉三角形式である。鏃身は両丸造で、726の茎関は棘関である。鏃身の形

状・大きさがほぼ同様であるが、頸部片と想定する２点（728・729）が接合した場合、頸部が726と比

較して長くなりすぎてしまうことから、本来もう１点鉄鏃が副葬されていた可能性が高い。

オ　小結

　築造時期　横穴墓内から出土した須恵器杯類はその特徴および口径から遠江Ⅲ期後葉、６世紀末葉～

７世紀初頭に位置づけることができる。また、鉄鏃についても平根長三角形式、腸抉三角形式ともに須

恵器の時期と同時期に位置づけることができる。したがって、44号墓の開削時期は６世紀末葉～７世紀

初頭で、宇藤横穴墓群、天王ヶ谷横穴墓群を含めて最も古い横穴墓とすることができ、この横穴墓開削

をもって当横穴墓群が形成を開始した可能性が高い。

　なお、太田川流域の中でも最も古い横穴墓の一つとなり、太田川流域の横穴墓の成立を考える上でも

重要な横穴墓となる。

　埋葬について　人骨が出土していないことから、埋葬人数や回数については不明である。１回１人以

上の埋葬が行われた可能性が高い。なお、横穴墓の成立期に棺台が利用されていたことが判明した点も

重要であるが、人骨が出土しなかったことから伸展葬であったのか、改葬骨が納められていたのかが確

認できなかった点は、改葬の始まりを探るためには残念であった。

第４節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅲ支群の調査成果（44号墓）
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第５節　天王ヶ谷横穴群Ⅳ支群（７区）の調査成果

１　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の概要（第194図，巻頭図版２・６，図版88）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群は文殊堂古墳群（11・12号墳）が所在する尾根から東に向かって張り出した

尾根の南面する斜面に開削されたもので、谷の先端からはやや奥に入った位置に立地する。

　天王ヶ谷横穴墓群では文殊堂８号墳からの東に伸延する小尾根の南側斜面に開削された横穴墓群が連

第194図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群　地形測量図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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続して築造されたことが明らかとなったため、文殊堂古墳群の撮影を行うための重機の進入路の確保を

兼ねて南面する斜面を掘削している途中に新たに発見した横穴墓群である。

　Ⅳ支群は前庭の共有関係と尾根の稜線などから、大きく45～47号墓（Ａ単位群）、48～50号墓（Ｂ単

位群）、51～54号墓（Ｃ単位群）に区分し、さらにＢ単位群は前庭の共有関係と開口部の標高から48・

49号墓（Ｂ１単位群）、50号墓（Ｂ２単位群）に区分した。Ｃ単位群も主軸方位から51、52・53、54号

墓の３単位群に区分できる可能性があるが、前庭が失われ明確ではないことから今回は小区分しない。

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群は標高約54.0～55.0ｍに開削されており、丘陵頂部から約３～６ｍ下位に築

造されている。横穴墓の床面は３単位群がほぼ同標高に開削されていることから、高さをほぼ同標高に

そろえるような意識が働いていた可能性が高い。

　また、確認調査を実施したものの尾根上には古墳の存在は確認できず、墳丘などの痕跡もないことか

ら、Ⅳ支群についても墳丘を持つ横穴墓は存在しない。

　なお、第194図で明らかなように、47号墓の東側にも窪みが確認できることから横穴墓が存在した可

能性があるが、天王ヶ谷横穴墓群Ⅱ支群のSX01のように床面が平坦ではないこと、47号墓に近すぎるこ

となどから横穴墓が存在した可能性は低いと考え、図化していない。

　Ⅳ支群からの眺望は南側の小尾根ならびに南側の尾根が障害となり、太田川が形成した平地部分は全

く臨むことはできない。谷でも非常に奥まった位置に開削された横穴墓群といえる。

第195図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ａ単位群　全体図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（45号墓）
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　２　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ａ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ａ単位群の概要（第194・195図，図版88・89）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ａ単位群については、同一の小浅谷の南面する斜面に開削された横穴墓であ

る。横穴墓の前面が崩落して失われていることから、前庭の共有関係は明確ではないが、開口方位が46

号墓を中心として、45・47号墓の主軸が46号墓の主軸と交差する方向に向かって開口すること、床面の

標高がほぼ同一であることから、45～47号墓の３基で前庭を共有する単位群であったと判断した。

（２）天王ヶ谷45号横穴墓（第195～198図，第23・69・79・82表，図版89・141）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に新たに確認した横穴墓であり、Ⅳ支群の一番西側、谷の最も奥側に

位置している。天井は完全に崩落しており、玄室の前半部も崩落して確認できない。内部施設が確認で

きないこと、覆土中から近現代の製品が出土したことから、開口していた可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ａ単位群に位置する。Ⅳ支群の一番西側に位置し、東に46号墓が位置

する。床面の標高は約54.9～55.1ｍであり、奥壁に向かって緩やかな上り勾配である。46号墓の床面と

の比高差は約0.5ｍである。

イ　横穴墓の構造

　45号墓は前面が崩落しており、袖が形成されたか不明である。奥壁幅が約1.3ｍであることから袖が

形成された両袖式あるいは疑似両袖式の可能性が高いが、同幅で無袖形も存在することから断定はでき

ない。横穴墓の主軸方位はN-81°-Wであり、ほぼ東に向かって開口する。横穴墓の前半部分が崩落して

いるため、全長は不明である。玄室長1.6ｍ以上、玄

室最大幅1.3ｍ、玄室天井高1.2ｍ以上である。

　玄室　残存部分の状況から奥壁幅と残存部最南端の

幅がほぼ同幅であることから、玄室は縦長長方形で

あったと推測できる。玄室の横断面は奥壁の上部も失

われているため不明で

あるが、両側壁の立ち

上がりが丸みをもって

立ち上がっていること

から、他の横穴墓同様

二等辺三角形の尖頭

アーチ形であった可能

性が高い。奥壁はやや

内傾して立ち上がる。

　内部施設は確認でき

ない。刀子が床面直上

から出土していること

から、本来内部施設は

設置されなかった可能

性が高い。

　閉塞　開口部が失わ

れていることから不明第196図　天王ヶ谷45号横穴墓　完掘状況図

第69表　天王ヶ谷45号墓の概要

主軸方位　 N-81°-W 開口方位 ほぼ東

全長 1.60ｍ以上

玄室長 1.60ｍ以上 玄室最大幅 1.30ｍ

玄室奥壁側幅 1.30ｍ 玄室玄門側幅 1.30ｍ以下

玄室天井高 1.20ｍ以上

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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である。

　掘削痕　横穴墓が完全に埋没してい

たため、すでに失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　玄室の奥壁から0.2ｍの位置で床面

直上から鉄製刀子が１点（731）出土

した。また、覆土中から須恵器１点

（730）出土した。

　なお、人骨は一切出土していない。

エ　出土遺物

　刀子１点と須恵器杯身

１点が出土した

　土器　須恵器有台杯

（730）が１点出土した。

箱形の杯部に、高台がつ

くものと想定できる。口径13.2㎝である。湖西産須恵器の可能性が高い。

　鉄製品　刀子（731）は切先と茎尻を欠損する。刃部はやや内湾しており、研ぎ減りの可能性がある。

関は直角両関であり、茎は茎尻に向かい先細る。茎には木質が残存しており、木柄刀子であったことが

判明する。刃部には木質は確認できず、皮革製の鞘であったかあるいは抜き身の状態で副葬された可能

性がある。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　横穴墓内覆土から出土した須恵器有台杯が、築造時期を示すとすれば、遠

江Ⅴ期前半、８世紀初頭に位置づけられる可能性があるが、この時期の築造かどうかは明確ではない。

少なくとも遠江Ⅴ期前半以前には築造されていた可能性が高い。46号墓が中心とした場合、47号墓と46

号墓の主軸はほぼ平行するが、46号墓と45号墓は平行しないことから判断して、46号墓→47号墓→45号

墓の順で開削された可能性が高い。その場合は７世紀後半以降８世紀初頭の築造の可能性が高い。

　埋葬人数や回数については一切不明である。最低１回１人以上の埋葬が行われたとしておきたい。

（３）天王ヶ谷46号横穴墓（第195・199・200図，第23・70・79表，図版89・90・141）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、精査をしている時に平面を確認したことで発見した横穴墓である。

横穴墓内は完全に埋没していたが、内部施設はなく、遺物も一切出土していないことから、開口してい

た可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ａ単位群に位置する。西側に45号墓、東側に47号墓が位置する。

床面の標高は約54.4～54.7ｍであり、奥壁に向かって緩やかな上り勾配である。45号墓の床面との高低

差は約0.5ｍ、47号墓とは約0.4ｍである。

イ　横穴墓の構造

　46号墓は開口部が崩落しているため全体の形状は不

明であるが、奥壁幅が1.7ｍと広いことから、袖部が

形成された両袖式の可能性が高い。横穴墓の主軸は、

N-36°-Wであり、南東に向かって開口する。

第197図　天王ヶ谷45号横穴墓　遺物出土状況図

第198図　天王ヶ谷45号横穴墓　出土遺物実測図

第70表　天王ヶ谷46号墓の概要

主軸方位　 N-36°-W 開口方位 南東

全長 2.40ｍ以上

玄室長 2.40ｍ以上 玄室最大幅 1.70ｍ

玄室奥壁側幅 1.70ｍ 玄室玄門側幅 1.40ｍ以下

玄室天井高 1.50ｍ前後

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（45号墓）
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　横穴墓の全

長は不明。玄

室長2.4ｍ以

上、玄室最大

幅 1.7ｍ、玄

室天井高1.5

ｍ前後である。

　玄室　玄室

は奥壁幅が広

く、開口部側

に向かって幅

を狭める縦長

の逆台形であ

る。玄室幅に

対する玄室長

指数は1.4以

上である。玄

室の横断面は

奥壁がほぼ残

存していたこ

とから、正三

角形に近い尖

頭アーチ形で

あった可能性が高い。玄室幅に対する天井高指数は現状で約0.9であるが、1.0前後であった可能性が高

い。奥壁はほぼ直立した後、床面から0.5ｍ付近から内傾して立ち上がる。

　内部施設は確認できないが、本来は設置されていた可能性が高い。その場合は敷石であろうか。

　閉塞　閉塞は開口部が失われており不明である。

　掘削痕　横穴墓内が完全に土砂で埋没していたため、既に失われていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　横穴墓内からの遺物は一切ない。

　46号墓前面の崩落土中より、灰釉陶器台付長頸壺の胴部以下（732）が出土した。直接当横穴墓に伴

うものであるすれば、平安時代末期に再利用が行われた可能性がある。一方、後述する47号墓が再利用

された時期と同一であることから、47号墓の再利用に伴う遺物が崩落し、偶然46号墓の前面の崩落土中

から発見された可能性もある。47号墓再利用時に伴うとすれば、古代末～中世初頭の横穴再利用墓であ

る可能性があり、その仮定が正しければ蔵骨器として利用されていたのであろうか。

　なお、46号墓からは人骨は一切出土していない。

エ　出土遺物

　横穴墓に直接伴わない灰釉陶器壺１点が、横穴墓の前面から出土した。

　土器　灰釉陶器台付長頸壺（732）が出土した。732は肩部には釉薬が刷毛塗りされ、胴下部には釉薬

が流れた痕跡が確認できる。同部最大幅は肩部にあり、約16㎝である。高台は低く、内傾する面をもつ

高台で高さ６㎜である。底面には糸切り痕が明瞭に残存する。胎土の特徴から掛川市（旧大須賀町）に

第199図　天王ヶ谷46号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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所在する清ヶ谷古窯跡群産（以下，清ヶ谷産とする）で、松井

一明氏による灰釉陶器編年のⅣ期、11世紀前半ごろ（松井

1989）に位置づけられる可能性が高い。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　46号墓は遺物が出土しておらず、

時期を特定することはできないが、Ａ単位群の中心に位置する

ことから、45・47号墓以前に開削された可能性が高い。45・47

号墓は遠江Ⅳ期後半以降の開削であることから、少なくとも遠

江Ⅳ期後半以前、７世紀後半には築造されていた可能性が高い。

　埋葬回数や人数については、人骨が出土していないことから

不明である。最低１回１人以上の埋葬が行われたと想定してお

きたい。

（４）47号横穴墓再利用時（第201図，第79表，図版91・142・

155）

ア　遺構の特徴

　47号墓の発見の経緯となる灰釉陶器が出土したことで47号墓が再利用されたことが判明したが、床面

から約１ｍ上位から出土したこと、奥壁より北側で出土したことから、当初は上部からの落ち込みと判

断して、出土状況を図化せず写真を撮影するに留めて取り上げてしまった。この点御容赦願いたい。

　47号墓の再利用時の遺構性格については、天王ヶ谷５号墓を再利用した墓のように人骨が伴わないこ

とから横穴墓を再利用した墓とは断定できないが、森町観音堂横穴墓群などの事例などを含めて判断す

れば天王ヶ谷５号墓同様横穴墓を再利用した墓である蓋然性が高い。

イ　遺物出土状況

　図版91-1に掲載したように、47号墓奥壁のやや北側、47号墓の床面から１ｍ前後上位から碗２点

（734・735）が口縁部を上に向けた状態で横に置かれ、その碗（734）に被せたような状態で小碗（733）

が出土した。もう１点の碗（736）は周辺の覆土中から出土した。

ウ　出土遺物

　灰釉陶器碗３点、小碗１点、清郷甕１点が出土した

　土器　灰釉陶器碗（734～736）はやや高い三角あるいは爪形高台で、碗は見込みからゆったりと立ち

上がり、口縁端部は外反し、丸く仕上げられる。３点ともに底部には糸切り痕が残される。口径16.4～

16.75㎝、器高5.2～6.0㎝、底部径7.7～8.6㎝である。灰釉は塗布されている可能性が高い。

　灰釉陶器小碗（733）はやや高い三角高台で、口縁部は見込みから内湾しながら立ち上がり、口縁部

は外反しない。口径10.0㎝、器高3.0㎝、底部径4.7㎝である。なお、底部は糸切り未調整である。灰釉

が塗布されていた可能性が高い。

　灰釉陶器４点は胎土や形態的特徴から清ヶ谷産の可能性が高い。

　清郷甕（737）は、口縁部から胴上部の破片で、胴部は楕円形に近い球胴で、頸部はく字形に屈曲し、

口縁部は外傾する面となるように外側に向かって引き出されている。

エ　小結

　灰釉陶器は碗が大型化しており、爪形高台であること、小碗が存在することから、松井編年清ヶ谷Ⅳ

－４期、11世紀前半に位置づけられる（松井1989）。したがって、47号墓は平安時代末に墓として再利

用された可能性が高い。

第200図　天王ヶ谷46号横穴墓前面
崩落土　出土遺物実測図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（46・47号墓）
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　なお、古墳時代の床面からは１ｍも上であることから、平安時代末には47号墓は天井が崩落し、内部

が土砂で埋まっていた可能性が高い。

（５）天王ヶ谷47号横穴墓（第195・202・203図，第23・71・79表，図版89～91・143・144）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去後、精査をしている時に平面を確認したことで発見した横穴墓である。

横穴墓内は完全に埋没していたが、上部で奥壁近くから灰釉陶器が出土しており、中に入ってこれらを

置けるだけの空間があったことが想定できるため開口していた可能性が高い。また、床面から出土した

土器が破片となって散在しているものがあることから床面は一部乱されている可能性がある。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ａ単位群に位置する。西側に46号墓、東側に尾根の稜線を挟んでＢ単

位群の48号墓が位置する。床面の標高は約54.8～54.9ｍであり、ほぼ平坦である。45号墓の床面との高

低差は約0.1ｍ、46号墓とは約0.4ｍである。ほぼ標高に開削されている。

イ　横穴墓の構造

　47号墓は開口部が崩落しているため袖が形成されたか不明であるが、奥壁が1.9ｍと広いことから袖

が形成された可能性が高い。横穴墓の主軸はN-29°-Wであり、南南東に向かって開口していた可能性が

高い。横穴墓の全長は不明である。玄室長は1.7ｍ以上、玄室最大幅1.9ｍ、玄室天井高は0.2ｍ以上で

ある。

　玄室　玄室平面は奥壁側が広く開口部に向かい幅を狭める縦長の逆台形である。玄室幅に対する玄室

長指数は現状で約0.9であるが、1.1以上であった可能性が高い。玄室の横断面は側壁・奥壁の崩落が著

しく不明であるが、尖頭アーチ形であった可能性が高い。

　内部施設は特定できないが、敷石に使用されたとす

るにはやや大きい15㎝前後の石材が左側壁近くに２点

置かれていることから、棺台が設置されていた可能性

がある。一方、15㎝大の石材も敷石に使用されること、

44号墓や51号墓の棺台として利用された石材はもう少

第71表　天王ヶ谷47号墓の概要

主軸方位　 N-29°-W 開口方位 南南東

全長 1.70ｍ以上

玄室長 1.70ｍ以上 玄室最大幅 1.90ｍ

玄室奥壁側幅 1.90ｍ 玄室玄門側幅 1.50ｍ以下

玄室天井高 0.20ｍ以上

第201図　天王ヶ谷47号横穴墓再利用時　出土遺物実測図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第202図　天王ヶ谷47号横穴墓　完掘状況および遺物出土状況図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（47号墓）
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し大きなものが使用されていることから敷石であった可能性もある。

　どちらの場合でも、設置された範囲については確認できない。

ウ　遺物および人骨出土状況

　47号墓では、奥壁左側壁側隅角部付近より須恵器が出土している。まず、奥壁左側壁隅角部から、須

恵器摘蓋片（738）、無台杯片（742）、有台杯（740）、壺瓶類片（743）、広口壺片（744）が破片で重ね

られた状態で出土した。その西側約30㎝のところで、摘蓋（739）が正置の状態で床面に置かれた状態

で出土した。その上から隅角部で破片が出土した壺瓶類片（743）が出土した。さらにその南西約50㎝

のところで、隅角部でも出土した須恵器摘蓋片（738）が出土した。摘蓋（739）以外はすべて破片であ

り、それらが奥壁左側壁隅角部に重ねられた状態で出土したことから、かたづけ行為の際に破砕された

か、副葬時に破砕して副葬した可能性が高い。

エ　出土遺物

　須恵器杯蓋・杯身など７点が出土した。

　土器　須恵器杯蓋２点、有台杯２点、無台杯１点、壺瓶類片（坩か）１点、広口壺１点が出土した。

　摘蓋（738・739）の天井部は高く、丸い。口縁端部は折り込まれ丸い。738の口縁部外面は段になっ

ている。摘みは扁平な擬宝珠摘みである。口径15.0～16.5㎝、器高3.9～4.0㎝である。

　有台杯（740・741）は、底部はやや下に下がるもののほぼ水平で、口縁部は外上方に向かって伸び、

口縁端部は丸い。口径15.0㎝、器高4.6㎝である。

　無台杯（742）の底部は平底で、口縁部は外上方に向かって立ち上がり、口縁端部は丸く収められて

いる。口径12.4㎝、器高3.8㎝である。

　広口壺（744）は太い頸部で、ほぼ直立して立ち上がり、口縁端部は外傾する面をもつ。胴部は最大

径がやや上位にあるやや扁平な球胴で、底部は平底に近い。肩部には浅い凹線がある。口径9.8㎝、器

高12.1㎝である。743は壺瓶類の胴部片である。脚台はつかず、平瓶のように扁平な胴部ではないこと、

のような穿孔は確認できないことから判断して、坩の可能性が高い。胴部は最大径が上部にあるもの

で、無花果形である。底部には「一」字形のヘラ記号が刻まれる。

　須恵器はいずれも湖西産の可能性が高い。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　須恵器無台杯（742）は遠江Ⅳ期後半に位置づけることができることから、

