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久本古墳出土土師質陶棺





例　　言
１．本報告書は，高松市新田町に所在する高松市指定史跡久本古墳（ひさもとこふん）の調査報告を収録
した。

２．調査期間・調査主体・調査原因は次の通りである。

３．第１次・第２次調査は，香川県教育委員会指導のもと高松市教育委員会が久本古墳発掘調査団（小竹
一郎団長）に委託して調査を実施した。第３次調査は試掘調査を高松市教育委員会文化部文化振興課文
化財専門員川畑聰が担当し，本調査を同文化財専門員大嶋和則が担当した。立会調査については第１
次調査を川畑，第２次調査を大嶋がそれぞれ担当した。

４．整理作業は，第１・２次調査終了後，銅鋺の保存処理及び主要遺物の実測等を香川県教育委員会にお
いて行っていたが，第３次調査を機に第１・２次調査を含め平成１５年度に高松市教育委員会で行い，大
嶋が担当した。なお，銅鋺（Ｋ１・Ｋ２・Ｋ３）の実測図については保存処理前の実測図を使用した。

５．報告書は大嶋が執筆・編集した。ただし，第１・第２次調査の成果については，久本古墳発掘調査団
団長小竹一郎氏および香川県教育委員会（現香川県立坂出高等学校）松本敏三氏の手記・記録によると
ころが大きい。調査担当者の意図を十分活かすことができなかった責は大嶋にある。なお，出土した
陶棺の胎土分析を岡山理科大学白石純氏に，陶棺付着赤色顔料の蛍光Ｘ線分析を徳島県立博物館魚島
純一氏にそれぞれ依頼し，玉稿をいただいた。

６．発掘調査から整理作業，報告書執筆まで，下記の関係諸機関ならびに方々からご教示を得た。記して
厚く謝意を表すものである。（五十音順，敬称略）

　　香川県教育委員会，　（財）香川県埋蔵文化財調査センター，徳島文理大学
　　阿河鋭二，市村慎太郎，魚島純一，大久保徹也，大野宏和，小栗明彦，海邊博史，片桐節子，片桐孝

浩，川部浩司，蔵本晋司，佐藤亜聖，佐藤竜馬，白石純，乗松真也，久本益禧，久本豊，菱田哲郎，
廣瀬常雄，松田重治，松本和彦，松本敏三，毛利光俊彦，山田隆文，渡部明夫，渡辺淳子，吉田野々

７．発掘調査及び整理作業において，下記の方々の協力を得た。記して厚く謝意を表すものである。（敬
称略）

　　末光甲正・中西克也（讃岐文化遺産研究会）
　　増田ゆず（徳島文理大学大学院），林田真典・溝渕寿美礼（徳島文理大学），松下知草（奈良大学）

８．本報告書掲載の遺物写真撮影において杉本和樹氏（西大寺フォト）の協力を得た。

９．挿図として，国土地理院発行１／２５，０００地形図「高松南部」「志度」および１／２，５００高松市都市計画
図「新田」を一部改変して使用した。

１０．本報告の高度値は海抜高（Ｔ．Ｐ）を表し，方位は第１～３図は日本測地系（国土座標第Ⅳ系）の
北を示し，その他の図については磁北（概ね６°３０′西偏）を示す。

１１．本書で用いる遺構の略号は次の通りである。　　ＳＤ：溝　　ＳＫ：土坑

１２．本書掲載資料はすべて高松市教育委員会で保管している。また，古墳は調査後保存整備工事を行い，
一般に公開している。 

調査原因調査主体面積調査期間
保存整備事業久本古墳発掘調査団２２㎡昭和５０年３月１０日～４月１２日第１次調査
保存整備事業久本古墳発掘調査団２２㎡昭和５０年８月５日～８月３１日第２次調査
市道新田町６１号線改良工事高松市教育委員会３５㎡平成１４年１１月１４日～１１月１５日試掘調査
市道新田町６１号線改良工事高松市教育委員会２２０㎡平成１５年１月６日～２月１０日第３次調査
保存整備工事（擁壁工事）高松市教育委員会３㎡平成１４年３月２８日第１次立会
保存整備工事（擁壁工事）高松市教育委員会２㎡平成１５年２月１０日第２次立会
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写真９２　出土遺物（須恵器坏）
写真９３　出土遺物（須恵器蓋・高杯）
写真９４　出土遺物（須恵器高杯・壺・瓶）
写真９５　出土遺物（須恵器壺・土師器坏・石器）
写真９６　出土遺物（陶棺片・竈）
写真９７　出土遺物（中世遺物）



第１章　調査の経緯と経過

第１節　発掘調査の経緯と経過
　久本古墳は，高松市新田町久本に所在
する盛土円墳で，巨石を用いた規模の大
きい横穴式石室が良好な状態で残存し
ていることから，早くから知られた古墳
である。１９４０年刊行の『木田郡誌』にも
「久本古墳は新田町久本の田の中にあ
り。南面する円墳にして，封土減少せる
も，尚よく，その原形を存す。周囲５０ｍ
に近く，高さ７ｍ，羨道の深さ５．７ｍ，幅
１．４ｍ，蓋石４枚。玄室は幅２．４ｍ，奥行
４．７ｍ，高さ２．８ｍあり。」と記されている。
出土遺物については，従来わずかに土師
器片や須恵器片が知られているだけ
だった。なお，久本古墳には「村の祭事
には塚（古墳）が膳や椀を貸してくれた。
あるとき村人が借りた膳椀を返さな
かった。それ以後，膳や椀を貸してくれ
なくなった。」という民話が伝わってい
る。このことから地元では「椀貸塚」と
呼ばれている。
　高松市教育委員会は，昭和４９年度事業
として高松市指定文化財の選考を兼ね
て，市内の文化財の基礎資料とするため，
久本古墳等３遺跡を含む文化財１３件の
実態調査を実施することとした。各文
化財の計測及び概略図の作成について
は，高松市文化財保護委員１０名（代表者市原輝士）に委託して昭和４９年５月１７日～昭和５０年２月２８日に実施した。
当時の久本古墳の概況は，盛土は流出し，天井石が露出しており，墳丘北西側は削平が著しく農地として耕地化
され，東側は宅地により削られ，多角形を呈しているが，直径２０ｍ以上の円墳であると考えられていた。また，羨
道上部が通路として使用されており，羨道天井石は落ち込み，羨道西側壁が露出するほど盛土の流失が著しかっ
た。石室は市内所在の横穴式石室の中でも良好に保存され，奥壁に石棚が所在しており，県内には例を見ない特
異な古墳として認識されていた。しかしながら，石室の開口する状態で人家に近接する久本古墳は，石室内への
人の出入りが自由であり，戦時中には一時防空壕として使用されていた。玄室内は石積の欠落部分より流入した
墳丘の盛土が堆積しており，奥壁側では石棚直下まで堆積が認められた。この実態調査の結果，久本古墳が高松
市内において規模及び石室構造等で県下でも他に類を見ないものであるが，墳丘の削平・流失が著しく，石室の
破損が一部認められことが報告された。これを受けて，高松市教育委員会では，石室及び墳丘の保存整備のため，
発掘調査を実施することとした。一方，香川県教育委員会においても昭和４９年度の文化財保護施策の１つとして
県内の重要遺跡確認調査が実施されることになり，久本古墳が調査予定としてあげられていた。そこで，香川県
教育委員会と高松市教育委員会が協力して久本古墳の調査を実施することになった。高松市教育委員会では昭和
４９年１０月２４日に高松市文化財保護委員小竹一郎を団長とした高松市久本古墳発掘調査団と「久本古墳発掘調査お
よび復元補修の委託契約書」を締結し，準備事務を進め，昭和５０年３月１０日から調査を開始した。
　調査は石室内部の堆積土の排出作業から開始した。古墳使用当時の面までの堆積層及び撹乱層から中世の日常
雑器類が多数検出され，石室の開口時期が早かったことが判明した。また，撹乱層中には多量の須恵器類が検出
されたことから，既に数次にもわたる盗掘が行われていることも予想された。石室内の堆積土及び撹乱層の掘削
中，玄室奥壁に沿って陶棺が検出され，玄室内各所に銅鋺をはじめとする副葬品が認められるようになったため，
３月２１日に調査を中断し，３月２７日より香川県教育委員会の指導のもと調査が継続された。石室内の撹乱層及び
堆積層の排出がほぼ完了し，玄室床面に近くなる頃から石室内の堆積土は柔らかくなり，遺物が石室中央は散漫
で，側壁に濃密な分布で検出された。陶棺は非常にもろく崩れやすくなっていたため，バインダーを塗布し，十
分硬化してから取り上げを行った。羨道内の実測と石室床面検出と遺物の取り上げを４月１２日に終え，玄室の撹
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第１図　久本古墳位置図



乱や崩壊を防ぐ十分な処置を施し，一時作業を休止することとした。
　このため，高松市教育委員会は昭和５０年度事業として，久本古墳調査保存事業を継続することとなった。昭和
５０年８月５日，高松市久本古墳発掘調査団と再度委託契約書を締結した。第２次調査は，第１次調査のメンバー
に加えて人員を強化して，同日より９月８日にかけて香川県教育委員会の指導のもと実施した。まず，玄室の実
測作業と羨道部床面検出にあたった。羨道部床面は，玄室よりも大幅に撹乱されており，古墳使用当時の現位置
を保つ遺物はほとんど無く，排水溝に転落した須恵器高杯や，撹乱層及び盗掘坑中に細片に砕かれた陶棺片や須
恵器片が中世の遺物と供伴して出土した。また玄室側は，床面プランの記録後，床面基底部や石室構築の作業手
法について資料を得ようと礫床の１／４を取り去ってみると，玄室の４壁に接して側面及び上面を安山岩の自然
石や割石で構築された排水溝を検出した。その後，羨道部の横断トレンチ２本，玄室中央部の横断トレンチ１本
を掘削し，床面下部構造断面図を作成し，すべての調査を終えた。
　発掘調査終了後の昭和５１年２月１７日～３月２３日には，保存整備工事を実施した。西傾していた石室では，奥壁
上段・羨道両側壁の積み直し，天井石の傾斜修正を行った。墳丘では西側の盛土流失が著しいことから，その防
止のため裾部に石積みを施し，特に流失の著しかった羨道部西側については盛土により補修を行った。また，石
室入口には門扉を設置した。以上のような保存整備を実施するとともに，高松市教育委員会では，第１次発掘調
査中の昭和５０年３月１３日に高松市指定史跡に指定し，土地所有者の久本氏の御協力のもと，現在までその保護に
努めてきた。なお，平成１３・１４年度においては，墳丘盛土流失のため，現存する墳丘東側裾部の擁壁工事を行っ
た。この工事の際の立会調査では，遺物は出土していないが，古墳の盛土の版築状況を確認した。
　また，平成１４年度には，古墳南側の新田町６１号線道路改良工事が実施されることとなった。久本古墳は墳丘が
著しく削平されており，隣接する道路も墳丘の一部に含まれる可能性が高いため，平成１４年１１月１４日～１１月１５日
に試掘調査を実施した。試掘調査では古墳の周溝と考えられる溝を検出し，須恵器片が出土した。この試掘調査
結果をもとに，事業者である高松市土木部道路課と協議を行い，墳丘および周溝の予想される範囲について道路
工事前に第３次の発掘調査を実施することで合意した。本調査は平成１５年１月６日に開始した。第３次調査では，
中世段階で既に現存する墳丘前面まで条里地割に取り込まれていることが判明し，古墳の削平が早かったことが
うかがえた。また，試掘調査結果から墳丘規模３２ｍ～３８ｍ，周溝幅２～３ｍを想定し，調査区を設定していたが，
本調査では調査区外に周溝が延びることが判明した。このため１月３０日には，周溝幅確認のため調査区を南に拡
張した。さらに２月１０日には用水路工事に際して周溝断面の確認を行ったところ，周堤状の高まりを確認した。
なお，第３次調査と並行し，墳丘及び周辺地形の測量を行い，２月１０日に全調査を終了した。

第２節　整理作業の経過
　第１次・第２次調査の終了後，出土遺物は香川県教育委員会に保管され，銅鋺の保存処理および一部の遺物の
整理作業が行われた。調査担当者の小竹一郎氏や香川県教育委員会の松本敏三氏により概要が報告されてはいる
ものの，現在まで本報告が刊行されていない状態であった。その後高松市教育委員会に遺物が戻された。
　高松市教育委員会は，平成４年の高松市歴史資料館開館に伴い，陶棺の復元と銅鋺の再保存処理を行った。ま
た，第３次調査を機に，第１次・第２次調査の成果を含め報告書を刊行することとし，平成１５年度に整理作業を
実施した。作業期間は平成１５年４月１日～１６年３月３１日である。詳細な作業工程は以下の通りである。
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平成１６年平成１５年
３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

洗　　浄
ネーミング
接　　合
実　　測
写真撮影

遺構トレース
遺物トレース
レイアウト
原稿執筆

第１表　整理作業工程表
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第２図　久本古墳周辺地形図（Ｓ＝1／２，５００）



第２章　地理的・歴史的環境

第１節　地理的環境
　高松市は香川県のほぼ中央に位置し，南は讃岐山脈が控え，北は瀬戸内海に面している。高松市域の大部分は
讃岐平野の一部を形成する高松平野によって占められている。気候が温和なこともあって，讃岐三白（綿・塩・
砂糖）の産出が有名であった。高松平野は，東を立石山，雲附山等に，南を日山，上佐山，西を五色台山塊に遮
られ，北に瀬戸内海を望み位置しており，南北約２０ｋｍ，東西約１６ｋｍを測る。平野の境界を画する低位山塊及
び屋島，紫雲山等の独立山塊は，侵食の容易な花崗岩層（三豊層群）が風化侵食に抵抗の強い安山岩層に覆われ
ていたことによって侵食開析から取り残されて形成されたメサまたはビュートと呼ばれるもので，讃岐ののどか
な田園風景の象徴の一つである。安山岩の一部はサヌカイトとして特に有名であり，五色台は日本有数の原産地
として知られている。
　また，高松平野は，四国中央部に東西に連なる讃岐山脈に端を発する中小河川により形成された沖積地である。
高松平野には，西から本津川，香東川，春日川，新川といった河川が瀬戸内海に向けて北流している。特に香東
川が平野の形成に大きな影響を及ぼしており，現存の春日川以西が香東川の沖積作用によるものであると言われ
ている。現在，石清尾山塊の西側を直線的に北流する香東川は，１７世紀初めの河川改修によるもので，それ以前
には，石清尾山塊の南側から回り込んで平野中央部を東北流するもう一本の主流路が存在していた。この旧流路
は，水田及び市街地の地下に埋没してしまっているが，空中写真等によると林から木太地区にかけての分ヶ池，
下池，長池，大池，ガラ池を結ぶ流路等数本の旧河道が知られており，発掘調査でもその痕跡が確認されている。
一方，久本古墳の位置する高松平野東部の古高松地区（高松町・新田町・春日町）は，春日川，新川の東岸にあ
たる。春日，新川の両河川は水量に乏しく，西側の香東川のように大規模な扇状地は見られない。その流域一帯
は，自然堤防地帯と三角州地帯で，茶臼山，久米山付近で分けられるようである。
　なお，年間１，０００㎜ 前後と降水量の乏しい高松平野では，農業用水確保のため数多くのため池が築かれた。そ
の多くは開析谷をせき止めたものや旧河道の窪みを利用したものである。また，河川は中流域で涸れ川となり，
地下において伏流水として流れている。このため，扇状地形の末端部において，ため池のほかに出水と呼ばれる
自噴地下水脈の利用が盛んで，両者を併用した厳格な水利慣行を伝えてきた。昭和５０年の香川用水の通水により，
農業用水確保の不安が払拭された反面，地元水源を核とした水利慣行は急速に消滅しつつあり，ため池や出水の
水源自体もその役割を失いつつある。
　久本古墳の所在する古高松地区は，寛永１０（１６３３）年の『讃岐国絵図』によると，その頃の海岸線はかなり内
陸に入り込んでおり，屋島は島として描かれている。寛永１４（１６３７）年に生駒藩の西嶋八兵衛は，堤防を築き，
堤防より南の干拓を行った。堤防はのちに志度街道として利用されており，現在の県道牟礼中新線付近まで干拓
されたことがうかがえる。生駒氏の改易後，高松藩主となった松平�重は，寛文７（１６６７）年に干拓を進め，現
在の高松琴平電気鉄道志度線あたりまでが陸地化されたことが知られている。江戸時代以前の古高松の地形が推
定可能な史料として，香西成資が古老の話を元に享保４（１７１９）年に成立させた『南海通記』がある。その中に
天正１０（１５８２）年頃の地形として「…春日ノ里ニ至ル，此所ハ屋島山，石清尾山両受ノ間，入海ニテ山田郡小山
ノ下マデ潮サシ来ル，遠干潟ナ春日里ト木太郷ノ間，海ノ中道アツテ通用ス。…」と記載している。ここでいう
小山とは，現在の高松市新田町小山にあたると考えられ，この小山近辺まで海岸線あるいは河口が湾状に入り込
んでいたと想定できる。なお，小山の北西には堀江という地名が残っていることからも当時の海岸線を復元する
手がかりになる。
　北を屋島に面した海岸（旧地形による），東を立石山山塊，南を久米山丘陵，西を新川，春日川によって限られ
た高松平野の一角は，古代・中世を通じて「高松」（讃岐国山田郡高松郷）と呼ばれたが，天正１６（１５８８）年の生
駒親正による高松城築造以後は，城下高松に対して「古高松」と呼称されてきた。現在，古高松地区の北部につ
いては干拓により，高松市の中心部から平地が続いており，急速に宅地化が進んでいる。一方，古高松地区の南
部については丘陵が西へ大きく張り出しており，張り出した丘陵部の先端には各開析谷から流れ出る水を貯水す
る久米池が平野部の大部分を占めている。このため，北部に比べ，比較的散村的状況をよく残した地域である。
　久本古墳は古高松地区の南部に位置する。地形的には高松市と牟礼町にまたがる標高２００～３００ｍの立石山塊か
ら派生する丘陵部の最先端部にあたり，標高は約１３ｍである。現状では内陸部に見えるが，新田町小山から約１
㎞と近く，古墳時代には海浜部に近い地域であった可能性が考えられる。

第２節　歴史的環境
　久本古墳は高松平野の東部にあたり，平野北西部に位置する石清尾山塊と共に遺跡の多い地域として早くから
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認識されてきた。周辺の遺跡の大部分は弥生時代から古墳時代にかけてのものであるが，旧石器時代・縄文時代
の遺物・遺構も若干知られている。さらに，近年の大規模開発に伴い数多くの遺跡が発掘調査され，その様相が
解明されつつある。
　旧石器時代については本格的な遺構は知られていないが，表採資料や後世の遺構に混入した状態での出土例が
見られる。久米池南遺跡，前田東・中村遺跡，池戸八幡神社遺跡等においてナイフ型石器を主体とした後期旧石
器が出土している。縄文時代については，小山・南谷遺跡や奥の坊奥池西遺跡において落とし穴状の土坑が検出
されている。また，近年平野部の発掘調査において縄文晩期を中心とした遺跡出土例の増加が特筆でき，林・坊
城遺跡，宗高坊城遺跡，�・長池遺跡，�・長池Ⅱ遺跡，井手東Ⅰ遺跡，井手東Ⅱ遺跡，居石遺跡，上天神遺跡，
東中筋遺跡などをあげることができる。これらの多くは旧河道の堆積から遺物の出土が確認されたものであるが，
井手東Ⅰ遺跡では遺物の確認はなかったものの，地表下約７０ｃｍからアカホヤの堆積層が確認されており，縄文
時代中期の高松平野の形成過程をうかがうことができる。
　弥生時代前期の遺跡としては，平野中央部では，環濠が検出された汲仏遺跡等が知られているが，平野東部で
は諏訪神社遺跡で環濠の可能性が考えられる溝が検出されているにすぎない。中期前半では牟礼町の羽間遺跡に
おいて銅剣の出土が知られている。集落としては多量の土器・石器とともに分銅形土製品が出土した奥の坊遺跡
が見られる。中期後半では久米山東側丘陵上に立地する高地性集落の久米池南遺跡があり，絵画土器や鉄斧の出
土で知られる。後期前半では，大空（スベリ山）遺跡，大空南（スベリ山南）遺跡，南谷遺跡，小山・南谷遺跡，
奥の坊権現前遺跡，久米山遺跡群がある。これらの遺跡では製塩土器を多数出土しており，当該地域で製塩活動
が盛んであったことを物語るものである。なお，このうち大空遺跡は，昭和２９年，地元の小学生によって１㎡に
も満たない極めて限られた範囲から，甕・壺・高坏・鉢・製塩土器・器台等６４個体分の資料が発見され，香川県
の弥生後期前半の標式遺跡として知られる。後期後半では牟礼町で，漆が付着した土器が数多く出土した原中村
遺跡があげられるほか，前田東・中村遺跡では旧河道中から多量の土器が出土している。
　古墳時代になると周辺では集落遺跡は発見されていないが，平野中央部では空港跡地遺跡，上天神遺跡などで
前期初頭まで集落が存在していたことが確認されている。また，太田下・須川遺跡では古墳時代中期の集落を検
出している。古墳としては，高松平野では積石塚として有名な石清尾山古墳群があるが，平野東部では積石塚は
造られず，盛土で築かれている。平野東部で最古の古墳としては諏訪神社遺跡で検出された３基の竪穴式石室が
ある。また，高松市茶臼山古墳は全長７５ｍの前方後円墳で，後円部には竪穴式石室が２箇所設けられており，第
１主体からは鍬形石２点，画文帯神獣鏡１点などが出土している。鍬形石は県内唯一の出土例で，その石室構造
とともに畿内的な特徴を持った古墳との評価を受ける要素の一つとなっている。高松市茶臼山古墳に続く，前期
から中期にかけては茶臼山古墳群が造られる。さらに，屋島には九州の阿蘇石の石棺をもつ長崎鼻古墳が見られ
る。久本古墳と同じ後期に属する古墳としては，複室構造をもつ小山古墳や天井石を１枚の石で架構した山下古
墳といった単体で所在する古墳と，岡山小古墳群，平尾小古墳群といった小規模な円墳から構成される古墳群が
見られる。また，瀧本神社古墳はＴ字の石室を持つことで知られる。この他にも平野東部の丘陵帯には数多くの
古墳の存在が知られるが，ほとんど調査されたことがなく，実態が不明なものが多い。
　古代においては，当該地域は山田郡に属する。この山田郡の郡衙としては「宮処郷」が有力視されており，現
在の前田地区付近と考えられており，古高松地区の南に位置する。また，屋島には『日本書紀』にも記載されて
いる古代山城屋嶋城の存在が知られており，近年の基礎調査事業において石塁や城門などの遺構が発見されてい
る。その他，山田郡内には古代寺院が多く，そのうち山下廃寺や宝寿寺跡が近い。山下廃寺は古式の瓦を出土し
ていることが知られているが，発掘調査は行われていないので詳細は不明であり，窯跡の可能性も考えられてい
る。また，前田東・中村遺跡において瓦等が出土しており，宝寿寺跡の一部と考えられている。なお，新田本村
遺跡，小山・南谷遺跡，奥の坊権現前遺跡では高松平野の条里地割（Ｎ－１１°－Ｅ）に先行し，方向の異なる条
里地割（Ｎ－５°－Ｅ）が発見されており，この地割は奥の坊権現前遺跡の調査で７世紀後半にさかのぼると考
えられている。
　中世に入ると高松平野でも武士の台頭が目立つ。特に中央政権との関わりも多く，数多くの戦いが行われてい
る。まず，源氏と平氏が寿永４（１１８５）年に屋島に戦い，那須与一や佐藤継信の戦い振りが『平家物語』によっ
て今日まで伝えられている。南北朝期には讃岐の守護となった高松（舟木）頼重が喜岡城を築城するが，建武２
（１３３５）年，北朝方の細川定禅の挙兵により落城した。喜岡城は，その後も代々高松氏の居城となるが，天正１０
（１５８２）年，秀吉の四国征伐時に落城している。また，山田郡は十河氏の勢力範囲内で，十河氏から分家した前
田氏が前田城を築いている。調査された遺跡としては，中世末～近世初頭にかけての溝で区画された屋敷が検出
された川南西遺跡や東山崎・水田遺跡があげられる。
　近世になると，天正１６（１５８８）年に生駒親正により高松城が築かれる。近年，高松城跡周辺で数多くの調査が
実施されており，武家屋敷等が検出されている。生駒氏の治世においては，西嶋八兵衛により香東川の付け替え
や木太町から新田町の干拓等の大規模な土木工事を行っている。その後，高松藩主となった松平�重も干拓や治
水，新田開発に取り組んでいる。発掘調査された遺跡としては川南東遺跡がある。
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第３図　周辺の遺跡分布図（Ｓ＝１／２５，０００）
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文献備考主な遺物主な遺構時代所在地遺跡名番号

