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◆はじめに◆

玉手山古墳群は、大和川 と石川にはさまれる丘陵上にきずかれた、古墳時代前期(3哲己後

半から榔霜 )の古墳群です臨耐 。河内から大和に入る重要な交通路をにらむ位置にあること

や、推定13基 という多くの前方後円墳を含むことから、河内地域の有力豪族の墳墓地と考

えられています。この古墳群については、古 くから調査が進められ、かなりのデータが蓄

積 されています(右表)。 しかし、戦後の開墾や 1960年代の宅地開発などで半数が消滅 し、

また大規模古墳 についての情報が少ないため、全体像 はいまだはっきりしていません。と

くに、最大とみられてきた 7号墳については、ほとんど何 もわかっていませんで した。

そこで、平成 12年度から3カ 年にわたって、7号墳の測量調査 (12年度)と 発掘調査(13'14年
は にわ  ふきいし まいそうしせ つ

度)を 実施いたしました。その結果、墳丘の規模や構造、埴輪や葺石、埋葬施設の概要など、

多くの成果をえることができました。今後、さらに玉手山古墳群の調査研究を進めるとと

もに、現存する古墳の保護をはかり、柏原の歴史を体感できる文化財として活用 していき

たいと考えています。調査にあたりまして、あたたかいご協力をいただいた安福寺をはじ

め地域の方々や、ご教示いただいたみなさま方に、謝意を表します。
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古墳名 別称 墳形 全長 葺石 埴輸ほか 埋葬施設 副葬品 調査年