第203図　天王ヶ谷47号横穴墓　出土遺物実測図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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７世紀後半～末葉に築造された可能性が高い。

　埋葬については人骨が出土していないことから不明であるが、738～741の摘蓋・有台杯は遠江Ⅴ期前

半に位置づけることができ、８世紀前半に追葬が行われたといえる。したがって、最低２回２人以上の

埋葬が行われた可能性が高い。

　また、Ａ単位群では、遺物が多く出土していないことから推測にすぎないが、46→47→45号墓の順に

築造された可能性が高い。

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（47号墓）
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　３　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｂ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｂ単位群の概要（第194・204図，図版88・89・91）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｂ単位群については、同一の小浅谷の南面する斜面に開削された３基の横穴

墓で構成される。Ａ単位群とは尾根の稜線を挟んでいる。横穴墓前面に前庭が確認でき、49号墓と50号

墓の間に壁が確認できることから、前庭は48・49号墓で前庭を共有し（Ｂ１単位群）、50号墓は単独で

前庭を形成している（Ｂ２単位群）ことが判明した。

　Ｂ１単位群の前庭の規模は、東西約2.5ｍ、南北約1.0ｍ以上、面積約2.5㎡以上であり、横穴墓の開

口部より上から造成され、３ｍ以上掘削されたとすれば、４以上の土砂の移動が行われた可能性が高

い。48・49号墓の築造順位は48・49号墓ともに前庭の壁面と横穴墓の主軸が直交しないが、49号墓が南

に向かって開放する前庭の北壁の中心に位置し、48号墓は前庭の側面の西壁に位置することから、49号

墓が主体となる横穴墓で、49→48号墓の順に掘削された可能性が高い。

　Ｂ２単位群（50号墓）の前庭等の特徴については50号墓で報告する。

（２）天王ヶ谷48号横穴墓（第204・205図，第23・72表，図版91・92）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　文殊堂古墳群の写真撮影用の道の造成を兼ねた表土除去により開口部が僅かに視認できたこ

第204図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｂ単位群　全体図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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とにより、７区で最初に確認した横穴墓である。表土除去段階で空洞があることが確認できた横穴墓で

あり、内部施設も副葬遺物の失われている可能性が高いことから、開口していた可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｂ１単位群に位置する。西側に尾根の小稜線を挟んで47号墓、東側に

49号墓が位置し、49号墓と前庭を共有する。

　48号墓の床面の標高は、羨道で約54.45～54.5ｍ、玄室で約54.65～54.75ｍである。玄室、羨道とも

にほぼ水平である。49号墓の開口部との比高差は約0.2ｍである。Ｂ１単位群の前庭の西壁に斜交して

開削される。前庭との間に段差があり、高低差は約0.4ｍであることから、横穴墓へは前庭から直接入

ることができたと想定する。

イ　横穴墓の構造

　48号墓は横穴墓内に土砂が流入していたため袖部付

近も原状を留めておらず不明確であるが、袖を形成し

ない無袖形の横穴墓か、あるいは天王ヶ谷10号墓のよ

うに側壁を山形に突起させ、玄室と羨道の間に段差を

設ける疑似両袖式の横穴墓の可能性がある。48号墓は

羨道と玄室に段差を設けて区分していた可能性が高いことから、天王ヶ谷10号墓のように後者の可能性

が高いと想定する。

　横穴墓の主軸はN-83°-Wにとり、ほぼ東へ向かって開口する。横穴墓の全長3.5ｍ前後（復原）、玄室

長1.8～2.0ｍ、玄室最大幅1.3ｍ、玄室天井高1.35ｍ前後、羨道長1.5～1.7ｍ、羨道最大幅1.0ｍである。

　玄室　玄室は奥壁側がやや広く、玄門側に向かって幅を狭める縦長の逆台形である。玄室と羨道との

間の段差の位置が左右で異なるが、右側壁側が原状に近いとすれば、玄室幅に対する玄室長指数は約

1.5である。玄室の横断面は天井付近が崩落しており、不明確であるが、側壁の持ち送り状況などから

二等辺三角形の尖頭アーチ形であった蓋然性が高い。玄室幅に対する天井高指数は約1.0～1.1である。

奥壁は一旦外側に向かって円弧を描いた後、内傾する。

　内部施設はない。開口していた可能性が高いことから、本来何もなかったのか、敷石などの施設が

あったのかは断言できない。

　羨道　玄室と羨道には約0.15ｍの段差があり、両側壁を山形に突起させることで羨道と玄室を区分し

たものである。羨道の最大幅が、玄室の玄門付近の幅と同じである。羨道の平面形は玄室側が広く開口

部に向かい幅を狭める縦長逆台形である。玄室長に対する羨道長指数は約0.75である。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明であるが、羨道床面に板を嵌めた痕跡は確認できないことから、

他の横穴墓同様円礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　掘削痕は横穴墓内に土砂が流入していたこと、表面の剥離があることから、すでに失われて

いた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物・人骨ともに出土していない。

エ　出土遺物

　48号墓からの出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　遺物が出土していないことから築造時期については不明であるが、49号墓

より後出する可能性が高い。袖部が不明瞭であることから遠江Ⅳ期後半に位置づけられる可能性がある

が、遠江Ⅳ期前半（でも新しい時期）、７世紀中葉に遡る可能性もある。

第72表　天王ヶ谷48号墓の概要

主軸方位　 N-83°-W 開口方位 ほぼ東

全長 3.50ｍ前後

玄室長 2.00ｍ 玄室最大幅 1.30ｍ

玄室奥壁側幅 1.30ｍ 玄室玄門側幅 1.00ｍ

玄室天井高 1.35ｍ前後

羨道長 1.50ｍ前後 羨道最大幅 1.00ｍ

羨道玄門側幅 1.00ｍ 羨道開口部側幅 0.80ｍ

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（48号墓）
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　埋葬についても人骨が出土していないことから不明であるが、最低１回１人以上の埋葬があったと想

定しておくに留めたい。

（３）天王ヶ谷49号横穴墓（第204・206図，第23・73表，図版91～93）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に48号墓の東側で閉塞石の一部を発見したことで新たに確認した横穴

墓である。横穴墓内は羨道に土砂が流入し、羨道はほぼ完全に埋没していたが、運良く玄室内は玄室前

第205図　天王ヶ谷48号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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半部分を除いて、壁面が良好に残存していたため掘削痕跡や天井の形状について明確にすることができ

た。閉塞石が１石を除いて失われていること、内部施設や遺物が出土していないことから、開口してい

た可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｂ１単位群に位置する。西側に48号墓、東側に50号墓が位置し、48号

墓と前庭を共有する。49号墓の床面の標高は、約54.65～54.95ｍで、開口部から奥壁へ向かって緩やか

な上り勾配である。48号墓とは比高差は約0.2ｍである。前庭の北壁にやや斜交して開削される。前庭

との間に段差があり、高低差は約0.5ｍであることから、横穴墓へは前庭から直接入ることができたと

想定する。

イ　横穴墓の構造

　49号墓は両側壁をほぼ直角に屈曲させることで袖部

を形成する両袖式の横穴墓である。横穴墓の主軸を

N-48°-Wにとり、南東へ向かって開口する。全長4.3ｍ

前後（復原）、玄室長2.6ｍ、玄室最大幅1.8ｍ、玄室

天井高1.7ｍ、羨道長1.7ｍ前後、羨道最大幅0.9ｍ、

羨道天井高1.3ｍ以下である。

　玄室　玄室は奥壁側が広く玄門側に向かって幅を狭める縦長の逆台形であり、玄室幅に対する玄室長

指数は約1.4である。玄室の横断面は丸みをもった正三角形の尖頭アーチ形であり、玄室幅に対する天

井高指数は約0.9である。奥壁は内傾して立ち上がり、天井との境界には隅角を設け、明瞭に天井と区

分している。天井は奥壁から徐々に傾斜して低くなり、奥壁と玄門側では0.4ｍの高低差がある。羨道

の天井が崩落していることから羨道と玄室の境界に段差があったか不明であるが、段差（前壁）があっ

たとしても0.2ｍ程度であったと想定する。

　内部施設は確認できない。遺物・人骨ともに出土しておらず、開口していた可能性が高いことから、

再利用にあたって処分されてしまった可能性がある。玄室内に段差はないことから、棺座ではなかった

ことは判明する。他の横穴墓同様敷石が設置されていた可能性が最も高い。

　羨道　羨道と玄室の間に段差はない。羨道は玄室のほぼ中央に取り付けられる。羨道の平面形は玄門

側が広く開口部側が狭い縦長の逆台形である。玄室長に対する羨道長指数は約0.7であり、玄室幅に対

する羨道長の指数は約0.5である。羨道の天井は崩落しており、不明である。

　閉塞　閉塞施設は開口部にかろうじて１石残存していることから、河原石を用いた円礫積み閉塞で

あったことが判明する。使用された石材は0.3ｍの河原石であり、長手を横穴墓の主軸に並行させて積

み上げた可能性がある。

　掘削痕　玄室の残存状況が良好であり、最終調整のための掘削痕が明瞭に残存していた（図版92-3・

93-2・ 3）。

　右側壁側は上位が縦・斜め方向のほか横方向に削られ、中位は横方向に削られている。下位は土砂が

流入していたため失われており不明である。

　左側壁は上位が斜め方向、中位が横方向に削られ、下位は斜め方向に削られている。基本的に天井近

くと床面近くを縦・斜め方向、中央を横方向に削って調整する意図が窺える。

　掛川市大谷横穴墓群などでは天井から床面まで縦方向に一回で削られる横穴墓も確認されているが、

人間の作業としては上から下まで１回で掘削するには立ったままでは作業できず屈伸運動がおこり効率

的ではない。49号墓のように上位は立ったまま手を上から下におろして削り、中位は立ったまま腕を横

方向に動かして削り、下位は腰を曲げて下から上に削るように腕を動かすことで壁面調整を行うのが効

率的な作業と想定できる。したがって、人間の骨格に適合した作業をしていたと想定できる。

第73表　天王ヶ谷49号墓の概要

主軸方位　 N-48°-W 開口方位 南東

全長 4.30ｍ前後

玄室長 2.60ｍ 玄室最大幅 1.80ｍ

玄室奥壁側幅 1.80ｍ 玄室玄門側幅 1.45ｍ

玄室奥壁側天井高 1.70ｍ 玄室玄門側天井高 1.30ｍ

羨道長 1.70ｍ前後 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.90ｍ 羨道開口部側幅 0.50ｍ

羨道天井高 1.30ｍ以下

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（49号墓）
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　他の横穴墓は49号墓ほど壁面が遺存していないことから部分的にしか確認できないが、49号墓と同様

の調整方法を採用している。

　49号墓で使用された工具の幅は５～10㎝である。工具自体は加工痕からは判別できないが、１単位の

掘削痕の両端が突起することからすれば、Ｕ字形の刃先をもつ鋤先、手斧などで最終壁面調整が行われ

た可能性が高い。

第206図　天王ヶ谷49号横穴墓　完掘状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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ウ　遺物および人骨出土状況

　49号墓では遺物、人骨ともに出土していない。

エ　出土遺物

　出土遺物はない。

オ　小結

　築造時期と埋葬について　遺物が出土していないことから築造時期については不明であるが、48号墓

よりも古く、また袖部が直角で幅が広いことから、７世紀前半に築造された可能性が高い。

　埋葬についても人骨が出土していないことから回数や人数について不明である。最低１回１人以上の

埋葬が行われたとしておきたい。

（４）天王ヶ谷50号横穴墓（第204・207～209図，第23・74・79表，巻頭図版16，図版91・94・144～

147）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に49号墓の東側で空洞を発見したことで新たに確認した横穴墓である。

横穴墓内は羨道に土砂が流入し、羨道はほぼ完全に埋没していたが、運良く玄室内は天井付近に空洞部

分が確認できた。閉塞石が失われているが、遺物・人骨が出土していることから、未開口であった可能

性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｂ２単位群に位置する。西側に49号墓、東側に尾根稜線を挟んで51号

墓が位置する。48・49号墓と近接するが、それらとは前庭を共有せず、単独で前庭を形成する。50号墓

の床面の標高は、約55.0～55.2ｍで、開口部から奥壁へ向かって水平に近い緩やかな上り勾配である。

49号墓とは比高差は約0.35ｍである。前庭の北壁にほぼ直交して開削される。前庭との間に段差があり、

高低差は約0.3～0.4ｍであることから、横穴墓へは前庭から台などを使わず直接入ることができたと想

定する。

イ　前庭

　50号墓単独で前庭を形成する。Ｂ１単位群の前庭とは約0.3ｍの薄い壁が確認できることから別の前

庭であることが判明する。50号墓（Ｂ２単位群）の前庭は東西約1.8ｍ、南北約1.1ｍ、面積約２㎡であ

り、横穴墓開口部上位より３ｍ程度掘削されたとすれば、３以上の造成が行われたと想定できる。

　横穴墓の最大幅よりも前庭幅が広く、北壁のほぼ中央に横穴墓が開削されている。

ウ　横穴墓の構造

　50号墓は両側壁に屈曲は確認できず、奥壁から開口部まで直線的に延びることから無袖形であること

が判明する。横穴墓の主軸はN-36°-Wにとり、ほぼ南

東に向かって開口する。全長3.5ｍ前後、玄室最大幅

1.4ｍ、玄室天井高1.2ｍである。

　玄室　玄室は奥壁側が広く、開口部の幅が狭い縦長

の逆台形であり、D-D′断面より南側が窄まる。玄室幅

に対する玄室長指数は約2.5である。玄室の横断面は蕾形正三角形の尖頭アーチ形であり、玄室幅に対

する天井高指数は約0.9である。奥壁は一旦外側に円弧を描きながら立ち上がった後で内傾する。奥壁

と天井との間には明瞭な隅角を設けることで区分している。天井は奥壁から開口部に向かって高さを減

じており、残存部分での天井の段差はなかった可能性が高い。

　内部施設は確認できない。遺物・人骨ともに出土しているが、人骨は床面からやや浮いた位置で、土

器類は床面直上で出土していることから、当初から内部施設は設置されなかった可能性が高い。

第74表　天王ヶ谷50号墓の概要

主軸方位　 N-36°-W 開口方位 南東

全長 3.50ｍ前後

玄室長 3.50ｍ前後 玄室最大幅 1.40ｍ

玄室奥壁側幅 1.40ｍ 玄室開口部側幅 0.40ｍ

玄室天井高 1.20ｍ

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（50号墓）
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　閉塞　閉塞施設は既に失われており不明であるが、開口部付近に板を嵌めたような痕跡がないことか

ら円礫積み閉塞であった可能性が高い。

　掘削痕　横穴墓内には空洞が確認でき、壁面が残存するものの丁寧に削られたかあるいは雨水の侵入

などで表面が がれてしまったかで、掘削痕は確認できない。

エ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　玄室中央の右側壁側から須恵器・土師器が纏められた状態で出土した。

　まず奥壁から約1.4ｍのところに返蓋（746・747・749～751）・無台杯（752～755）・杯蓋（745）を重

ね合わせるように副葬し、その上に口縁部を上に向けた広口壺（759）を載せている。返蓋・無台杯は

同じ位置に重ねられた状態で出土しているが、本来の組合関係で副葬したものは皆無であり、組合関係

第207図　天王ヶ谷50号横穴墓　完掘状況図
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は不明である。これらの南側で須恵器長頸壺（760）が横倒しの状態で、その底部に接するように返蓋

（748）が天井を下に向けた状態で、口縁部付近から須恵器無台杯（756）が出土した。さらにその南側

から須恵器高杯（758）が横倒しの状態で、その東側から土師器赤彩杯（757）が出土した。

　人骨出土状況　奥壁から0.3～0.8ｍの南北長0.5ｍ、東西幅は0.35ｍの範囲に、床面からはやや上位

で人骨がまとめられた状態で出土した。この範囲内に頭蓋骨、上半身、下半身の骨が集骨されている。

人骨は最低２体分であることが判明した。２体分が混在することから改葬骨の可能性が高い。

オ　出土遺物

　須恵器杯蓋１点、返蓋６点、無台杯５点、広口壺１点、台付長頸壺１点、無蓋高杯１点、土師器碗１

点が出土した。耳環や鉄製品は出土していない。

　土器　杯蓋（745）は、後述する返蓋（746～751）が６点、それに伴う無台杯（752～756）が５点で

あることから、杯身（無台杯）として利用された可能性もある。杯蓋（745）は半球形で天井部と口縁

部の境に稜線や凹線はない。口縁端部は内湾する。口径10.3㎝、器高4.1㎝である。返蓋は６点（746～

751）出土しているが、摘みの形状と返りの長さで２種類に区分することができる。746～748・751の４

点は大型の擬宝珠形の摘みで、返りは受部よりも外へでるものである。749・750は上記よりも小型であ

第208図　天王ヶ谷50号横穴墓　遺物出土状況図
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り、高い摘みで返りは受部よりも外へほとんどでないものである。口径は前者が9.8～10.2㎝、後者が

9.9～10.4㎝である。返蓋の天井の自然釉の付着状態から、返蓋・無台杯は積み重ねられた状態で焼成

されたことが判明する。無台杯（752～756）は平底から外上方に向かって立ち上がる口縁部で、口縁端

部は丸く収められている。口縁部の立ち上がりの形状からすれば753～755の外上方へ直線的に延びるも

のと、752・756のようなやや丸みを持って立ち上がるものの二者に区分することができる可能性がある。

口径11.0～11.3㎝、器高3.5～4.3㎝である。752には切り離し時のヘラ切りの痕跡が残る。

　広口壺（759）は胴上部に最大径があり、胴部は扁平な球胴である。頸部はく字形で口縁部直下に稜

があり、口縁部は外傾する段をもつ三角形である。長頸壺（760）は脚付長頸壺で、脚部はハ字形に開

き、端部は設置面を形成するため外側に向かって引き出されている。胴部は肩部に最大径があるもので、

扁平な球胴である。肩部には刺突文が刻まれている。頸基部は細く、ラッパ状に外反し、口縁端部は丸

い。

　以上の須恵器は、湖西産須恵器の可能性が高い。

　一方、高杯（758）は無蓋短脚碗形高杯で、口縁部は碗形で口縁端部は外反する。脚部はラッパ状に

開く。杯部と脚部との接合附近に格子のヘラ記号が刻まれる。この高杯は赤灰色を呈することから、湖

西産ではない可能性が高く、森町森山窯産の可能性が高い。

　土師器杯（757）は半球形で、口縁部は内湾し、口縁端部は丸く収められる。外面には横方向の丁寧

なミガキ調整が、内面には放射状のミガキ調整が行われている。赤塗が行われている。畿内系土師器で

あるが、畿内産ではない。

カ　小結

　築造時期　杯蓋は返蓋・無台杯であり、遠江Ⅳ期後半に位置づけることができることから、７世紀後

半～末葉に開削された可能性が高い。

　埋葬について　人骨は最小個体数が２体であり、須恵器の返蓋・無台杯に若干の型式差を認められる

ことから、Ⅳ期後半の中で追葬が行われた可能性がある。ただし、人骨は２体分が同じ位置から出土し

ており、改葬された可能性が高いことから、追葬がおこなかわれたどうかの断定はできない。

　埋葬された２体はいずれも成人であり、男女の可能性が高いが性別については断定できない。

第５章　天王ヶ谷横穴墓群



253

第209図　天王ヶ谷50号横穴墓　出土遺物実測図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（50号墓）
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　４　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｃ単位群