本書１９７０・２００３年調査陶棺・銅鋺・須恵器円墳・周溝・横穴式石室・石棚古墳高松市新田町久本古墳１

１中世高松市高松町喜岡城跡２

２１９９６年調査土師器・輸入磁器・鍔屋敷跡・井戸・溝・土坑中世～近世高松市春日町川南西遺跡３

３１９９６年調査陶磁器屋敷跡・溝・土坑近世高松市春日町川南東遺跡４

４・５１９９６・１９９７年調査土師器・須恵器掘立柱建物・条里溝縄文～近世高松市新田町新田本村遺跡５

６・７１９９３～１９９５年調査弥生土器・土師器・須恵器掘立柱建物・条里溝・井戸縄文～中世高松市新田町小山・南谷遺跡６

８円墳・横穴式石室古墳高松市高松町長尾１号墳７

８円墳・横穴式石室古墳高松市高松町長尾２号墳８

８円墳・横穴式石室古墳高松市高松町長尾３号墳９

９１９９６・１９９７年調査弥生土器・土師器・須恵器竪穴住居・掘立柱建物・旧河道・溝・土坑弥生・古代高松市高松町奥の坊権現前遺跡１０

８１９５５年出土・消滅須恵器横瓶円墳古墳高松市高松町奥ノ坊古墳１１

１０２００２年調査・消滅須恵器円墳３基古墳高松市高松町奥ノ坊２～４号墳１２

１０～１４１９９８～２００２年調査弥生土器・石器・鉄器竪穴住居・掘立柱建物・旧河道・溝・土坑弥生・古代高松市高松町奥の坊遺跡１３

１５１９９５年調査・消滅須恵器円墳径１０ｍ古墳高松市高松町金川渕古墳１４

１３２０００年調査縄文土器・瓦器・土師器落とし穴・土坑・溝縄文～近世高松市高松町奥の坊奥池西遺跡１５

１２１９９９年調査弥生土器土坑・溝弥生高松市高松町大空北遺跡１６

１５１９９５年調査・消滅須恵器円墳径１１ｍ古墳高松市高松町大空古墳１７

８１９５４年出土・消滅須恵器壺円墳古墳高松市高松町スベリ古墳１８

１５・１６・１７１９５４年調査弥生土器・石鏃・貝土坑弥生高松市高松町大空遺跡１９

８・１７１９５５年出土弥生土器弥生高松市高松町大空南遺跡２０

８１９５５年出土・消滅須恵器横瓶円墳古墳高松市高松町南谷古墳２１

８１９７６年出土弥生高松市高松町南谷遺跡２２

８・１８消滅円筒埴輪・土器片円墳古墳高松市新田町石塚古墳２３

８・１８１９５０年消滅須恵器長頸壺円墳・横穴式石室（複室）古墳高松市新田町小山古墳２４

１９１９７７年調査横穴式石室古墳高松市新田町山下古墳２５

２０瓦古代高松市新田町山下廃寺２６

８円墳１５基程度古墳高松市新田町岡山小古墳群２７

８土器片前方後円墳１８ｍ古墳高松市新田町岡山１号墳２８

８円墳・横穴式石室古墳高松市新田町岡山２号墳２９

８円墳・横穴式石室古墳高松市新田町岡山３号墳３０

円墳・横穴式石室古墳高松市新田町岡山４号墳３１

円墳・横穴式石室古墳高松市新田町岡山５号墳３２

８大正年間消滅円墳古墳高松市新田町丸山１号墳３３

８大正年間消滅円墳古墳高松市新田町丸山２号墳３４

８１９３０年消滅円墳３基古墳高松市新田町大谷山古墳３５

２１１９８９年調査土師器・須恵器円墳３基・横穴式石室古墳高松市新田町漆谷古墳群３６

８箱式石棺古墳高松市新田町久本山東峰古墳３７

１４２００２年調査弥生土器・須恵器・陶磁器掘立柱建物・旧河道・溝弥生～近世高松市新田町久米池遺跡３８

２２１９９０年調査弥生土器・管玉竪穴式石室・土坑墓・壺棺墓・溝弥生・古墳高松市東山崎町諏訪神社遺跡３９

２３１９９１年調査弥生土器・須恵器・陶磁器円墳・土器棺墓・木棺墓弥生～中世高松市東山崎町久米山遺跡群４０

弥生土器弥生高松市東山崎町川添浄水場遺跡４１

８消滅円墳２～３基古墳高松市新田町傍生山古墳４２

２４１９８７～１９８８年調査弥生土器・絵画土器竪穴住居・掘立柱建物・土坑弥生高松市新田町久米池南遺跡４３

２５・２７１９６９年調査鏡・鍬形石・鉄剣・鉄刀・玉前方後円墳７５ｍ・竪穴式石室・箱式石棺古墳高松市前田西町高松市茶臼山古墳４４

円墳５基程度古墳高松市前田西町茶臼山古墳群４５

２７１９６９年消滅須恵器甕円墳径１８ｍ古墳高松市前田西町北山西古墳４６

８・２７・２８１９７２年調査・消滅鉄刀・鉄剣・鉄斧・櫛円墳径１３.５ｍ・粘土槨古墳高松市新田町北山古墳４７

２７石製骨蔵器円墳・横穴式石室（Ｔ字形）古墳高松市前田西町瀧本神社古墳４８

２９１９８８年調査土師器・須恵器・陶磁器掘立柱建物・溝・土坑・井戸中世～近世高松市東山崎町東山崎・水田遺跡４９

２７消滅須恵器円墳古墳高松市前田西町宮処八幡宮境内古墳５０

２７消滅須恵器円墳古墳高松市前田西町岡崎古墳５１

２７円墳・横穴式石室古墳高松市前田西町田楽古墳５２

２７人骨箱式石棺古墳高松市前田西町金石山１号墳５３

２７箱式石棺古墳高松市前田西町金石山２号墳５４

２７円墳径１３ｍ・横穴式石室古墳高松市前田西町金石山３号墳５５

２７円墳・横穴式石室古墳高松市前田西町平尾１号墳５６

２７円墳・横穴式石室古墳高松市前田西町平尾２号墳５７

２７円墳径１５ｍ・横穴式石室古墳高松市前田東町東畑１号墳５８

２７円墳径１２ｍ・横穴式石室古墳高松市前田東町東畑２号墳５９

２７円墳・横穴式石室古墳高松市前田東町平尾小古墳群６０

２７円墳・横穴式石室古墳高松市前田東町山本古墳６１

２７円墳径１１ｍ・横穴式石室古墳高松市前田東町椿神社古墳６２

１空堀・土塁中世高松市前田西町前田城跡６３

２０・２７・３０瓦土壇・礎石古代高松市前田東町宝寿寺跡６４

３０１９８８～１９９１年調査緑釉陶器・墨書土器・瓦掘立柱建物・旧河道・方形周溝墓・平窯縄文～近世高松市前田東町前田東・中村遺跡６５

３１・３２・３３１９９５～１９９７年調査弥生土器・石器竪穴住居・土坑・溝弥生三木町池戸西浦谷遺跡６６

２６・３４１９８０・１９８１年調査弥生土器・土師器・須恵器台状墓・円墳弥生・古墳三木町池戸権八原古墳群６７

２７１９１２年出土鏡・玉円墳古墳高松市前田東町芳尾山古墳６８

１８円墳古墳三木町池戸高尾権現社古墳６９

１８大正年間消滅刀剣・須恵器・埴輪・玉古墳三木町池戸池戸八幡神社古墳群７０

３５前方後円墳４３ｍ古墳三木町池戸池戸八幡神社１号墳７１

３５円墳径８ｍ古墳三木町池戸池戸八幡神社２号墳７２

３５円墳径８ｍ古墳三木町池戸池戸八幡神社３号墳７３

３５円墳径１２ｍ古墳三木町池戸池戸八幡神社４号墳７４

第２表　周辺の遺跡一覧表



第３節　周辺の後期古墳

（１）小山古墳
　立石山塊から西へ延びる丘陵の先端に位置し，新田町小山の七面神社東隣に所在した。横穴式石室の開口した
円墳で，残存していた墳丘は長径１８ｍ，短径１６．５ｍ，高さ６ｍを測り，古墳の原形をよく残していたが，昭和２５
年花崗土採取のため古墳のあった小丘が失われ消滅した。石室は両袖の横穴式石室である。複室構造で，南向き
に開口しており，全長１１．６ｍ以上を測る。羨道部の天井石は失われていたが，両側壁の下部を残しており，長さ
３ｍ，幅８５ｃｍを測る。前室は長さ３．５ｍ，幅１．４ｍ，高さ１．７ｍ，玄室は長さ４．５ｍ，幅２．４ｍ，高さ２．５ｍを測る。
出土遺物は須恵器の長頸壺が知られている。

（２）山下古墳
　立石山塊から西へ延びる丘陵の先端に位置し，新田町山下に所在する横穴式石室が開口した古墳である。墳丘
の盛土はほとんど流出しており，墳丘規模・形態は不明であるが，玄室の天井石を巨石１枚で架構した巨石墳で，
玄室規模が周辺の古墳の中では最大のものとして知られている。石室は両袖式の横穴式石室で，ほぼ真南に開口
しており，現存長は９．０ｍを測る。玄室は長さ５．０５ｍ，幅２．５５～２．８５ｍで，高さは２．５～２．８ｍであるが，流入土が
あることから現状より高く，３ｍ近くになる。玄室の天井石は長さ４．５ｍ，厚さ０．８ｍ，幅３ｍの巨石１枚で架構し
ている。羨道部は残存長４ｍ，幅１．５ｍ，高さ１．２ｍで，玄室同様流入土により高さは高くなる。なお，石室の石
材はすべて安山岩で統一されている。古墳に伴う遺物は出土していない。

（３）岡山小古墳群
　山下古墳の東方の丘陵部の東西４００ｍ，南北１００ｍの範囲に１５基の小古墳群が群在している。いずれも直径１０ｍ
程度の円墳で，すべて撹乱されており，石室構造は不明である。丘陵の南側斜面には周辺には横穴式石室が開口
している岡山２号墳をはじめとする円墳が数基認められる。いずれの古墳も出土遺物はほとんど知られていない
が，岡山小２号墳において土師質陶棺脚部と考えられる円筒形の破片が出土している。 

－８－

第４図　小山古墳略測図（Ｓ＝1／２００，『古高松郷土誌』を一部改変）
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第５図　山下古墳測量図（Ｓ＝1／３００，『山下古墳調査報告』より抜粋）

第６図　山下古墳石室実測図（Ｓ＝1／１００，『山下古墳調査報告』より抜粋）



 

－１０－

第７図　瀧本神社古墳墳丘測量図（Ｓ＝1／４００，『香川考古第２号』より抜粋）

第８図　瀧本神社古墳石室実測図（Ｓ＝1／１００，『香川考古第２号』より抜粋）



（４）瀧本神社古墳
　立石山塊から南へ延びる２つの支丘の鞍部に位置し，前田西町の瀧本神社北隣に所在する。石室が露出してお
り，墳丘上部はかなり削平を受けているが，周溝および墳丘後背部の人工的な削り出し地形が読み取れ，東西１６
ｍ，南北１９ｍの規模である。周溝は直線あるいは円形にも見え，現状では方墳か円墳かの判断はできない。石室
は両袖式の横穴式石室と考えられ，玄室幅が玄室長より長い平面Ｔ字形の特異な形態を呈している。主軸の方位
はＮ－１０°－Ｗで，ほぼ南に開口している。『木田郡誌』の記載によれば，全長７．０ｍ，羨道長３．０ｍ，同幅１．０ｍ，
前室長３．０ｍ，同幅１．３ｍ，玄室長１．０ｍ，同幅４．０ｍを測ったという。現状での規模は全長５．６ｍ，羨道幅１．１ｍ，
玄室長１．２８ｍ，同幅３．３１ｍ，同高０．８７ｍを測る。長さ５０～７０ｃｍのほぼ同じ大きさの花崗岩を横積みにし，垂直に
積まれており，意図的に面をそろえようとしたと考えられる。なお，『木田郡誌』に記載された複室構造は，現状
では不明である。７世紀中葉～後半の須恵器が表採されているが，確実な築造年代は不明である。なお，石室か
らは石製骨蔵器が出土している。

（５）東畑１号墳（平尾３号墳・潮満塚古墳）
　立石山から南へ延びる丘陵斜面部に位置し，前田東町東畑に所在する。墳丘は東西約１５ｍ，南北約１２ｍ，高さ
約３ｍを測る。石室は玄門より奥だけが露出しており，全長５．４ｍ，うち玄室長４．５ｍ，幅２．５ｍ，高さ１．７ｍを測る。
玄門の前方２ｍの地点で削平を受けており，羨道部は失われている。出土遺物は知られていない。

（６）平尾小古墳群
　東畑１号墳の北東の斜面部の東西５０ｍ，南北５０ｍの範囲に１１基の小古墳が群在している。いずれも直径１０ｍ程
度の円墳で，すべて撹乱されており，石室構造は不明である。出土遺物は知られていない。
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第９図　東畑１号墳略測図（Ｓ＝1／２００，『古高松郷土誌』を一部改変）
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第３章　調査の成果

第１節　立地
　高松市と牟礼町・三木町を画する立石山は，開析作用が進み多くの支丘陵を四周に伸ばし，深い谷も各地に認
められる。久本古墳周辺の高松平野東部（新田町）に所在する後期古墳群は，これらの支丘先端部や支谷の谷頭
に分布している。しかし，久本古墳は支丘延長の台状地と平野平坦部の接する地点に立地しており，現在の墳頂
部の頂高は約１８ｍを測る。久本古墳の立地する平坦地は，南にさらに数１００ｍの広がりを持つが，久本古墳の北西
数１０ｍでは２～３ｍの落差で段状に地勢が変化している。また，久本古墳の東３０ｍの地点は，上流支谷を吸水し
た天神池から発する用水路が開かれている。このように久本古墳は平野を一望する小台地上に位置する。同様な
立地は周辺の小山古墳・山下古墳にも見られ，盟主墳的な立地と考えられる。

第２節　墳丘
　墳丘は早くから水田・家宅等によって削り取られ，わずかに堅固につき固められた石室被覆土を残すにすぎな
い。現存する墳丘は東西１４ｍ，南北１７ｍの不整な多角型の平面形で，墳丘中段は３・４段の階段状に削られ，果
樹が植樹されている。また，既に天井部の被覆粘土はほとんど流出し，大型の安山岩の天井石が一列に露呈して
いる。墳丘高は，西側水田との比高差５．７ｍ，東側家宅との差４．６ｍを測り，石室床面から天井石までは５ｍを測
る。第１次・第２次調査では保存整備に伴う事前調査であることから，墳丘縦横断の調査は行っておらず，墳丘
の構築状況については不明な点が多い。石室内のトレンチ調査において沖積性の粒状の細かい黒褐色粘質土で非
常に軟弱な地盤の平坦な台状地に墳丘基底面が定められていることがうかがえる。また，削取された崩壊面は黄
色花崗土と黒褐色粘土の互層構築の形跡が観察されている。なお，平成１３・１４年度の立会調査において，断面図
（第１４図）を作成した。第１次立会調査地は石室主軸にほぼ並行する南北方向の断面である。第１層は現在の表
土層である。第２～５層が墳丘盛土と考えられるが，明確な版築状況は確認できなかった。第２次立会調査地は
第１次立会調査地の南端から墳丘内側へ直交するトレンチ調査で，東西方向の断面図である。第１層は表土層で，
第２層以下，黄色砂層と黒褐色砂混粘質土により版築が行われている。なお，粘質土層は１０～３０ｃｍの厚さに対
し，砂層は２～１５ｃｍ程度であり，土質によって盛土時の厚さを使い分けていることも指摘できる。第３次調査
のＳＤ１が周溝と考えられ，その内側で概ね奥壁付近を中心とした直径３６ｍの円墳であると考えられる。墳丘内
から遺物は出土していない。

第３節　外部施設（第３次調査の成果）
（１）第３次調査地の概要と基本層序（第１２図～１７図）
　墳丘の南側に隣接する新田町６１号線の改良工事に伴う調査で，羨門から南へ石室の主軸方位と，主軸方位と直
交するよう羨門から西へ掘削を行った。調査区の羨門前面は撹乱が著しく，用水路によって分断されている。用
水路以東は一段高く，現地盤の標高は１３．６ｍで，地山は１２．６ｍを測る。調査区東壁において土層断面図（第１２図）
を作成した。第１層は花崗土で，道路造成時の盛土である。第２層は撹乱層で，古墳脇の電柱工事に伴うものと
考えられる。第３層は灰色の砂混粘質土で旧耕作土である。第４層は灰色シルト～細砂で床土である。第５～９
層の砂混粘質土層も耕作に伴うものと考えられる。第１０層上面より現用水路とほぼ同じ位置に溝状の掘り込みが
認められ，銅版転写の陶磁器を伴うことから概ね明治以降の堆積層と考えられる。第１０層の灰黄褐色砂混粘質土
も耕作土と考えられる。第１２・１３層上面においてＳＤ４（第１１層）を検出しており，概ね１６世紀以降の遺構面と
考えられる。調査ではこの面を第１遺構面とした。第１２・１３層は褐色の砂混粘質土層で，中世の遺物を含む包含
層である。第１６層上面でもＳＤ３（第１４・１５層）を検出しており，概ね１６世紀の遺構面と考えられる。調査では
この面を第２遺構面とした。第１６層は灰褐色の砂混粘質土で，古墳時代の遺物を含む包含層である。第１７図１の
須恵器高杯が出土した。第２９・３０層上面において古墳の周溝になると考えられるＳＤ１（第２４～２８層）及び中世
の溝ＳＤ２（第１８～２３層）を検出しており，古墳～中世の遺構面と考えられる。調査ではこの面を第３遺構面と
した。なお，ＳＤ１とＳＤ２の間に厚さ１５ｃｍの第２９層が存在する。黒褐色粘土ブロックを含む灰黄褐色のシル
ト～細砂層で，墳丘盛土と考えられる。第３０層は黄色のシルト～粘土層で，無遺物層の地山である。
　用水路以西については標高１２．６５ｍで，削平を受け，用水路際では厚さ約２０～３０ｃｍの耕作土及び床土直下の標
高１２．４ｍが地山となっており，西ほど地山が下がっている。調査区南壁において土層断面図（第１３図）を作成し
た。第１層は現代の耕作土である。第２層は撹乱層で，暗渠が埋め込まれていた。第３～５層の砂混粘質土層は
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東壁第６～８層に対応する層で，概ね明治以降の耕作土層である。第８層の褐灰色砂混粘質土層は東壁１３層に対
応する層で，その上面にはＳＤ５（第７層）等の遺構が見られ，１６世紀の遺構面と考えられる。また，第１１層の
暗灰黄色砂混粘質土層上面にはＳＤ２（第９・１０層）が見られ，中世の遺構面と考えられる。調査区の東半は削
平を受けており，同一遺構面で古墳時代～近世の遺構を検出しており，用水路以東の遺構面をそのまま当てはめ
ることはできない。第２０層は黄色のシルト～粘土層で，無遺物層の地山である。この地山上面においても古墳の
周溝と考えられるＳＤ１（第１２～１７層）が掘り込まれている。なお，第１８層のにぶい黄橙色粗砂及び第１９層の淡
黄色砂混粘質土は盛土と考えられる。
　また，試掘トレンチ部分についてはさらに削平を受け，標高１２．４ｍを測る。耕作土直下地山で，標高１２．２ｍで
ある。土層断面図（第１４図）第１～４層は古墳の周溝と考えられる。第５層の褐灰色シルト質細砂は墳丘盛土と
考えられる。
　第３次調査での検出遺構は，古墳周溝を含め溝１３条，土坑３基である。なお，古墳の前庭部は，中近世の溝に
よる撹乱のほか，現代の用水路により大規模な撹乱を受けており，遺構が検出されていない。撹乱層中からは石
室に使用されたと考えられる５０ｃｍ～１ｍ角程度の石材が１０数個検出されるとともに，第１７図２～７の遺物が出
土した。２は須恵器短頸壺の口縁部である。３は須恵器坏である。４は須恵器短頸壺の体部である。５～７は土
師質陶棺片で，外面に凸帯が見られる。