1号墳 小松山古墳  前方後円墳 ■Om o 円筒・楕円筒 後円部 竪穴式石室 不 明

前方部 粘土椰 不 明

2号墳

3号墳 勝負山古墳 前方後円墳

4号墳

前方後円墳 70m 不 明 円筒

96m ○ 円筒・朝顔

前方後円墳 60m 不明 不明

後円部

後円部

後円部 粘土榔

共同墓地 1991

1980

5号墳 鋭割古墳 前方後円墳 75m ○ 円筒

前方後円墳 ○ 円筒・楕円筒・朝顔・家 後円部 粘土椰か 鉄 剣

調査後消滅 1959

調査後消滅

墳丘崩落8号墳 東山古墳

9号墳 クサダ谷古墳 前方後円墳 G5m ○  円筒・朝顔・土師器壼 後円部 壁穴式石室 琴柱形石製品・勾玉・ガラス小玉・鉄剣・鉄斧・土師器 半壊

ユ 51m

前方後円墳? 不明 不 明

調査後消滅

消滅■号墳 不明 不明

12号墳 駒ヶ谷1ヒ古墳 前方後円墳 55m不明 円筒 後田部  粘土椰 方画規矩鏡・鉄刀・鉄槍・鉄鏃・鉄鎌ほか 消滅

16号墳 伯太姫神社古憤 前方後円墳

65m

不明 不明

後田部

不 明

1928

13号墳 狐塚古墳 前方後円墳 92m 円筒,二重日縁壼

円

15号墳 西山古墳 円墳

竪穴式石椰 杵形石製品・勾玉・管玉・ガラス小玉

竪穴式石室 四獣鏡・鉄剣・鉄製品片不明不 明

消滅   1964

調査後消滅 1962

消 滅

不明不 明



◆7号墳は全長110mの前方後円墳◆

89ど猟票表く
柏原市玉手山公園の北側の入 日(東門)を

入ると、正面が7号墳の後 円部です。か

つては、7号墳 の北側には6号墳 と5号墳

がありましたが、1959年 に発掘調査され

た後 、宅地開発で失われました。この入

口ふ きんは、6号墳の前方部のあった地

点です。

後田部の墳頂は、樹
か鍮索左1学 問が

広がってお り、1基の宝医印塔がたっ

ています。これは、玉手山丘陵が激

戦地のひとつとなった大坂夏の陣の、

戦没者を供養するもので、17世紀の

建立 と伝えられています。地表には、

埋葬施設にかかわる板石や礫が数多

く散乱 しており、1974年 と1980年 に

は副葬品であった、石製の盆子の蓋

と身が採集 されていることからも、

埋葬施設は既に手が入っていると予

想されました。

0                        4(

7号墳からみた古市古墳群

第11ト レンチ

玉手山7号墳は、標高101mの丘陵頂部に後田部をおき、西にのびる尾根に前方

部をむけて築造 されています。後円部は柏原市玉手山公園(旧玉手山遊園地)のなか

に位置し、前方部は安福寺の境内地であるため、宅地化が進んだ玉手山丘陵の

なかで、今 日までさいわい残されてきました。西 日本で最初の遊園地 として

1908(明治41)に開園したのち、遊具が設けられた後円部は、いくぶんか墳丘の改

変を受けていますが、全体 として前方後円墳3彰然
がよく残っ&搾基す。発掘

調査の結果、図示 したように、全長約l10m、 後田部径約70m、 前方部幅約40m
であ

彙▼モ
とがわかりました。墳丘は

醍亨後円形の土壇 を三段に重ね各段の斜面

には葺石 をふき、テラス(平坦面)に は埴輪 をめぐらせています。

前方部の前面 は墓地 になって お

り、墓地造成によりできた崖面 に、

大きい石がならん桑罵歯していま
す。墳裾に据えた基底石で、前方

部の先端の位置がわかりました。

安福寺墓地

吟
前方部の墳頂には、尾張徳川密全ぞ

代 目

藩主光友公の
吾即ぞ那

ます。光友公・

婦人・嫡子 の宝医印塔が3基、墳丘主軸

に平行 してならんでいます。これは、織

田信長 に焼かれて荒廃 した安福寺 を1670
かおく

年に再興した浄土宗の珂憶上人に、徳川

光友が帰依し中興の援助 をさしのべる関

係にあったことによるものです。



後円墳の北・束 。南の3箇所で墳瑞か明 らかになり、くびれ部の調査成果もふまえて、後

円部の直径が約 70mであることがわか りました。墳頂までの高さは10～ 11。5mです。山を

削 り形をととのえ、3段 の土壇を造 りあげ、墳丘斜面には石を葺き上げています。
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[後円部北側]

後円部の北側の、玉手山公園入日のB7jを 発掘すると、墳
いしじき

端の基底石 があ り、また石敷 が墳瑞から外へ約2mに わ

たってほどこされていました。また、宅地開発で削平さ

れた碍 墳の前方部が、公囲内に残存 していることが確

認できました。葺石は転落 していますが、前方部前面の

墳丘斜面が残
鼻互

います。なお、7号墳と6号墳の間から、

古代の建物の基壇が見つか りました。

|口湯調1田口1胚調EI [後円部後端]

7号 墳の墳丘規模 を確 かめるために、後円部の東側 、

墳丘主軸に沿った位置を発掘 しました。後円部の東側

は舗装道路が通 るなど、墳丘斜面は大きく削られても

との姿 を失ってい ますが、墳端の基底石が残 っており、

後円部の東端がわかりま した。これによって、前方部

の先端 からの長 さを計測することにより、墳丘の長 さ

が約 110mで あることが明 らかにな りました。

■■ 1苧

◆第8ト レンチ◆
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中段裾テラスの土器出土状況。日が下

になっています。写真下部は基底石。

[後 円部南斜面]

後円部南側で、後円部の裾か ら頂上

まで を確 かめる調査 を行 |ヽ ま した。

手前の鉄柵の横に見える大きな石 が

墳端の基底石です。ここから墳頂 ま

では、高さ11.5mあ ります。斜面の途

中にある2カ 所の石群は、それぞれ中

段と上段の裾部およびテラスにあた

り、後円部が3段 に土壇 を重ねた三段

築成 であることがわか りました。墳

丘斜面の葺石 は、長い年月の間にほ

とん どが転落 して しまモヽ、 いまは裾

部の部分のみが残 るだけです が、も

とは墳丘全体 が葺石に覆われて白 く

輝いていたことで しょう。 また、テ

ラス部分 について も石敷としてい ま

す。上段裾のテラスから円筒埴輪が、

中段テラスから土器 (直 口:薪 が見つか

りました。墳丘 はほとん どが地山を

成形 してつくられてお り、節土 は墳

頂部の厚さlmほ どです。

韓 i速

◆後円部の発掘調査◆
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[南 くびれ部上段 。中段]