（１）天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｃ単位群の概要（第210図，図版95）

　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｃ単位群は51～54号墓の４基で構成されるが、Ｃ単位群の前面が崩落してお

り、前庭が共有されていたのか明確ではない。横穴墓の主軸と開口方位から判断すると、51号墓はそれ

以外の３基が開口する方位とは異なることから別単位群の可能性が高いが、断定できないためここでは

同一の単位群として報告する。

第210図　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｃ単位群　全体図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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（２）天王ヶ谷51号横穴墓（第210～213図，第23・75・79表，巻頭図版７，図版95・96・146）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に先に発見していた52号墓の東側で空洞を発見したことで新たに確認

した横穴墓である。横穴墓内は羨道に土砂が流入し、羨道はほぼ完全に埋没していたが、運良く玄室内

は天井付近に空洞部分が確認できた。大部分の閉塞石が失われているが、遺物・人骨が良好な状態で出

土していることから、未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｃ単位群に位置する。西側に尾根稜線を挟んで50号墓、東側に52号墓

が位置する。51号墓の床面の標高は、約54.4～54.75ｍで、開口部から奥壁へ向かって緩やかな上り勾

配である。52号墓とは比高差は約0.4ｍである。

　52号墓とは開口方位が51号墓との間を軸とした場合逆方向に開口していることから単独で築造された

可能性が高い。

イ　横穴墓の構

造

　51号墓は左側

壁側にのみ突起

する部分が確認

でき、その奥壁

側と開口部側で

幅が異なること

から、本来は右

側壁側にも若干

の突起が形成さ

れていた可能性

があるため、疑

似両袖式の可能

性が高いが、両

側壁壁面には天

王ヶ谷10号墓の

ような明瞭な突

起（袖）は確認

できないため無

袖形の可能性も

排除できない。

横穴墓の主軸は

N-59°-Wであり、

南南東に向かっ

て開口する。全

長2.9ｍ以上、玄

室長約1.9ｍ、玄

室最大幅約1.0

ｍ、玄室天井高 第211図　天王ヶ谷51号横穴墓　完掘状況図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（51号墓）
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約1.3ｍ、羨道長1.0ｍ以上、羨道最大幅約0.8ｍである。

　玄室　玄室は奥壁からやや外側に膨らみ玄門側で狭

くなる胴張形の長方形である。玄室幅に対する玄室長

指数は約1.9である。玄室の横断面は蕾形の二等辺三

角形の尖頭アーチ形であり、玄室幅に対する天井高指

数は約1.3である。奥壁は床面から外側に向かって立

ち上がった後内傾し、天井との境界には隅角を設け、天井と明確に区分している。天井の残存部分は玄

門に向かって低くなることから、玄門に向かって高さを低くしていた可能性が高い。

　内部施設は河原石４石を利用した棺台で、奥壁側に２石、玄門側に２石が使用されている。この範囲

は長さ約0.9ｍ、幅0.45ｍである。使用された石材は15～30㎝の河原石である、棺台の長軸は横穴墓の

主軸に平行し、玄室の中央やや奥壁側に設置されている。

　羨道　羨道は玄室との間に段差はなく、両側壁を突起させることで袖部として区分していた可能性が

高い。羨道の平面形は玄門側が広く開口部側が狭い縦長の逆台形である。玄室長に対する羨道長指数は

約0.5以上である。

　閉塞　閉塞施設は開口部付近で河原石を利用して行われた円礫積み閉塞である。２石しか残存してい

ないが、大型の河原石の長手が横穴墓の主軸に平行していることから、河原石の長手を横穴墓の主軸に

並行させて積み上げていた可能性がある。使用された石材は30～40㎝の河原石である。

　掘削痕　掘削痕は横穴墓内に流入した土砂により既に失われた部分が多く、また壁面の表面が水滴な

どで本来のものか不明となっているため、掘削痕については明確にすることができない。

ウ　遺物および人骨出土状況

　人骨出土状況　奥壁より0.15～1.05ｍの、棺台が設置された範囲内に２体分の人骨がまとめられた状

態で出土した。この人骨は、棺台と考える

河原石４点の内側に落ち込んでいる。人骨

は頭蓋骨が２点並べられており、この２体

の人骨は別々に納められたような状況は確

認できないことから、改葬してまとめてこ

の位置に納められた可能性が高い。また、

棺台の位置に合致していることから木棺

（あるいは木櫃）に納められた状態で埋葬

された可能性が高い。

　棺が使用された可能性が想定できる点は

重要であり、棺台を利用する横穴墓は改葬

の場合でも木棺や木櫃が利用された可能性

を考慮しておく必要があろう。

　遺物出土状況　人骨が集中した範囲の南

側0.2ｍのところで須恵器杯身１点（761）

が口縁部を下に向けた倒置状態で出土した。

エ　出土遺物

　須恵器杯身１点が出土した。

　土器　須恵器杯身（761）は、内傾して

低いたちあがりであり、受部よりも高い。第212図　天王ヶ谷51号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第75表　天王ヶ谷51号墓の概要

主軸方位　 N-59°-W 開口方位 南南東

全長 2.90ｍ以上

玄室長 1.90ｍ 玄室最大幅 1.00ｍ

玄室奥壁側幅 1.00ｍ 玄室玄門側幅 0.80ｍ

玄室天井高 1.30ｍ

羨道長 1.00ｍ以上 羨道最大幅 0.80ｍ

羨道玄門側幅 0.80ｍ 羨道開口部側幅 0.50ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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口径9.7㎝、器高3.9㎝である。

　須恵器は胎土の特徴などから湖西産である可能性が高い。

オ　出土人骨

　出土した人骨は人骨調査の結果、２体分であることが判明した。１体

は壮年女性で、もう１体は性別不明であるが、７～９歳の小児である。

　壮年女性には出産痕が確認できる。また、外耳道骨腫が確認できるこ

とから、その形成については耳の病気などによりできる場合もあるが、

通常、温度差の著しい水中・海中に潜るあるいは航海や漁のような仕事（海女か）をしていた可能性が

ある。外耳道骨腫については、当横穴墓群16号墓の男性人骨のほか、森町谷口Ａ３号墓（女性人骨）で

も確認されており（森町教委1996）、これらの被葬者の職業と出身地について興味深い情報である。

　また、これ以外の部分に人骨は確認できないことから、51号墓はこの２体のみの埋葬であった可能性

が高い。この仮定が正しければ成人女性と子供の埋葬であり、この女性は家長であった可能性がある。

カ　小結

　築造時期　出土した須恵器杯身は口径が10㎝前後であることから、遠江Ⅳ期前半に位置づけることが

できる。したがって、開削された時期は７世紀前半でも早い時期であった可能性が高い。

　埋葬について　出土した人骨は２体分であり、壮年の女性と７～９歳の小児であった。この２体の人

骨が混じるように出土していることから、木棺に２体分の人骨が集骨された状態で納められていた可能

性が高いことが判明する。このほかの人骨は確認できず、また副葬遺物は１点しかないことから追葬に

ついては認定できない。したがって、１回の埋葬であった可能性が高く、２体分をおさめた木棺をおさ

めたと想定する。

　なお、２体の年齢差から考えれば、母親とその子供と考えるのが妥当であろう。また、女性に確認さ

れた外耳道骨腫が海洋性のものであるとすれば、海女を職掌としていた可能性があり、さらに海岸付近

から嫁入りし埋葬された、あるいは海岸付近に嫁入りし埋葬時には母村に戻って埋葬された可能性もあ

り、今後の検討が必要である。

（３）天王ヶ谷52号横穴墓（第210・214～217図，第23・76・79・81・82表，巻頭図版８・15・16，図

版95・97～99・146・148）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中、新たに確認した横穴墓である。羨門部分は完全に埋没していたが、

玄室はほとんど土砂が流入しておらず、敷石上に数㎝土砂が堆積しているだけであり、ほぼ原状のまま

保持されていた。

　なお、図中には閉塞石を図示していないが、本来は閉塞石を伴う横穴墓であった。しかし、開口部に

直径50㎝以上の樹木が生えており、表土除去の際その樹木を押し倒そうとした時に閉塞石を確認したが、

木根が閉塞石を抱きかかえるような状態であった。このため木が既に斜めに倒れた状態で一部閉塞石が

原位置からずれてしまったこと、人力により根の除去を行うことは、頭上に崩落する危険があるためこ

のままの状態で調査を続行することは危険であると判断したことから、木根とともに閉塞石も取り除い

た。安全上の措置であり、実測図化していないことについては御容赦願いたい。

　したがって、閉塞石は良好な状態で残存し、床面の乱れもないことから52号墓は開口していなかった

可能性が高いが、人骨が敷石が設置されていない場所から出土しており、完全に未開口であったかどう

かについては注意が必要である。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｃ単位群に位置する。西に51号墓、東に53号墓が位置する。52号墓の

第213図　天王ヶ谷51号横穴墓
出土遺物実測図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（52号墓）
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床面の標高は約54.0～54.55ｍであり、51号墓との開口部の高低差は約0.4ｍ、53号墓とは約0.1ｍであ

る。前庭は確認できないが、横穴墓前面に平坦面が確認できることからこの部分を前庭の残存した床面

とすれば、高低差は約0.4ｍほどであったと想定する。

　なお、52・53号墓は開口方位や開口する標高もほぼ同じであることから判断して、この２基は前庭を

共有していた可能性が高い。

イ　横穴墓の構造

　52号墓は両側壁をほぼ直角に屈曲させることで袖部

を形成する両袖式である。横穴墓の主軸をN-63°-Wに

向け、ほぼ東南東に向かって開口する。全長3.9ｍ以

上（横穴墓前の平坦面が前庭の床面だとすれば4.2ｍ

程度か）、玄室長約2.3ｍ、玄室最大幅約1.5ｍ、玄室

天井高（奥壁側）約2.1ｍ、羨道長1.6ｍ以上（1.9ｍ程度か）、羨道最大幅約0.9ｍ、羨道天井高1.35ｍ

以下である。

　玄室　52号墓の玄室は奥壁側がやや広く玄門側に向かって幅を狭める縦長の逆台形である。玄室幅に

対する玄室長指数は約1.5である。左袖が直角、右袖部分は撫角あるいは抉りの浅い袖であることから、

左袖を意識した横穴墓であった可能性がある。横穴墓の横断面は二等辺三角形の尖頭アーチ形である。

玄室幅に対する天井高指数は約1.4である。玄室の天井は奥壁部分が最も高く2.1ｍを、玄室中央に向

かって高さを減じた後、また玄門へ向かって高さが高くなる、Ｍ字形のような形態である。横穴墓中央

で身長170㎝の筆者が立って作業するにも十分な空間が確保されており、古墳時代においても大人が作

業するには十分な空間があったと考えることができる。天井の長さは1.3ｍであり、玄室床面長と比較

すると１ｍ短くなっている。前壁は高さ約0.9ｍで、奥壁とほぼ同じ角度で内傾している。

　内部施設は玄室の玄門側を除いて玄室のほぼ３／４程度に設置された敷石である。その範囲は全長約

1.8ｍ、幅1.35ｍである。使用された石材は５～10㎝の小礫である。人骨は一部が敷石外で出土した。

　羨道　羨道は玄室のほぼ中央に取り付けられている。羨道は玄室との間に段差はない。羨道の天井は

玄門部分で約1.35ｍ以下であり、玄門部分での羨道と玄室の天井の高低差は0.9ｍである。羨道の平面

形は玄門側が広く、開口部側が狭い縦長の逆台形で、玄室長に対する羨道長指数は現状で約0.7（0.8程

度か）である。羨道の横断面形は天井の崩落が激しいため不明確であるが、玄室と同じように二等辺三

角形の尖頭アーチ形かあるいはアーチ形であった可能性が高い。

　閉塞　閉塞施設は上述したように河原石を利用した円礫積み閉塞であった。使用された石材は人頭大

より一回り大型の河原石を使用していた。

　掘削痕　50号墓と並んで最終調整痕の残存状況の良好な横穴墓である。

　左側壁・右側壁ともに上部は斜め方向、中位が横方向であり、左側壁は下位が斜め方向の掘削痕が残

る。両側壁とも上部は奥壁側が奥壁側から玄門側へ向かう斜めの調整痕、中央から玄門側が前壁から奥

壁側へ向かう斜めの調整痕であり、共通している。奥壁は上部が斜めの掘削痕、中位が横方向、下位が

縦・斜め方向の掘削痕である。したがって、側壁と奥壁の調整痕は同じ原理で掘削していたことが判明

する。50号墓で想定したように人間の両手の可動範囲や動きやすさによる掘削方法を採用していたと考

えられる。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　遺物は玄室内と羨道から出土した。玄室奥壁から約0.5ｍの敷石中央で、人骨

（S395・396）近くから刀子１点（768）と両頭金具１点（769）が、その北側で耳環（766）が出土した。

また、玄門付近から人骨（S394）とともに耳環（765）が、その北側から両頭金具（770）が出土した。

第76表　天王ヶ谷52号墓の概要

主軸方位　 N-63°-W 開口方位 東南東

全長 4.20ｍ前後

玄室長 2.30ｍ 玄室最大幅 1.50ｍ

玄室奥壁側幅 1.50ｍ 玄室玄門側幅 1.30ｍ

玄室奥壁側天井高 2.10ｍ 玄室玄門側天井高 2.00ｍ

羨道長 1.60ｍ以上 羨道最大幅 0.90ｍ

羨道玄門側幅 0.90ｍ 羨道開口部側幅 0.60ｍ

羨道天井高 1.35ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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左袖の隅角部から高杯杯部（762）が口縁部を下に向けた状態で、羨道中央からフラスコ瓶１点（764）

が横倒しの状態、羨道左袖部で土師器高杯（763）が横倒しの状態で出土した。刀子（768）と須恵器高

杯（762）は完形ではないことから、破砕されたものが副葬された可能性がある。

　このほか、刀子１点（767）が出土した。

　人骨出土状況　玄室内から出土した。出土した人骨は多くなく、敷石上の中央（S395・396）と、敷

第214図　天王ヶ谷52号横穴墓　完掘状況図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（52号墓）
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第215図　天王ヶ谷52号横穴墓　遺物および人骨出土状況図

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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石の玄門側（S394）、玄室

内敷石外の部分で床面から

やや浮いた状態（S393）で

出土した。開口していた可

能性は低いが、人骨がやや

浮いた状態で出土したため、

追葬が行われ、その段階で

は横穴墓内に土砂が流入し、

その上に人骨を埋葬したの

であろうか。

エ　出土遺物

　須恵器高杯１点、フラス

コ瓶１点、土師器高杯１点、

耳環２点、刀子２点、両頭

金具２点が出土した。

　土器　須恵器高杯（762）

は無蓋碗形で、口縁端部はＬ字形に折り曲げられ玉縁状に丸く収められる。脚部は接合部付近しか残存

していないが、二方向の長方形透かし窓が確認できることから、長脚二段透かしである可能性がある。

口径11.0㎝である。色調と胎土の特徴から森町森山窯産の可能性がある。

　フラスコ瓶（764）は、胴部がやや横長の球胴であり、頸部は細く逆ハ字形に外反して立ち上がり、

口縁端部は外傾する面をもつ。胴部はやや扁平な球胴であり、胴部は片面が平坦に近く、片面が突出し

ている。製作技法は内部が観察できないため想定にすぎないが壺状の胴部を作成し、その口縁部を風船

技法で塞いだ後、口縁部を取り付けるために胴部側面を穿孔し、口縁部を接合したように観察できる。

　土師器高杯（763）は椀形の杯部で屈折脚の高杯である。口縁部は半球形で、脚部は接合部から中位

までが柱状、脚下部でく字形に屈曲する。杯部内面は丁寧なナデ調整、脚部も丁寧なナデ調整が行われ

ている。

　耳環　２点（765・766）出土した。いずれも中空耳環で、分析の結果、中空の銅芯に鍍金した「中空

銅芯鍍金」の耳環であることが判明した。平面形

は円形で、断面は楕円形である。大きさは長軸

3.2㎝、短軸3.1㎝、厚さ0.9～1.0㎝である。２点

は製造方法、形態、大きさもほぼ同一であること

から、同一の被葬者に伴うものである可能性が高

い。本 来 は 左 側 壁 近 く（766）に 765 も 人 骨

（S393・S394）とともにあったのかもしれない。

　鉄製品　刀子２点、両頭金具２点が出土した。

　刀子は１点（767）が切先、もう１点（768）が

関から茎片であるが接合しない。767は刃部片で

切先はふくらがあまり張らない。768の関は棟側

が撫関、刃部側が直角関であり、茎は茎尻に向か

い先細り、茎尻は丸く収められる。茎には糸巻き

と木柄が残存しており、茎に糸巻きを行った後木

第216図　天王ヶ谷52号横穴墓　出土遺物実測図①

第217図　天王ヶ谷52号横穴墓　出土遺物実測図②

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（52号墓）
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柄を装着したことが判明する。刃部には木柄が確認できないことから、皮革製の鞘であったか、抜き身