（２）遺構
周溝（ＳＤ１）（第１８～２２図）
　第３次調査ＳＤ１が周溝と考えられる。ＳＤ１は調査区の西部と南部で検出した。南部では幅約１０．５ｍ，深さ
８２ｃｍを測る。両肩より緩やかに下がり，北肩より２．４ｍ，南肩より３．６ｍの地点で急激に落ち込んでいる。底面
は平らで，底面幅は約３ｍを測る。底面の標高は約１１．９ｍである。埋土は５層に分層できる。第１層は灰黄褐色
砂混粘質土層で，概ね緩やかに落ち込む部分に相当する。第２層は灰褐色砂混粘質土層で，やや軟質な土層であ
る。第３層は暗緑灰色粘土層で，硬質である。第４層は灰白色粗砂層で，数ｃｍの薄い堆積であるが，第４層同様
硬質である。第５層は暗青灰色粘土層で，埋土の最下層である。一方，西部で検出したＳＤ１は，調査区が溝に
対し斜交しているため，正確なデータは得られないが，推定幅約５ｍ，深さ５０ｃｍである。両肩より緩やかに落ち
込むだけで，南部で見るような２段落ちは見られない。約１ｍを測る底面幅であるが，平坦面ではなく，緩やか
な落ち込みは明確に底面を分けられないほど丸い。底面の標高は約１１．７ｍである。なお，西ほど地山が下がって
いるため，溝の中心が西へ偏っていることもうかがえる。埋土は６層に分層できる。第１層は灰黄褐色の砂混粘
質土層である。第２層は灰褐色の砂混粘質土層で，南部の第２層と対応する。第３層は褐色の粘土層で，南部の
第３層と対応する。第４層は灰白色の粗砂層で，南部の第４層と対応する。第５層は褐色の粘土層である。第６
層は暗青灰色粘土層で，南部の第５層と対応する。南部と西部では規模・形態は異なる点が多いが，埋土がほぼ
同じであることから，同一の遺構と考えられ，円弧を描くように復元できることから，古墳の周溝と考えられる。
なお，周溝幅が西部より南部が広い点については，西部が著しく削平を受けていることもあるが，南東部が高い
ことによる地形的制約や墳丘前面のみを広く掘削した可能性が考えられる。南部の周溝幅の広い部分をとれば，
墳丘は直径約３６ｍ，周溝幅１０ｍを含めると最大径５６ｍの墓域が想定できる。西部の周溝幅が狭い部分をとっても
直径４６ｍの墓域が想定できる。
　出土遺物は第２１・２２図に掲載した。最下層の青灰色粘土層で出土したものがほとんどである。８は土師器甕の
口縁部である。内面に粗いヨコハケが見られる。９は須恵器甕の口縁部である。外面に櫛目６本の波状文４条を
施している。１０は須恵器坏蓋である。１１は石室の前面部分で出土した須恵器子持壺である。壺は器台の口縁部に
付いていたと考えられる。１２は須恵器甕の頸部である。外面は平行タタキのちカキ目，内面は同心円のあて具痕
が見られる。１３～１８は須恵器甕の体部で，外面は平行タタキ，内面は同心円のあて具痕が見られる。１３・１４は西
部の底面直上で出土したものである。Ｂ１は獣骨である。１７・１８とともに試掘部分から出土したものである。以
上の遺物は概ね７世紀前半のものと考えられる。１９は土師器坏である。南部の第２層から出土しており，１０世紀
のものと考えられることから，周溝の最終埋没が１０世紀以降であったことがうかがえる。

周堤（第１３図）
　また，拡張（立会調査）部分において周溝の断面確認を行った際に，周溝の外側において地山の落ち込みと盛
土と考えられる土層を確認した。第１３図拡張区東壁断面の第１６～２０層がこれに該当する。第２１層の地山の上面に
第１９層の灰オリーブ細砂～粗砂層と第２０層の灰黄色砂混粘質土層が認められる。第１９層上面に古墳周溝最上層の
灰黄褐色砂混粘質土層が堆積していることから，古墳周堤の盛土である可能性が考えられる。この盛土の外側に
は地山を掘り込んだような落ち込みが認められ，第１６・１７層が堆積している。１６層は南部周溝の第１・２層に近
似した灰黄褐色砂混粘質土層であり，周溝埋没とほぼ同時期にこの落ち込みが埋没したと考えられる。１７層は灰
色粘土層である。落ち込みは古墳側が急で，南側はなだらかに削り出している。地山の落ち込みの最深部は標高
１２．２ｍで，周溝端より２．５ｍ外側に位置する。同様の盛土と落ちこみは西部でも確認できる。第１３図調査区南壁
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第１０図　調査前（昭和５０年）墳丘測量図（Ｓ＝1／３００）

１５・１６



第１１図　墳丘測量図（平成１５年）及びトレンチ配置図（Ｓ＝1／３００）

１７・１８
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第１５図　第３次調査第１・第２遺構面平面図
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第１６図　第３次調査第３遺構面平面図



断面の１８・１９層がこ
れに該当する。第２０
層の地山の上面に第
１８層のにぶい黄橙色
粗砂層と第１９層の淡
黄色砂混粘質土層が
認められる。第１８層
上面に古墳周溝埋土
が堆積していること
から，古墳周堤の盛
土である可能性が考
えられる。この盛土
の外側には南部のよ
うな落ち込みは認め
られないが，周溝端
から３．６ｍ外側にお
いて約１０ｃｍの地山
の段差が認められる。
段差の下端は標高
１１．８ｍを測る。周堤
裾は南部では石室奥
壁から３０．５ｍを測り，
周堤裾まで含めた墓
域は最大径６１ｍとな
る。西部では石室奥
壁から２６．５ｍを測り，
直径５３ｍの墓域とな
る。南部，西部とも
に遺物は出土してい
ない。

ＳＤ２（第１２・２５図）
　羨門の前面を東西
に流れる溝で，幅約
３ｍ，深さ１ｍ，検
出長２６ｍを測る。調
査区東壁断面（第１２
図）によると，埋土
は７層に分層でき，
大別して４層に分か
れる。第１７層は黒褐
色粘土層で上層とした。第１８・１９層のにぶい黄橙色粗砂層は中層とした。第２０層は褐灰色粘土層で，下層とした。
第２１～２３層は褐色～灰黄色の粗砂層で，最下層とした。断面は緩やかなＶ字を呈し，底部のみ１段掘り下げてい
る。
　出土遺物は最下層と中層の砂層から多く出土しており，第２５図に掲載した。２０～２２は最下層出土遺物である。
２０は須恵質の平瓦である。凹面は布目，凸面はタタキである。２１は須恵器甕の頸部で，外面はカキ目，内面は同
心円のあて具痕が残る。古墳に伴うものと考えられ，混入品である。２２は須恵器甕の口縁部で，外面は格子目タ
タキ，内面は板ナデで，１１世紀末～１２世紀初頭のものと考えられる。２３～２８は中層出土のものである。２３～２６は
土師質土器羽釜で，外面は指頭圧，内面はナデで，１４～１５世紀のものである。２６の外面には煤が付着している。
２７は須恵器�で，１２世紀のものである。２８は土師器皿で，１１世紀末～１２世紀初頭のものである。２９～３２は上層出
土のものである。２９は土師器の把手で，古代のものと考えられる。３０は土師質土器の脚部で，１４～１５世紀のもの
である。３１は土師器長胴甕の口縁部で，外面は指頭圧後粗いタテハケ，内面は粗いヨコハケで，１０～１１世紀のも
のである。３２は土師質土器鍋の口縁部で，内耳が見られ，１６世紀のものと考えられる。３３の須恵器甕の体部はＳ
Ｄ２の西端部の下層から出土したもので，混入品である。なお，ＳＤ２の西端は古墳周堤部分を切っており，こ
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第１７図　包含層及び撹乱出土遺物実測図



－２５－

第
１８
図
　
周
溝
土
層
断
面
図



－２６－

第１９図　ＳＤ１（周溝）最下層土器出土状況図①



れに伴う遺物であった可能性
が考えられる。
以上の出土遺物から溝の埋没
開始時期は１１世紀末～１２世紀
初頭に求められ，中層で１４～
１５世紀，最終埋没は１６世紀と
考えられる。なお，下層以上
については，最下層と時期幅
があることから，最掘削され
た溝で，ＳＤ１２・１３に該当す
る可能性もある。

ＳＤ３（第１２・１５図）
　第２遺構面で検出した溝で
ある。撹乱が著しくて不明な
点が多いが，南西から北東に
流れる溝で，幅３ｍ，深さ３０
ｃｍを測り，北東端で２本の
溝に分岐している。調査区東
壁断面（第１２図）によると，第１４・１５層の２層に分層できるが，いずれも粗砂層である。遺物は出土していない
が，１６世紀に埋没したＳＤ２の上層から掘り込まれており，さらに上層のＳＤ４も１６世紀の遺構であることから，
ＳＤ３についても１６世紀の遺構と考えられる。

ＳＤ４（第２３・２４・２６図）
　第３遺構面で検出した南北方向の溝である。幅２．４ｍ，深さ２７ｃｍ，検出長８．３ｍを測る。検出部分の中央部分
から直交して東へ伸びる幅３０ｃｍの溝も検出した。南北方向の主流路は，上層が灰黄褐色粗砂層，下層が黒褐色
砂混粘質土層の２層に分層できる。東へ分岐した溝は灰黄褐色砂混粘質土層である。
　出土遺物は第２６図に掲載した。３４は土師質土器羽釜の口縁部で，内外面とも指頭圧が見られ，１６世紀のもので
ある。３５は土師質土器鍋の口縁部で，１６世紀のものである。

ＳＤ５（第１３・１５・２６図）
　調査区西端で検出した東西方向の溝で，北肩しか検出していないため，詳細は不明である。埋土は調査区南壁
断面（第１３図）によると灰黄褐色の砂混粘質土層の単層で，深さ２０ｃｍ以上を測る。
　出土遺物は第２６図の３６の土師質土器羽釜だけで，１５世紀のものである。

ＳＤ６（第２３・２４図）
　ＳＤ８に切られた幅２０ｃｍ，深さ３ｃｍ，検出長８０ｃｍを測る南北方向の溝である。埋土は灰黄褐色砂混粘質土
の単層である。遺物は出土しておらず，時期は不明である。

ＳＤ７（第２３・２４図）
　ＳＤ８に切られた幅３０ｃｍ，深さ５ｃｍ，検出長１．６ｍを測る南北方向の溝である。埋土は灰黄褐色砂混粘質土
の単層である。遺物は出土しておらず，時期は不明である。

ＳＤ８（第２３・２４・２６図）
　石室主軸の延長線上で検出した南北方向の溝である。幅７０ｃｍ，深さ１０ｃｍ，検出長４．０ｍを測る。検出部分の
北端で直交して西へ伸びる幅１．１ｍの溝も検出した。埋土は黒褐色砂混粘質土の単層である。
　出土遺物は第２６図の３７の須恵器甕の口縁部だけで，７世紀のものである。ただし，ＳＤ８は周溝を切っているこ
とから，遺物は混入品で，中世以降の遺構と考えられる。埋土はＳＤ４の下層と同じであり，溝の方位等も同じ
であることから１６世紀の遺構の可能性が考えられる。

ＳＤ９（第２３・２４図）
　ＳＫ１に切られた幅５０ｃｍ，深さ８ｃｍ，検出長３．８ｍを測る溝である。東西方向の溝であるが，墳丘を取り囲
むように西端で北へカーブしている。埋土は灰黄褐色砂混粘質土の単層である。遺物は出土していないが，西端
でＳＤ１２・１３に切られており，１４世紀以前の遺構と考えられる。
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第２０図　ＳＤ１（周溝）最下層土器出土状況図②
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第２１図　周溝出土遺物実測図①



ＳＤ１０（第２３・２４図）
　幅５０ｃｍ，深さ１０ｃｍ，検出長５．４ｍを測る溝である。ＳＤ９同様，東西方向の溝であるが，墳丘を取り囲むよ
うに西端で北へカーブしている。埋土は灰オリーブ色粘土の単層である。遺物は出土しておらず，時期は不明で
ある。

ＳＤ１１（第２３・２４図）
　幅５０ｃｍ，深さ２ｃｍ，検出長２．７ｍを測る溝である。ＳＤ９同様，東西方向の溝であるが，墳丘を取り囲むよ
うに西端で北へカーブしている。埋土は灰色粘土の単層である。遺物は出土しておらず，時期は不明である。

ＳＤ１２（第２３・２４・２６図）
　ＳＤ２の上部で検出した溝で，深さ４５ｃｍを測る。埋土は３層に分層できる。上層は暗灰黄色砂混粘質土層，
中層はオリーブ灰色砂混粘土層，下層は暗緑灰色砂混粘土層である。
　出土遺物は第２６図に掲載した。３８・３９は土師器坏で，１３世紀後半～１４世紀のものである。４０は龍泉窯系青磁碗
で，１３～１４世紀のものである。４１の須恵器坏は８世紀のもので混入品と考えられる。

ＳＤ１３（第２３・２４・２６図）
　ＳＤ２及びＳＤ１２の上部で検出した溝で，深さ４５ｃｍを測る。南肩しか検出しておらず詳細は不明であるが，
埋土はオリーブ褐色粗砂の単層である。
　出土遺物は第２６図に掲載した。４２は土師質土器の脚で，１４～１５世紀のものである。４３は土師器坏で，１４～１５世
紀のものである。４４の須恵器甕は７世紀のもので混入品と考えられる。

ＳＤ１４（第２３・２４・２６図）
　石室主軸方位に平行する南北方位の溝で，幅３０ｃｍ，深さ３ｃｍ，検出長４．４ｍを測る。埋土は灰黄褐色の細砂
の単層である。
　出土遺物は第２６図４５の龍泉窯系青磁碗１点のみで，１３～１４世紀のものと考えられる。しかしながら，埋土はＳ
Ｋ３の下層に近似しており，近世の遺構と考えられる。

ＳＫ１（第２３・２４図）
　長さ４．１ｍ，幅１．６ｍ，深さ１６ｃｍを測る東西方向に長い溝状の土坑である。土坑中央部は溝状に１段低くなっ
ている。埋土は２層に分層でき，上層が褐灰色砂混粘質土層，溝状の１段低い部分が黒褐色砂混粘質土層である。
遺物は出土しておらず，時期は不明である。

ＳＫ２（第２３・２４図）
　長さ１ｍ，幅５０ｃｍ，深さ３ｃｍを測る不整形の土坑である。埋土は灰黄褐色細砂の単層である。遺物は出土し

－２９－

第２２図　周溝出土遺物実測図②
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第２３図　第３次調査第１遺構面平面図
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第２４図　第３次調査遺構土層断面図
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第２５図　ＳＤ２出土遺物実測図



ていないが，埋土はＳＫ３の下層に近似しており，近世の遺構と考えられる。

ＳＫ３（第２３・２４・２６図）
　ＳＫ３は径１．２５ｍ，深さ４０ｃｍを測る円形の土坑である。埋土は２層に分層できる。上層は褐色の粘土ブロッ
クを含む灰黄褐色砂混粘質土層で，下層は灰黄褐色細砂～粗砂層である。
　第２６図４６の堺・明石焼擂鉢１点のみが下層から出土しており，１８世紀後半のものである。

噴砂（第１３・１６図）
　調査区の南端で検出した。平面形態は東西５０ｃｍ，南北３０ｃｍの楕円形部分と，そこから東に幅２ｃｍ，検出長
１ｍの筋状の部分を検出した。工事に伴う立会調査部分での確認であったため，地山の断ち割りは行えなかった
が，地山の明黄褐色粘土層以下から灰白色の細砂～粗砂が噴き上がっている。噴き上がった砂は地山の上面で横
に広がりをもつとともに，やや盛り上がりを見せており，早い段階で，パックされたことがうかがえる。拡張区
東壁断面（第１３図）からすると，地山を削りだして周堤を作っており，その埋没層（１６・１７層）の上層（１３・１４
層）にパックされている。先述のとおり，１６層は概ね周溝の上～中層埋土と類似しており，同時期の埋没が考え
られ，１０世紀頃に比定できる。また，１３層上面は第３遺構面であり，１１世紀末の遺物を含むＳＤ２が掘り込まれ
ていることから，遅くとも１１世紀末には１３・１４層が形成されたと考えられる。このため，噴砂を引き起こした地
震の年代は１０世紀後半～１１世紀後半頃が考えられるが，当該期の地震は記録にはない。文献に残る地震としては
仁和の南海地震（８８７年）と康和の南海地震（１０９９年）があるが，この間は２１２年あり，９０～１５０年周期の南海地震
としては間隔が長い。このため，西暦１０００年前後に南海地震があったことが想定される。
 

－３３－

第２６図　第３次調査遺構出土遺物実測図



第４節　石室
（１）石室構造
　全長１０．８ｍの両袖式の横穴式石室を内部主体とする。石室の主軸は磁北から約１５°東に傾いている。石室は古
くから開口しており，羨道部天井石，玄室天井石，壁面の一部が失われ，全体として西傾している。羨道天井部
と玄室の前壁，後壁の天井石が削られているものの，石室構築に用いられた石材の巨大なこと，奥壁に接し東西
両側壁に架構された石棚が存在することが本墳の特徴である。
　玄室は長さ４．６ｍ，幅２．６ｍ，高さ３．５ｍを測る。玄室の基底石は，その１／５を床面に埋めた５石の安定した腰
石と頑丈な両袖石によって定められている。まず奥壁に幅２．４ｍ，高さ１．２ｍの腰石を置き，東西両壁ともそれに
重ね合わせて奥壁側の腰石を配し，さらにこれにつき合わせて前半部の腰石をつなぎ，これに直交するように袖
石を立てている。袖石と側壁との隙間を詰めるように東西とも小型の割石が挟まれていることも，上記の腰石の
組み立てを示すものと考えられる。奥壁は腰石上に３段の大型石材を積み上げた４段積みの構築である。３段と
も東西側壁につき合わせるように２石ずつの積み上げで，側壁と重ね合わすような石積みは西壁の上部と３段目
の東側積石で認められるだけである。持ち送りはそれほど顕著ではなく，ほぼ直立している。天井石架構は現存
しないが，奥壁４段目の積み石の上部に架構されたものと考えられる。奥壁の高さは３．１ｍを測る。側壁は東西
とも２石の腰石によってプランを定めている。東壁の腰石は，奥壁寄りのものが幅２．４ｍ以上，高さ１．３ｍ以上を
測り，玄門寄りのものが幅２ｍ，高さ１ｍ以上を測る。西壁の腰石は，奥壁寄りのものが幅１ｍ以上，高さ１．２ｍ
以上を測り，玄門寄りのものが幅３．２ｍ，高さ１．４ｍ以上を測る。腰石上部の石積みは，間に石棚を挟んで６段積
みで構築している。腰石の上辺を整え，奥壁の積み上げに平行して２段目の積み石を奥壁側から玄門へと行い，
次いで奥壁に接するように石棚をほぼ水平に差し渡している。石棚は玄室床面の１／３を覆うように架構してい
る。石材は長さ３ｍ余り，幅１．５ｍ，厚さ５０～６０ｃｍの扁平な安山岩の自然石を用い，上面は自然面のままで，下
面は節理に合わせて平坦に加工したものである。棚下は床面から１．７～１．８ｍで，東西側壁が２段目までは持ち送
りをせず直立していることから，棚下の空間は広く感じられる。なお，石棚上面から天井までは０．９～１．０ｍを測
る。石棚架構後は玄門袖石に�石を架け，東壁では棚石の上部に１石を置き，次いで２段目の積石よりやや大型
の１石を置き，２段で�石の高さとレベルを整えているが，西壁では棚石につづけて２石を水平に配し，玄室�
石のレベルに合うように２段の積石を続けている。さらに東壁とレベルを整えるように４段目を積み上げている。
なお奥壁部分でも述べたが，この４段目の奥壁寄りの１石は奥壁３段目の上に重ねて積まれている。５段目から
の積石は４段目までのものに対して扁平な石材が主体となっている。西壁では扁平な自然石を用いて４段目同様
ほとんど水平に積まれているのに対し，東壁では石材の小口が三角形を呈するものが数石組み合わされている。
６段目は最上段であり，東西両壁とも前壁部分及び奥壁部分を欠き詳細は不明であるが，玄室中央部が他よりも
高くなるように用石を選択している。さらに天井部下面の凹凸に見合うように一部詰め石状の構築も認められる。
持ち送りは石室が西傾しているため西壁に対し東壁が大きく持ち送るように見えるが，両側壁とも下段の２段は
直立させ３段目から持ち送られている。天井幅は持ち送りにより床面幅に対して約１ｍ狭くなっている。前壁の
基底部は高さ２ｍ，幅１．２ｍ，厚さ５０ｃｍの扁平な安山岩を両壁とも約３０㎝床面下に埋め込んで直立させている。
袖石上に長さ２．５ｍ，幅１．４ｍ，厚さ１．５ｍを測る�石を差し渡している。側壁４段目の積石後，�石の上辺を水平
に整え，前壁最上段の１石を置いている。前壁の高さは３．３ｍを測る。天井石は２石現存するが，前壁及び奥壁の
上部の失われた２石を加えた４石で覆っていたものと考えられる。現存する天井石のうち奥壁寄りのものは長さ
２．７ｍ，幅２ｍ，厚さ１ｍを測り，やや平らな安山岩を差し渡している。一方，前壁寄りのものは長さ２．５ｍ，幅
１．６ｍ，厚さ１．３ｍを測り，角張った長方形の安山岩を用いている。天井幅は前壁部で１．２ｍ，中央部で１．５ｍ，奥
壁部では上部２枚の積石が欠けているため不明であるが，他との比較によれば，１．３ｍ～１．４ｍと推定され，中央
に張った形であったと考えられる。
　羨道部は長さ６．２ｍ，幅１．６ｍ，高さ２ｍを測る。上部が通路として使用されていたため，盛土の流出が著しく，
側壁が崩れ，天井石が傾いている。先述の２石の両袖石と仕切石によって玄室と区画されており，両袖石を３０～
４０ｃｍ張り出すように側壁をつき合わせている。また，羨門にも玄門と同様に，高さ２．５ｍ以上の立柱状の自然石
を西側壁から約２０ｃｍ，東側壁から約４０ｃｍ張り出すように立て，石室外の空間と明確に区分している。なお，東
側羨門石は西側より大きいものを使用しており，石室長が約３０ｃｍ長い。側壁腰石は東壁２石，西壁３石である。
東壁は羨道部中央で崩れている。玄門袖石につき合わせて大型の自然石を２段に積み，�石を受けている。羨門
寄りでは４段積によって壁面を構築している。西壁もやはり羨道部中央で積石が崩れているが，東壁よりも整っ
ている。玄門袖石につき合わせて大型の自然石を２段に積み，�石を受けている。羨門寄りは３段，一部で４段
積みによって壁面を構築している。東西両壁とも壁面は自然石の平坦面を使用しているため整美である。羨道部
の天井石は３石現存するが，玄室前壁に接合された１石が従来の位置をとどめるだけで他はいずれも前後にずれ
ている。中央の１石は玄門寄りの天井石に密着していたと思われるが側壁の崩壊のため数十 ㎝ もずれている。
羨門にかかる天井石も大きく傾き，不安定な状態であるが元来は水平に架構されていたと考えられる。移動して
いる２石を原位置に戻すと天井部に１ｍ～１．５ｍの空隙ができ，現存する天井石の形状からして，さらに１石を
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第２７図　久本古墳石室実測図（Ｓ＝1／６０）