中段のくびれ部、前方部の

上段側面 を確認 しました。

両段 とも大きな板石 を基底

石として据え、小振 りの丸

石を葺石、テラスの石敷 に

使っています。上段の基底

石が後田部 (右側 )に むかっ

て高 くなっており、テラス

がスロープをなしているこ

とがわかります。テラスに

は円筒埴輸が1本 しかなく

(左側 )、 埴輪の間隔はかな

り広かったようです。

◆くびれ部の発掘調査◆

[南 くびれ部中段・下段]

下段 (墳端)の くびれ部、前

方部の中段側面を確認 しま

した。下段 には、たいへん

大きな板石をななめに据え

て基底石としています。墳

端外 には、やは り石敷がほ

どこされています。基底石

は後田部では1段、前方部

では2段 になっていて、こ

れに対応して、石敷 も後円

部側が一段高 く平坦面をな

し、前方部側では下り斜面

になっています。



西にのびる前方部 について、南耳ヒの両側面と西側の前面を調査 し、3段 に築成 された状況を確

かめることができました。西にのびる尾根を利用 しているため、前方部の裾は本平ではなく、

もとの地形にしたがって下っており、くびれ部から前面 にむかって約4.5m低 くなっています。

[前方部前面]

前方部前面はかなり急な斜面 となっていますが、上

段 。中段の裾部を第4ト レンチで (写真右)、 下段の裾

部 (頂瑞)を 第 5ト レンチで確かめることができました

(写真右下 )。 墓地の崖面に露出 してい る墳瑞の基底

石は、第5ト レンチのす ぐ南側 (右側)の位置になりま

す。前方部前面の斜面 は高 さが約8mあ りますが、

上段 (写真上)と 中段がそれぞれ2m前後であるのに対

し、下段 は4m近 くあって、均等に3段 になってい る

わけではありません。

―

          [前
方部北側面]

前方部北側面 (写真上)で は、中段裾の基底石 とテラ

スの石敷が残 ってい ましたが、下段斜面の葺石はす

べて転落 してしまっていま した。
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◆前方部の発掘調査◆

―

[前方部南側面]