の状態で副葬された可能性がある。

　両頭金具２点（769・770）は軸部、筒部とも鉄製である。頭は方形で、軸部断面は方形である。筒の

花弁は両者ともに４弁である可能性が高い。

オ　出土人骨

　出土した人骨は少ないが、最小埋葬数は２体であることが判明した。性別、死亡年齢ともに不明であ

る。同一の被葬者に副葬された可能性が高い耳環が離れた位置から出土しており、人骨が埋葬後に移動

された可能性もあるため、改葬骨が納められたかどうかについては明確にすることができない。

カ　小結

　築造時期　出土した須恵器無蓋高杯が椀形の有窓高杯（２段透かしか）であるとすれば、遠江Ⅲ期末

葉に位置づけられる。フラスコ瓶も球胴ではなく、やや横長である点を評価すればフラスコ瓶の中でも

古い要素と考えることができ、フラスコ瓶の初現的な形態とすれば、遠江Ⅲ期末葉に位置づけられよう。

さらに、土師器高杯は屈折脚高杯であり、やや大型である点を評価すれば、同じ時期に位置づけられよ

う。したがって、52号墓は遠江Ⅲ期末葉、７世紀前半でも早い時期に築造された可能性が高い。

　埋葬について　出土した人骨は少ないが、最小個体数は２体である。いずれも性別・死亡年齢は特定

できない。追葬が行われた可能性については断言できないが、人骨に床面よりもやや浮いた状態のもの

が確認できることから、追葬が行われた可能性がある。２回の埋葬で２人以上が埋葬された可能性を想

定しておきたい。

（４）天王ヶ谷53号横穴墓（第210・218～221図，第23・77・79・82表，図版95・100～102・149～

152）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中、閉塞石および土器が出土したことによって新たに発見した横穴墓で

ある。羨道はほぼ完全に埋没していたが、玄室は床面から30㎝程度土砂が堆積していたのみであった。

天井はほぼ全体が崩落しており、原状を逸していた。人骨が良好な状態で出土したこと、閉塞部分でも

土器が良好な状態で出土していることから未開口であった可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｃ単位群に位置し、西側に52号墓、東側に54号墓が位置する。床面の

標高は約54.1～54.7ｍであり、開口部から奥壁に向かう緩やかな上り勾配である。52号墓の開口部との

高低差は約0.1ｍ、54号墓とは約0.3ｍである。横穴墓前面の平坦面が前庭の床面であったと仮定すれば、

前庭とは0.3ｍの高低差があったと想定できる。

　なお、52号墓の報告で記述したように、52号墓とは前庭を共有していた可能性がある。また、東隣の

54号墓は想定される52・53号墓の前庭の方向へ向かい開口していることから、54号墓についても前庭を

共有していた可能性がある。

イ　横穴墓の構造

　53号墓は両側壁をほぼ直角に屈曲させることで袖部

を形成する両袖式の横穴墓である。横穴墓の主軸は

N-64°-Wであり、東南東に向かって開口する。全長4.2

ｍ以上（4.5ｍ程度か）、玄室長約2.3ｍ、玄室最大幅

1.4ｍ、玄室天井高（奥壁側）1.7ｍ前後、羨道長1.9

ｍ以上（2.2ｍ程度か）、羨道最大幅0.8ｍ、羨道天井

高は1.2ｍ以下である。

第77表　天王ヶ谷53号墓の概要

主軸方位　 N-64°-W 開口方位 東南東

全長 4.50ｍ前後

玄室長 2.30ｍ 玄室最大幅 1.40ｍ

玄室奥壁側幅 1.30ｍ 玄室玄門側幅 1.30ｍ

玄室天井高 1.70ｍ前後

羨道長 2.20ｍ前後 羨道最大幅 0.80ｍ

羨道玄門側幅 0.80ｍ 羨道開口部側幅 0.50ｍ

羨道天井高 1.20ｍ以下

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　玄室　玄室は奥壁幅と玄門側幅がほぼ同幅で、中央がやや膨らむ縦長の長方形である。玄室幅に対す

る玄室長指数は約1.8である。玄室の横断面は天井が崩落しているため確定的ではないが、奥壁部分の

残存状況から二等辺三角形の尖頭アーチ形であった可能性が高い。奥壁側の天井高は1.7ｍ前後と想定

でき、玄室幅に対する天井高指数は約1.3である。奥壁は直立した後、床面から70㎝ぐらいのところか

ら内傾する。天井との境界部分が崩落してしまっているが、他の横穴墓同様奥壁と天井との境界は明瞭

な隅角を設けていた可能性が高い。天井は残存している地山部分から判断して、奥壁側から玄門側に向

第218図　天王ヶ谷53号横穴墓　完掘状況図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（53号墓）
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かって高さが低くなる形態で、羨道天井との段差については不明である。袖部の立ち上がり状況からす

れば段差がなかったかあるいはあったとしても10～20㎝程度であったと想定する。

　内部施設は、玄室中央から奥壁側で行われた敷石である。敷石の範囲は図中人骨周辺には図化してい

ないが人骨の下部にも敷石が存在している。設置範囲は長さ1.0～1.2ｍ、幅1.3ｍである。使用された

石材は５～15㎝の小礫で奥壁側に大きなものが使用される傾向にある。この敷石の範囲に人骨が納めら

れている。横穴墓の主軸に平行させた伸展葬は困難であるが、人骨は主軸に平行するように埋葬されて

いる。ただし、詳細は後述するが伸展葬ではなく、一部の人骨が集骨されたような状況であり、改葬骨

が納められた可能性が高い。

　羨道　羨道は玄室の中央に取り付けられている。羨道と玄室の間には段差はなく、水平である。平面

形は玄門側が開口部と比較してやや広い縦長の逆台形である。玄室長に対する羨道長指数は現状で約

0.8（復原で0.9程度）であった可能性が高い。羨道の高さは1.2ｍ以下であり、羨道は腰を曲げた状態

で入った可能性が高い。

　閉塞　閉塞は河原石を利用した円礫積み閉塞とその上位に土砂を挟んで須恵器杯蓋・身が出土したこ

とから、閉塞は円礫積みと土砂積みで行われたことになる。この解釈としては、一旦河原石積み閉塞し

た後、追葬の時に取り除き、追葬時の閉塞は土砂で行った可能性が高いと想定する。

　使用された石材は、20～30㎝の河原石であり、長手を主軸に平行させるという意図は確認できない。

その範囲は長さ約0.5ｍ、高さ約0.2ｍで、羨道幅一杯に行われており、最下段のみの残存である。この

上30～40㎝上位の土砂中から須恵器が出土しており、床面から50～60㎝のところまで土砂を積み上げ、

閉塞儀礼を行った可能性が高い。この土器が出土した位置が羨道の天井高に近いとすれば開口部付近の

天井高は0.8～0.9ｍ前後であった可能性がある。

　掘削痕　壁面が崩落している部分が多いが、右側壁側では中央部付近が残存しており、この部分には

横方向の掘削痕が確認できる（図版102-2参照）。したがって、中位の調整が同じであることから判断し

て、52号墓などと同様の調整が行われていた可能性が高い。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物出土状況　羨道閉塞石上、羨道と玄室の玄門付近、玄室敷石上から出土した。

　まず、羨道では閉塞石上0.3～0.4ｍの部分から、閉塞儀礼に使用されたと想定する須恵器杯蓋３点

（772～774）、杯身（776）、無台杯（780）が出土した。このほか横穴墓内に入り込んでいた木根を重機

で取り除いた際に杯蓋１点（771）、杯身１点（775）が出土したが、閉塞石上に置かれていたものと断

定できる。

　玄室と羨道の境では、右側壁側で須恵器平瓶１点（784）が正置状態で、土師器高杯１点（781）、脚

付盌１点（782）が横倒しの状態で出土した。左側壁側で須恵器返蓋１点（779）、杯身２点（777・778）

がそれぞれ倒置状態で出土した。

　敷石上では人骨近くから須恵器平瓶１点（783）が横倒しの状態で、鉄製刀子１点（785）が人骨

（S406）の下位から出土した。

　人骨出土状況　人骨は敷石上、右側壁側で２体分が出土している。あたかも１体が伸展葬されたよう

な状態に見えるが、実際には頭蓋骨の南側に男性と女性の骨が上半身、下半身関係なく集骨された状態

である。この状態から判断して、頭蓋骨（顔）を開口部に向けて立て、その南側に２体の遺体の人骨を

大体の位置に置き、あたかも伸展葬をしたような状況を作り出していた可能性がある。

　なお、玄室内の土砂を篩に掛けたところ、このほか子供の乳歯が出土していることも判明した。

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第219図　天王ヶ谷53号横穴墓　遺物および人骨状況図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（53号墓）
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エ　出土遺物

　須恵器杯蓋４点、杯身４点、返蓋１点、無台杯１点、平瓶２点、土師器高杯１点、脚付盌１点、刀子

１点が出土した。杯蓋４点（771～774）、杯身２点（775・776）、無台杯１点（780）が閉塞石上から、

杯身２点（777・778）、返蓋１点（779）、平瓶１点（784）、土師器高杯１点（781）、脚付盌１点（782）

が玄門付近、須恵器平瓶１点（783）と刀子１点（785）が玄室敷石上の出土である。

　土器　須恵器杯蓋・杯身は、杯蓋・杯身（いわゆる杯Ｈ）と返蓋・無台杯（いわゆる杯Ｇ）がある。

　杯身（775～778）は短く内傾するたちあがりで、受部よりもやや高い。口径8.2～8.6㎝、器高2.9～

3.6㎝である。杯蓋（771～774）は半球形で口縁部は内湾し、端部は丸い。口径9.7～10.0㎝である。こ

の杯身、杯蓋は８点すべてに「×」字のヘラ記号が刻まれている。出土位置が玄室内と閉塞石上にわか

れるものの、本来は４組の組合関係にあった可能性が高い。

　返蓋（779）は乳頭状の摘みで、返りは口縁部よりも大きく下がる。口径7.4㎝、器高2.9㎝である。

無台杯（780）は閉塞部分からの出土であるがこの蓋に伴う無台杯である可能性が高い。半球形で口縁

端部は丸く仕上げられる。口径9.0㎝、器高3.8㎝である。

　平瓶２点（783・784）は頸部が短いものである。敷石上から出土した783は最大径が肩部にあるもの

で、扁平な球胴であり、頸部は細く、逆ハ字形に広がり、口縁端部は丸く収められる。口径4.8㎝、頸

部長4.3㎝、器高12.9㎝である。玄門付近から出土した784はやや大型の平瓶で肩部に最大径をもつもの

で、古手の提瓶のような扁平な水筒状の胴部である。肩部には二条の沈線が施される。頸部は太く、逆

ハ字形に立ち上がった後、口縁部はやや内湾し、口縁端部の外面に斜面を持つ。肩部には形骸化したボ

タン状の突起が貼り付けられる。口径10.1㎝、頸部長9.4.㎝、器高18.2㎝である。

　土師器高杯（781）は碗形の杯部で、口縁端部はやや細く丸められる。脚部はハ字形に開き、内面に

は稜線が確認できる。脚外面は静止ヘラ削り調整、内面にはケズリ調整、ナデ調整が行われる。杯部の

外面は横方向の丁寧なミガキ調整、内面は放射状のミガキ調整が行われており、表面は滑らかに仕上げ

られている。脚付盌（782）はワイングラス形で、盌は半球形で口縁部は丸く収められる。脚部はハ字

形に開き、内面には稜が確認できる。調整は高杯（781）と同様で脚部外面はヘラ削り、脚部内面もケ

ズリ調整、盌外面は横方向の丁寧なミガキ調整、内面は放射状のミガキ調整である。同一の土器製作者

（集団）によって生産された可能性が高い。

　鉄製品　鉄製刀子１点（785）が出土した。刀子は鉄製柄縁金具（鎺）がつくものである。刃部の一

部を欠損する以外はほぼ完形である。刃部はやや内湾しており、砥ぎ減りの可能性がある。関は刃部側

が浅い直角関、棟側が浅い撫関である。茎は茎尻に向かい先細り、茎尻は丸く収められる。柄縁金具の

断面は楕円形に近い倒卵形である。長軸1.6㎜、短軸1.4㎜前後、幅７㎜である。

　茎には樹皮巻と木柄が残存しており、茎に樹皮巻を行った後で木柄を嵌め、鉄製柄縁金具で固定した

ものであることが判明する。

オ　出土人骨

　53号墓から出土した人骨は、人骨調査の結果、最小埋葬個体数は３体で、成人２体、子供１体である。

成人は壮年の男女であり、女性は30歳未満である可能性が高い。子供の年齢については不明である。

カ　小結

　築造時期　出土した須恵器杯身・杯蓋は遠江Ⅳ期前半でも新しい時期に位置づけることができ、返

蓋・無台杯についても同時期のものと判断する。これらの返蓋・無台杯はいずれも閉塞部から組み合わ

せ関係にあるものが出土しており、埋葬の最終時期を示すものと想定できる。玄室敷石上に副葬された

須恵器平瓶は口縁部が短いことからやや古く位置づけることができるとすれば、Ⅳ期前半でも古い時期

の可能性があることから、開削時期については遠江Ⅳ期前半、７世紀前半と想定したい。
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　埋葬について　閉塞石上の0.3～0.4ｍの土砂の中から須恵器が出土したことから、閉塞石上の土砂を

追葬時の閉塞施設と判断した。追葬の時期については出土した土器から遠江Ⅳ期前半でも新しい時期～

後半の可能性が高い。出土した須恵器平瓶（784）、土師器高杯・脚付盌も同様の時期に位置づけられる

第220図　天王ヶ谷53号横穴墓　出土遺物実測図①

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（53号墓）
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可能性が高いことから、７世紀前半～７世紀後

半のどこかで追葬が行われたと想定する。

　埋葬人数については３体以上であり、２回の

埋葬で３体以上の埋葬が行われた。出土した人

骨は成人男女と子供であり、夫婦とその子供か、

あるいは兄妹（姉弟）とそのどちらかの子供の

可能性が高い。

　また、改葬骨が納められた可能性が高いが、

14号墓と同様人骨をあたかも伸展葬をしたかの

ように配置していることは、改葬にあたって伸展葬したような状況、本来の人骨の位置に戻そうとした

可能性が高い。ただし、大体の位置はあっているものの、上下左右が逆になるなどしている。当時の当

地域の人々の解剖学的知識が乏しかったのか、あるいは伸展葬することは念頭にあったものの、黄泉が

えりを恐れて本来の位置にもどさなかったのかについては確認することはできない。

（５）天王ヶ谷54号墓再利用時（第222・223図，第79表，図版103・152・153・155）

ア　調査前の状況

　54号墓の平面形を確認した後で、54号墓に流入した土砂を取り除いていくと、古墳時代の床面から約

0.6ｍ上位、標高約55.0ｍ付近から山茶碗が出土したことで横穴墓が再利用された古墳が判明した。天

王ヶ谷５号墓のように人骨を伴わないことから横穴墓を再利用した中世墓とは断定できないものの、そ

の可能性が高い。

イ　構造

　古墳時代の床面から約0.6ｍ上位の部分を使って再利用したものである。横穴墓の開口部付近が崩落

しているため全長は不明であるが、その規模は全長1.65ｍ以上、幅約0.9ｍのほぼ縦長の長方形である。

古墳時代当初の天井は既に崩落していた可能性が高いが、どのくらい空洞が存在していたのか不明であ

る。ただし、山茶碗を人間が中に入り込んで置くだけの空間、少なくとも70㎝程度は存在していた可能

性が高い。

ウ　遺物出土状況

　再利用時の遺物は、奥壁から約0.55～0.8ｍのところで出土した。長さ0.3ｍ、幅0.4ｍの範囲に、山

茶碗１点（789）、山皿３点（786～788）が正置の状態で、三角形を描くような状態で出土した。

エ　出土遺物

　山茶碗１点、山皿（小皿）３点が出土した。

　土器　山茶碗（789）は低く潰れた高台で、口縁部は外上方に立ち上がった後、口縁端部を急激に外

反させ、丸く収める。底部は糸切痕がナデ消されている。口径16.5㎝、器高4.9㎝である。

　山皿３点（786～788）の底部は平底で、口縁部は外上方に立ち上がり、口縁端部は丸く収められる。

底部は糸切痕がナデ消される。口径8.4～8.7㎝、器高1.6～2.0㎝である。

　山茶碗・山皿ともに胎土の特徴から渥美湖西産である可能性が高い。

オ　時期

　横穴墓が再利用された時期については、山茶碗が渥美湖西産の松井編年でⅢ-１期に位置づけられる

ことから13世紀前半に位置づけることができる。

第221図　天王ヶ谷53号横穴墓　出土遺物実測図②

第５章　天王ヶ谷横穴墓群



269

第222図　天王ヶ谷54号横穴墓再利用時　完掘状況および遺物出土状況図

第223図　天王ヶ谷54号横穴墓再利用時　出土遺物実測図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（54号墓再利用時）
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（６）天王ヶ谷54号横穴墓（第210・224～226図，第23・78・79・81表，巻頭図版15，図版95・103・

104・153）

ア　立地および調査前の状況

　調査前　重機による表土除去中に53号墓の東側で新たに検出した横穴墓である。天井が崩落しており、

完全に埋没していた。上述したように横穴墓の再利用が行われているため開口していたのは明らかであ

るが、その段階には天井が崩落し、土砂の流入もあり、床面はほぼ完全に見えない状況であった可能性

が高いことから、攪乱は受けていない可能性が高い。

　立地　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群Ｃ単位群に位置し、天王ヶ谷横穴墓群中で北東端に開削された横穴墓

である。西に53号墓が位置する。床面の標高は約54.4～54.45ｍであり、開口部から奥壁までほぼ水平

である。53号墓の開口部とは約0.3ｍの高低差がある。

　なお、上述したように52・53号墓で想定される前庭部分に向かって開口していることから、52・53号

墓と前庭を共有していた可能性がある。

イ　横穴墓の構造

　54号墓は敷石の南側がやや膨らむが、奥壁から直線的に延びているとも観察できるので無袖形の可能

性も排除できないが、敷石南側部分が膨らみ、壁面を若干屈曲させているように観察できることから、

疑似両袖式である可能性が高い。横穴墓の主軸はN-38°-Wであり、南南東に向かって開口する。全長

2.45ｍ以上、玄室長約1.7ｍ、玄室最大幅約0.9ｍ、玄室天井高1.3ｍ前後（と推定）、羨道長0.75ｍ以上、

羨道最大幅0.5ｍである。

　玄室　玄室は中央が内側に向かって窪むが、奥壁から玄門に向かって幅を狭める縦長の逆台形である。

玄室幅に対する玄室長指数は約1.9である。調査中に木根に侵食された奥壁・側壁が剥落し原状を逸し

たため図化および写真撮影は叶わなかったが、玄室の横断面は二等辺三角形の尖頭アーチ形であること

が確認できた。天井高は奥壁で1.3ｍ前後と想定でき、この場合の玄室幅に対する天井高指数は約1.4で

ある。奥壁は一旦外側に向かって膨らみながら立ち上がった後内傾して立ち上がる。

　内部施設は敷石であるが、その範囲は長さ1.0ｍ、幅0.25～0.35ｍ狭く、疎らに敷かれた状態である。

この範囲に伸展葬するのは困難である。使用された石材は10～15㎝の小礫である。敷石が疎らであるこ

ととその範囲から判断すれば、棺台であった可能性も想定しておくべきかもしれない。

　羨道　羨道と玄室との間に段差はない。玄室の中央に取り付けられている。平面形は玄門側と開口部

がほぼ同じ広さの縦長長方形である。玄室長に対する羨道長の指数は現状で約0.4であり、0.5～0.6程

度であった可能性が高い。

　閉塞　閉塞施設は失われており不明である。他の横

穴墓の事例からは円礫積み閉塞であった可能性が高

い。

　掘削痕　土砂で完全に埋没しており、掘削痕は失わ

れていた。

ウ　遺物および人骨出土状況

　遺物は玄室内玄門付近で出土した。須恵器杯身（791）・杯蓋（790）が杯蓋を下に、杯身を上にした

状態で口縁部をずらした状態で重ねられ、その北側から土師器杯（792）が倒置された状態で出土した。

また、耳環２点（793・794）が銹着した状態で敷石の間から出土した。耳環は２点が錆着した状態であ

ることから遺体に装着した状態で副葬されたものではないことが判明する。敷石範囲内から出土してい

ることから、内部施設のところで報告したように、この部分に改葬骨が納められた可能性がある。

　なお、人骨は大臼歯が出土しただけである。

第78表　天王ヶ谷54号墓の概要

主軸方位　 N-38°-W 開口方位 南南東

全長 2.45ｍ以上

玄室長 1.70ｍ 玄室最大幅 0.90ｍ

玄室奥壁側幅 0.90ｍ 玄室玄門側幅 0.70ｍ

玄室天井高 1.30ｍ前後

羨道長 0.75ｍ以上 羨道最大幅 0.50ｍ

羨道玄門側幅 0.50ｍ 羨道開口部側幅 0.50ｍ

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第224図　天王ヶ谷54号横穴墓　完掘状況および遺物出土状況図