３５・３６
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第２８図　石室断面図



もって架構されていたものと
考えられる。
　石室基底部の状況は，羨道
前半部及び中央部と玄室中央
部の床面に設定した横断トレ
ンチと羨道排水溝底部で部分
的に確認したにすぎず，資料
不足の感を免れないが，各断
面の観察から築造工程が推測
できる。玄室中央の断面では，
最下層の粒状の細かい黒褐色
粘質土の上面に２５～３０ｃｍを
測る厚くつき固めた白色粘質
土混じり黄褐色土の床面基底
部が認められる。黒褐色粘質
土に玄室腰石が直接置かれ，
白色粘質土混じり黄褐色土に
は排水溝の掘り方は認められ
るものの，腰石の掘り方は認
められないところから，白色
粘質土混じり黄褐色土は腰石
配置後の床面盛土であり，床
面基底部を形成するとともに
腰石を固定している。羨道部
の断面はやや複雑である。カ
マボコ形の上面を示す黒褐色
粘質土上に玄室の場合と同じ
く白色粘質土混じり黄褐色土
が約１５～２０ｃｍ盛土されてい
るが，両側壁寄りでは深く２
層を貫いて掘り方が穿たれて
いる。東壁側では床面基底部
から深さ６０ｃｍの掘り方が穿
たれ，深く腰石が固定され空
隅を白色粘質土混じり花崗土
と黒褐色粘質土を混合して埋
めている。西壁は深さ５０ｃｍ
の掘り方を穿っているが，腰
石を直に置かず黄色土混じり
黒褐色土と黄色土を交互に設
置し，床面基底面より僅かに
下部で腰石を立てている。腰
石用石の制約を受けて一度掘
り方を穿った後，版築によっ
てそれを埋め戻し，腰石を置
いたものと考えられる。羨道
前半部の断面にも羨道中央部
同様に黒褐色粘質土の上面に
白色粘質土混じり黄色土を置
き床面基底部が定められてい
て，それに側壁を立てる掘り
方を穿っている。西側壁腰石
は掘り方の内部を版築し，そ
の上部に置いている。石室床
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第２９図　礫床検出状況平面図



面基底部を形成している白色粘質土混じり黄褐色土は，玄室の方がやや
粘質土が多く含まれ堅固な面を作っている。床面上面のレベルは玄室
から羨道部にかけてゆるく下がっており，羨道中央部から羨門にかけて
の勾配はわずかに急である。
　石室基底面形成後，玄室及び羨道部に排水溝を設置している。玄室の
排水溝は，石室の周囲を巡る。奥壁及び両側壁に接し，前壁側では仕切
石に排水を集水するようＹ字の平面プランを示す。奥壁部分と西側壁
部分は特に丁寧で，床面基底部に断面Ｕ字形の掘り方を掘り込み，底部
は素掘りのまま，側面は形のそろった安山岩自然石を並列に配置し，蓋
石をかけ，さらに蓋石の両部に据え積みを施すといった周到なプランで
ある。東壁の一部と玄門仕切石付近はやや雑な構築で，蓋石が架構され
ず，床面に使用された円礫が内部に転落した状態で検出された。羨道部
では仕切石直下で一本に集束され，そのまま羨道部中央を通り石室外へ
排水する。羨道部は大幅に撹乱されているため，断面プランは不明であ
るが玄門寄りでは広いＵ字形の掘り方に扁平な小形の割石が敷石状に
埋められ，さらに掘り方上面の床面には扁平な自然石が数石置かれてい
るところから玄室内と同様蓋石が架構されていたと考えられるが，他の
部分では石材は検出されておらず，素掘りであったと考えられる。
　排水溝の設置が終了した後，玄室の床面は拳大の川原石円礫を１５～２０
ｃｍの厚さで敷きつめている。円礫群の中には安山岩の扁平割石が東側
壁の奥壁寄りと西側壁の中央付近に設置されているが，これを棺台とす
る積極的な証拠は得られていない。玄室と羨道部は２石の両袖石と仕
切石によって分けられており，羨道部には礫床は認めらない。羨道部の
床面には玄門仕切石から約１．２ｍ羨門寄りに長さ１．５５ｍ，幅０．５ｍ，厚さ
０．３ｍの花崗岩の仕切石が設置されている。

（２）埋葬棺
　玄室の石棚の下に奥壁に平行するように，第３５図４７の土師質亀甲型陶
棺が１基検出された。陶棺は身・蓋とも中央で２分割されている。平面
形は隅丸方形を呈する。長さ２ｍ，幅６８ｃｍを測る。器壁はわずかに内
傾して立ち上がる。内外面とも横方向の指頭ナデを施した後，棺身の底
部付近に横方向の凸帯を１条巡らすとともに，器壁周囲に縦方向の凸帯
を２８本施している。器壁の上縁外面に水平に張り出す鍔を貼り付け，棺
蓋の受けとしている。棺底部に直径１３～１５ｃｍ，高さ１４～１６ｃｍを測る
３行８列２４脚の円筒状の脚部が付く。脚部外面にタテハケ，内面に指頭
ナデを施した後，棺底部に取り付け，粘土で周囲を補強している。棺蓋
の破片は接合する部分が少なく，不明であるが，破片資料を基に棺身の
形態が類似する奈良市狐塚２号横穴出土陶棺を参考に復元したもので，
正確な大きさは不明である。ドーム状になると考えられ，復元した高さ
は棺身と合わせて８８ｃｍとなる。内外面とも指頭ナデにより器壁を整え
た後，周囲に縦横に凸帯を施している。側面には円孔が見られる。身・
蓋とも赤色顔料が付着していた痕跡が認められる。棺内には人骨は遺
存せず，Ｋ１６の鉄鏃１本のみが出土した。棺底には石灰質のさらっとし
た白色土が薄く堆積していた。
　第３６・３７図の４８～６６は接合できなかった陶棺片である。４８・４９は円孔
が見られ，棺蓋の破片と考えられる。外面には赤色顔料が付着している。
５０は凸帯が十字に貼り付けられていることから棺蓋である。５１は断面が丸く，縦横に凸帯が貼り付けられている
ことから，棺蓋の破片と考えられる。５２は棺蓋の中央切断面部分と考えられる。外面と切断面に赤色顔料が付着
している。５３は棺蓋の口縁部で，横方向の凸帯が貼り付けられている。５４は断面が丸いことから棺蓋の破片と考
えられる。５５～５８は身・蓋いずれかは不明である。５５と５８の外面には赤色顔料が付着している。５９・６０は棺身の
底部で，脚部との接合部分である。６１は棺身の鍔である。６２は棺身の口縁部で，鍔の接合面で剥離している。外
面に赤色顔料が付着している。６３・６４は棺身の凸帯と考えられるが，他の破片の凸帯に比べややシャープなつく
りである。６５・６６は脚部である。外面タテハケ，内面指頭ナデである。

－３９－

第３０図　排水溝平面図



（３）出土遺物
　石室内からは多量の遺物が
出土した。第３８・３９図は玄室
出土遺物である。６７～７１は須
恵器坏蓋である。口径は１０．４
～１４．０ｃｍで，かなり小さく，
上半の回転ヘラケズリも器高
の１／４程度である。７２・７３
は須恵器坏蓋である。鈕が付
き，かえりを持つもので，口
径は１０．４ｃｍと１０．０ｃｍと小
さい。７４～８１は須恵器坏であ
る。６７～７１の坏蓋に伴うもの
で，蓋同様回転ヘラケズリは
器高の１／４程度である。立
ち上がりは７４～７６に比べ，７７
～８０は低くなっており，口径
は７４～７７が１２ｃｍ以上である
のに対し，７８～８０はそれ以下
となっている。８２～８７は箱形
の須恵器坏で，いずれも外面
に沈線が見られる。８２は平坦
な底部から口縁部が直立する
ものである。８３～８６は平底に
近いが，やや丸みを持つもの
で，直立する口縁部は外反し
ており，口径は９．４～１０．２ｃｍ
を測る。８７は小型のもので，
口径８．２ｃｍを測る。体部外
面に溶着痕が認められる。８８
～９０は須恵器有蓋高杯の蓋で
ある。口径１３．６～１３．９ｃｍを
測り近似しているが，８８は回
転ヘラケズリがやや下方まで
施されている。９１は須恵器有
蓋長脚高杯である。杯部は口
径１２．４ｃｍを測り，立ち上が
りは比較的長い。脚部には方
形２段スカシが見られる。９２
は須恵器無蓋高杯である。
９３・９４は須恵器の壺蓋で，返
りが直線的で長い。９５～９７は
須恵器台付長頸壺である。９５
は脚部の接合面で剥離をして
いる。頸部は長く直線的で，
沈線を２条巡らしている。体
部は最大径付近に沈線２条を
巡らし，その間に列点文を施
し，下半は回転ヘラケズリで
ある。９６は施文及び調整技法
は９５と同じであるが，頸部が
短く，やや内彎する。脚部は
三角形スカシが２方向に見ら
れる。９７はやや内彎ぎみの頸
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第３１図　床面検出状況平面図
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第３２図　排水溝完掘状況平・断面図



部に沈線２条を巡らし，その間に列点文を施している。９８の脚部は沈線２条が施されているだけである。９９は須
恵器の脚部で，外面に自然釉が付着している。１００は須恵器直口壺である。体部上半に意図的かどうかは不明で
あるが，ヘラ記号が認められる。１０１は須恵器長頸壺で，沈線を頸部に１条，体部に２条巡らせている。底部はヘ
ラケズリである。１０２は須恵器提瓶である。扁平な体部は中心から放射状に平行タタキが施されている。把手は
カギ状である。１０３は須恵器横瓶である。体部外面は横方向の平行タタキ後カキ目で，内面に同心円の当て具痕
が見られる。また，体部外面には溶着痕及び自然釉の付着が認められる。１０４は須恵器平瓶で，体部上半は回転ナ
デ後カキ目，下半は回転ヘラケズリである。１０５は須恵器壺の口縁部である。１０６は須恵器子持壺である。器台の
口縁部に装飾するものと考えられ，周溝最下層出土遺物の１１と同一個体の可能性が考えられる。１０７は須恵器の
脚である。第４０図は羨道部出土遺物である。１０８は須恵器有蓋高脚高杯である。坏部は口径１２．５ｃｍで，立ち上が
りは低い。脚部は間に沈線１条を挟んで方形２段スカシが見られる。１０９・１１０は須恵器高杯である。脚部中央に
沈線を施し，１０９は沈線の上方，１１０は沈線の下方に方形スカシが施されている。１１１は須恵器で器種不明の破片で
ある。１１２・１１３は須恵器甕の体部で，外面は平行タタキ，内面には同心円のあて具痕が見られる。１１４は土師器の
高杯である。外面タテハケ，内面ヨコハケである。１１５・１１６は土師器坏で，内面に暗文が見られる。
　土器以外には金属製品が出土している。第４１図のＫ１～Ｋ５は銅鋺である。Ｋ１は蓋である。変形し，口縁部
の一部を欠いている。傘形の形態で，かえりを持ち，蓋上部には沈線２条を施した２段の薄い段を設け，その上
部に宝珠形の鈕がついている。Ｋ２は鋺身である。半球形の鋺で，口縁部に４条の沈線が見られる。なお，体部
中央にも沈線が施されたとする実測図（毛利光１９７８）も存在するが，保存処理後の現状外見からは確認できず，
レントゲン撮影も試みたが奥行きまで透過してしまい確認できなかった。Ｋ３は承盤である。高さ２．６ｃｍの脚
が付いており，底部から約１ｃｍ立ち上がった口縁部は端部で外側へ拡張している。見込みには直径６．６ｃｍで突
起が巡るとともに，その内外に沈線を施している。Ｋ４・Ｋ５は同一固体と考えられるもので，Ｋ１～Ｋ３に接
合しない。変形が著しく正確な形態は不明であるが，やや浅い鋺形態を呈することから無台鋺の可能性が考えら
れる。口縁部および体部中央に沈線が巡る。第４２図Ｋ６～Ｋ２２は鉄鏃である。木質及び巻糸が残存するものも見
られる。Ｋ２３は飾金具と考えられる。Ｋ２４は刀子である。
　以上の遺物は概ね７世紀初頭～中葉のもので，埋葬及び葬送儀礼に伴うものと考えられる。撹乱により原位置

－４２－

第３３図　石室内遺物出土状況略測図（『古高松郷土誌』を一部改変）
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第３４図　石室内礫床直上遺物出土状況図
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第３５図　玄室出土陶棺実測図
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第３６図　玄室出土陶棺片実測図①
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第３７図　玄室出土陶棺片実測図②
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第３８図　玄室出土土器実測図①
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第３９図　玄室出土土器実測図②

第４０図　羨道部出土土器実測図



－４９－

第４１図　玄室出土銅鋺実測図（Ｋ１～Ｋ３は廣瀬常雄氏原図をトレース）



を保っているものは少ない。特に玄室中央から玄門寄りにかけては著しく，埋土上部から多くの須恵器が出土し
ている。しかしながら，側壁及び袖部分を中心にいくつか原位置を保っていると思われる遺物について，その出
土状況を明らかにしたい。概ね玄室の奥壁側には銅鋺をはじめ，鉄鏃など金属製品が多く出土している。承盤付
銅鋺Ｋ１～Ｋ３は，奥壁から１．６ｍ，西側壁から３０ｃｍの地点で出土した。銅鋺の下には木質が残っていた。現存
する木質から幅３０ｃｍ以上，長さ９０ｃｍ以上の板が復元できる。陶棺との位置関係及び板材の木目から推定する
と，板は石室に対して斜行して置かれ，最大で幅４０ｃｍ以下，長さ１．３ｍ以下と考えられる。鉄釘も出土していな
いことから木棺の可能性は低い。このため，銅鋺は箱の中あるいは台状の施設の上部に置いていたと考えられる。
一方，須恵器は玄室の奥壁側礫床直上ではほとんど検出されておらず，両袖部を中心に出土していることがうか
がえる。奥壁寄りの遺物としては，東側壁に接し奥壁から２ｍの位置で須恵器横瓶１０３と須恵器直口壺１００が出土
した。右袖部では西壁沿いの遺物としては，袖石から１．１ｍ北側で須恵器坏７５と須恵器提瓶１０２が出土した。南側
には隣接して須恵器坏８５も出土したが，同地点には黒色土器�１２７も出土していることから原位置を保っている
とは言いがたい。また，側壁から４０ｃｍ離れた位置には須恵器坏蓋６８と須恵器坏７７がセットで出土した。また，
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第４２図　玄室出土鉄器実測図



その南側では須恵器坏７４・７６が２個並んで出土した。右袖では西側壁とのコーナーで須恵器坏７２が上下逆さで出
土した。また，袖石中央付近で須恵器台付長頸壺９６，玄門寄りで須恵器平瓶１０４が出土した。左袖部では袖石に面
し，須恵器台付長頸壺９５と須恵器有蓋高杯７１が出土した。このほか玄室中央で須恵器有蓋高杯蓋８８や須恵器坏８０
が出土しているが，玄室中央から玄門にかけては撹乱が著しく，小片が散乱するような状態であったことから，
原位置を保っているとは言い難い。なお，羨道部も撹乱が著しく，原位置を保っているものは無いが，排水溝に
転落した状態で須恵器有蓋高杯１０８と須恵器無蓋高杯１０９・１１０が出土した。
　第４３～４６図は埋葬に伴わない遺物で，４３～４５図は玄室，４６図は羨道部から出土したものである。第４２図のＳ１
は磨製石斧，Ｓ２は安山岩の石材に加工痕が見られるもので，いずれも混入品である。１１７～１１９は土師質の平瓦
で，中世のものである。１２０は土師質土器の竃で，中世のものである。１２１は須恵器壺で１３世紀のものである。内
外面とも指頭圧後ナデで，内面には接合痕をよく残しており，非常に雑なつくりである。１２２は須恵器壺の底部で，
１０世紀のものである。１２３は焼成不良の須恵器坏で，１０世紀前半のものである。１２４は土師器坏で，１２世紀のもの
である。１２５・１２６は内面黒色の黒色土器�で，内外面ともミガキが施され，見込みは格子状に磨いている。１２５に
比べ１２６のミガキが散漫であることから，１２５は１２世紀前半，１２６は１２世紀中葉のものである。１２７は土師器�で，
１２世紀後半のものである。１２８～１６１は中世の土師質土器の脚部で，３足の脚がつく鍋・釜が１０個体以上存在した
と考えられる。１６２は須恵質の平瓦で，凹面布目圧痕，凸面タタキが見られる。１６３は土師質の土錘である。１６４は
土師質土器竈の把手である。１６５は須恵器鉢で，外面に格子目タタキが見られる。１２世紀中葉のものである。
１６６・１６７は土師質土器羽釜で，１５世紀のものである。１６８は土師器皿で，１２世紀前半のものである。１６９は土師器
坏で１３世紀のものである。１７０～１７５は土師器坏で，１７０～１７３は１１世紀末，１７４は１２世紀，１７５は１３世紀のものであ
る。１７６は土師器の坏または�で，１２～１３世紀のものである。１７６は土師器坏で，１３世紀後半のものである。１７８は
土師器�で１３～１４世紀のものである。１７９・１８０は土師器�で，１１世紀末～１２世紀のものである。１８１～１８８は内面
黒色の黒色土器�である。１１世紀末～１２世紀前半のものであるが，１８３・１８４は器高が高く，１８５～１８８はやや皿状
になっていることから，２時期に細分できる可能性がある。１８９は和泉型の瓦器�で，内面に粗雑な同心円のミガ
キが見られる。１３世紀前半のものである。これらの中世土器はそのほとんどが石室内の流入土中に散在して存在
した。原位置を保ったものとしては１７０・１７１・１７３・１７４の１１世紀末～１２世紀の土師器坏群が羨道部の玄門と東側
壁のコーナー部分で出土している。 
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第４３図　玄室出土石器実測図
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第４４図　玄室出土中世土器実測図①
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第４５図　玄室出土中世土器実測図②
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第４６図　羨道部出土中世土器実測図



第５節　久本古墳出土陶棺の胎土分析

白石　純（岡山理科大学自然科学研究所）

１．分析目的
　高松市久本古墳からは土師質の陶棺が出土しているが，この陶棺を理化学的な手法により胎土分析を行った。
そして陶棺の胎土的特徴を調べ，陶棺の胎土分析に向けての基礎データを収集した。また，高松平野部でサンプ
リングした粘土との比較を行った。

２．分析方法
　理化学的な分析方法は，蛍光Ｘ線分析法と実体顕微鏡観察法で実施した。
　蛍光Ｘ線分析方法は，試料に含まれる成分（元素）量を測定するもので，その成分量の違いから生産地を推定
する方法である。また，分析装置の特徴は，分析試料の作製が簡単で，測定も短時間でできるため，多量に試料
を分析するのに有効である。しかし，測定試料は均質性が求められるため，分析試料を２gほど粉末にする必要が
あり，一部破壊分析である。
　蛍光X線分析の測定装置は，エネルギー分散型蛍光X線分析装置（セイコーインスツルメンツ製SEA２０１０L）を
使用し，Si・Ti・Al・Fe・Mn・Mg・Ca・Na・K・P・Rb・Sr・Zrの１３元素を測定した。
　実体顕微鏡観察法では，胎土中の岩石，鉱物の種類や量を調べることで，どのような地質基盤層の粘土を使用
しているか検討する方法である。
　分析試料は，第３表に示した久本古墳出土陶棺破片４点である。
　

３．分析結果
　《蛍光X線分析法》
　第３表および高松平野部でサンプリングした粘土からCa（カルシウム），K（カリウム），Rb（ルビジウム），Sr
（ストロンチウム）の各元素に顕著な違いがみられる。そこで，これらの元素のXY散布図を作成し，胎土の比較
を行った。
　第４７図K－Ca散布図では，４点の陶棺は高松平野部のどの粘土とも胎土が異なっているが，石清尾山古墳群の南
側裾でサンプリングした粘土（基盤層粘土）がやや近い分析値であった。また，第４８図Rb－Srの散布図では，高
松平野部で採取した基盤層粘土と胎土的に類似していた。
　
《実体顕微鏡観察法》
　４点の陶棺破片の表面を観察したところ，いずれの陶棺にも３mm以下のやや表面がローリング（亜角レキ）
を受けた石英・長石が観察され，素地土には，０．３mm以下の黒雲母が含まれていた。また，まれに花崗岩起源の
岩片が含まれていた（写真１～４）。
　