前方部南側面では、3段の段築

裾部がすべて残 ってお り、葺

石やテラスの石敷の様子 がよ

くわか りました。写真右側 が

後円部側 、左側が前方部の先

瑞側です。上段裾のテラスで

円筒埴輪を確認 しています。

墳瑞外の石敷 もかなり良好に

残っています。 これで、南北

両 くびれ部、および前方部北

側面 と前面の成 果をあわせ、

前方部の形と規模 をほぼ正確

に復元できます。

轟
ど者

墳瑞の基底石には大きな板石を使っています(写真左)。 南くびれ部でも

同様な板石が用いられており、南側の基底石の方が北側よりも大きく

目立っています。なお、弥生時代後期の土器が出土しており、前方部

の尾根筋に集落があったようです。



埋葬施設の所在を確かめるため、後円部の墳頂 に15m× 15mの調査区を設け、平面調査により墓

坑の検出を試みました。中心主体である第 1主体と、その画南に追加埋葬 された絢 主体があり、

知 主体は東半部が既に掘削されていること、勉 主体は粘ELMであることがわかりました。

‐………】鳩
一轟

墓坑 は、南北約7m× 東西

約 6～ 6.5mの 、正方形 に近

い形です。東半分 には多量

の礫がありますが、これは

江戸時代に大がかりに掘 り

返 された攪乱の結果のよう

です。あるいは、埋葬部分

は墓坑の東寄 りにあったの

か もしれません。攪乱がお

よんでいない西北部 につい

て地表下1お mま で掘 り下 げ

ましたが、粘土や石材 は認

め られませんで した。 どう

も竪穴式石室ではないよう

です。正方形 に近い墓坑の

平面形 も、通常の長大 な竪

穴式石室や粘土椰では理解

しにくい点です。大型前方

後円墳である7号墳 の中心

主体が木棺直葬 とは考えに

くく、石棺を直葬 していた

のかもしれません。

墓坑の北辺西側に張 り出しがあ り(写真左中)、 墓道 かもしれません。

攪乱は深 さlmにおよび (写真左下 )、 埋葬施設 に由来す る多量の礫、

近世の陶磁器を含んでいますが、板石はわずかでした。



◆埋葬施設の発掘調査◆

第 1主体 の埋葬後、やや西

南 に位置 をず らしてつ くら

れた粘 土椰です 。墓抗 は、

南北長 7。4mで幅3.8mあ り、

東南隅には、礫 を詰めて上

に板石をかぶせた排本溝 を

もうけてい ます (写真下右 )。

粘土椰は、全体 を露呈 させ

ていないのでイメージ しに

くいのですが、多量の粘土

をもちいて木枯 を覆い、巨

大 なカマボコ形 に整 えた も

のです。粘土 は、南北両側

では墓坑の瑞 まで続いてい

ます。部分的に掘 り下 げた

ところで (写真下左 )、 粘土は

幅 1.6m、 厚さ50cmあ り、 さ

らに下へ統いています。粘

土の山が左右二山になって

い ますが、 これは、もとは

カマボコ形 を したひとつづ

きの粘 上であったものが、

中の本格 が腐 ったため、構

の上 にあった粘土が陥没 し

た ものです。礫 が帯状 に詰

まってい る部分 が、粘土 が

落 ち込んだ範囲にあた りま

す。地表面に露出 していた

この礫群 は、後世 に陥没部

分 を掘 り込んで礫を入 れた

もの と考 えてい ますが、性

格はわかりません。

◆第2注体◆



かつて墳頂から石製の容器 唸子)が採集 されていま

で新たに石製の小壷 (期 が見つかりました。また、

輸、家形埴輪の破片、そして土器が出土 しています。

したが、発掘調査

円筒埴輸 と朝顔埴◆出土遺物◆

円筒埴輪 (1～3)朝 顔形埴輪 (4～6)土 師器 (7)1～ 6:1浴  7:1た

※6は 、河内一浩「玉手山商墳群の埴輪J(「 玉手山商墳群の研究 上埴輪編』、2001)か ら転議。

7号 墳の副葬 品 と して は、滑 石製 の盆子 (上 )と 靖 (下 )が わか っています。含子 は、

19И年 に蓋が、1980年 に身が採集 された ものです。靖 は、第 1主体 から南に続 い

てい た攪乱 土か ら出土 しま した。第2主体 は荒 らされて いないので、2点の石製品

はともに第1主体 のもの と考 え られます 。かつ て埋葬施 設が掘 られた際 に、 かき

出 されたもので しょう。含子 は楕円形で、底部 で約14cm× 約 1 lcm、 高 さは約12cm

ほどです 。対 は底部 から頸部 の破片 で 、日径 約7cm、 高 さ4～ 5cmほ どの大 き さで