第５節　天王ヶ谷横穴墓群Ⅳ支群の調査成果（54号墓）
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エ　出土遺物

　須恵器杯身１点・杯蓋１点、土師器杯１点、耳

環２点が出土した。

　土器　杯蓋（790）は半球形で、天井と口縁部

の境界に稜線・凹線はない。口縁部は内湾する。

口径9.5㎝、器高3.5㎝である。杯身（791）は短

く内傾して立ち上がるたちあがりである。口径

8.3㎝、器高3.0㎝である。

　土師器杯（792）は半球形で、口縁部は丸く収められる。表面の剥

離が著しく調整は観察できない。口径9.2㎝、器高3.5㎝である。赤彩

は確認できない。

　耳環　２点（793・794）出土した。いずれも中実で、小口面に箔を

まとめた皺が確認できることから箔を巻き付けたものであることが判

明する。自然科学分析の結果、「中実銅芯銀張鍍金」の耳環であるこ

とが判明した。平面形はほぼ円形で、長軸2.5～2.6㎝、短軸2.4㎝、

厚さ約７㎜である。

オ　出土人骨

　54号墓からは大臼歯が１点出土しただけである。最小個体数は１体である。

カ　小結

　築造時期と埋葬について　出土した須恵器杯蓋・杯身の形態的特徴および法量から、遠江Ⅳ期前半で

も比較的新しい時期に位置づけることができる。したがって、54号墓の開削時期は７世紀中葉であった

可能性が高い。

　埋葬については、耳環が２点出土しほぼ同じ特徴・法量であることから、同一人物に伴うとすれば最

低１回１人の埋葬が行われた可能性が高い。

第225図　天王ヶ谷54号横穴墓　出土遺物実測図①

第226図　天王ヶ谷54号横穴墓
出土遺物実測図②

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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第６節　天王ヶ谷横穴墓群採集品

１　天王ヶ谷横穴墓群採集品について

（１）経緯

　天王ヶ谷横穴墓群採集品は現地説明会の際発見されたもので、発見者から提供を受けたものである。

発見者によれば、現地説明会の際横穴墓群の周囲を散策していて、天王ヶ谷横穴墓群の土砂が流れた場

所で発見したとのことである。場所的にはⅠ～Ⅲ支群の谷にあたると想定できるが、どの支群や横穴墓

に伴うものかは確定できない。

（２）採集された須恵器（第227図，第79表，図版154）

　採集品（795）は大型平瓶で、完形品である。胴部は最大径が中央よりもやや上にあり、胴部は扁平

な球胴である。胴部には、平行タタキ調整が施され、底部はそれをヘラ削りしている。また、最大径の

部分より上に二条の沈線が施されている。頸基部は太く、逆ハ字形に立ち上がる。口縁部直下に一条の

稜線が巡らされ、口縁部は外傾する面をもつ。口径10.2㎝、胴部最大径26.5㎝、器高27.0㎝である。

形態・胎土の特徴から湖西産須恵器である可能性が高い。

第227図　天王ヶ谷横穴墓群　出土遺物（採集品）実測図
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第７節　天王ヶ谷横穴墓群出土遺物観察表

１　土器・陶器観察表

第79表　天王ヶ谷横穴墓群出土土器・陶器観察表

出土位置
No Fig PL 種類 器種 部位

残存
率

口径 器高 底径
色調

備考
区 群 横穴墓 位置 外面 内面

3

Ⅰ

３号墓

羨道覆土

1

52
105・
106

土師器 高杯 全体 80 （9.4） 6.6 7.0 にぶい黄橙（10YR7/4）にぶい黄橙（10YR7/3）

2 土師器 高杯 全体 80 9.8 6.7 7.3 橙（7.5YR7/6） 橙（7.5YR7/6）

3 土師器 高杯 全体 80 （8.8） 6.1 6.9 にぶい橙（7.5YR7/4） にぶい橙（7.5YR7/4）

4 土師器 杯 全体 30 9.5 3.0 - 橙（5YR6/6） 橙（5YR6/6）

羨道
床面直上

5 須恵器 杯蓋 全体 100 9.4 3.6 - 灰白（5Y7/2） 灰白（7.5Y7/1）

6 須恵器 杯蓋 全体 90 9.8 3.8 - 灰（10Y6/1） 灰（7.5Y6/1）

7 須恵器 杯蓋 全体 100 10.1 4.2 - 灰（N6/） 灰（N6/）

8 須恵器 杯身 全体 90 8.4 3.5 3.9 灰（N6/） 灰（N5/） ヘラ記号「－」

9 須恵器 杯身 全体 90 8.6 3.4 4.0 灰（N6/） 灰（7.5Y6/1） ヘラ記号「×」

閉塞石下 10 須恵器 杯身 全体 100 8.4 3.5 4.0 灰（N5/） 灰（N6/） ヘラ記号「＝」

５号墓
再利用

床面？

21

59

108
土師器 杯 全体 100 11.6 3.4 8.0 橙（5YR7/8） 橙（5YR7/6）

22 土師器 杯 全体 90 12.1 3.1 7.0 橙（7.5YR7/6） 橙（2.5YR7/8）

23
109

土師器 杯 口縁部 - - - - にぶい黄橙（10YR7/4）にぶい黄橙（10YR7/4）

24 土師器 杯 口縁部 - - - - にぶい黄橙（10YR7/4）にぶい黄橙（10YR7/4）

５号墓 床面直上

25

62

108・109

土師器 鉢 全体 90 9.9 4.7 4.4 明赤褐（2.5YR5/8） 明赤褐（2.5YR5/8）

26 土師器 鉢 全体 90 9.4 4.6 6.3 橙（5YR6/8） 黒褐（5YR2/1） 内黒土器

27 土師器 鉢 全体 90 9.9 5.1 4.6 明赤褐（2.5YR5/8） 橙（5YR6/6）

28 土師器 鉢 全体 100 9.6 3.4 8.5 橙（5YR6/6） 橙（5YR6/6）

29 須恵器 平瓶 全体 100 4.7 11.5 6.1 灰黄（2.5Y6/2） 灰黄（2.5Y6/2） 森山窯産？

30
108・110

須恵器 平瓶 胴部 80 - （13.8） 13.4 灰褐（5YR5/2） 灰褐（5YR5/2） 森山窯産？

31 須恵器 フラスコ瓶 全体 98 7.8 20.2 4.6 灰白（2.5Y7/1） 灰白（2.5Y7/1） 　

６号墓 床面直上

64

68

105・111
土師器 杯 全体 90 10.8 5.3 4.8 橙（5YR7/8） 橙（5YR7/8）

65 土師器 杯 全体 90 11.5 5.1 2.0 にぶい黄（2.5Y6/3） 橙（5YR6/6）

66
105・112

土師器 杯 全体 90 10.3 4.0 5.7 橙（7.5YR7/6） 橙（5YR7/8）

67 土師器 杯 全体 90 11.7 5.0 6.0 黄橙（7.5YR7/8） 橙（2.5YR6/8）

７号墓 床面直上
70

72 105・112
須恵器 平瓶 全体 95 7.6 16.3 4.8 灰黄（2.5Y6/2） 灰黄（2.5Y6/2） 　

71 須恵器 広口壺 全体 100 12.0 21.3 - 灰（5Y6/1） 灰（5Y6/1）

4

10号墓
羨道

床面直上

73

81

112・116

須恵器 杯蓋 全体 100 10.6 4.2 - 灰白（5Y7/2） 灰（7.5Y5/1）

74 須恵器 杯蓋 全体 100 10.2 4.1 - 灰（7.5Y6/1） 灰（10Y5/1）

75 須恵器 杯蓋 全体 100 9.5 3.8 - 灰（7.5Y6/1） 灰（7.5Y6/1）

76

113・116

須恵器 杯身 全体 99 8.8 3.7 3.7 灰（10Y5/1） 灰（10Y5/1）

77 須恵器 杯身 全体 100 9.3 3.8 4.0 灰（10Y6/1） 灰（5Y6/1） 　

78 須恵器 杯身 全体 100 8.2 3.6 3.7 灰（7.5Y5/1） 灰（N5/） ヘラ記号「キ」

79 須恵器 短頸壺蓋 全体 100 8.8 4.8 - 紫灰（5P5/1） 暗青灰（5PB3/1）
ヘラ記号「Ｌ」　
森山窯産？
80と組合

80 須恵器 短頸壺 全体 99 5.5 8.2 - 暗紫灰（5P4/1） 暗青灰（5PB3/1）
ヘラ記号「Ｌ」　
森山窯産？
79と組合

81
113・114・

116
須恵器 短頸壺蓋 全体 100 8.1 5.0 - 赤灰（5R5/1） 暗青（5PB3/1）

ヘラ記号「Ｌ」
森山窯産？
82と組合か

82

114・116

須恵器 短頸壺 全体 100 5.7 8.0 - 暗紫灰（5RP4/1） 暗青灰（5PB3/1）
森山窯産？
81と組合か

83 須恵器 平瓶 全体 100 4.8 11.1 - にぶい赤褐（7.5R4/3） 暗赤褐（7.5R3/3）
ヘラ記号「Ｌ」
森山窯産？

84 115・116 須恵器 フラスコ瓶 全体 100 8.3 23.0 - 浅黄（2.5Y7/4） 浅黄（2.5Y7/4） 底部粘土付着

85
114・116

須恵器 坩 全体 90 5.8 15.1 3.2 暗赤灰（10R3/1） 黄灰（2.5Y5/1） 森山窯産？

86
82

須恵器 広口壺 全体 99 11.6 19.4 - 灰白（5Y7/2） 灰白（5Y7/2） ヘラ記号格子・森山?

87 115・116 須恵器 平瓶 全体 90 10.6 31.0 - 灰（7.5Y5/1） 灰（7.5Y6/1）

11号墓
床面直上

88

85 117

須恵器 杯蓋 全体 100 10.5 4.1 - 灰（7.5Y6/1） 灰（7.5Y6/1） 90と組合か

89 須恵器 杯蓋 全体 100 9.9 4.0 - オリーブ灰（5GY5/1） 灰（10Y6/1） 91と組合か

90 須恵器 杯身 全体 100 9.3 4.1 3.8 灰オリーブ（5Y6/2） 灰オリーブ（5Y6/2） 88と組合か

91 須恵器 杯身 全体 67 8.7 3.3 5.6 灰（5Y6/1） 灰白（N7/） 89と組合か

覆土 92 須恵器 盌？ 口縁部 25 8.8 （1.9） - 灰白（5Y7/2） 浅黄（2.5Y7/3）

12号墓 覆土 93 87 118 須恵器 杯身 ほぼ全体 55 9.3 （3.4） - 灰（5Y4/1） 灰（5Y4/1）

13号墓 床面直上

94

90

118

須恵器 杯蓋 全体 70 10.8 4.0 - 灰白（7.5Y7/2） 灰（N6/）

95 須恵器 杯蓋 全体 100 10.7 4.8 - 灰（N4/） 灰（N6/）

96 須恵器 杯身 全体 100 9.4 4.0 4.2 灰白（7.5Y7/1） 灰（N6/）

97 須恵器 杯身 全体 100 9.4 4.0 4.8 灰（N5/） 灰（N6/）

98 須恵器 杯蓋 全体 99 10.9 4.4 - 灰（N4/） 灰（7.5Y6/1）

99 須恵器 杯身 全体 100 9.0 4.2 3.8 灰（N5/） 灰（7.5Y5/1）

100 須恵器 杯蓋 全体 100 10.6 4.0 - 暗灰（N3/） 灰（N5/） ヘラ記号「－」

101 土師器 杯 全体 99 10.2 4.7 4.5 橙（7.5YR7/6） 橙（5YR7/8）

102
119

土師器 杯 全体 80 10.1 4.4 5.0 橙（7.5YR7/6） 橙（5YR6/6）

103 土師器 杯 全体 99 10.8 4.5 4.3 黄橙（7.5YR8/8） 橙（7.5YR7/6）

104 118 土師器 杯 全体 90 10.5 4.2 4.0 明黄褐（10YR7/6） 浅黄橙（10YR8/4）

105
119

土師器 鉢 全体 100 12.7 （6.0） 5.8 明赤褐（10YR6/4） 橙（7.5YR6/4）

106 須恵器 平瓶 全体 60 6.3 15.6 6.2 黄灰（2.5Y5/1） 黄灰（2.5Y5/1） 森山窯産？

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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出土位置
No Fig PL 種類 器種 部位

残存
率

口径 器高 底径
色調

備考
区 群 横穴墓 位置 外面 内面

4 Ⅰ

13号墓 床面直上
107

91
119 須恵器 平瓶 全体 100 6.1 15.6 - 灰（N6/） 灰（N6/） ヘラ記号「×」

108 121・120 須恵器 提瓶 全体 100 12.7 34.7 - オリーブ灰（2.5GY6/1） 灰（N5/）

14号墓 床面直上

158

99
122

須恵器 杯蓋 全体 100 10.3 3.9 - 灰（N6/） 灰（7.5Y6/1）

159 土師器 鉢 全体 60 9.1 4.5 5.5 にぶい黄橙（10YR7/4） 明赤褐（10YR6/6）

160 土師器 鉢 全体 95 9.0 4.9 5.5 明黄褐（10YR6/6） 明黄褐（10YR6/6）

161 土師器 鉢 全体 99 9.0 4.8 5.0 明黄褐（10YR6/6） にぶい黄橙（10YR6/4）

162 土師器 鉢 全体 85 9.1 4.6 6.0 浅黄（2.5Y7/4） 灰黄褐（10YR6/2）

163 土師器 鉢 全体 90 9.8 5.1 5.8 褐灰（10YR4/1） にぶい褐（7.5YR5/4）

164 土師器 鉢 全体 100 10.1 5.2 5.1 にぶい橙（7.5YR7/4）にぶい黄橙（10YR7/4）

165 土師器 鉢 全体 100 11.0 4.7 4.2 橙（7.5YR7/6） 橙（7.5YR7/6）

166 123 土師器 把手付鉢 全体 90 13.2 8.7 6.0 橙（7.5YR6/6） 橙（5Y6/6）

15号墓 床面直上

179

104

123 須恵器 杯蓋 全体 100 10.8 4.2 - 淡明灰色（7.5Y5/1） 浅黄（5Y7/3）

180

124

須恵器 杯蓋 全体 90 10.7 3.9 - 灰（7.5Y5/1） 灰（N5/）

181 須恵器 杯蓋 全体 100 11.2 4.0 - 灰（5Y6/1） 灰白（5Y7/2）

182 須恵器 杯蓋 全体 100 10.7 4.0 - 灰（N5/） 灰（5Y6/1）

183 須恵器 杯蓋 全体 90 10.5 3.7 - 灰（N6/） オリーブ黄（5Y6/3）

184 須恵器 杯身 全体 100 9.5 3.7 4.8 灰（5Y6/1） 灰（5Y6/1）

185 須恵器 杯身 全体 100 9.6 4.0 4.4 灰白（5Y8/2） 灰白（5Y7/1）

186 須恵器 杯身 全体 100 9.4 3.7 4.1 灰（N6/） 灰（7.5Y6/1）

187 須恵器 杯身 全体 100 9.6 4.1 4.5 灰（5Y6/1） 灰白（5Y7/2）

188 須恵器 杯身 全体 100 9.7 4.2 4.2 灰（7.5Y6/1） 灰（7.5Y6/1）

189 須恵器 盌 全体 99 8.8 5.0 3.9 灰白（5Y7/1） 灰白（5Y7/2） ヘラ記号「×」

190

125

土師器 杯 全体 99 11.8 4.5 6.4 黄橙（10YR8/6） 浅黄橙（7.5YR8/4）

191 土師器 杯 全体 99 11.5 3.9 6.0 橙（5YR7/8） 橙（7.5YR7/6）

192 土師器 杯 全体 80 12.1 4.6 - 橙（5YR7/6） 橙（5YR7/6）

193 123 土師器 鉄鉢形鉢 全体 99 13.0 9.5 7.0 橙（7.5YR7/6） 橙（5YR6/6） 口縁部赤彩

194 125 須恵器 平瓶 全体 100 6.7 19.6 6.9 灰白（5Y7/2） 灰（5Y5/1）

16号墓 床面直上

212

108

126

土師器 杯 全体 90 11.7 4.6 - 黄橙（7.5YR7/8） 黄橙（7.5YR7/8）

213 土師器 杯 全体 80 11.7 4.5 - にぶい橙（7.5YR7/4） にぶい橙（7.5YR7/4）

214 須恵器 高杯 全体 98 8.4 13.1 8.8 灰白（2.5Y7/1） 灰白（2.5Y7/1） ワイングラス形

215 127・128 須恵器 提瓶 全体 100 13.4 32.5 - 灰白（5Y8/2） 灰白（5Y8/2）

216 126 土師器 甕 全体 100 17.4 29.2 6.0 黄橙（10YR8/6） 黄橙（10YR8/6）

17号墓
中央室
床面直上

611

116

132 須恵器 杯蓋 全体 90 9.4 4.2 - 灰白（5Y8/1） 灰白（5Y8/1）

612

131

須恵器 杯蓋 全体 85 9.0 3.9 - 灰（N6/） 灰白（5Y7/2）

613 須恵器 杯蓋 全体 100 9.2 3.6 - 灰白（7.5Y7/1） 灰白（7.5Y7/1）

614 須恵器 杯蓋 全体 90 9.0 3.6 - 灰白（5Y7/1） 灰白（5Y7/1）

615 須恵器 杯蓋 全体 90 9.6 4.0 - 灰白（5Y8/1） 灰白（5Y7/1）

616 須恵器 杯蓋 全体 80 9.6 3.9 - 灰白（5Y7/1） 灰黄（2.5Y7/2）

617 須恵器 杯蓋 全体 100 9.2 3.3 - 灰白（5Y8/2） 灰白（5Y8/2）

618 須恵器 杯身 全体 99 8.3 3.4 4.0 灰白（5Y8/1） 淡黄（5Y8/3）

619 須恵器 杯身 全体 100 8.5 3.1 3.8 灰白（5Y8/1） 灰白（5Y7/1）

620 132 須恵器 杯身 全体 100 8.1 3.5 4.5 灰白（7.5Y8/2） 灰白（5Y7/1）

621 131 須恵器 杯身 全体 99 8.6 3.7 4.0 灰白（2.5Y8/2） 灰白（5Y8/2） ヘラ記号「×」

622 132 須恵器 杯身 全体 99 8.0 3.6 4.4 灰白（5Y8/1） 灰白（7.5Y4/1）

623 129 須恵器 平瓶 全体 100 6.5 17.4 - 灰白（5Y7/2） 灰（5Y6/1）

624 130 須恵器 平瓶 全体 100 6.4 16.0 4.0 淡黄（2.5Y8/2） 灰白（5Y7/2） 焼台付着

625

132

須恵器 長頸壺 全体 100 7.7 23.0 10.1 灰白（5Y7/1） 灰白（5Y7/1）

626

117

須恵器 無蓋高杯 全体 98 17.4 16.7 12.4 灰白（2.5Y7/1） 灰白（5Y7/2）

627 須恵器 無蓋高杯 全体 80 17.3 16.9 12.6 灰白（2.5Y7/1） 灰白（2.5Y7/1）

628 須恵器 無蓋高杯 全体 80 17.1 18.3 12.9 黄灰（2.5Y6/1） 灰黄（2.5Y7/2）

20号墓 前庭 644 128 134・135 須恵器 提瓶 全体 100 13.7 34.0 - 灰（7.5Y6/1） 灰（7.5Y6/1）

5 Ⅱ 27号墓
羨道

床面直上
649 143 134 須恵器 フラスコ瓶 全体 95 10.0 24.0 - 灰白（5Y7/2） 灰白（5Y7/2）

6 Ⅲ

32号墓 前庭 652 154 135 土師器 杯 全体 60 9.2 4.3 - 橙（7.5Y6/6） 橙（5YR6/6）

34号墓 前庭 653 158 135 土師器 杯 全体 35 （9.2）（3.9） - 橙（5YR6/8） 橙（5YR6/8）

39号墓

前庭

664

175 137・138

須恵器 壺 全体 60 13.0 18.8 - オリーブ黄（5Y6/3） 灰（5Y5/1）

665 須恵器 壺瓶類 胴部～底部 100 - （8.0） 8.3 灰（7.5Y6/1） 灰（N5/） ヘラ記号「＝」，森山?