４．まとめ
　以上分析結果より，蛍光X線分析では，高松平野部の粘土と一致するものは見られなかった。また，実体顕微鏡
観察では，亜角レキの石英・長石が含まれ，素地土には黒雲母が含まれることから，花崗岩起源の粘土であると
推定され，香川県内をはじめ西日本に普遍的に存在する粘土である。今後の課題として，中国地域や畿内地域の
陶棺試料と比較し，生産地について検討する必要がある。
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ZrSrRbPKNaCaMgMnFeAlTiSi部位報告番号番号
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３３０７０１１３０．２９１．７２２．４９０．２２１．６９０．０２２．０５１８．８１０．７９７１．７５棺身？５６３
２７７１０５１４１０．２１１．９２１．８９０．２９１．７５０．０３３．２１８．９７０．９６７０．５６蓋５４４

第３表　高松市久本古墳出土陶棺の胎土分析一覧表（％）ただし，Rb・Sr・Zrはppm.
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第４７図　久本古墳出土陶棺と高松平野部他粘土との
比較（K-Ca散布図）　　　　　　　

第４８図　久本古墳出土陶棺と高松平野部他粘土との
比較（Rb-Sr散布図）　　　　　　

久本古墳出土陶棺表面の実体顕微鏡観察

試料番号１ 試料番号２

試料番号３ 試料番号４



第６節　久本古墳出土赤色顔料付着陶棺の蛍光Ｘ線分析について

魚島純一（徳島県立博物館）

　高松市教育委員会の依頼を受けて，久本古墳出土陶棺の表面に付着した赤色顔料の同定を目的とした定性分析
を行なったので，その結果を報告する。

１．試料
　久本古墳出土　陶棺破片　１点

２．方法
　蛍光X線分析装置を使って試料表面の非破壊定性分析を行い，試料に含まれる元素の種類を調べ，用いられた
赤色顔料を推測することとした。
　分析には，徳島県立博物館に設置されたテクノス製エネルギー分散型蛍光X線分析装置TREX６３０Lを用いた。
　測定の条件は次の通り。
　　　　X線管：Mo　　　　　　　　　　 X線管電圧：５０kV
　　　　X線管電流：０．１mA　　　　　　　 検出器：Si（Li）
　　　　測定時間：１００秒　　　　　　　　 測定雰囲気：大気

３．結果と考察
　試料１（報告番号４８）については，赤色顔料の付着は確認できるもののHgは検出できなかった。検出された元
素のうち赤色顔料に関連する元素はFe（鉄）のみである。Feは土壌中にも多く含まれ，土器表面に付着した土壌
はもとより，胎土そのものにも含まれることから，検出されたFeのピークがすべて赤色顔料に起因するものとは
考えられない。ただし観察の結果，表面に赤色顔料が付着していることが確認できることから，付着する赤色顔
料はFe（鉄）を主成分とするベンガラ（酸化第二鉄Fe２O３）であると推定される。
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第４９図　陶棺片（４８）蛍光Ｘ線分析結果



第４章　考察
はじめに
　久本古墳は香川県で唯一石棚を持つ古墳として早くから注目されてきた。昭和５０年の調査以後も報告書の刊行
がなされていないこともあり，石室実測図ばかりが引用され，これまで出土遺物の検討はほとんどされていない。
また，第３次調査成果で新たに墳丘規模の推定ができるデータも得られた。このため，墳丘，石室，出土遺物を
それぞれ個別に検討し，被葬者像を探ってみたい。

墳丘
　久本古墳の墳丘については，残存する墳丘盛土から計２０ｍ以上の２段築成の円墳と考えられてきた（松本１９８３）。
第３次調査により墳丘の南側と西側で墳裾を検出したことで，その規模が概ね推測できる。３次調査検出のＳＤ
１が周溝と考えられ，円形に巡ることから円墳であることが判明した。周溝幅は南側で約１０．５ｍ，西側で約５ｍ
を測る。なお，墳丘南側では奥壁から３０．５ｍ，西側では２６．５ｍの地点で周堤と考えられる地山の削り出しと盛土
が認められた。周溝及び周堤の配置から墳丘復元想定をしたものが第５０図である。墳丘は概ね奥壁を中心とした
直径３６ｍの正円形になると考えられる。一方，周溝幅は南部が西部に比べ広くなっており，墳丘に対して同心円
状にはならない。墳丘南側は石室の前面部分にあたることから石室前面のみ周溝幅を広げたものか，墳丘の南東
側が高いことから南東側の周溝を幅広く掘削したものかについては不明である。なお，正確な周溝形態を確定さ
せるためには墳丘北側及び東側の墳裾の確認が待たれる。現状では周溝幅の狭い西側をとっても幅５ｍの周溝を
含めた直径は４６ｍ，幅３．５ｍの周堤を含めた直径は５３ｍを測る。南側の広い部分をとるとさらに規模が大きくな
ることが想定される。県内の古墳時代後期の円墳としては最大級と考えられる。なお，段築については墳丘盛土
が流出しており，墳丘の発掘調査も実施されていないことから不明である。
　また，久本古墳は立石山塊から延びる支丘の先端部に位置しており，単独で築かれている。同様な立地は周辺
の小山古墳，山下古墳にも見られる。これらより高所の丘陵部に所在する群集墳とは立地が異なり規模も突出し
ており，上記３墳の被葬者は強大な権力者であったことがうかがえる。

石室
　石室は全長１０．８ｍ，玄室長４．６ｍ，幅２．６ｍ，高さ３．５ｍ，羨道長６．２ｍ，幅１．６ｍ，高さ２ｍを測る両袖式の横穴
式石室で，奥壁に石棚を有している点が最大の特徴である。石棚については後述するので，ここでは石室の形態
について述べたい。玄門部立柱石は羨道幅より張り出させ，その上部に�石を設けており，九州型横穴式石室の
特徴が認められる。また，羨門にも立柱石を有しており，羨道部が複室構造の前室の形態に酷似している。羨門
立柱石は県内では複室構造の観音寺市鑵子塚古墳にも認められ，複室構造の石室と密接な関係を想定できる。な
お，石材には巨大な安山岩を用い，巨石墳として位置づけられている。
　石室の構築には，松本敏三氏が指摘（松本１９７８）するように高麗尺（１尺＝約３５．６ｃｍ）の使用が推測される。
第５１図は高麗尺の１尺方眼（約３６ｃｍ方眼）に石室平面図を重ねたものである。まず，石室の長さは１０．８ｍで，
概ね３０尺となる。次に奥壁，玄門，羨門について見てみる。奥壁から４．７ｍ（１３尺）において玄門仕切石を設置し
ている。この仕切石の幅は３６ｃｍ（１尺）で，仕切石の南端から羨門石の北側まで４．８ｍ（１３尺）である。なお，
東側羨門石は１ｍ（３尺）の幅を持つ。このことから，玄室空間長と羨道空間長がほぼ同じ１３尺で構築され，奥
壁及び玄門立柱石，羨門立柱石がその構築の基準となっていることが認められる。その他，玄室の奥壁部分の幅
２．６ｍ（７尺），玄門幅９０ｃｍ（２．５尺），羨道幅１．６５ｍ（４．５尺），羨門幅１．１ｍ（３尺），石棚長１．５ｍ（４尺），仕
切石間７０ｃｍ（２尺）となっていることが認められる。また，玄室高約３．５ｍは概ね１０尺で，石棚下までの高さ１．８
ｍはその半分の５尺になる。なお，奥壁を中心とした推定墳丘直径３６ｍは概ね１００尺である。以上のように，石室
構築および墳丘には規格性が認められ，その基準が奥壁であることが認められる。

石室内出土遺物の年代観と埋葬回数
　古墳の築造・使用年代を特定するために石室内出土遺物から検討したい。ここでは須恵器坏の形式学的変遷を
機軸に土器の供伴関係を併用して変遷を考えた。第５２図にその変遷案を掲載した。まず，須恵器坏の形態及び器
形の矮小化から概ね３時期に区分した。７４～７７は口径が１２ｃｍ以上のもので，口縁部の立ち上がりが比較的長い
もので，Ⅰ期とした。この中で７７は立ち上がりがやや低いが，口径は７５・７６より大型であることから，当該期に
含めた。８１は口縁部が欠損しており不明であるが，大型になることが予想されることからⅠ期とした。これらの
坏に伴う坏蓋として６７・６８があり，両者とも口径１３ｃｍ以上を測るものである。Ⅰ期は概ねＴＫ２０９併行期（７世
紀第１四半期）と考えられる。Ⅱ期はⅠ期より矮小化し，口径１２ｃｍ以下の７８～８０である。６９～７１の口径１３ｃｍ以
下の蓋が伴う。ＴＫ２０９～ＴＫ２１７併行期（７世紀第２四半期）と考えられる。Ⅲ期の坏は８２～８７の箱形で，口径
は１０ｃｍ前後のものが一般的である。かえりの付いた蓋７２・７３が伴う。ＴＫ２１７～ＴＫ４６併行期（７世紀第３四半
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第５０図　墳丘想定図（Ｓ＝1／３００）

５９・６０



期）と考えられる。坏及び坏蓋の出土位置を見てみると，Ⅰ期の
坏７７と坏蓋６８がセットで出土しており，また，坏７４と７６も同位置
から出土している。Ⅱ・Ⅲ期の坏については供伴関係が確認でき
ていないが，型式を超えて供伴する坏は見られないことから，あ
る程度時期区分の基準になると考えられる。この３期区分を基準
に他の遺物の年代についても供伴関係から考えてみたい。
　まずⅠ期であるが，西側壁中央付近で坏７５に供伴して提瓶１０２
が出土している。坏に供伴するものは他にないが，有蓋高杯９１の
坏部の形態はⅠ期の形態とほぼ同じで，口縁部の立ち上がりが比
較的長いことからⅠ期とした。有蓋高杯に伴う蓋は８８～９０の３個
体出土している。口径１３．６～１３．９ｃｍで大差はないが，８８のヘラ
ケズリの範囲が広いことから高杯蓋の中で古式に位置づけ，当該
期のものとした。また有蓋高杯９１は玄室左袖部で出土しており，
頸部から口縁部が長く直線的な台付長頸壺９５と供伴している。こ
れに伴う脚部としては後述する台付長頸壺９６の脚部よりシャープ
な９８が考えられる。同様に壺蓋も９３・９４のうちシャープな９３を当
該期のものと考えた。Ⅰ期としたものは玄門寄りの西側壁に接し
て出土するものが多く，一部左袖隅で出土している。上記のよう
な出土分布から考えると，銅鋺は玄門よりではないが，西側壁に
接して出土していることからⅠ期の可能性が高い。その他，鉄鏃
１６が陶棺内から出土しており，鉄器がすべて玄室の奥壁寄りにか
たよることからⅠ期のものと考えられる。また，横瓶１０３，直口壺
１００は東側壁中央で壁に接して出土しており，Ⅱ・Ⅲ期の遺物分
布域とは異なることからⅠ期の可能性が考えられる。
　次いでⅡ期であるが，坏７８に近接して平瓶１０４と台付長頸壺９６
が玄門から右袖にかけて出土している。台付長頸壺９６は頸部から
口縁部が比較的短くわずかに内彎するもので，脚部は明瞭な段差
がなくなっている。台付長頸壺９６と口縁部形態が同じものとして
壺口縁部９７及び長頸壺１０１があげられ，当該期のものと考えられ
る。壺蓋９４が伴うと考えられる。有蓋高杯１０８は坏部の口縁部立
ち上がりが低く，Ⅱ期の坏の形態と近似する。高杯蓋８９・９０が伴
う。玄室中央から玄門にかけて出土しているものが多いが，原位
置を保っていると考えられるものは玄門から右袖にかけて出土し
た坏７８，平瓶１０４台付長頸壺９６がある程度で詳細は不明である。
なお，無蓋高杯１０９・１１０は有蓋高杯１０８と同様に羨道部で排水溝内
に転落した状態で検出しており，同時期と考えた。Ⅱ基としたも
のには側壁に接するものはなく，その多くは石室中央から玄門に
かけて出土している。
　Ⅲ期は坏と坏蓋以外には確実に供伴するものは無い。羨道部で
出土した土師器坏１１５・１１６と土師器高杯１１４が同時期のものと考え
られる。Ⅲ期は原位置を保つものは右袖に見られ，それ以外のも
のは撹乱層中からではあるが，石室中央から玄門にかけて出土し
ており，Ⅱ期とほぼ同じような位置に供献されていた可能性が考
えられる。
　次に埋葬回数であるが，型式及び出土状況から以上のような３
時期に分けられるが，石棚の下に安置された土師質陶棺以外の埋
葬は確認されていない。なお，陶棺には肉眼では色調，焼成，突
帯形状が異なるものが見られたが，複数個体分の破片とするには
全体量が少ない。また，陶棺片の胎土分析においても領域を大き
く外れるものはないことから，陶棺は１基であった可能性が高い。
礫床に見られる大型安山岩扁平割石も棺台とする積極的証拠は無
く，鉄釘等の出土も見られないことから，埋葬回数は１回と考え
られる。
　以上から久本古墳の築造時期は７世紀第１四半期で，石棚の下
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第５１図　石室構築プラン復元図
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第５２図　石室内出土遺物変遷図（Ｓ＝1／６）



に土師質陶棺を安置するとともに側壁に遺物を供献し，７世紀第３四半期頃まで玄室中央から玄門付近において
遺物を供献する祭祀が行われていたと考えられる。

石棚
　久本古墳は香川県で唯一の石棚付石室を持つ古墳である。石棚付石室については，九州から北陸にかけて分布
しており，第５表に見られるように現在１５０例余り（進藤２０００・吉村２００１）が知られている。岩橋千塚古墳群を有
する紀伊の６６例が最も多く，次いで九州の３７例が見られる。石棚についての研究は，両地域において活発に行わ
れてきた。初源は６世紀初頭にさかのぼり，紀伊とする説（河上１９７７）や九州とする説（吉村２００１）がある。ま
た，その機能についても和歌山県の石室に関して石室の補強材とする説（大野１９０６他）や，九州に多い事例とし
て初葬時の屍床配置に対応してその上部を覆うために設置した施設（浅田１９３０他）とする説が有力であり，この
他，被葬者を上部に安置（若林１８９５），副葬品の供献（高橋１９２３）等の諸説がある。なお，石棚の伝播に関しては
紀氏との関係が考えられている（河上１９７７）。
　紀伊と九州の間である中四国では，和歌山県の対岸の徳島県において７基，岡山県が６基，愛媛県が４基，広
島県が１基，そして香川県の久本古墳を合わせて１９基が知られている。中四国の石棚はその出自が在地のものと
は異なり，紀伊や九州の影響下で成立したことにほぼ間違いない。中四国の石棚についてはその構築方法に着目
した平井勝氏による研究（平井１９９５）がある。これによると，石棚の多い紀伊及び九州については奥壁と両側壁
の両方に組み込むものが多いのに対し，中四国では奥壁に組み込まず両側壁に組み込むものが多く，地域的なま
とまりをもっているとしている。その用途としては，岡山県の６基の石棚についても石棺の蓋，石室の重層的利
用，棺台の３種類に分類できるように，それぞれの地域での地域間交流によって多様性が見られる（中岡２００２）。
　久本古墳の石室は先述の通り，いわゆる九州系の横穴式石室で，在地では一般的な石室形態をとっている。石
棚についても奥壁に組み込まず両側壁に組み込むものであり，中四国の諸例と同じ構築技法である。なお，石室
構築時に石棚を設置する両側壁の２段目の石まではほぼ垂直に積み，石棚上部から持ち送りを行い，石棚下の空
間を広く見せる工夫がされている。石棚の石材についても上面より下面が平らになるような使用が認められるこ
とから，上面に棺や副葬品を置くことを想定した作りではない。さらに，石棚下部には土師質陶棺を安置してい
る。以上から，埋葬時の棺を庇状に覆い，荘厳さを醸しだす役割であったと考えられ，用途の点では九州の影響
が認められる。
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第５３図　石棚付石室分布図（近藤２０００を一部改変）



－６４－

<九州>

文献備考高さ出装飾石室規模墳形所在地古墳名
１――？２４円福岡・津屋崎町奴山字伏原新原奴山３４号１
２　　　宇像郡津屋崎町新原奴山４４号墳２
２　　　宇像郡津屋崎町勝浦高原SO０５号墳３
３石障・A１９５１５０×複前方後円　　　宗像市河東字相原相原４

石障２００７０×複２６円　　　宗像市平等寺瀬戸平等寺瀬戸１号５
４側壁平行―４０１３円　　　鞍手郡宮田町上有木百塚１号６
５A１６０８０彩複前方後円　　　鞍手郡若宮町竹原竹原７
４一部石障・A複前方後円　　　鞍手郡若宮町山口字里里８
２　　　鞍手郡若宮町西ノ浦古墳９
６A１６０７０彩複１５円　　　飯塚市川島字荒巻川島１０
７A１６０８０×複円　　　飯塚市川島川島１号１１
８側壁平行１５５６０×複１４円　　　田川市夏吉夏吉１号１２
９窓状施設・A１９５６０彩複７８前方後円　　　嘉穂郡桂川町寿命王塚１３
１０突起・胴張石室２００７０彩単７４前方後円　　　浮羽郡吉井町若宮日岡１４
１１１９０１５０彩単８０前方後円　　　浮羽郡浮羽町朝田重定１５

胴張石室・消滅１３５５０×複１９円　　　八女郡広川町熊添熊添１６
棚状施設―３０複円　　　八女郡広川町水原字泉元寺内田１号１７
石障・A１７０７５×複２２円　　　八女市山内字北童男童男山２号１８

１２胴張石室１６０６０×複１４円　　　八女市山内字上の原童男山１２号１９
棺床・胴張石室１３０４５×複８円　　　八女市山内童男山１６号２０

２００１３０×複２０円　　　八女市山内字北童男童男山２５号２１
×複円　　　八女市山内長野３３号２２
×複円　　　八女市山内柳島２３

１３E１５０８０彩複１９円　　　大牟田市萩尾町萩ノ尾２４
１４E２１０９０×複円熊本・玉名郡南関町久重八角目１号２５
１５棺床・E１１５５５×複２８円　　　鹿本郡植木町石川字塚前石川山３号２６
１６F１０５彩単前方後円？　　　上益城郡御船町滝川今城大塚２７
１７１３０５０彩線単１３円　　　宇土郡不知火町長崎字白玉桂原１号２８
２　　　宇土郡不知火町河添鬼の岩屋古墳２９
２　　　球摩郡免田町鬼ノ釜古墳３０
２　　　八代郡竜北町六反田古墳３１
１７刳抜式石棺　F１９０１５５彩複３９円　　　八代郡竜北町大野大野窟３２
２　　　宮原町馬場３号墳３３
２　　　八代市平山１号墳３４
２　　　本渡市大松戸古墳３５
１８１９０１１０線複円大分・玖珠郡玖珠町帆足鬼ヶ城３６
１８屍床１２０１００線単１５円　　　大分市宮宛字千代丸千代丸３７

<和歌山>

文献形態備考高さ出規模墳形所在地古墳名
２０B１重合棚梁８１９０１５６８６前方後円和歌山市岩橋天王塚（後円部）３８
２０B１梁２１６０１０５２７円和歌山市岩橋前山A６７３９
２０B１梁４１６０１２０２７円和歌山市岩橋前山A４６４０
２０B１梁１１６５４０１２.６円和歌山市岩橋前山A２３４１
２０B１梁２１６０８５１４.４円和歌山市岩橋前山A１３４２
２０B１梁１１６０８４１２円和歌山市岩橋前山B１５４３
２０B１梁１　将軍塚１９０１１０４２.５前方後円和歌山市岩橋前山B５３（後円部）４４
２０B１梁２１４０７０１３.５円和歌山市岩橋前山B１１０４５
２０B１梁１１５０９０１３円和歌山市岩橋前山B１０３４６
２０B１梁１１６０２５１２円和歌山市岩橋前山B７３４７
２０B１梁１　郡長塚１９０６０３０前方後円和歌山市岩橋前山B１１２４８
２０B１梁２１４０７５１８円和歌山市岩橋前山B１０５４９
２０B１梁１１５０５３和歌山市岩橋DⅡ１-２１（大日山地区）５０
２０B１水平塚１５０１２０７３前方後円和歌山市岩橋大日山３５５１
２０B１梁１１８円和歌山市岩橋大日山５０５２
２０B１梁１６０和歌山市岩橋大日山６６５３
２０B１梁１１２０１５円和歌山市岩橋花山１４５４
２０B１梁３１４０１４５２６.５円和歌山市岩橋大谷山１６５５
２０B１水平梁１８０１９０８０前方後円和歌山市岩橋大谷山２２５６
２０B１梁１１８０１１０４０方和歌山市岩橋井部１５７
２０B１水平梁１３５円和歌山市岩橋寺内３６５８
２０B１５１和歌山市岩橋前山A１３０５９
２０B１１２０２５和歌山市岩橋前山A２９６０
２０B１将軍塚１１０６０４２.５前方後円和歌山市岩橋前山B５３（前方部）６１
２０B１破損和歌山市岩橋前山B４５６２
２０B１１４５６１和歌山市岩橋前山B４３６３
２０B１知事塚９０和歌山市岩橋前山B６７６４
２０B１１９５５０１５円和歌山市岩橋前山B７１６５
２０B１１５０２５１０円和歌山市岩橋前山B７６６６
２０B１１２５２７和歌山市岩橋前山B２１２６７
２０B１１２０破損和歌山市岩橋前山B９９６８
２０B１１５１６円和歌山市岩橋前山B１１８６９
２０B１１５０３０１５円和歌山市岩橋前山B１０７７０
２０B１１２５４０２０円和歌山市岩橋前山B１０９７１
２０B１１２５７０１５円和歌山市岩橋前山B１３８７２
２０B１１８０８５２０円和歌山市岩橋前山B１３１７３
２０B１１３０６０和歌山市岩橋前山B１３３７４
２０B１１１０８６和歌山市岩橋前山B１３５７５
２０B１重合棚１０５７０１４円和歌山市岩橋前山B１６２７６

第４表　石棚付石室一覧表（進藤２０００に加筆）



－６５－

２０B１７０１２円和歌山市岩橋大日山２号７７
２０B１３２１０円和歌山市岩橋大日山７号７８
２０B１８０８円和歌山市岩橋大日山６１号７９
２０B１９０１４円和歌山市鳴滝大谷山３号８０
２１B１石棚下・左側壁棺台１８０７０２０円和歌山市善明寺鳴滝１号８１
２２B１和歌山市山東山東８２
２３B１石棚下に槨床１７０１００２８円和歌山市吉礼山東２２号８３