す 。 こう した滑石 製品 の器物 は、古墳 時代前期後半 以降にあらわれ るもので、7

号墳の年代 を考 える上で重要な手がか りにな ります。

※含子は、蓋を個人が、身を開西大学が保管しています。写真は、自神典之氏 (堺市立理蔵文fヒ財

センター)に提供いただきました。図は、自神典之 1玉手帥 号墳採集の石製盆子J(「史泉』5G、

1981)か ら噺牽戯。

埴輪 はほとんどが円筒埴輪 (1～ 3)で 、これに

朝顔形埴輪(4～ 6)が加 わります。形象埴輪と

しては家形埴輪が数片あるのみです。円筒

埴輪は、底部径 が4儀mほ ど(2)の大型品です。

日縁部はゆるやかに外反するものが多く(3)、

瑞部を外に折 るもの、受口状 を呈す るもの
すかしあな

(1)も あります。透孔は三角形と逆三角形で、

一段に5つ か6つ あけています。まだ窯によ

る焼成以前の野焼 き段階のものです。外側

は赤く塗っていたようで、赤色顔料がよく

残っているものもあります。土師器 として

は、墳頂から二重回縁壼、後円部のテラス

から直口壺 (7)が 出土しています。やはり古

墳時代前期後半に位置づけられるものです

(布留2式 )。

1

3

5

7

第 6ト レンチ

第 10ト レンチ

第 2ト レンチ

第 2ト レンチ

2:第 3ト レンチ

4:第 3ト レンチ

6:採Я豊呂
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◆埴輸と上器◆



◆発掘調査でわかったこと◆

柳 本 行 燈 山古 墳 と の比 較  行燈山 (赤)1/3000玉 手山7(黒)1/1316(行燈山の4/9規模 )

最後に、2ヵ 年にわたって実施 した7号墳の発掘調査の成果 についてまとめておきます。

1.墳丘の規模・形 態 。構造がほぼ明 らかになり、正確 に墳丘 を復元することができました。

墳丘規模 は、全
融 孫

Om、 後円部直径約70m、 前方部の長 さ40m、 前方部の幅 40m前後です。

墳丘の築成は地山成形 が基本で、後円部・前方部 ともに3段 に築成 されています。

2.丘陵頂部にある後円部に対して、西に派生する尾根 を利用 した前方部は低 く、前方部の側

縁は先端にむかって下降 しています。このため、 くびれ部付近でテラスをスロープ状として、

後円部と前方部のテラスを接続 していることがわか りました。

3。 こうして復元 した墳丘の形状は、後円部 に封 して前方部がかなり短いもので、柳本行燈山

古 墳 (奈鵬 天理市にある伝祭神理 陵)と 相 似 形 を な し、 同 一 設 計 と み られ ます 。

4.後円部 において二つの埋葬施設があり、第1主体 は不明な点 もありますが、第2主体につい

ては粘土椰であることがわか りました。副葬品として新たに石裂対がえられました。

5,埴輪・土器の資料がえられ、その特徴 をつかむことができました。

以上のように、これまで内容が不明であった7号墳 について、基本的なデータをえることがで

きました。7号墳の年代は、古墳時代前期後半、前期末 までは下 らない時期と考 えられます。実

年代でいえば、4世紀中頃 というところで しょうか。7号墳の位置づけが明 らかになったことで、

玉手山古墳群が、前期前半の9号墳や3号墳 (1lom)に はじまり、1号墳 (95m)、 そして後続 して7号

墳が築かれ、大型墳 としてはこれが最後 となり、このあと規模 を縮小 して前期のうちに形成 を終

えるという流れがはっきりしてきました。 こうした推移か ら、玉手山古墳群 は、奈良盆地東南部

のオオヤマ ト古墳群 に大王墓が築かれた時期に、王権 とつよく結びつ き繁栄 し、前期末に奈良盆

地耳ヒ辺に佐紀古墳群が形成 される頃には衰退が始まり、玉手山丘陵の西側 に古市古墳群があらわ

れる中期には、断絶 したと考 えることがで きるかもしれません。

今後、玉手山古墳群についてさらに詳 しく検討 し、古墳群の全体像 を正確に解明するとともに、

大王墓 との比較 を進めることで、奈良盆地に基盤 をおく倭王権が生 まれ、各地の豪族 が王権 に結

びついてい く古墳時代前期 における、河内・玉手山古墳群の意義 を明 らかに したいと思います。

北からみた玉手山7号墳と各部の規模 ※高 さは本平距離の 2倍
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