666 土師器 鉢 ほぼ全体 40 （11.4） 7.5 （6.4） 橙（7.5YR6/8） 橙（7.5YR6/8）

667 土師器 壺 口縁～肩部 30 （12.3）（9.0） - 橙（5YR6/8） 橙（5YR6/8）

668 土師器 鉢or壺 胴部～底部 100 - （7.2） 6.5 黄橙（7.5YR7/8） 黒褐（7.5YR3/1） 底部木葉痕

床面直上
688

176 138
須恵器 杯蓋 ほぼ全体 25 （9.6）（3.1） - 灰（N5/） 暗灰（N3/） 森山窯産？

689 土師器 杯 口縁～底部 25 （11.8）（3.9） - 明褐（7.5YR5/6） 明褐（7.5YR5/6）

43号墓 前庭覆土 713 188 138 須恵器 壺瓶類 肩部 - - （4.6） - 灰白（7.5Y7/1） 灰（N6/）

44号墓 床面直上

717

192 141

須恵器 杯蓋 全体 100 13.0 4.0 - 灰白（7.5Y7/1） 灰白（N8/）

718 須恵器 杯身 全体 99 11.9 3.8 - 灰（N6/） 灰白（7.5Y7/1） ヘラ記号「×」

719 須恵器 杯身 全体 99 11.4 3.9 - 灰白（N7/） 灰白（7.5Y7/1）

720 須恵器 無蓋高杯 全体 90 11.3 8.0 8.1 灰（N6/） 灰（N6/）

7 Ⅳ

45号墓 覆土 730 198 141 須恵器 有台杯 口縁 25 13.2 （3.2） - 浅黄（2.5Y7/4） 浅黄（2.5Y7/4）

46号墓 崩落土 732 200 141 灰釉 長頸壺 胴部～底部 70 - （13.0） 9.2 灰黄（2.5Y7/2） 灰黄（2.5Y7/2）

底部糸切痕
清ヶ谷産

47号墓
再利用

再利用時
床面？
（覆土）

733

201 142

灰釉 小碗 全体 100 10.0 3.0 4.7 灰（10Y6/1） 灰白（7.5Y7/1）

734 灰釉 碗 全体 80 16.8 6.0 7.7 灰白（5Y7/2） 灰白（5Y7/2）

735 灰釉 碗 全体 70 16.4 5.6 7.8 灰白（5Y8/2） 灰白（5Y8/2）

736 灰釉 碗 ほぼ全体 50 16.4 5.2 8.6 灰黄（2.5Y7/2） 灰黄（2.5Y7/2）

737 清郷甕 甕（鍋） 口縁～胴部 20 （21.0）（7.4） - 明黄褐（10YR7/6） 明黄褐（10YR7/6）

47号墓 床面直上

738

203 143・144

須恵器 摘蓋 全体 100 16.5 3.9 - 灰白（5Y7/1） 灰白（5Y7/1）

739 須恵器 摘蓋 全体 99 15.0 4.0 - 灰白（5Y7/1） 灰白（5Y7/2）

740 須恵器 有台杯 全体 90 15.0 4.6 10.0 黄灰（2.5Y6/2） 灰（10Y6/1）

741 須恵器 有台杯 ほぼ全体 30 15.0 4.6 10.2 灰（5Y6/1） 灰（5Y6/1）

742 須恵器 無台杯 全体 60 12.4 3.8 5.8 灰（N6/） 灰（7.5Y6/1）

743 須恵器 壺瓶類 胴部 75 - （8.4） - 灰白（5Y7/1） 灰白（2.5Y7/1） ヘラ記号「×」

744 須恵器 広口壺 全体 70 （9.8） 12.1 - 灰（5Y4/1） 灰（5Y6/1）

第７節　天王ヶ谷横穴墓群出土遺物観察表（土器・陶磁器）
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　２　玉類観察表

第80表　天王ヶ谷横穴墓群出土玉類観察表

出土位置
No Fig PL 種類 器種 部位

残存
率

口径 器高 底径
色調

備考
区 群 横穴墓 位置 外面 内面

7 Ⅳ

50号墓 床面直上

745

209

144

須恵器 杯蓋 全体 100 10.3 4.1 - 灰白（5Y8/1） 灰白（5Y7/1）

746 須恵器 返蓋 全体 100 10.1 3.2 - 灰白（2.5Y7/1） 灰黄（2.5Y7.2）

747 須恵器 返蓋 全体 100 9.9 3.5 - 灰白（2.5Y7/1） 灰白（2.5Y7/1）

748 須恵器 返蓋 全体 100 10.2 3.3 - 浅黄（2.5Y7/3） 灰黄（2.5Y7/2）

749 須恵器 返蓋 全体 100 9.9 4.4 - 灰（7.5Y5/1） 灰白（2.5Y7/）

750 須恵器 返蓋 全体 100 10.4 3.2 - 灰白（2.5Y7/1） 黄灰（2.5Y6/1）

751

145

須恵器 返蓋 全体 100 9.8 3.6 - 灰白（5Y7/1） 灰白（5Y7/1）

752 須恵器 無台杯 全体 100 11.2 3.5 7.0 黄灰（2.5Y6/1） 黄灰（2.5Y6/1）

753 須恵器 無台杯 全体 100 11.3 3.6 6.0 黄灰（2.5Y6/1） 灰黄（2.5Y7/2）

754 須恵器 無台杯 全体 100 11.2 4.3 5.1 黄灰（2.5Y5/1） 黄灰（2.5Y5/1）

755 須恵器 無台杯 全体 100 11.0 3.9 6.5 黄灰（2.5Y6/1） 黄灰（2.5Y6/1）

756 須恵器 無台杯 全体 100 11.3 3.7 6.0 灰白（2.5Y7/1） 灰黄（2.5Y7/2）

757 土師器 杯 全体 95 17.8 5.45 8.5 赤褐（2.5YR4/6） 浅黄橙（10YR8/4） 赤彩

758 須恵器 無蓋高杯 全体 100 15.9 11.1 11.1 にぶい赤褐（2.5YR5/3） 赤灰（2.5YR4/1）
森山窯産？
ヘラ記号格子

759
146

須恵器 広口壺 全体 95 11.3 18.0 5.7 灰（7.5Y6/1） 灰（N6/） 　

760 須恵器 長頸壺 全体 100 12.1 23.8 11.0 灰白（2.5Y7/1） 灰白（2.5Y7/1） 　

51号墓 床面直上 761 213 146 須恵器 杯身 全体 98 9.7 3.9 5.0 浅黄（2.5Y7/3） 灰（N5/）

52号墓 床面直上

762

216

146 須恵器 無蓋高杯 杯部 60 11.0 （5.5） - 浅黄（2.5Y8/3） 黄灰（2.5Y5/1） 森山窯産？

763 148 土師器 高杯 全体 90 13.6 12.3 10.7 にぶい橙（7.5YR6/4） にぶい橙

764 146 須恵器 フラスコ瓶 全体 100 9.1 23.6 - 灰黄（2.5Y7/2） 灰黄（2.5Y7/2） 　

53号墓

閉塞石上？ 771

220

149

須恵器 杯蓋 全体 100 10.0 3.8 - 暗灰（N3/） 灰（7.5Y5/）

ヘラ記号「×」

閉塞石上

772 須恵器 杯蓋 全体 100 10.0 3.8 - 灰（N5/） 灰（7.5Y5/）

773 須恵器 杯蓋 全体 100 9.7 3.9 - 灰（N4/） 灰（7.5Y6/1）

774

150

須恵器 杯蓋 全体 100 9.8 3.4 - 灰（N5/） 灰（N5/）

閉塞石上？ 775 須恵器 杯身 全体 100 8.6 3.0 - 灰（7.5Y6/1） 灰（7.5Y6/1）

閉塞石上 776 須恵器 杯身 全体 100 8.2 3.3 5.0 灰（N4/） 灰（7.5Y5/）

床面直上

777 須恵器 杯身 全体 100 8.4 3.6 3.2 暗灰（N3/） 灰（N4/）

778 須恵器 杯身 全体 100 8.2 2.9 4.0 灰（N4/） 灰（N5/）

779 須恵器 返蓋 全体 100 7.4 2.9 - 浅黄（2.5Y8/4） 灰黄（2.5Y7/2） 　

閉塞石上 780 須恵器 無台杯 全体 100 9.0 3.8 - 灰白（2.5Y8/2） 灰白（2.5Y8/2） 　

羨道
床面直上

781
151

土師器 高杯 全体 100 13.4 9.9 8.8 橙（5YR6/8） 橙（5YR6/8）

782 土師器 脚付盌 全体 100 8.8 11.9 9.3 橙（5YR6/8） 橙（5YR6/8）

床面直上 783

152

須恵器 平瓶 全体 99 4.8 12.9 4.8 黄灰（2.5Y6/1） 黄灰（2.5Y6/1） 　

羨道
床面直上

784 須恵器 平瓶 全体 100 10.1 18.2 - 黄灰（2.5Y6/1） 黄灰（2.5Y6/1） 　

54号墓
再利用

床面？

786

223

152
山皿 山皿 全体 100 8.7 1.9 4.6 灰白（5Y7/1） 灰白5Y7/1）

渥美湖西産。
糸切りナデ消し。

787 山皿 山皿 全体 98 8.4 2.0 4.8 灰白（2.5Y7/1） 灰白（2.5Y7/1）

788 153 山皿 山皿 全体 99 8.4 1.6 5.0 灰白（2.5Y7/1） 灰白（2.5Y7/1）

789 152 山茶碗 碗 全体 100 16.5 4.9 7.3 灰白（5Y7/1） 灰白（5Y7/2）

54号墓 床面直上

790

225 153

須恵器 杯蓋 全体 100 9.5 3.5 - 灰（5Y6/1） 灰（N6/） 　

791 須恵器 杯身 全体 100 8.3 3.0 2.8 灰白（7.5Y7/1） 灰白（5Y7/2） 　

792 土師器 杯 全体 90 9.2 3.5 - 橙（7.5YR6/8） 橙（7.5YR6/8）

採集 － 795 227 154 須恵器 平瓶 全体 95 10.2 27.0 - 黄灰（2.5Y6/1） 浅黄（2.5Y7.2） 　

※床面直上は玄室の床面直上 単位　残存率（％）　口径・器高・底径（㎝）

※須恵器で備考に産地が書かれていないものは湖西産の可能性が高い。森山窯産の可能性が高いものについては備考に記載した。

※括弧内の数値：口径は復原値，器高は残存値

出土位置
No Fig PL 種類 材質

直径
・幅

全長
高さ

厚さ 孔径 重量 色調 備考
区 支群 横穴墓 位置

3

Ⅰ

５号墓 床面直上
32

63 108・110
勾玉 石製 19 34 11 3 8.13 褐灰色 蛇紋岩？

33 丸玉 瑪瑙 10 8 - 2 1.08 赤褐色
34 丸玉 瑪瑙 11 9 - 3 1.59 黒灰色

4 13号墓

床面直上
109

92

119・120
勾玉 石製 14 23 8 3 3.35 緑褐色 蛇紋岩？

110 勾玉 石製 12 21 8 2 2.91 緑褐色 蛇紋岩？
111 勾玉 石製 13 23 7 2 2.54 褐灰色 瑪瑙？

覆土 112

120

丸玉 石製 11 9 - 2 1.42 褐灰色 瑪瑙？

床面直上

113 丸玉 石製 10 7 - 3 1.09 褐灰色 瑪瑙？
114 丸玉 石製 10 8 - 3 0.91 黄褐色 瑪瑙？風化
115 丸玉 石製 10 8 - 3 0.84 黄褐色 瑪瑙？風化
116 丸玉 石製 9 7 - 3 0.65 黄褐色 瑪瑙？風化
117 丸玉 石製 11 10 - 3 1.44 黄褐色 瑪瑙？風化

覆土 118 丸玉 石製 11 9 - 2 1.48 黄褐色 瑪瑙？風化

床面直上

119 丸玉 石製 11 8 - 3 1.05 黄褐色 瑪瑙？風化
120 丸玉 石製 11 9 - 3 1.35 黄褐色 瑪瑙？風化
121 丸玉 石製 11 7 - 3 0.85 黄褐色 瑪瑙？風化
122 丸玉 石製 10 8 - 3 1.05 黄褐色 瑪瑙？風化
123 丸玉 石製 10 8 - 3 0.96 黄褐色 瑪瑙？風化
124 丸玉 石製 10 9 - 2 1.28 黄褐色 瑪瑙？風化
125 丸玉 石製 9 8 - 3 0.75 黄褐色 瑪瑙？風化
126 丸玉 石製 11 8 - 4 1.17 黄褐色 瑪瑙？風化
127 丸玉 ガラス 9 6 - 3 0.90 緑色 瑪瑙？風化
128 丸玉 石製 10 8 - 3 1.00 黄褐色 瑪瑙？風化
129 丸玉 石製 9 9 - 4 0.91 褐灰色 瑪瑙？
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出土位置
No Fig PL 種類 材質

直径
・幅

全長
高さ

厚さ 孔径 重量 色調 備考
区 支群 横穴墓 位置

4 Ⅰ

13号墓

床面直上

130

92 120

丸玉 石製 11 8 - 3 1.21 褐灰色 瑪瑙？
131 丸玉 石製 10 8 - 3 1.01 褐灰色 瑪瑙？
132 丸玉 石製 9 8 - 2 0.89 褐灰色 瑪瑙？
133 丸玉 石製 8 7 - 2 0.60 褐灰色 風化
134 丸玉 石製 10 9 - 3 1.29 黒灰色 瑪瑙？
135 丸玉 石製 10 9 - 3 1.25 黒灰色 瑪瑙？
136 丸玉 石製 10 8 - 2 1.09 黒色 瑪瑙？
137 丸玉 石製 10 8 - 3 1.42 黒色 瑪瑙？
138 丸玉 石製 10 8 - 4 1.02 黒色 瑪瑙？
139 丸玉 石製 10 8 - 3 1.10 黒色 瑪瑙？
140 丸玉 石製 10 6 - 2 0.88 黒色 瑪瑙？

覆土 141 丸玉 石製 9 7 - 2 0.95 黒色 瑪瑙？

床面直上

142 丸玉 石製 10 8 - 2 0.91 黒色 瑪瑙？
143 丸玉 ガラス 11 8 - 3 1.90 緑色
144 丸玉 ガラス 9 5 - 不明 0.67 緑色 風化
145 丸玉 ガラス 8 不明 - 不明 0.67 緑色 表面が風化
146 丸玉 ガラス 8 6 - 3 0.88 緑色 表面が風化
147 丸玉 ガラス 8 5 - 3 0.70 緑色 表面が風化
148 丸玉 ガラス 8 不明 - 不明 0.25 緑色 非常に風化
149 丸玉 ガラス 8 5 - 3 0.72 緑色 風化
150 丸玉 ガラス 9 4 - 4 0.50 緑色 風化
151 丸玉 ガラス 8 5 - 1 0.49 紺色

14号墓

床面直上

167

100 123

切子玉 水晶 14 23 - 3 5.63 透明（白色）
168 切子玉 水晶 14 19 - 4 4.04 透明（白色）
169 切子玉 水晶 12 18 - 9 3.47 透明（白色）
170 切子玉 水晶 13 15 - 3 3.38 透明（白色）
171 丸玉 ガラス 12 8 - 4 2.71 紺色
172 丸玉 瑪瑙? 12 9 - 2 1.72 緑灰色 風化

覆土 173 丸玉 瑪瑙? 11 9 - 3 1.55 緑灰色 風化
床面直上 174 丸玉 瑪瑙? 12 8 - 2 1.72 緑灰色 風化
覆土 175 丸玉 ガラス - 7 - - （0.72） 紺色

16号墓

玄室Ⅱ群 217

109 -

勾玉 瑪瑙 23 40 12 4 12.56 黄褐色
玄室Ⅰ群 218 勾玉 瑪瑙 24 37 13 4 13.79 黄褐色

玄室Ⅱ群

219 勾玉 瑪瑙 20 33 10 3 8.54 黄褐色
220 勾玉 瑪瑙 18 31 9 4 5.99 黄褐色
221 勾玉 瑪瑙 18 31 8 3 6.01 黄褐色
222 勾玉 瑪瑙 17 30 8 3 4.98 黄褐色
223 勾玉 瑪瑙 17 28 8 4 4.35 黄褐色