１７円和歌山市和佐和佐７号８４
２４B１棚上面より鉄族　棺台Ⅰ１８５１５円和歌山市金谷小倉８号８５
２２B１和歌山市金谷小倉３号８６

円和歌山市木枕木枕５号８７
円和歌山市東山東東山東１号８８

２５B１石棚下にⅡ形態の棺台１７０５５１５円和歌山市伊太祈曾伊太祈曾神社１号８９
２６B１石棚下に棺台９５８５１４方那賀郡岩出町船戸山２号９０
２６B１２０方那賀郡岩出町船戸山３号９１
２６B１２１円那賀郡岩出町船戸箱山１号石室９２
２６B１２１円那賀郡岩出町船戸箱山５号石室９３
２７B１２０円那賀郡打田町じょう穴９４
２７B１消滅１３０６０１１円那賀郡打田町竹房９５
２７B１石障１３０６０２０円那賀郡打田町八幡塚９６
２８B１１４０７０１４円那賀郡貴志川町高尾山１号９７
２９B１２０円那賀郡貴志川町北１号９８
３０B１１４９９０２０円海南市黒江室山１号９９
３０B１水平梁１１７１７０１５円海南市黒江室山２号１００
３０B１石棚下に屍床仕切石１３５１０５２０円海南市岡田山崎山１号１０１
３１B１１７９８６１５円海草郡下津町女良１号１０２
３２B１棺床２２１５３０――有田市宮原宮原１０３

<九州・和歌山以外の地域>

文献形態備考高さ出規模墳形所在地古墳名
３３B１石棚下に箱式石棺１４０８５１８円奈良県吉野郡下市氏岡峯１０４
３３B１１１０６５１１円奈良県吉野郡大淀町槇ヶ峯１０５
３３棺台？４０１４５３５前方後円奈良県生駒郡平郡町三里三里１０６
３４４７１０円大阪府八尾市梅岩寺境内１０７
３４石室左隅１３０３５１２円大阪府八尾市神光寺本堂裏１０８
３４※１１３円大阪府八尾市二室塚１０９
３５B１１３０１０５４４前方後円京都府亀岡市千代川町拝田拝田１６号１１０
３６１２０７０円京都府亀岡市大井町小金岐小金岐７６号１１１
３６８０円京都府亀岡市大井町小金岐小金岐７８号１１２
３６９０１７円京都府亀岡市大井町小金岐小金岐１１２号１１３
３７いずれかの石棚下に仕切石円京都府亀岡市稗田野町鹿谷鹿谷１（仮称）１１４
３７円京都府亀岡市稗田野町鹿谷鹿谷２（仮称）１１５
３７円京都府亀岡市稗田野町鹿谷鹿谷３（仮称）１１６
３８１２０１２０３５前方後円京都府中郡大宮町奥大野新戸１１７
３９雛壇状に構築※２１１５円京都府与謝郡野田川町石川高浪１１８
４０１０５１２０１４円滋賀県高島郡マキノ町斎頼塚１１９
４１６３７０９円兵庫県多紀郡篠山町岩井山３号１２０
４２右側壁玄関付近に付設１５０１００１４円兵庫県氷山郡山南町東仲１２１
４３※３１２５５０１５円兵庫県三田市加茂加茂３２号（竹内）１２２
４４４７１３円神戸市北区道場尼崎学園４号１２３
４５１１０１４円兵庫県加西市東剣坂町大塚大塚１２４
４６C円兵庫県加古川市志方町志方大塚１２５
４７C１２.３円兵庫県龍野市神岡町大住寺大住寺古墳群大鳴支群３号１２６
４８C１３０１３０１５.６円兵庫県赤穂市有年木虎谷２号１２７
４８C１２０１３８１５円兵庫県赤穂郡上郡町鳳張１号１２８
４９岡山県備前市佐山惣田奥１２号１２９
４９C１９５１０円岡山県邑久郡長船町土師蟋２号１３０
５０D３枚の棚石で架構１８６１４円岡山市福谷磯ヶ部１３１
４９D２枚の棚石で架構２０５１０岡山市栢谷彌勒堂１３２
４９C２００１５円岡山市高松稲荷佐太郎塚１３３
５１１３５２０円岡山県小田郡矢掛町里山田荒神塚１３４
４９９０１００広島県賀茂郡大和田町下草井黒谷暮坪１号１３５
５２B２８０円徳島県美馬郡脇町岩倉野村八幡１３６
５２B２８０１０円徳島県美馬郡脇町岩倉棚塚１３７
５２B２７８円徳島県美馬郡美馬町荒川荒川１３８
５３B２１３７８５円徳島県美馬郡美馬町西荒川海原１３９
５２B２８０円徳島県美馬郡美馬町八幡八幡１号１４０
５２B２１４０２５円徳島県美馬郡美馬町城大国魂１４１
５２円徳島県美馬郡半田町小野天神小野天神１４２
５４消滅円徳島県三好郡三加茂町井関丸山１４３
本書石棚下に陶棺２５０１５０３６円香川県高松市新田町久本１４４
５５１２０１０円愛媛県川之江市妻鳥町西山口山口１号１４５
５６墳丘規模は２５×１５２５０長方形愛媛県北条市下難波新城３号１４６
５６愛媛県松山市南久米町双子塚１４７
５７愛媛県松山市南津吉町津吉１４８
５８D２ないし３枚の棚石で架構７０２１０１１円福井県敦賀市櫛川穴地蔵１４９
５９４５９円福井県敦賀市鳩原鳩原２号１５０
６０D７５１１０１０円福井県敦賀市縄問白塚１５１
５９D２枚の棚石で架構８０１３０円？福井県三方郡美浜町丹生浄土寺２号１５２

※１　右側壁中央に角柱状の石を立て，棚状の台が作られている。
※２　石棚の下面までの高さは６５cm，上面までの高さは９０cmを測る。
※３　石棚は奥壁と側壁にくいこむものと奥壁のみにくいこむものの２枚の石がほぼ同じ高さで架構されている。



銅鋺
　銅鋺についても香川県内の古墳では久本古墳以外では出土していない。古墳出土の銅鋺については毛利光俊彦
氏の研究（毛利光１９７８・１９９１）がある。現在，古墳出土の銅鋺は第６表に見られるように９０例以上を数え，その
分布は東北から九州にまで及んでいる。東国に多く，畿内に少ないが，もともと仏具である銅鋺は，畿内では仏
具として寺院においての使用が考えられている。地方においてはその用途としては必ずしも仏教とは結びつかず，
豪華な食器として豪族層の生活に浸透していたことが推測されている。
　久本古墳出土の銅鋺は毛利光氏の分類によると，承盤を伴うことから高脚付銅鋺としている。本来は脚が付く
ものと考えられているが，久本古墳では脚の破片が出土しておらず，蓋Ｋ１，鋺身Ｋ２，承盤Ｋ３で，埋葬時から
このセット関係であったと思われる。Ｋ４・Ｋ５はＫ１～Ｋ３に接合しないもので，高脚付銅鋺と無台鋺の両者
が存在した可能性も考えられる。高脚付銅鋺は第５５図に図示した千葉県金鈴塚古墳や福岡県宮地嶽古墳と酷似し
た形態であることがうかがえ，これらの古墳が６世紀末から７世紀前半の古墳であり，古墳の年代観と一致する。
また，その出土状況から台状施設の上部に安置もしくは箱内に収められていたと考えられ，須恵器とは扱いが異
なるが，仏具として用いられたかどうかは不明である。しかしながら，付近に白鳳期までさかのぼるとされる山
下廃寺や宝寿寺跡が存在すること，瀧本神社古墳のＴ字形横穴式石室に石製蔵骨器が埋納されていること等から，
早くから仏教を受容していたことは間違いない。
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第５４図　銅鋺出土古墳の分布（毛利光１９７８を一部改変）

第５５図　高脚付銅鋺実測図（毛利光１９７８を一部改変）
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第５表　銅鋺出土古墳一覧表（毛利光１９７８に加筆）

文献
伴出遺物内部

主体規模墳形現状製作上の観察
銅碗の種類

遺跡所在地
鏡甲冑飾馬具飾大刀不明高脚付鋺高台付鋺無台鋺

１２.５横穴完存か，全面緑銹BⅢ １川北B－４号横穴
宮城県岩出山町１

２２.９横穴BⅠ １大年寺山第１８号横穴
宮城県岩出山町３

３横３２円墳AⅠ １法領塚古墳
宮城県仙台市２

４○○竪２１.７前方後円墳　底部欠損（AⅠa） １高松１号墳
福島県相馬市４

４○○横３７（円墳）ほぼ完存（AⅠ） ２蝦夷穴古墳
福島県須賀川市５

５○○○○６.５横穴蓋のみ完存鈕は�　付け（A） １中田装飾横穴
福島県いわき市６

６横穴AⅠ １富士見山横穴
福島県岩瀬郡７

７横穴AⅠ １笊内３７号横穴
福島県８

６○錦木古墳
福島県国見町９

８○○○○横１０５前方後円墳ほぼ完存，AⅠの鈕・脚は離脱AⅠ １
DBⅠ １

BAⅠa ２観音塚古墳
群馬県高崎市１０

９○横前方後円墳破片，全面緑銹AⅠc １五霊神社古墳
群馬県高崎市１１

１０横９８前方後円墳水瓶綿貫観音山古墳
群馬県高崎市１２

横２５円墳○三本山古墳
群馬県高崎市１３

１０横３０円墳○石原稲荷山古墳
群馬県高崎市１４

１１○円墳完存（B） １諏訪神社古墳
群馬県藤岡市１５

１０横９０前方後円墳八幡観音塚古墳
群馬県１６

１２○横前方後円墳鋺身のみ残存（A） １房子塚古墳
群馬県玉村町１７

横３６円墳○富士山古墳Ⅰ遺跡１号古墳
群馬県前橋市１８

１３○横円墳底部欠損，黄灰色AⅠb １白山古墳
群馬県宮城村１９

１４１０.５円墳○浅間山９号墳
群馬県邑楽町２０

１０古墳？BⅠ １伝伊勢崎市波志江出土
群馬県伊勢崎市２１

１５○○○○（円墳）完存，AⅠcは全面緑銹DⅡ １AⅠc １足利公園麓古墳
栃木県足利市２２

１６○塚原所在古墳
埼玉県神川町２３

１０横３８円墳AⅠb １浅間山古墳
埼玉県上里町２４

１７○○横１１２前方後円墳　完存，濁黄色，AⅠａ外底に凹
み，AⅡ脚離脱AⅡ １AⅠa １小見真観寺古墳

埼玉県行田市２５

１６横７４円墳完存，全面緑銹AⅠc １若小玉八幡山古墳
埼玉県行田市２６

１８○○○○横１０２前方後円墳完存，濁黄色，AⅠａの鈕はか
しめ留かAⅠ １AⅠa ２将軍山古墳

埼玉県行田市２７

１９○（皿） ２百塚所在古墳
埼玉県行田市２８

２０（AⅠc） １胄山所在古墳
埼玉県大里村２９

２１○横１３方墳完存BⅠa １西原１号墳
埼玉県東松山市３０

２２横２３.４円墳ほぼ完存（AⅠc） １兜塚古墳
茨城県八郷町３１

１０○○箱・
横７８前方後円墳E１ １

A
風返稲荷山古墳
茨城県霞ヶ浦町３２

６横穴○尾形山横穴群
茨城県北茨城市磯原町３３

６○○８８前方後円墳完存AⅡ １伝舟塚古墳
茨城県新玉里村３４

６３０前方後円墳BⅠ １塚畑古墳（浜ハサク）
茨城県行玉造町３５

６分類外 １玉造町内
茨城県行玉造町３６

２３横２５円墳ほぼ完存EⅡ １白山１号墳
千葉県我孫子市３７

２４○○３.５横穴完存AⅠc １新堀１号横穴
千葉県酒々井町３８

２５○○横８８前方後円墳すべて口縁部，体部の破片，濁
黄色AⅠ １AⅠa ２殿塚古墳

千葉県横芝町３９

２６○○横横完存，濁黄色AⅡ １関向古墳
千葉県八日市場市４０

２７○○○○横前方後円墳○鶴巻塚古墳
千葉県木更津市４１

２８○○横７６前方後円墳○円山古墳
千葉県木更津市４２

２９○○○○横９５前方後円墳ほぼ完存，濁黄色，AⅠaは脚離
脱AⅠ ２A・DAⅠ １AⅠa ２金鈴塚古墳

千葉県木更津市４３

２４○○円墳○松面古墳（元新地古墳）
千葉県木更津市４４

３８横穴○亀塚古墳
千葉県富津市４５

３０○○前方後円墳○内裏塚北方古墳
千葉県富津市４６

３１○横穴完存BⅠ １饅頭穴横穴
東京都八王子市４７

３２３.７横穴○浄元寺裏１号横穴
神奈川県川崎市４８
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３２横穴○日向３号横穴
神奈川県川崎市４９

３３３.８横穴（AⅠ） １鳥ヶ崎A横穴
神奈川県横須賀市５０

３４○○○１５（円墳）完存AⅠ １登尾山古墳
神奈川県伊勢原市５１

３５○横穴完存，外面緑銹，内面黒灰色BⅠ １岩井戸横穴群
神奈川県秦野市５２

３６○横横破片（AⅠ） １狐塚古墳
静岡県伊東市５３

３７○横円墳（B） ２御蔵上古墳
静岡県長泉市５４

３７○横円墳ほぼ完存，AⅡの返りは後補か，
槌打痕有AⅡ １AⅠb ４中石田古墳

静岡県沼津市５５

３７横円墳完存BⅠ １道東古墳
静岡県富士市５６

３７○○横円墳○中山古墳
静岡県清水市５７

３７○横円墳○清水山古墳
静岡県清水市５８

３８○横横完存（A） １城山古墳
静岡県清水市５９

３８横横○牧ヶ谷古墳
静岡県清水市６０

３９○○ほぼ完存（AⅠ） １寺の前古墳
山梨県春日居町６１

ＡⅡ １稲荷塚古墳
山梨県中道町６２

４０横積石塚完存AⅢ １塚屋古墳
長野県諏訪市６３

４０○○（竪）積石塚完存AⅢ １大塚古墳
長野県芽野市６４

４１○○○○横円墳○姥塚古墳
長野県芽野市６５

４２○横１４円墳○屋敷添古墳
長野県松川町６６

４３○○横１６.９円墳破片○秋葉塔の塚古墳
長野県飯田市６７

BⅢ １南方古墳
長野県松本市６８

４４○横（円墳）ほぼ完存（AⅠ） １経塚古墳
石川県鹿島町６９

○大富西山１号古墳
岐阜県土岐市７０

４５横２４円墳○北ノ谷２号墳
愛知県豊橋市７１

○鍍金か○法住寺所在古墳
愛知県名古屋市７２

４６○○○○（竪）５０（双円墳）黄濁色，脚と承盤付，脚内面鋳
放銅灯保子里車塚古墳

三重県鈴鹿市７３

４７○佐田山３号墳
三重県玉城町７４

４８横１１円墳宮山古墳
三重県南勢町７５

４８横上村古墳（志島１０号墳）
三重県阿児町７６

４９横AⅠb １畑山３号墳
京都府田辺市７７

４９○○横１８円墳AⅠa １湯舟坂２号墳
京都府久美浜町７８

５０○○○横４０前方後円墳蓋のみ，全面緑銹，鈕は　付かC １星塚２号墳
奈良県天理市７９

５１○横横○三番双古墳
奈良県天理市８０

４９横２５前方後円墳？AⅠ １棚機神社東古墳
奈良県當麻町８１

４９○○横１７円墳AⅠ １伝大谷２号墳（上山５号墳）
兵庫県和田山町８２

本書横３６円墳脚欠損，蓋・身とも変形，黄灰
色AⅠ １

DAⅠ １久本古墳
香川県高松市８３

９○完存，濁黄色，鋺身外底に凹みBⅠ １
B

谷奥所在古墳
鳥取県気高町８４

５２AⅠb １黒木谷古墳
鳥取県智頭町８５

５３鍍金か○本村所在古墳
岡山県津山市８６

５４横２５方墳BⅢ 
定北古墳
岡山県北房町８７

５５横９円墳完存かBⅠ １横大道８号墳
広島県竹原市８８

５６○○横円墳破片○ゲンペイ山古墳
山口県光市８９

５７○○○横穴○被塚古墳
山口県長門市９０

５８横積石塚破片（AⅠ） １見島１５３号墳
山口県荻市９１

５９○○横円墳脚欠損（AⅠ） １D
宮地獄古墳
福岡県津屋崎町９２

６０○○横（円墳）破片，鍜造かAⅠc １花見古墳
福岡県古賀町９３

６１○○○横３０前方後円墳承盤は小片，DⅠは完存，全面
緑銹DⅠ １

C
島田塚古墳
佐賀県唐津市９４

６２○横６２.５前方後円墳完存，光沢あり，内面朱塗DⅠ １国越古墳
熊本県不知火町９５

１９○豊古墳
長崎県上対馬町９６

６３○横円墳ほぼ完存AⅡ １
A

保床山古墳
長崎県厳原町９７

６３○横円墳完存か，全面緑銹CⅠ １矢立山２号墳
長崎県厳原町９８



陶棺
　久本古墳の埋葬には土師質陶棺が用いられていた。陶棺及び土製棺については現在香川県内で１３遺跡から１７個
体以上出土している。この陶棺及び土製棺は大きく土製棺，須恵質陶棺，土師質陶棺の３タイプに分類できる。
　まず，土製棺は中間西井坪遺跡の調査成果において整理（大久保１９９７）されたもので，古墳時代中期前半頃に
中間西井坪遺跡において製作され，今岡古墳，首取山古墳，本堯寺北１号墳等の高松平野西部で出土するもので
ある。この土製棺と後期の陶棺の系譜は明らかにされていない。後期の陶棺については不明なものも多いが，判
別できるものはほぼ須恵質のもので，土師質は久本古墳と岡山小２号墳のみである。このうち岡山小２号墳のも
のは脚部の径及び高さが著しく矮小であることから，小陶棺に分類される可能性がある。このため，確実に土師
質陶棺と呼べるものは県内で久本古墳の１例しか無く，この点においても香川県では特徴的な古墳といえる。
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第５６図　香川県内陶棺・土製棺出土地

文献時期副葬品埋葬施設墳形・規模脚身高幅長種類出土遺跡名・所在地

本書TK２０９銅鋺，須恵器，土師器，鉄鏃横穴式石室円墳
３６m

３行２４脚３６６０２００土師質
亀甲型

久本古墳
高松市新田町甲久本２００９１

１・２不明不明不明円墳不明不明川北古墳
東かがわ市引田町小海川北２

１・３不明不明横穴式石室円墳３行２４脚４５１６０須恵質
家形四注式

若宮神社後方墳（平縁古墳）
さぬき市鴨部坂子３

１・２不明須恵器不明円墳不明不明
陶棺片か？

丸山古墳
木田郡三木町鹿伏東部４

４不明不明横穴式石室円墳脚あり土師質
小陶棺脚部か？

岡山小２号墳
高松市新田町岡山５

１・５不明勾玉，管玉，斧，刀，内行花文鏡不明不明２行１２脚４４１１４須恵質石清尾山
高松市峰山町

６
５不明不明不明不明不明不明伝石清尾山

高松市峰山町

６TK２１７～TK４６須恵器，土師器，鉄刀，鉄斧，金環横穴式石室円墳
１９m

脚あり須恵質
家形

平木１号墳
高松市鬼無町山口７

１不明不明不明不明脚あり須恵質青ノ山山麓
丸亀市飯野町青ノ山山麓８

１・２不明不明不明円墳不明不明
陶棺片か？

上高野４号墳
豊中町西岡後藤９

７・８和田編年５期

棺内（人骨，勾玉，管玉，獣帯鏡）不明

前方後円墳
７１m

なし５０６５２０５１号土製棺
箱形

今岡古墳
高松市鬼無町佐藤１０ 不明不明なし２号土製棺

不明不明なし３号土製棺
円筒形

８和田編年５期?不明不明不明なし土製棺
組合式

首取山古墳
高松市鬼無町佐藤１１

８布留４（古）焼成土坑・竪穴住居等集落内から多数出土なし土製棺
箱・割竹・円筒

中間西井坪遺跡
高松市中間町西井坪１２

８和田編年５期?不明不明円墳なし土製棺
円筒形

本堯寺北１号墳
高松市西山崎町上所上

１３
８和田編年５期?不明不明円墳なし土製棺

箱形
本堯寺北１号墳?
高松市西山崎町上所上

第６表　香川県内陶棺・土製棺出土地一覧表
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第５７図　奈良市狐塚２号横穴出土陶棺（Ｓ＝1／１６）



－７１－

第５８図　刈田郡の巨石墳



　後期の陶棺の出土は吉備と畿内に集中しており，吉備型と畿内型に分かれる。久本古墳で出土した陶棺は突帯
幅が１．５～２ｃｍと幅が狭いもので，畿内型の陶棺であり，特に奈良市狐塚２号横穴出土陶棺と酷似している。同
陶棺はＴＫ２０９併行期と考えられており，久本古墳の年代観と相違ない。畿内における当該期の陶棺は大和に集
中しており，大和との関連性が考えられる。胎土分析においては製作地の特定には至らなかったが，高松平野の
粘土とは異なることから外部からの搬入品で，大和から持ち込まれたと考えるのが妥当であろう。

久本古墳の被葬者像と古墳～奈良時代の山田郡
　以上のような特徴を持つ古墳であるが，やはり注目されるものは石棚である。石棚の伝播に関しては紀氏及び
その同族関係氏族に関係するものと考えられている（河上１９７７）。では，久本古墳において紀氏との同族関係が成
り立つ可能性を考えてみたい。紀氏系氏族としては坂本氏・角氏が著名であり，特に讃岐には坂本郷が３箇所所
在し，その関係が注目できる。讃岐における坂本氏については山崎信二氏による研究（山崎１９８５）が知られてい
る。山崎氏は，刈田郡に紀伊郷と坂本郷，鵜多郡及び山田郡に坂本郷が所在することに着目し，これらの地域に
坂本氏の存在を想定している。刈田郡紀伊郷・坂本郷に接して椀貸塚古墳・平塚古墳・角塚古墳，鵜多郡に隣接
する阿野郡において新宮古墳，綾織塚古墳，そして山田郡には久本古墳，小山古墳，山下古墳がある。山崎氏は
刈田郡の巨石墳を取り上げ，複室構造の椀貸塚古墳が最も古く，次に玄門立柱が羨道より張り出し玄門の天井石
を羨道の天井石より１段低く架構する平塚古墳，最後に玄門立柱が羨道より張り出し玄門の天井石と羨道の天井
石を同じ高さに架構する角塚古墳という変遷でとらえている。久本古墳周辺の巨石墳は小山古墳（複室）－久本
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第５９図　阿野郡の巨石墳