玄室Ⅰ群
224 勾玉 瑪瑙 14 20 9 3 3.52 褐灰色 風化
225 勾玉 瑪瑙 11 29 （ 8） 3 （2.07） 黄褐色
226 切子玉 水晶 16 29 - 4 6.87 透明（白色）

玄室Ⅱ群 227 切子玉 水晶 14 21 - 3 4.61 透明（白色）
玄室Ⅰ群 228 切子玉 水晶 10 17 - 3 2.19 透明（白色）
玄室Ⅱ群 229 管玉 碧玉 9 26 - 2 3.85 緑色 グリーンタフか？

玄室
Ⅰ群

230

110 128

丸玉 石製? 11 10 - 4 1.52 浅黄色 瑪瑙？風化
231 丸玉 石製? 12 9 - 3 1.53 浅黄色 瑪瑙？風化
232 丸玉 石製? 12 9 - 3 1.48 浅黄色 瑪瑙？風化
233 丸玉 石製? 12 10 - 3 1.56 浅黄色 瑪瑙？風化
234 丸玉 石製? 11 9 - 3 1.30 浅黄色 瑪瑙？風化
235 丸玉 石製? 11 10 - 3 1.17 浅黄色 瑪瑙？風化
236 丸玉 石製? 11 10 - 3 1.44 浅黄色 瑪瑙？風化
237 丸玉 石製? 11 9 - 3 1.17 浅黄色 瑪瑙？風化
238 丸玉 石製? 11 10 - 3 1.37 浅黄色 瑪瑙？風化
239 丸玉 石製? 12 10 - 3 1.30 浅黄色 瑪瑙？風化
240 丸玉 石製? 11 8 - 3 0.93 浅黄色 瑪瑙？風化
241 丸玉 石製? 11 9 - 3 1.36 浅黄色 瑪瑙？風化
242 丸玉 石製? 10 9 - 3 0.94 浅黄色 瑪瑙？風化
243 丸玉 石製? 10 8 - 3 1.00 浅黄色 瑪瑙？風化
244 丸玉 石製? 10 8 - 3 0.89 浅黄色 瑪瑙？風化
245 丸玉 石製? 8 10 - 3 0.99 浅黄色 瑪瑙？風化
246 丸玉 石製? 12 9 - 3 （0.97） 浅黄色 瑪瑙？風化
247 丸玉 石製 12 10 - 3 2.00 黒色 瑪瑙？
248 丸玉 石製 12 10 - 4 1.99 黒色 瑪瑙？
249 丸玉 石製 12 11 - 3 2.22 黒色 瑪瑙？
250 丸玉 石製 12 10 - 3 2.18 黒色 瑪瑙？
251 丸玉 石製 12 10 - 4 1.79 黒色 瑪瑙？
252 丸玉 石製 11 10 - 4 1.64 黒色 瑪瑙？
253 丸玉 石製 12 - - 4 （0.78） 緑灰色 瑪瑙？
254 丸玉 石製 12 10 - 3 1.79 灰色 瑪瑙？

玄室
Ⅱ群

255 丸玉 瑪瑙 12 10 - 2 1.99 黄褐色
256 丸玉 ガラス 14 11 - 4 2.77 紺色
257 丸玉 ガラス 12 10 - 2 1.69 紺色
258 丸玉 ガラス 11 9 - 2 1.50 紺色
259 丸玉 ガラス 11 9 - 2 1.52 紺色
260 丸玉 ガラス 12 7 - 3 1.05 紺色
261 丸玉 ガラス 10 4 - 2 1.08 紺色
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出土位置
No Fig PL 種類 材質

直径
・幅

全長
高さ

厚さ 孔径 重量 色調 備考
区 支群 横穴墓 位置

４ Ⅰ 16号墓

玄室
Ⅱ群

262

110 128

丸玉 ガラス 10 8 - 3 0.89 紺色
263 丸玉 ガラス 11 - - 3 0.77 紺色
264 丸玉 ガラス 10 7 - 3 0.88 紺色
265 丸玉 ガラス 9 7 - 3 0.89 紺色
266 丸玉 ガラス 10 4 - 2 0.83 紺色
267 丸玉 ガラス 10 6 - 3 0.70 紺色
268 丸玉 ガラス 10 6 - 3 0.80 紺色
269 丸玉 ガラス 9 7 - 2 0.85 紺色
270 丸玉 ガラス 9 6 - 2 0.56 紺色
271 丸玉 ガラス 9 6 - 2 0.62 紺色
272 丸玉 ガラス 8 6 - 3 0.43 紺色
273 丸玉 ガラス - - - - （0.27） 紺色
274 丸玉 ガラス - - - - （0.16） 紺色

床面直上 275 丸玉 石製 12 10 - 3 1.49 浅黄色 瑪瑙？

覆土
276 丸玉 ガラス 9 6 - 2 0.88 紺色
277 丸玉 ガラス 9 6 - 2 0.77 紺色
278 丸玉 ガラス 10 4 - 3 0.48 紺色

玄室
Ⅱ群

279

110 127・128

小玉 ガラス 4 3 - 2 0.11 紺色
280 小玉 ガラス 5 2 - 1 0.07 紺色
281 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
282 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
283 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
284 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
285 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
286 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
287 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
288 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
289 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
290 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
291 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
292 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
293 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
294 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
295 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
296 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
297 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
298 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
299 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
300 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
301 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
302 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
303 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
304 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
305 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
306 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
307 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
308 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
309 小玉 ガラス 5 3 - 1 0.07 紺色
310 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
311 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
312 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
313 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
314 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
315 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
316 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
317 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
318 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
319 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
320 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
321 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
322 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
323 小玉 ガラス 5 4 - 1 0.07 紺色
324 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
325 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
326 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
327 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
328 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
329 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
330 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
331 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
332 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
333 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
334 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
335 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
336 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
337 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
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出土位置
No Fig PL 種類 材質

直径
・幅

全長
高さ

厚さ 孔径 重量 色調 備考
区 支群 横穴墓 位置

４ Ⅰ 16号墓

玄室
Ⅱ群

338

110

127・128

小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
339 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
340 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
341 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
342 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
343 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
344 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
345 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
346 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
347 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
348 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
349 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
350 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
351 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
352 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
353 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
354 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
355 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
356 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
357 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
358 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
359 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
360 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
361 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
362 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
363 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
364 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
365 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
366 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
367

128

小玉 ガラス - - - - （0.03） 紺色

床面直上

368 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.11 紺色
369 小玉 ガラス 6 3 - 3 0.10 紺色
370 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
371 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.02 紺色
372 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
373 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
374 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
375 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
376 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
377 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
378 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
379 小玉 ガラス 5 4 - 1 0.17 紺色
380 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.13 紺色
381 小玉 ガラス 5 3 - 1 0.08 紺色
382 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
383 小玉 ガラス 5 3 - 1 0.06 紺色
384 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
385 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
386 小玉 ガラス 4 4 - 1 0.05 紺色
387 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
388 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
389 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
390 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.07 ライトブルー

覆土

391

127・128

小玉 ガラス 5 4 - 2 0.14 紺色
392 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.11 紺色
393 小玉 ガラス 5 2 - 2 0.06 紺色
394 小玉 ガラス 5 4 - 3 0.10 紺色
395 小玉 ガラス 5 2 - 2 0.07 紺色
396 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.09 紺色
397 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.07 紺色
398 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.08 紺色
399 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.08 紺色
400 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
401 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
402 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
403 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
404 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
405 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
406 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.07 紺色
407 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.07 紺色
408 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
409 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
410 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
411 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.05 紺色
412 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
413 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色

第７節　天王ヶ谷横穴墓群出土遺物観察表（玉類）



280

出土位置
No Fig PL 種類 材質

直径
・幅

全長
高さ

厚さ 孔径 重量 色調 備考
区 支群 横穴墓 位置

４ Ⅰ 16号墓

覆土

414

110 127・128

小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
415 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.05 紺色
416 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.07 紺色
417 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.07 紺色
418 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
419 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色 風化
420 小玉 ガラス 5 2 - 2 0.06 紺色
421 小玉 ガラス 4 3 - 3 0.06 紺色
422 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
423 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.05 紺色
424 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.07 紺色
425 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.05 紺色
426 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.07 紺色
427 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
428 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
429 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
430 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
431 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
432 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
433 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
434 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
435 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
436 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
437 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
438 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
439 小玉 ガラス 3 2 - 1 0.02 紺色
440 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.05 紺色
441 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
442 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.03 紺色
443 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
444 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
445 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
446 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
447 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
448 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
449 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.03 紺色
450 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.05 紺色
451 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.03 紺色
452 小玉 ガラス 4 3 - 3 0.05 ライトブルー
453 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 ライトブルー

玄室
Ⅱ群

454

111 －

丸玉 ガラス 10 9 - 2 1.36 紺色
455 丸玉 ガラス 10 7 - 2 1.08 紺色
456 丸玉 ガラス 9 8 - 2 1.03 紺色
457 丸玉 ガラス 8 6 - 2 0.68 紺色
458 丸玉 ガラス 9 6 - 2 0.69 紺色
459 丸玉 ガラス 9 6 - 2 0.68 紺色
460 丸玉 ガラス 9 6 - 2 0.72 紺色
461 小玉 ガラス 6 3 - 2 0.13 紺色
462 小玉 ガラス 7 3 - 2 0.16 紺色
463 小玉 ガラス 6 3 - 2 0.15 紺色
464 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.13 紺色
465 小玉 ガラス 5 4 - 2 0.14 紺色
466 小玉 ガラス 5 4 - 2 0.14 紺色
467 小玉 ガラス 5 3 - 2 0.10 紺色
468 小玉 ガラス - - - - （0.03） 紺色
469 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
470 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
471 小玉 ガラス 5 3 - 1 0.08 紺色
472 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.07 紺色
473 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.07 紺色
474 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.08 紺色
475 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
476 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
477 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
478 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
479 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
480 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
481 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
482 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
483 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
484 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
485 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
486 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
487 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
488 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
489 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
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出土位置
No Fig PL 種類 材質

直径
・幅

全長
高さ

厚さ 孔径 重量 色調 備考
区 支群 横穴墓 位置

4区 Ⅰ 16号墓
玄室
Ⅱ群

490

111

小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
491 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
492 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
493 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
494 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
495 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
496 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
497 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
498 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
499 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
500 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
501 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
502 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
503 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
504 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
505 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
506 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
507 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
508 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
509 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
510 小玉 ガラス 5 3 - 1 0.05 紺色
511 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
512 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
513 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
514 小玉 ガラス 4 3 - 1.1 0.06 紺色
515 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
516 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
517 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
518 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
519 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
520 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
521 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
522 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
523 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
524 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
525 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
526 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
527 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
528 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
529 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
530 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
531 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
532 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.07 紺色
533 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
534 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
535 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.04 紺色
536 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
537 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
538 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
539 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
540 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
541 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
542 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
543 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
544 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
545 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
546 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.04 紺色
547 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
548 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.06 紺色
549 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
550 小玉 ガラス 3 3 - 1 0.04 紺色
551 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.05 紺色
552 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.06 紺色
553 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
554 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
555 小玉 ガラス 3 2 - 1 0.03 紺色
556 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
557 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
558 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
559 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
560 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
561 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
562 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
563 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
564 小玉 ガラス 4 3 - 2 0.04 紺色
565 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
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　３　耳環観察表

第81表　天王ヶ谷横穴墓群出土耳環観察表

出土位置
No Fig PL 種類 材質

直径
・幅

全長
高さ

厚さ 孔径 重量 色調 備考
区 支群 横穴墓 位置

４ Ⅰ
16号墓 Ⅱ群

566

111

小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
567 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
568 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.03 紺色
569 小玉 ガラス 3 2 - 1 0.02 紺色
570 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.05 紺色
571 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
572 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
573 小玉 ガラス 3 2 - 1 0.04 紺色
574 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
575 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
576 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.04 紺色
577 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
578 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.03 紺色
579 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.06 紺色
580 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
581 小玉 ガラス 4 3 - 1 （0.05） 紺色
582 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
583 小玉 ガラス - - - - （0.01） 紺色

18号墓 床面直上 643 121 133 丸玉 石製 8 10 - 3 2.49 黒灰色
ガラス製の可能性
あり。

６ Ⅲ
38号墓

覆土
（床面直上）

669

169 136

丸玉 琥珀？ 8 （ 8） - 2 0.29 暗灰色
670 丸玉 琥珀？ 8 6 - 2 0.24 暗灰色
671 丸玉 琥珀？ 8 6 - 2 （0.23） 暗灰色
672 丸玉 琥珀？ 7 （ 6） - 2 （0.13） 暗灰色
673 丸玉 琥珀？ （ 6） 5 - 2 （0.09） 暗灰色
674 小玉 ガラス 6 3 - 2 0.13 紺色
675 小玉 ガラス 5 3 - 1 0.09 紺色
676 小玉 ガラス 5 2 - 2 0.07 紺色
677 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.05 紺色
678 小玉 ガラス 4 3 - 1 0.04 紺色
679 小玉 ガラス 4 2 - 2 0.04 紺色
680 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.03 紺色
681 小玉 ガラス 3 2 - 1 0.03 紺色
682 小玉 ガラス 3 2 - 2 0.04 紺色
683 小玉 ガラス 3 2 - 1 0.02 紺色
684 小玉 ガラス 4 2 - 1 0.03 紺色
685 小玉 ガラス 3 1 - 2 0.01 紺色
686 小玉 ガラス 3 2 - 1 - 紺色

39号墓 床面直上 687 177 138 丸玉 ガラス 12 7 - 3 1.56 黒灰色
※床面直上は玄室床面直上 単位　直径・全長・厚さ・孔径（㎜）　重量（ｇ）

出土位置
No Fig PL 材質

平面 断面
重量 備考

区 支群 横穴墓 位置 長軸 短軸 形態 長軸 短軸

３

Ⅰ

３号墓 閉塞石下 11 53 105・107 銅芯銀張鍍金 2.4 2.2 楕円形 0.7 0.5 8.43 分析試料№１

４号墓 床面直上
12

56 107
銅芯銀張鍍金 2.8 2.5 楕円形 0.8 0.6 17.19 分析試料№２

13 銅芯銀張鍍金 2.8 2.5 楕円形 0.8 0.6 17.48 分析試料№３

５号墓 床面直上
35

64 108・110
銅芯銀張鍍金 3.0 2.8 円形 0.8 0.8 20.81 分析試料№４

36 銅芯銀張鍍金 3.2 2.9 円形 0.8 0.8 23.50 分析試料№５
７号墓 床面直上 72 73 105・112 銅芯銀張？ 3.0 2.7 円形 0.8 0.8 24.45 分析試料№６

４

13号墓 床面直上
152

93 121
銅芯銀張鍍金？ 2.3 2.1 楕円形 0.8 0.5 10.59 分析試料№７

153 銅芯銀張鍍金？ 2.9 2.6 楕円形 0.8 0.6 18.80 分析試料№８
154 銅芯銀張鍍金 3.1 2.8 楕円形 0.8 0.7 20.98 分析試料№９

16号墓 床面直上
584

112 127
銅芯銀張鍍金 2.9 2.7 円形 0.7 0.7 18.93 分析試料№10

585 銅芯銀張鍍金 2.9 2.7 円形 0.8 0.7 19.36 分析試料№11

20号墓 床面直上
645

129 133
銅芯銀張鍍金 2.1 1.9 楕円形 0.7 0.5 9.01 分析試料№12

646 銅芯銀張鍍金 1.9 1.7 楕円形 0.7 0.4 7.89 分析試料№13

６ Ⅲ
42号墓 床面直上

699

184 139

鉄無垢？ 3.8 3.3 円形 0.8 0.8 19.32 分析試料№14
700 銅芯銀張鍍金？ 3.0 2.7 円形 0.8 0.7 17.04 分析試料№15
701 鉄無垢？ 3.4 3.3 円形？ 0.6 0.6 11.55 分析試料№16
702 銅芯銀張鍍金 2.6 2.5 円形 0.7 0.6 15.48 分析試料№17
703 銅芯銀張鍍金？ 2.4 2.3 円形 0.6 0.5 6.87 分析試料№18

43号墓 床面直上 714 189 138 銅芯銀張鍍金？ 2.3 2.3 円形 0.2 0.2 1.47 分析試料№19

７ Ⅳ
52号墓 床面直上

765
217 148

銅地鍍金 3.2 3.1 楕円形 0.9 0.8 8.01 分析試料№20。中空。
766 銅地鍍金 3.2 3.1 楕円形 1.0 0.8 6.51 分析試料№21。中空。

54号墓 床面直上
793

226 153
銅芯銀張鍍金 2.5 2.4 楕円形 0.6 0.6 14.01 分析試料№22

794 銅芯銀張鍍金 2.5 2.4 楕円形 0.7 0.6 13.91 分析試料№23
※床面直上は玄室の床面直上 単位　平面・断面（㎝）　重量（ｇ）
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　４　鉄製品観察表

第82表　天王ヶ谷横穴墓群出土鉄製品観察表

出土位置
No. Fig PL

材
質

種類 全長
鏃身 刃部・筒部 頸部・軸部 茎・装具・頭部

備考
区 支群 横穴墓 位置 長 幅 長 幅 長 幅

３

Ⅰ

４号墓

床面直上
14

56 107

鉄 刀子 （15.4）（14.9） 1.7 - - 6.5 1.2
15 鉄 刀子 （5.0） （3.2） 1.2 - - （1.8） 0.8
16 鉄 鉄鏃 （9.8） （2.6）（2.4） 3.8 0.6 （3.4） 0.3 平根三角形式

覆土 17 鉄 鉄鏃 （6.1） （3.0）（2.1） 2.3 0.6 （1.1） 0.3 平根腸抉三角形式

床面直上
18 鉄 鉄鏃 （2.5） - - - - （2.5） 0.4 茎片
19 鉄 両頭金具 3.2 2.0 0.6 0.3 0.2 0.6 0.6 四弁？
20 鉄 両頭金具 3.0 （1.8） 0.6 0.3 0.2 0.5 0.3

５号墓

床面直上

37

64 108・
110・
111

鉄 刀子 （4.6） （4.2）（1.4） - - （0.4） 1.1
38 鉄 刀子 （5.5） （5.5）（0.7） - - - -
39 鉄 刀子 （6.0） （6.0） 1.0 - - - -
40 鉄 刀子 （8.4） （2.0） 1.6 - - 6.4 1.2
41 鉄 刀子 （3.5） - - - - （3.5） 0.8