古墳（平塚型）－山下古墳（角塚型）という変遷が考えられ，阿野郡の新宮古墳（複室）－綾織塚（角塚型）変
遷をたどる。また，これら３地域に近接して坂本郷が所在することに着目し，かつ周防佐婆における車塚古墳（複
室）－岩畠１号墳（角塚型）の変遷，紀ノ川流域における八幡宮古墳（平塚・角塚型）の出現，和泉坂本におい
て聖神社古墳（平塚・角塚型）の出現から，７世紀に紀氏・和泉坂本氏・都奴氏・讃岐坂本氏の結合が生じたとし
ている。なお，山崎氏は触れていないが，Ｔ字形の横穴式石室も紀伊に多い石室形態として知られており（大野
１９８５・１９８６），瀧本神社古墳が所在することは紀伊との関連を示唆する事象かもしれない。しかしながら，山田
郡の坂本郷は久本古墳から離れており，郡内に紀・坂本姓の豪族は今のところ知られていない。
　讃岐の古代豪族については，松原弘宣氏により整理されている（松原１９８８）。これによると，概ね東讃地域に凡
直氏，西讃に佐伯直氏の２つの国造系譜を持つ氏族があり，これらに挟まれた山田・香河・阿野郡には綾公氏・
秦氏があり，阿野郡が綾公氏の本拠地であり，香河郡が秦氏の本拠地であるとしている。讃岐における紀氏に関
連する氏族は，寒川郡に周防佐婆郡より移住し佐婆部首氏の祖となった紀米多臣が見られる。同郡には坂本臣に
改姓した韓鐡師・韓鐡師部も見られる。なお，大内郡の凡直春宗が「明法博士兼左衛門大志紀春宗」と紀氏を称
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第６０図　瀬戸内海における紀氏関係要図（『日本古代政治研究』より抜粋）

第６１図　讃岐の古代郡制
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出典備考時期官位人名郡名
平木二八一六
三実　仁和１・１１・１７

入野郷人
男女９人右京へ貫付される

奈良時代
仁和１年正六位上右少史兼明法博士

日下部□嶋
凡直春宗大内

続紀　延暦１０・１２・丙申
続紀　延暦１０・９・丙子
続紀　和銅６・５・甲戌
続紀　神護景雲２・２・癸卯
続紀　神護景雲２・２・癸卯
続紀　延暦１０・９・丙子
続紀　延暦１０・９・丙子
城２４-３０下
続紀　延暦１０・９・丙子
続紀　延暦１０・１２・丙申
要略　大同２・４・２９
続後紀　承和３・３・戌午
続後紀　承和３・３・戌午
三実　元慶１・１２・２５

佐婆部首牛養の祖先
凡直国造・讃岐公氏の先祖
乱ら２６人飼丁でないことを主張し良民となる
　計１２７人坂本臣に改姓�

長尾郷の人
讃岐公に改姓される
佐婆部氏２０戸，岡田臣と改姓される

讃岐朝臣氏となる。右京へ貫付される
讃岐朝臣氏となる。右京へ貫付される
山城国へ貫付される

�
�
�

仁徳朝
敏達朝
和銅６年
神護景雲２年
神護景雲２年
奈良時代
奈良時代
奈良時代
延暦１０年
延暦１０年
大同２年
承和３年
承和３年
元慶１年

紗抜大押直国造

外正八位下

正六位上
外従五位下
明法博士
外従五位下大判事明法博士
右少史明法博士
正六位上木工大允

紀米多臣
星直
物部乱
韓鐡師比登毛人
韓鐡師部牛養
凡直
讃岐直
□部少足
凡直千継
佐婆部首牛養
讃岐公広直
讃岐公永直
讃岐公永成
矢田部造利人

寒川

大日古二五-１２６頁
大日古二五-１２６頁
木簡研究六-１１頁
木簡研究六-１１頁
平木二五九〇
日本霊異記下-二六話
三実　貞観１５・１２・２

泳上郷の人，優婆塞を貢進する
泳上郷の人，優婆塞
　
廝丁
　
　
右京へ貫付される

天平１７年
天平１７年
延暦２年
延暦２年
奈良時代
奈良時代
貞観１５年

　
　
　
　
　
外従六位上大領
従五位下明法博士

物部若子
物部牛麻呂
物部又麻呂
土師商人
池辺秦　　
小屋県主宮手
桜井田部連貞相

三木

城３０-３２下
図録東寺百合二一号
図録東寺百合二一号
図録東寺百合二一号
図録東寺百合二一号
図録東寺百合二一号
図録東寺百合二一号
大日古二四-２６０頁
平木三四八
平概四-１２頁
日本霊異記下-二六話
日本霊異記中-二五話
長岡京２-８５６
城２４-３０上
木簡研究１８-１５頁
長岡京２-８５５
続後紀　承和３・３・戌午

宮処郷戸主
　
　
　
　
　
山田郡弘福寺領の経営担当者か
　
海郷の人
　
三木郡大領小屋県主宮手の妻
　
池田の人
田井郷の人
三谷郷の人
　
右京へ貫付

神亀
天平宝字７年
天平宝字７年
天平宝字７年
天平宝字７年
天平宝字７年
天平宝字７年
天平１６年
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
延暦３年
延暦１１年
承和３年

　
外正八位上大領
従八位上少領
従八位下主政
大初位上復擬主政
外少初位下（主張）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外従七位上

（綾）勝
綾公人足
凡直
佐伯
秦公大成
秦
讃岐造豊足
舎人国足
葛木部竜麻呂
宗我部
田中真人広忠女
布敷臣衣女
綾公川主
凡直佐留
凡直小野
舎人□
讃岐公全雄

山田

日本霊異記上-一六話
大日古二五-１６４頁
大日古二五-１６４頁
続紀　神護景雲３・１０・甲辰
平木二九一二
平概一〇-６頁
長木九一
長木九〇
木簡研究２０-３３頁
長岡京２-８５８
木簡研究９-１５頁
城１９
続後紀　承和９・６・乙酉
続後紀　承和９・６・乙酉
三実　貞観８・１０・２５
三実　貞観８・１０・２５
三実　貞観１７・２・１９
三実　元慶１・１２・２５
三実　元慶１・１２・２５

坂田里の人
幡羅里の人，優婆塞
幡羅里の人，辛麻呂の戸主
５２人秦原公に改姓される
中満里の人
原里の人
　
大野郷の人
成会の人
坂田郷の人
細郷の人
仲津間の人
酒部氏に改姓される
酒部氏に改姓される
　
県春貞の妻
卒伝

　左京へ貫付される�

�
�
�

聖武朝
天平１７年
天平１７年
神護景雲３年
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
承和９年
承和９年
貞観８年
貞観８年
貞観１７年
元慶１年
元慶１年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百姓
　
少僧都法眼和尚
正六位上左少史
正七位上弾正少忠

綾君
秦人部辛麻呂
秦人部長田
秦勝倉下
秦広嶋
秦公□身
秦大成
道守在万呂
秦公蓑
（秦）山道
秦公□
秦（福）万呂
秦人部永?
秦人部春世
県春貞
秦浄子
秦
秦公直宗
秦公直本

香河

平概一-７頁
平木三〇六〇
平概一〇-７頁
大日古二五-１０９頁
大日古二五-１０９頁
城２７-２１上
城２７-２１上
城２７-２１上
飛１１
続紀　延暦１０・９・戌寅
続後紀　嘉祥２・２・戌申
続後紀　嘉祥２・２・戌申

　
　
　
優婆塞
虫麻呂の戸主
　
　
　
山元里の人
朝臣氏に改姓される

　左京へ貫付される�

�
�
�

奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
延暦１０年
嘉祥２年
嘉祥２年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
正六位上
外従五位下内膳掌膳
従八位上主計少属

日下部犬万呂
生壬部伊奴
宇治部阿弥
伊与部連虫麻呂
伊与部連人成
海部
（矢田部法）志
生王部□
宇遅部首
綾公菅麻呂
綾公姑継
綾公武主

阿野

正倉九九
正倉一〇〇
正倉九八
類史　延暦２１・９・丙辰
三実　仁和１・１２・２３
三実　仁和１・１２・２３

門津郷の人
二村郷の人
小川郷の人
土佐国へ配流される
備前国上道郡の人に殺害される
備前国上道郡の人に殺害される

天平１８年
天平勝宝４年
８世紀
延暦２１年
仁和１年
仁和１年

　
　
　
　
　
　

河内部宮麻呂
吉志部呼鳥
大伴部三成　
吉師都麻呂
宗我部秀直
建部秋雄

鵜足

続紀　慶雲４・５・癸亥
長岡京２-５７２
　
三実　貞観８・１０・２７
三実　貞観８・１０・２７

百済の役で捕虜となる
金倉郷の人
賜姓和気公
賜姓和気公
賜姓和気公

慶雲１年
奈良時代
貞観８年
貞観８年
貞観８年

　
　
　
　
　

錦部刀良
佐伯
因支首秋主
因支首道麻呂
因支首宅主

那珂

大日古二五-１２２頁
大日古二五-１２２頁
城２５-２２上
平遺八-四三一号
続後紀　承和２・３・庚午
城１９
三実　貞観３・１１・１１
三実　貞観５・８・２２
三実　貞観６・８・８
三実　貞観６・８・８
　
　

　三実　貞観８・１０・２７�

　
　
三実　元慶３・１・３
木簡研究２０-３３頁

�
�
�
�
�
�
�

藤原郷戸主
優婆塞
　
弘田郷戸主
卒伝
藤原郷の人
改姓宿祢
左京へ貫付
賜姓忌寸
賜姓忌寸
　
　

　改賜姓和気公�

　
　
卒伝
御井郷の人

�
�
�
�
�
�
�

天平１７年
天平１７年
奈良時代
延暦２４年
承和２年
神亀３年
貞観３年
貞観５年
貞観６年
貞観６年
貞観８年
貞観８年
貞観８年
貞観８年
貞観８年
貞観８年
元慶３年
奈良時代

　
　
　
正六位上
大僧都伝灯大僧師位
正六位上斎院権判官
正六位下美作椽
　
　
　
　
　
　
　
僧正法印大和尚位
　

大伴部首豊国
大伴部田次
伊西部
佐伯直道長
空海
伊□首智万
佐伯直氏
刑部造真鯨
秦子上成
秦子弥成
因支首純雄
因支首国益
因支首巨足
因支首男縄
因支首文武
因支首陶道
真雅
神奴鳥

多度

続紀　宝亀２・３・辛酉
城２２-３９下
城２４-３０下
城３１-３１上
城２３-１９下
三実　貞観１５・１２・２５
三実　元慶１・１２・２５

私物で窮民を養う
阿麻郷の人
阿麻郷の人
高野郷の人
勝間郷の人
右京へ貫付
山城国へ貫付

宝亀２年
奈良時代
奈良時代
奈良時代
奈良時代
貞観１５年
元慶１年

　
　
　
　
　
正六位上右近衛将監
外従五位下遠江介

丸部臣豊救
佐伯直赤猪
丸部宮目・丸部古君
佐伯部□□
枚夫
桜井田部連豊貞
桜井田部連豊直

三野

三実　貞観４・５・１３
三実　貞観４・５・１３

左京へ貫付
左京へ貫付

貞観４年
貞観４年

従六位上直講
従七位上

刈田首安雄
刈田首氏雄刈田

第７表　讃岐国の地方豪族一覧表（松原弘宣１９８８に加筆）



していたことが知られており，東讃を本拠地とする凡
直氏はこれらの紀氏系氏族と結んでいった可能性が考
えられている。また，刈田郡には紀朝臣を賜った刈田
首氏が見られる。以上のように寒川郡及び刈田郡が讃
岐における紀氏及び同族関係氏族の中心地域であると
言える。山田郡に見られる豪族としては，大領に綾公
人足，少領に凡直，主政に佐伯，復擬主政・主張に秦
氏の名が見られ，讃岐の代表的な氏族名が連なってい
る。なお，『中臣宮処氏本系帳』（１８９３敷田）によると，
中臣氏が代々山田郡の大領となったとしている。この
中で，山田郡少領の凡直氏が東讃において紀氏との同
族・協力関係を待った可能性が考えられているが，石
棚伝播となれば，凡直氏の本拠地である東讃地域に石
棚がないことに対して説明がつかない。よって久本古
墳の石棚については，紀氏との同族関係によってもた
らされたものであることを完全には否定できないが，
単なる同族関係のみによって石棚がもたらされたとは
考えがたい。
　また，陶棺や銅鋺から大和と密接な関係にあったこ
とが証明できる。なお，大和には平群町に所在する三
里古墳が石棚を持つ古墳として知られている。紀伊や
畿内に所在する石棚は奥壁と両側壁に組み込むものが
ほとんどであるが，三里古墳の石棚は奥壁に組み込ま
ず両側壁に組み込むもので，構築方法において中四国
の石棚と共通する。しかしながら，用途の点では，石
棚下部に棺が配置された可能性が指摘されているが
（河上１９７７），床面と石棚の間は５０ｃｍ程度の高さしか
なく，棺台のみの利用が有力視されており（中岡２００２），
久本古墳とは異なる。なお，三里古墳は紀氏の同族関
係による石棚伝播（河上１９７７）の根拠となるもので，
平群氏と紀氏の同族関係を主張している。大和と関連
の深い陶棺と銅鋺をも持ち，石室の構築方法が同じで
ある点から，平群氏との関連も考えられるが，山田郡
に平群氏との関連を示す史料はなく，特定氏族という
よりも大和政権との関連を考えたい。歴史的背景から
みても，山田郡と大和政権の関連を示すものは少なく
ない。前期古墳の高松市茶臼山古墳からは鍬形石等が
出土しており，畿内との密接な関係が考えられる。中
期前半の長崎鼻古墳は菊池川流域の阿蘇石を用いた石
棺を有し，九州との関係が考えられる。さらに，山田
郡・三木郡堺には神櫛王墓とされるものが所在し，山
田郡に「宮処」という郷名が所在することも大和政権
との密接な関係を示す事象かもしれない。
　一方，近年の石棚の研究の中で，朝鮮半島問題に参
与したという職掌の類似性による紀氏と的臣の関係が
指摘されている（吉村２００１）。これに準拠した立場を取
るなら，紀氏と同様に朝鮮半島問題に参与したとされ
る氏族には大伴氏（松原１９８８）や葛城氏（水野１９９９）
があげられる。大伴氏系氏族には佐伯氏がおり，讃岐
では多度郡を本拠地としながら，山田郡の主政にもそ
の名が見られる。また，木簡資料で山田郡海郷に葛木
部竜麻呂の名が見られることから，葛城氏との関連も
考えられる。先述の通り，山田郡の郡司には讃岐の主
要豪族が名を連ねており，かつその中で紀氏，大伴氏，
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葛城氏につながる人物の存在が見られる。このため，大和政権の朝鮮半島政策による讃岐の重要拠点として，山
田郡が選定され，久本古墳の被葬者がその一翼を担っていたことも想定できる。このため，大和政権の朝鮮半島
政策の影響を受け，久本古墳に石棚が作られ，陶棺や銅鋺がもたらされたと考えたい。なお，当該地は綾公氏が
大領となっていることや香河郡・山田郡に秦氏が多いことから綾公氏や秦氏の墓と考えるのが妥当である。しか
しながら，久本古墳，小山古墳，山下古墳の背後には未調査の群集墳が認められ，これらの群集墳との関係が不
明である。今後背後の群集墳の調査によってその評価が得られることを期待したい。
　なお，上記のような在地の有力豪族の結集は日本書紀に見られる６６７年の屋嶋城築城時に行われた可能性も考
えられるが，久本古墳の銅鋺や陶棺に見られるように，山田郡北部の有力者と大和政権とが密接な関係があった
ことは間違いない。白村江の戦いでの敗戦後，突然屋島に城を築いたと考えるよりも，少なくとも久本古墳築造
当時から朝鮮半島政策における重要拠点としての下地があったことにより，山田郡の屋島に築城したと考えたい。
久本古墳の石室内からは７世紀第３四半期頃までの遺物を含むことから，屋嶋城築城期にもその子孫による儀礼
が続いている。国家的事業として行われた屋嶋城築城であるが，在地の有力豪族の協力なくしては築城しえず，
その中でも久本古墳の被葬者の子孫は重要な役割を果たしたと考えられる。
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１４　群馬県　１９３８『上毛古墳綜覧』（『群馬県史蹟名勝天然記念物調査報告書』五）

１５　栃木県　１９２７「足利公園古墳」『栃木県史蹟名勝天然記念物調査報告』二

１６　埼玉県　１９５０『埼玉県史』一

１７　荻野仲三郎・古谷清　１９３５「小見真観寺古墳」『史蹟調査報告』七

１８　柴田常恵　１９０５「武蔵北埼玉郡埼玉村将軍塚」『東京人類学会雑誌』２３１

１９　東京帝国大学理学部　１９００『古墳横穴及同時代遺物発見地名表』

２０　石野瑛　１９２４「武蔵相模に於ける古墳・横穴及び遺物」『武相の古代文化』

２１　埼玉県教育委員会　１９７５『さいたま考古展図録』

２２　坪井正五郎・野中完一　１８９８「常陸国新治郡瓦会村の古墳」『東京人類学会雑誌』１５３

２３　東京大学文学部考古学研究室編　１９６９『我孫子古墳群』

２４　小出義治　１９５１「千葉県印旛郡酒々井町新堀横穴第一号墳調査報告」『上代文化』二十一

２５　滝口宏　１９５６「千葉県芝山古墳群調査速報」『古代』十九・二十

２６　柴山はにわ博物館　１９７５『関向古墳』

２７　斎藤忠　１９５３・１９５６『日本古墳文化綜覧』二・三

２８　谷木光之助　１９３０「上総国君津郡清川村長須賀円山古墳」『考古学』１－２

２９　千葉県教育委員会　１９５１『上総金鈴塚古墳』

３０　柴田常恵　１９０６「上総君津郡飯野村内裏塚」『東京人類学会雑誌』２４９

３１　後藤守一　１９３６「小宮町通大和田俗称饅頭」『東京府史蹟名勝天然記念物調査報告書』十三

３２　高津図書館友の会郷土史研究部古代斑　１９６５『考古たちばな』五・六

３３　赤星直忠　１９２５「相州鴨井の横穴（三）」『考古学雑誌』１５－１１

３４　神奈川県教育委員会　１９７０『登尾山古墳』（『神奈川県埋蔵文化財調査報告』１）

３５　秦野市教育委員会　１９７４『秦野下大規』『秦野の文化財』９・１０

３６　尾板枇舟　１９４１「静岡県伊東町大字湯川古墳ニ就テ」『考古学雑誌』３１－１１

３７　静岡県　１９３０・１９３１『静岡県史』一・二

３８　静岡市　１９３１『静岡市史』一

３９　山本寿々雄　１９６８『山梨県の考古学』

４０　藤森栄一　１９３９「信濃地方古墳の地域的研究」『考古学』１０－１

４１　桐原健　１９６９「頭椎大刀佩用者の性格－信濃出土の頭椎大刀を中心にして－」『古代学研究』５６

４２　藤森栄一　１９６６「古墳文化の地域的特色　中部高地」『日本の考古学』Ⅳ

４３　信濃史料刊行会　１９５６『信濃考古綜覧』上

４４　石川県　１９２３「鍋山古墳」『石川県史蹟名勝調査報告』一
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４５　中山淳子　１９６３「愛知県八名郡北ノ谷古墳」『日本考古学年報』６

４６　三重県教育委員会　１９５４『三重県考古図録』

４７　小田富士雄　１９７５「日本の古墳出土銅鋺について」『百済研究』６

４８　小栗明彦　２００３「近畿地方古墳出土銅鋺と被葬者」『橿原考古学研究所論集』第１４

４９　小栗明彦他　２００２『棚機神社東古墳』奈良県立橿原考古学研究所

５０　小島俊次　１９５５「奈良県天理市上之庄星塚古墳」『奈良県史蹟名勝天然記念調査抄報』七

５１　後藤守一　１９２１「博物館新収品」『考古学雑誌』１１－１０

５２　毛利光俊彦　１９９１「青銅製容器・ガラス容器」『古墳時代の研究』第８巻

５３　光井清三郎　１９０２「美作考古界（二）」『考古界』２－７

５４　新納泉・尾上元規　１９９５『定北古墳』岡山大学考古学研究室

５５　藤田等・本村豪章　１９６３「竹原周辺の考古学的考察」『竹原市史』２

５６　弘津史文　１９２７『周防熊毛郡上代遺跡遺物発見地調査報告書』

５７　後藤守一・森貞成　１９３６「奈良時代の墳墓」『仏教考古学講座』一

５８　山口県教育委員会　１９６４『見島総合学術調査報告』

５９　九州考古学会編　１９５１『北九州古文化図鑑』二

６０　鏡山猛　１９５９「福岡県粕屋郡花見古墳」『日本考古学年報』８

６１　吉村茂三郎　１９３６「明勝鏡山と其付近の古墳に就て」『佐賀県史蹟明勝天然記念物調査報告』五

６２　乙益重隆　１９６７「不知火町国越古墳」『熊本県昭和４１年度埋蔵文化財緊急調査概報』

６３　東亜考古学会　１９５３『対馬』『東方考古学叢刊』乙種６
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１　松本敏三他　１９８６　「香川県埴輪出土遺跡調査報告Ⅰ」『瀬戸内海歴史民俗資料館紀要Ⅲ』

２　福家惣衛　１９６８　「香川県古墳一覧表」『讃岐の史話民話』

３　１９７０『志度町史』

４　川畑聰　１９９６　『高松市歴史資料館収蔵資料目録　～考古資料～』

５　福家惣衛　１９６５『香川県通史　古代中世近世編』

６　川畑聰　１９９０『平木１号墳試掘調査報告書』高松市教育委員会

７　六車恵一　１９６７「今岡古墳」『日本考古学年報』１７　昭和３９年度

８　大久保徹哉　１９９７『四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第２５冊　中間西井坪遺跡Ⅰ』
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焼成胎　　　土色　　　　調
（上＝外面，下＝内面）内　面外　　　面