覆土 42 鉄 刀子 （2.6） - - - - （2.6） 1.0

床面直上

43 鉄 刀子 （4.0） （1.2） 1.3 - - （2.8） 0.8
44 鉄 鉄鏃 11.0 3.6 3.3 3.1 0.7 4.6 0.3 平根腸抉三角形式
45 鉄 鉄鏃 （6.9） 1.1 1.5 4.9 0.5 （0.9） 0.3 平根撫関三角形式
46 鉄 鉄鏃 （7.8） 1.5 1.3 4.0 0.6 2.3 0.3 平根撫関三角形式
47 鉄 鉄鏃 （5.9） 1.6 1.2 （4.3） 0.5 - - 平根撫関三角形式
48 鉄 鉄鏃 （4.9） - - （4.9） 0.4 - - 頸部片
49 鉄 鉄鏃 （3.9） 2.7 0.7 （1.2） 0.5 - - 片刃箭式
50 鉄 鉄鏃 （2.9） 2.0 0.6 （1.9） 0.5 - - 片刃箭式
51 鉄 鉄鏃 （3.3） - - （0.2） - （3.1） 0.4 茎片
52 鉄 鉄鏃 （4.0） - - （4.0） 0.4 - - 頸部片？
53 鉄 鉄鏃 （7.3） - - （7.3） 0.5 - - 鏃身？～頸部片
54 鉄 鉄鏃 （2.3） - - （2.3） 0.4 - - 頸部片？

覆土 55 鉄 鉄鏃 （7.1） - - （3.9） 0.5 （3.2） 0.2 頸部～茎片

床面直上
56 鉄 鉄鏃 （8.7） - - （6.8） 0.4 （1.9） 0.3 頸部～茎片
57 鉄 鉄鏃 （10.7） - - （9.6） 0.4 （1.1） 0.4 頸部～茎片
58 鉄 鉄鏃 （11.7） - - （5.6） 5.0 （6.1） 0.4 頸部～茎片

覆土 59 鉄 大刀 1.5 1.5 0.4 - - - - 茎片

床面直上

60 鉄 鎺 （3.5） - - - - 1.5 2.1
61 鉄 鞘口金具 3.4 - - - - 5.0 2.2 鞘尻金具？
62

65
鉄 短刀 （25.7）（23.6） 2.2 - - （2.1）（2.0）

63 108・111 鉄 大刀 （54.1） 47.8 3.0 - - （6.2） 2.6

６号墓 覆土
68

69
105・111 鉄 両頭金具 3.3 2.4 0.6 0.2 0.2 0.5 0.4 四弁？

69 - 鉄 刀子 （1.1） - - - - （1.1）（0.7）茎片

４

13号墓
床面直上 155

93 121
鉄 刀子 （14.2）（8.6） 1.6 - - 5.6 1.6

覆土
156 鉄 刀子片か （2.6） （2.6）（1.2） - - - -
157 鉄 鎺か （1.4） - - - - （1.5）（0.3）

14号墓
床面直上

176
101 123

鉄 刀子 （7.7） （4.0） 1.1 - - 3.5 1.1 柄縁金具あり
177 鉄 刀子 （5.3） （2.8） 1.4 - - （2.5） 1.0

覆土 178 鉄 鎺か （2.0） - - - - （1.5）（0.5）

15号墓

床面直上 195

105

125

鉄 刀子 （11.0） 7.3 （1.2） - - 3.7 1.2
覆土 196 鉄 鉄鏃 （2.4） 1.8 （0.8）（0.6） 0.5 - - 尖根柳葉式

床面直上

197 鉄 鉄鏃 （5.4） 2.0 （0.8）（3.4） 0.4 - - 尖根柳葉式
198 鉄 鉄鏃 （4.7） （1.8） 0.7 （2.9） 0.4 - - 尖根片刃箭式
199 鉄 鉄鏃 （5.6） （2.9） 0.7 （3.7） 0.5 - - 尖根片刃箭式
200 鉄 鉄鏃 （13.6） - - （11.6） 5.0 （2.0） 4.0 頸部～茎片
201 鉄 鉄鏃 （12.5） - - （9.9） 0.5 （2.6） 0.4 頸部～茎片
202 鉄 鉄鏃 （12.8） - - （9.8） 0.4 （3.0） 0.4 頸部～茎片
203 鉄 鉄鏃 （4.7） - - （4.7） 0.5 頸部片？
204 鉄 鉄鏃 （3.0） - - （1.1） 0.5 （1.9） 0.4 頸部～茎片

覆土
205 鉄 刀子 （4.4） （3.0） 1.2 - - （1.4） -
206 - 鉄 不明 （2.2） - - - - （2.2）（1.1）

床面直上 207

125

鉄 鎺 （3.3） - - - - 1.3 （1.0）
覆土 208 鉄 鎺 （1.1） - - - - （1.0）（0.5）

床面直上
209 鉄 吊金具？ （1.5） - - - - 1.4 0.4
210 鉄 用途不明 （2.2） - - - - （1.0） 0.4 責金具or鏃茎？
211 125・126 鉄 大刀 （41.5）（32.9） 3.3 - - （8.6） 2.5 鍔付

16号墓 床面直上

586

112 129・130

鉄 刀子 （10.3）（6.0） 1.3 - - 4.3 1.3
587 鉄 刀子 （9.0） （2.4） 1.7 - - 5.6 1.2
588 鉄 刀子 （13.5）（4.8）（1.6） - - 8.7 1.7
589 鉄 刀子 （7.0） （7.0） 1.1 - - - - 茎の可能性あり
590 鉄 刀子 （4.5） （4.5）（1.1） - - - -
591 鉄 刀子 （2.1） - - - - （2.1）（0.7）
592 鉄 刀子 （3.7） - - - - （3.7）（0.9）
593 鉄 鉄鏃 （14.2）（3.2） 0.7 8.8 0.6 （2.2） 0.3 尖根片刃箭式
594 鉄 鉄鏃 （15.2） 3.0 0.6 8.9 0.6 （3.3） 0.3 尖根片刃箭式
595 鉄 鉄鏃 （16.8）（2.9） 0.6 8.7 0.5 5.2 0.4 尖根片刃箭式
596 鉄 鉄鏃 （15.3） 3.5 （0.7） 8.3 0.7 （3.5） 0.4 尖根片刃箭式
597 鉄 鉄鏃 （16.0） 3.2 0.7 8.4 0.5 （4.4） 0.3 尖根片刃箭式

第７節　天王ヶ谷横穴墓群出土遺物観察表（鉄製品）



284

出土位置
No. Fig PL

材
質

種類 全長
鏃身 刃部・筒部 頸部・軸部 茎・装具・頭部

備考
区 支群 横穴墓 位置 長 幅 長 幅 長 幅

４ Ⅰ

16号墓

床面直上
598

112 129・130

鉄 鉄鏃 21.2 4.6 0.8 9.7 0.7 6.9 0.2 尖根片刃箭式
599 鉄 鉄鏃 （15.0）（1.6） 0.8 10.2 0.5 （3.2） 0.3 尖根柳葉式
600 鉄 鉄鏃 18.3 1.7 （0.6） 11.0 0.5 5.6 0.3 尖根柳葉式

覆土 601 鉄 両頭金具 2.7 （1.5） 0.6 0.3 0.2 0.4 0.3 方形四弁？

床面直上

602 鉄 両頭金具 2.6 1.8 0.7 0.2 0.2 0.5 0.2 方形四弁？
603 鉄 両頭金具 2.6 （1.9） 0.7 0.3 0.2 0.5 0.3 方形四弁？
604 鉄 両頭金具 2.6 - - 0.3 0.3 0.5 0.3
605 鉄 両頭金具 2.8 - - 0.3 0.2 0.5 0.2
606 鉄 両頭金具 2.3 - - 0.2 0.2 0.4 0.2
607 鉄 大刀片 （14.7）（14.7） 1.8 - - - -
608 鉄 大刀片 （10.4）（10.4）（1.9） - - - -
609 鉄 大刀片 （8.0） - - - - （8.0） 2.1
610 鉄 大刀片 （3.0） （3.0）（1.6） - - - -

17号墓

床面直上 629

118

133

鉄 刀子 14.7 9.1 1.4 - - 5.6 1.3 柄縁金具あり
覆土 630 鉄 刀子 （7.0） （4.6） 1.8 - - （2.4） 1.6

床面直上

631 鉄 鉄鏃 （8.5） 0.8 0.9 （7.7） 0.5 - - 尖根鑿箭式
632 鉄 鉄鏃 （9.7） （0.7） 0.9 8.2 0.5 （0.8） 0.4 尖根鑿箭式
633 鉄 鉄鏃 （10.0） 0.8 0.9 8.4 0.5 （0.8） 0.3 尖根鑿箭式
634 鉄 鉄鏃 （10.3） 0.5 0.8 8.4 0.4 （1.4） 0.3 尖根鑿箭式
635 鉄 鉄鏃 （5.1） 0.7 0.8 （4.4） 0.5 - - 尖根鑿箭式
636 鉄 鉄鏃 （9.7） - - （8.3） 0.5 （1.4） 0.3 頸部～茎片
637 鉄 鉄鏃 （10.2） 0.6 0.8 9.2 0.5 （0.4） 0.4 尖根鑿箭式
638 鉄 鉄鏃 （5.4） - - （5.1） 0.5 （0.3） 0.5 頸部～茎片

覆土 639 - 鉄 鉄鏃? （0.9） - - - - （0.9） 0.4 茎片?
床面直上 640

133
鉄 鍔 8.2 - - - - 2.3 0.2

覆土 641 鉄 鎺 （3.4） - - - - 1.3 （2.1）
床面直上 642 119 129・130 鉄 大刀 87.7 72.8 3.0 - - 14.9 2.8

20号墓 床面直上 647 129 133 鉄 刀子 （12.9）（10.5） 1.5 - - （2.4）（1.1）
５区 Ⅱ 27号墓 床面直上 650 144 134 鉄 刀子 （13.5）（8.4） 1.2 - - 5.1 0.9 柄縁金具あり

６ Ⅲ

35号墓 床面直上
654

162 135
鉄 鉄鏃 （5.3） 3.4 3.1 2.1 0.6 - - 平根三角形式

655 鉄 鉄鏃 （7.9） 3.1 2.8 2.3 0.7 （2.8） 0.4 平根三角形式

37号墓

覆土

656

166
136

鉄 鉄鏃 （11.2） 2.4 0.9 8.2 0.4 （0.6） 0.4 柳葉式
657 鉄 鉄鏃 （8.8） 2.3 1.0 （6.5） 0.5 - - 柳葉式
658 鉄 鉄鏃 （4.4） - - （4.4） 0.5 - - 頸部片？
659 鉄 鉄鏃 （4.6） - - （2.5） 0.4 （2.1） 0.3 頸部～茎片

床面直上 660 鉄 刀装具 5.7 - - - - 0.6 0.3 切羽か責金具
覆土 661 鉄 鎺 3.3 - - - - 1.3 （2.2）

床面直上
662 鉄 鍔 （4.9） - - - - 1.8 0.3
663 167 鉄 大刀 （74.1） 65.9 3.1 - - （8.2） 2.2

39号墓 床面直上 690 177 138 鉄 短刀 （41.2） 36.9 2.9 - - （4.3） 2.7

41号墓

覆土 691

181 139

鉄 刀子/短刀 （7.7） （7.7） 1.8 - - - -

床面直上

692 鉄 刀子 （3.3） - - - - （3.3） 1.0 茎片
693 鉄 鉄鏃 （6.5） 2.2 2.1 （4.3） 0.6 - - 平根三角形式
694 鉄 鉄鏃 （6.6） 2.9 0.7 （3.7） 0.4 - - 尖根柳葉式
695 鉄 鉄鏃 （6.7） - - （6.7） 0.4 - - 頸部片？
696 鉄 鉄鏃 （4.6） - - （3.2） 0.4 （1.4） 0.3 頸部～茎片
697 鉄 鉄鏃 （8.8） - - （7.1） 0.3 （1.7） 0.4 頸部～茎片
698 鉄 鉄鏃 （8.6） - - （4.4） 0.3 （4.2） 0.3 頸部～茎片

42号墓

床面直上

704

184 139

鉄 刀子 （12.3）（9.0） 1.2 - - （3.3） 1.0
705 鉄 刀子 （8.8） （6.8） 1.3 - - （2.0） 1.1
706 鉄 刀子 （6.8） （2.0）（1.2） - - （4.8） 1.0
707 鉄 鉄鏃 （3.9） （3.2）（2.8）（1.2） 0.5 - - 平根腸抉三角形式

覆土 708 鉄 鉄鏃 （4.8） - - （4.8） 0.4 - - 頸部片？
床面直上 709 鉄 鉄鏃 （5.0） - - （2.0） 0.4 （3.0） 0.3 頸部～茎片

覆土
710 鉄 鉄鏃 （2.7） - - （2.7） 0.7 - - 頸部片？
711 鉄 鉄鏃 （2.7） - - （2.7） 0.4 - - 頸部片？

43号墓 床面直上
715

189 138
鉄 刀子 （13.4）（8.9） 1.5 - - 4.5 1.0 鹿角装柄

716 鉄 鉄鏃 （5.6） - - （4.5） 0.5 （1.1） 0.4 頸部～茎片

44号墓 床面直上

721

193 140

鉄 刀子 （16.0） 14.4 1.3 - - （1.6） 1.1
722 鉄 刀子 14.6 9.3 1.5 - - 5.3 1.0 柄縁金具あり
723 鉄 刀子 （13.8）（8.9） 1.6 - - 4.9 1.0
724 鉄 鉄鏃 （9.2） （5.0） 2.4 3.9 0.6 （0.4） 0.5 平根長三角形式
725 鉄 鉄鏃 11.1 （4.2） 2.4 4.1 0.6 2.8 0.3 平根長三角形式
726 鉄 鉄鏃 12.3 2.2 1.2 7.4 0.4 2.7 0.3 尖根腸抉三角形式
727 鉄 鉄鏃 （6.1） 2.3 1.2 （3.9） 0.4 - - 尖根腸抉三角形式
728 鉄 鉄鏃 （5.9） - - （5.9） 0.4 - - 頸部片？
729 鉄 鉄鏃 （2.4） - - （2.4） 0.4 - - 頸部片？

７ Ⅳ

45号墓 床面直上 731 198 141 鉄 刀子 （11.9）（7.9） 1.1 - - （4.0） 0.7

52号墓

覆土 767

217 148

鉄 刀子 （5.4） （5.4） 1.0 - -

床面直上
768 鉄 刀子 （7.1） （2.3） 1.4 - - 4.8 1.0
769 鉄 両頭金具 2.8 2.1 0.6 0.2 0.2 0.4 0.3 方形四弁？
770 鉄 両頭金具 （1.9） （1.6） 0.6 0.3 0.2 0.5 0.3 方形四弁？

53号墓 床面直上 785 221 152 鉄 刀子 13.0 8.5 1.3 - - 4.5 1.2 柄縁金具あり
※括弧内は残存する部分の数値 単位　（㎝）
※大刀・短刀・刀子　全長・刃部・茎　　　鏃＝全長・鏃身・頸部・茎　　両頭金具＝全長・筒部・軸部・頭部　　刀装具＝全長・長さ・幅

第５章　天王ヶ谷横穴墓群
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　５　紡錘車観察表

　６　砥石観察表

第83表　天王ヶ谷横穴墓群出土紡錘車観察表

第84表　天王ヶ谷横穴墓群出土砥石観察表

出土位置
No Fig PL 材質 上径 下径 高さ

孔
重量 備考

区 支群 横穴墓 位置 上径 下径

４ Ⅱ 20号墓 床面直上 648 130 133 グリーンタフ？ 3.0 4.3 1.5 0.6 0.7 39.95 擦痕あり

６ Ⅲ 30号墓 床面直上 651 151 134 滑石 2.5 3.9 1.7 0.7 0.8 42.08 擦痕あり

単位　径・高さ（㎝）　重量（g）

出土位置
No Fig PL 材質 残存長 幅 厚さ 重量 備考

区 支群 横穴墓 位置

６ Ⅲ 42号墓 覆土 712 185 139 凝灰岩 3.9 1.7 1.5 （12.16）全面磨り面

※括弧内は残存値 単位　残存長・幅・厚さ（㎝）　重量（ｇ）

第７節　天王ヶ谷横穴墓群出土遺物観察表（紡錘車・砥石）
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所収遺跡名 種別
主な
年代

主な遺構 主な遺物 特記事項

宇藤
横穴墓群

墳墓
古墳
後期～
終末期

横穴墓13基
玉類（丸玉・小玉）・
耳環・刀子・須恵器

２支群13基で構成される。13基は前庭を共有する
ものが多く、その共有関係から７単位群に区分で
きる。出土遺物が少なく時期を特定できないが、
６世紀末～７世紀前半に築造が開始され、８世紀
初頭まで継続的に築造されていた可能性が高い。
　７号横穴墓からは改葬された可能性が高い３体
の人骨が出土し、壮年男性と未成年２人が埋葬さ
れていたことが判明した。父親と子供二人と想定
できる。

散布地 近現代
（横 穴 墓 の
再利用）

磁器 開口していた横穴墓を博打穴として利用した。

天王ヶ谷
横穴墓群

墳墓

古墳
後期～
終末期

横穴墓55基
・土坑１基
・性格不明
遺構１基

玉類（勾玉・管玉・切
子玉・丸玉・小玉）・
耳環・大刀・鉄鏃・弓
両頭金具・刀子・不明
鉄製品・石製紡錘車・
砥石・須恵器・土師
器・人骨

４支群55基で構成される。55基は前庭を共有する
ものが多く、その共有関係から（最低）19単位群
に区分できる。出土遺物からは44号墓が最も遡り、
６世紀末葉に築造され、それ以外の大部分が７世
紀前半～８世紀初頭に築造された可能性が高い。
　23基の横穴墓から人骨が出土しており、調査の
結果伸展葬は全く確認できないこと、出土した人
骨に肉付きであった時に齧られたと想定する動物
の咬痕が確認できることなどから改葬骨である可
能性が高いことが判明した。出土した人骨の性別
や死亡年齢が不明なものが多いため埋葬された人
骨の関係については不明であるが、成人の男女が
埋葬されるもの、成人女性とその子供の可能性の
ある人骨などが同一横穴墓に埋葬されている。必
ずしも夫婦とその子供だけの埋葬ではないことが
判明した。

平安～
中世

横穴墓を利
用した墳墓

灰釉陶器（碗・小碗・
壺）・山茶碗・山皿・
土師器・人骨

平安時代末～鎌倉時代にかけての横穴墓を再利用
した墳墓（「やぐら」か）である。横穴墓を再利用
した墳墓としては比較的古い時期のものである。

散布地 近現代
（横穴墓の
再利用）

なし 開口していた横穴墓を博打穴として利用した。

要　約

　宇藤横穴墓群・天王ヶ谷横穴墓群は太田川西岸で確認された最も群集する横穴墓群である。
　横穴墓では人骨の残存状況が良好で、人骨が出土したすべての横穴墓で伸展葬の状態で埋葬された横穴墓はな
く、すべて纏められた状態で出土したことは特筆できる。追葬にあたってかたづけたと考えるよりも、別場所で
白骨化した遺体を改葬した可能性が想定できる。
　また、同一横穴墓に埋葬された人骨の性別からは、夫婦とその子供という埋葬以外のパターンが確認できるこ
とから、両横穴墓群を造営した集団では、九州地方の古墳時代後期から終末期に想定される長子継承・夫婦合葬
が確立していなかった可能性が高いことも判明した。
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