法　量（cm）
遺構名図版器種番号

器高底径口径

良やや粗
２㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N７/０　灰白

回転ナデ回転ナデ（３.６）包含層１７須恵器
短脚高杯１

良好密
１㎜以下の長石含む

N６/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ回転ナデ（３.１）８.０撹乱１７須恵器
短頸壷２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N７/０　灰白
N７/０　灰白

回転ナデ回転ナデ（１.０）８.８撹乱１７須恵器
坏３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ（８.４）撹乱１７須恵器

短頸壷４

良やや粗
５㎜以下の石英・長石含む

２.５Y８/２　灰白色
２.５Y８/２　灰白色

指頭ナデ
接合痕

指頭ナデ
タガ有り撹乱１７土師質

陶棺５

良やや粗
５㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙
１０YR７/３　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ
タガ有り撹乱１７土師質

陶棺６

良やや粗
５㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙
１０YR６/４　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ
タガ有り撹乱１７土師質

陶棺７

良やや密
１～２㎜の石英・長石・雲母含む

７.５YR６/６　橙
７.５YR６/６　橙

粗いヨコハケマメツ（２.２）周溝２１土師器
甕８

良好密
１㎜以下の石英含む

N８/３　灰白
N７/０　灰白

回転ナデ回転ナデ
櫛目６本の波状文４条，凹線４条（１１.２）３８.０周溝２１須恵器

甕９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N７/０　灰白

回転ナデ回転ナデ（２.３）１４.４周溝２１須恵器
坏蓋１０

良好密
２㎜以下の石英含む

２.５Y３/２　黒褐
N６/０　灰

回転ナデ回転ナデ
口縁部と体部に沈線１条（１３.５）９.０周溝２１須恵器

子持壷１１

良好密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ後カキ目（４.９）周溝２１須恵器
甕１２

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ（１０.０）周溝２１須恵器
甕１３

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ（１３.４）周溝２１須恵器
甕１４

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ（１３.０）周溝２１須恵器
甕１５

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ（１３.３）周溝２１須恵器
甕１６

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ（１６.３）周溝２２須恵器
甕１７

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ（１０.０）周溝２２須恵器
甕１８

不良精良１０YR８/２　灰白
１０YR８/２　灰白

マメツマメツ（２.１）９.６周溝２２土師器
坏１９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N６/０　灰
N６/０　灰

凸面タタキ凹面布目，ヘラケズリ
SD２２５須恵質

平瓦２０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N８/０　灰白
N８/０　灰白

同心円当て具痕カキ目
釉付着（３.７）SD２２５須恵器

甕２１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５Y７/１　灰白
２.５Y７/１　灰白

板ナデ格子目タタキ（６.２）２０.８SD２２５須恵器
甕２２

良やや密
３㎜以下の石英・長石含む

２.５YR６/８　橙
２.５YR６/８　橙

指頭圧指頭圧（４.７）１８.８SD２２５土師質土器
羽釜２３

良やや粗
２㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/３　浅黄橙
５ YR７/６　橙

ナデ指頭圧（５.４）２３.２SD２２５土師質土器
羽釜２４

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/６　橙
７.５YR８/６　浅黄橙

ナデ指頭圧（５.０）２３.４SD２２５土師質土器
羽釜２５

良好密
３㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/２　灰白
１０YR８/２　灰白

ナデナデ
煤付着（７.５）２３.３SD２２５土師質土器

羽釜２６

不良密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５Y８/２　灰白
２.５Y８/２　灰白

マメツマメツ（４.２）１３.６SD２２５須恵器
?

２７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/６　橙
５ YR６/６　橙

回転ナデ回転ナデ（２.０）６.２１０.０SD２２５土師器
皿２８

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/４　にぶい黄橙指頭ナデ
SD２２５土師器

把手２９

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙指頭ナデ（５.７）SD２２５土師質土器
脚３０

良好やや密
３㎜以下の石英・長石・雲母含む

７.５YR５/３　にぶい褐
７.５YR５/４　にぶい褐

粗いヨコハケ指頭圧後粗いタテハケ（３.４）３４.４SD２２５土師器
甕３１

良やや粗
３㎜以下の石英・長石含む

１０Y６/６　赤橙
１０Y６/６　赤橙

ナデ，指頭圧ナデ，指頭圧（４.２）SD２２５土師質土器
鍋３２

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ（１０.４）SD２２５須恵器
甕３３

良好やや密
１㎜以下の石英・長石含む

１０Y５/８　赤
１０R６/８　赤橙

指頭圧指頭圧（５.２）SD４２６土師質土器
羽釜３４

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/６　橙
７.５YR７/６　橙

マメツ指頭圧（４.２）SD４２６土師質土器
鍋３５

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

７.５YR５/４　にぶい褐
１０YR８/３　浅黄橙

ナデナデのち指頭圧（５.０）２３.４SD５２６土師質土器
羽釜３６

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５Y６/１　黄灰
２.５Y７/２　灰黄

回転ナデ回転ナデ
釉付着（４.５）２１.８SD８２６須恵器

甕３７

良密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/３　浅黄橙
１０YR８/３　浅黄橙

マメツマメツ２.６　７.０１１.２SD１２２６土師器
坏３８

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR８/４　浅黄橙
７.５YR８/４　浅黄橙

回転ナデ回転ナデ（２.３）１０.７SD１２２６土師器
坏３９

良好密７.５GY６/１　緑灰
７.５GY６/１　緑灰

青磁釉青磁釉（３.３）１１.８SD１２２６龍泉窯系
青磁碗４０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N７/０　灰白
N７/０　灰白

回転ナデ回転ナデ（１.５）８.０SD１２２６須恵器
坏４１

良粗
５㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/４　にぶい橙板ナデ（７.１）SD１３２６土師質土器
脚４２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/６　橙
１０YR８/４　浅黄橙

マメツマメツ（２.１）５.４SD１３２６土師器
坏４３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ Y７/１　灰白
２.５Y８/１　灰白

回転ナデ回転ナデ
釉付着（４.０）SD１３２６須恵器

甕４４

良好密２.５Y５/３　黄褐
２.５Y５/３　黄褐

青磁釉青磁釉（１.９）６.１SD１４２６龍泉窯系
青磁碗４５

良好やや密
２㎜以下の石英・長石含む

５ YR４/２　灰褐
５ Y５/３　にぶい赤褐

ナデ
擂り目

ナデ
口縁部凹線２条（４.６）SK３２６堺焼

擂鉢４６

土器観察表
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良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙
１０YR７/３　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室３５土師質
陶棺４７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５YR４/８　赤褐
１０YR８/４　浅黄橙

指頭ナデ指頭ナデ
ベンガラ塗布玄室３６土師質

陶棺４８

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙
１０YR７/３　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ
ベンガラ塗布玄室３６土師質

陶棺４９

良好やや密
２㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙
１０YR７/３　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室３６土師質
陶棺５０

良好密
５㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/４　浅黄橙
１０YR７/４　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室３６土師質
陶棺５１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙
１０YR７/４　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ
ベンガラ塗布玄室３６土師質

陶棺５２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙
１０YR７/４　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室３６土師質
陶棺５３

良好密
２㎜以下の石英・長石含む

２.５YR４/６　赤褐
５ YR６/６　橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室３６土師質
陶棺５４

良好密
２㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/２　灰白
１０YR７/３　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ
ベンガラ塗布玄室３６土師質

陶棺５５

良好密
３㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/３　浅黄橙
１０YR８/３　浅黄橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室３６土師質
陶棺５６

良好やや粗
５㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/４　浅黄橙
１０YR７/３　にぶい黄橙

指頭ナデ
接合痕

指頭ナデ玄室３７土師質
陶棺５７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙
１０YR７/３　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ
ベンガラ塗布玄室３７土師質

陶棺５８

良好密
３㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/４　浅黄橙
１０YR８/３　浅黄橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室３７土師質
陶棺５９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/４　浅黄橙
１０YR８/３　浅黄橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室３７土師質
陶棺６０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/４　にぶい黄橙
１０YR８/３　浅黄橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室３７土師質
陶棺６１

良好密
３㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/４　にぶい黄橙
１０YR７/３　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ
ベンガラ塗布玄室３７土師質

陶棺６２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/６　橙指頭ナデ指頭ナデ玄室３７土師質
陶棺６３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５YR５/６　明赤褐
２.５YR５/６　明赤褐

指頭ナデ指頭ナデ玄室３７土師質
陶棺６４

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/３　にぶい黄橙
１０YR７/３　にぶい黄橙

指頭ナデマメツ玄室３７土師質
陶棺６５

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/３　にぶい黄橙
１０YR６/３　にぶい黄橙

指頭ナデタテハケ玄室３７土師質
陶棺６６

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N４/０　灰
N４/０　灰

回転ナデ回転ナデ（２.５）１４.０玄室３８須恵器
坏蓋６７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ上半回転ヘラケズリ
下半回転ナデ４.３　１３.７玄室３８須恵器

坏蓋６８

良密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５Y６/１　黄灰
２.５Y６/１　黄灰

回転ナデ上半回転ヘラケズリ
下半回転ナデ１２.４玄室３８須恵器

坏蓋６９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N７/０　灰白
N７/０　灰白

回転ナデ上半回転ヘラケズリ
下半回転ナデ３.８　１２.４玄室３８須恵器

坏蓋７０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ Y６/１　灰
５ Y５/１　灰

回転ナデ上半回転ヘラケズリ
下半回転ナデ４.２　１０.４玄室３８須恵器

坏蓋７１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N４/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ上半回転ヘラケズリ
下半回転ナデ（２.０）１０.４玄室３８須恵器

坏蓋７２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N４/０　灰
N４/０　灰

回転ナデ上半回転ヘラケズリ
下半回転ナデ，釉付着（１.８）１０.０玄室３８須恵器

坏蓋７３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N４/０　灰
N４/０　灰

回転ナデ回転ナデ（２.１）１３.８玄室３８須恵器
坏７４

良好やや粗
２㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ３.８　６.５１２.０玄室３８須恵器

坏７５

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N６/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ４.２　４.４１２.２玄室３８須恵器

坏７６

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ４.４　４.０１２.５玄室３８須恵器

坏７７

良密
１㎜以下の石英・長石含む

５ Y６/１　灰
５ Y６/１　灰

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ３.７　４.９１１.６玄室３８須恵器

坏７８

良密
１㎜以下の石英・長石含む

N６/０　灰
７.５YR５/１　褐灰

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ（３.５）１１.０玄室３８須恵器

坏７９

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N４/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ４.３　１０.６玄室３８須恵器

坏８０

良好やや密
１㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ（３.０）５.２玄室３８須恵器

坏８１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N４/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ，沈線１条
下半回転ヘラケズリ４.２　８.６１０.４玄室３８須恵器

坏８２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N４/０　灰
N４/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ，沈線１条
下半回転ヘラケズリ４.７　８.３９.４玄室３８須恵器

坏８３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N３/０　暗灰
N６/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ，沈線１条
下半回転ヘラケズリ４.４　８.２９.６玄室３８須恵器

坏８４

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ B５/１　暗青灰
５ B４/１　暗青灰

回転ナデ上半回転ナデ，沈線１条
下半回転ヘラケズリ４.７　８.３９.９玄室３８須恵器

坏８５

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N３/０　暗灰
N４/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ，沈線１条
下半回転ヘラケズリ３.８　８.６１０.２玄室３８須恵器

坏８６

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N３/０　暗灰
N３/０　暗灰

回転ナデ上半回転ナデ，溶着痕
下半回転ヘラケズリ２.９　３.９８.２玄室３８須恵器

坏８７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N６/０　灰
N６/０　灰

回転ナデ上半回転ヘラケズリ
下半回転ナデ，沈線１条４.８　３.２１３.９玄室３８須恵器

高杯蓋８８

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ上半回転ヘラケズリ
下半回転ナデ４.６　３.４１３.９玄室３８須恵器

高杯蓋８９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ回転ナデ（２.７）１３.６玄室３８須恵器
高杯蓋９０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N４/０　灰

回転ナデ回転ナデ
沈線２条，方形２段スカシ１４.８　１２.５１２.４玄室３８須恵器

有蓋高杯９１

良密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/１　褐灰
１０YR６/１　褐灰

回転ナデ回転ナデ（２.８）１２.８玄室３８須恵器
高杯９２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ Y７/１　灰白
５ Y４/１　灰

回転ナデ回転ナデ（１.９）８.１玄室３８須恵器
長頸壷９３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５Y５/１　黄灰
２.５Y６/１　黄灰

回転ナデ回転ナデ（１.６）玄室３８須恵器
長頸壷９４
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良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N４/０　灰
N４/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ，下半回転ヘラケズリ
頸部沈線２条，体部沈線２条，列点文（２０.３）８.４玄室３８須恵器

台付長頸壷９５

良好
密
１㎜以下の石英・長石含む

５ Y６/１　灰
５ Y６/１　灰

回転ナデ上半回転ナデ，下半回転ヘラケズリ
頸部沈線２条，体部沈線２条，列点文，
三角形スカシ

２４.９　１３.０８.３玄室３８須恵器
台付長頸壷９６

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５Y７/１　灰白
２.５Y７/１　灰白

回転ナデ回転ナデ
頸部沈線２条，列点文（１０.４）９.６玄室３８須恵器

台付長頸壷９７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N６/０　灰
N５/０　灰

回転ナデ回転ナデ
沈線３条（７.０）１４.４玄室３８須恵器

台付長頸壷９８

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ Y３/１　オリーブ黒
５ Y６/１　灰

回転ナデ回転ナデ
釉付着（３.３）１０.４玄室３８須恵器

脚９９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR４/１　褐灰
N４/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ，ヘラ記号
下半回転ヘラケズリ１１.６　９.０玄室３８須恵器

直口壷１００

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５GY６/１　オリーブ灰
２.５GY６/１　オリーブ灰

回転ナデ回転ナデ，底部ヘラケズリ
沈線３条，釉付着１４.９　４.０６.２玄室３８須恵器

長頸壷１０１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N４/０　灰

ナデ平行タタキ，カキ目２３.０　７.７玄室３８須恵器
提瓶１０２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N６/０　灰
N６/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ後カキ目
溶着痕，釉付着２２.５　１１.０玄室３９須恵器

横瓶１０３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N６/０　灰
N６/０　灰

回転ナデ上半回転ナデ後カキ目，沈線１条
下半回転ヘラケズリ１６.９　６.０玄室３９須恵器

平瓶１０４

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５Y６/１　黄灰
１０YR５/１　灰褐

回転ナデ回転ナデ（７.７）玄室３９須恵器
壷１０５

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５RY３/１　黒褐
２.５Y４/１　黄灰

同心円当て具痕ナデ
釉付着（７.８）玄室３９須恵器

子持壷１０６

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N６/０　灰
N４/０　灰

回転ナデ回転ナデ（４.２）２４.７玄室３９須恵器
高杯脚１０７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ B３/１　暗緑灰
５ B３/１　暗緑灰

回転ナデ回転ナデ
沈線１条，方形２段スカシ１４.６　１２.８１２.５羨道４０須恵器

有蓋高杯１０８

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/１　褐灰
１０YR６/１　褐灰

回転ナデ回転ナデ
沈線１条，方形スカシ１０.２　１４.０１１.８羨道４０須恵器

高杯１０９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N５/０　灰
N６/０　灰

回転ナデ回転ナデ
沈線２条，方形スカシ１１.６　９.０１０.４羨道４０須恵器

高杯１１０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ Y７/１　灰白
N４/０　灰

回転ナデ回転ナデ
沈線１条（３.１）羨道４０須恵器１１１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N４/０　灰
N６/０　灰

同心円当て具痕平行タタキ（１６.９）羨道４０須恵器
甕１１２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N６/０　灰
５ Y６/１　灰

同心円当て具痕平行タタキ（１４.２）羨道４０須恵器
甕１１３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/４　にぶい黄橙
５ YR６/６　橙

ナデ後ヨコハケタテハケ後ナデ（９.２）羨道４０土師器
高杯１１４

良密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR７/８　橙
２.５YR６/８　橙

暗文マメツ（１.８）１１.０羨道４０土師器
坏１１５

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR７/８　橙
２.５YR７/８　橙

暗文ヨコヘラミガキ２.８　５.６１１.６羨道４０土師器
坏１１６

良やや粗
５㎜以下の石英・長石含む

N４/０　灰
２.５Y７/３　浅黄

凸面板ナデ凹面マメツ玄室４４土師質
平瓦１１７

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

２.５Y８/１　灰白
１０YR８/２　灰白

凸面ナデ凹面布目，コビキＡ玄室４４土師質
平瓦１１８

良やや密
３㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/３　にぶい黄橙
１０YR５/３　にぶい黄褐

凸面ナデ凹面ナデ玄室４４土師質
平瓦１１９

良やや密
３㎜以下の石英・長石含む

１０YR５/２　灰黄褐
１０YR６/４　にぶい黄橙

指頭ナデ指頭ナデ玄室４４土師質土器
竈１２０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

N７/０　灰白
N７/０　灰白

指頭圧後ナデ
接合痕

指頭圧後ナデ１８.６　８.１１３.８玄室４４須恵器
壷１２１

良好やや密
２㎜以下の石英・長石含む

５ Y５/１　灰
５ Y６/１　灰

回転ナデ回転ナデ（８.０）１０.６玄室４４須恵器
壷１２２

不良密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５Y７/１　灰白
２.５Y７/１　灰白

回転ナデ回転ナデ
底部ヘラ切り３.３　８.２１２.２玄室４４須恵器

坏１２３

良密
１㎜以下の石英・長石・雲母含む

１０YR７/２　にぶい黄橙
１０YR８/２　灰白

回転ナデ回転ナデ
底部ヘラ切り３.５　８.１１５.０玄室４４土師器

坏１２４

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/３　浅黄橙
N３/０　暗灰

ヨコヘラミガキヨコヘラミガキ（３.４）６.３玄室４４黒色土器
?

１２５

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/３　にぶい橙
７.５YR５/２　灰褐

ヨコヘラミガキヨコヘラミガキ５.８　５.９１４.８玄室４４黒色土器
?

１２６

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/３　浅黄橙
１０YR８/２　灰白

マメツマメツ５.０　５.２１５.０玄室４４土師器
?

１２７

良好密
２㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/３　にぶい黄橙指頭ナデ（８.８）玄室４４土師質土器
脚１２８

良好密
２㎜以下の石英・長石含む

７.５YR６/３　にぶい褐指頭ナデ（８.３）玄室４４土師質土器
脚１２９

良好やや密
２㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/４　にぶい橙指頭ナデ（６.９）玄室４４土師質土器
脚１３０

良やや密
２㎜以下の石英・長石含む

７.５YR３/１　黒褐指頭ナデ（７.０）玄室４４土師質土器
脚１３１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/４　にぶい橙指頭ナデ（１３.３）玄室４５土師質土器
脚１３２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR６/６　橙指頭ナデ（９.０）玄室４５土師質土器
脚１３３

良好密
５㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/３　にぶい橙指頭ナデ（１０.２）玄室４５土師質土器
脚１３４

良好密
２㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/３　浅黄橙指頭ナデ（８.４）玄室４５土師質土器
脚１３５

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/４　にぶい黄橙指頭ナデ（８.８）玄室４５土師質土器
脚１３６

良好密
２㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/４　にぶい黄橙指頭ナデ（７.２）玄室４５土師質土器
脚１３７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/３　浅黄橙指頭ナデ（６.３）玄室４５土師質土器
脚１３８

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/８　橙指頭ナデ（８.５）玄室４５土師質土器
脚１３９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/４　にぶい黄橙指頭ナデ（６.８）玄室４５土師質土器
脚１４０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/４　にぶい橙指頭ナデ（７.０）玄室４５土師質土器
脚１４１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR６/３　にぶい褐指頭ナデ（６.９）玄室４５土師質土器
脚１４２
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良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/３　にぶい黄橙指頭ナデ（７.３）玄室４５土師質土器
脚１４３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/３　浅黄橙指頭ナデ（５.０）玄室４５土師質土器
脚１４４

良好やや粗
５㎜以下の石英・長石含む

２.５YR５/６　明赤褐指頭ナデ（４.８）玄室４５土師質土器
脚１４５

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/４　にぶい黄橙指頭ナデ（６.９）玄室４５土師質土器
脚１４６

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

７.５YR６/２　灰褐指頭ナデ（６.４）玄室４５土師質土器
脚１４７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR５/３　にぶい赤褐指頭ナデ（５.３）玄室４５土師質土器
脚１４８

良好やや密
２㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/２　明褐灰指頭ナデ（４.７）玄室４５土師質土器
脚１４９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR５/４　にぶい赤褐指頭ナデ（５.７）玄室４５土師質土器
脚１５０

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/２　灰白指頭ナデ（８.６）玄室４５土師質土器
脚１５１

良好やや粗
５㎜以下の石英・長石含む

２.５YR５/６　明赤褐指頭ナデ（５.８）玄室４５土師質土器
脚１５２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/４　にぶい黄橙指頭ナデ（６.７）玄室４５土師質土器
脚１５３

良好やや粗
３㎜以下の石英・長石含む

５ YR５/３　にぶい赤褐指頭ナデ（６.５）玄室４５土師質土器
脚１５４

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/４　にぶい黄橙指頭ナデ（６.６）玄室４５土師質土器
脚１５５

良好やや密
２㎜以下の石英・長石含む

７.５YR５/４　にぶい褐指頭ナデ（７.３）玄室４５土師質土器
脚１５６

良好やや密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR４/２　灰褐指頭ナデ（８.０）玄室４５土師質土器
脚１５７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５YR５/６　明赤褐指頭ナデ（６.４）玄室４５土師質土器
脚１５８

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR６/３　にぶい黄橙指頭ナデ（６.０）玄室４５土師質土器
脚１５９

良好やや密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR５/３　にぶい褐指頭ナデ（５.２）玄室４５土師質土器
脚１６０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/４　にぶい橙指頭ナデ（３.９）玄室４５土師質土器
脚１６１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

２.５Y６/１　黄灰
１０Y６/１　灰

凸面タタキ凹面布目羨道４６須恵質
平瓦１６２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/３　にぶい黄橙
７.５YR７/４　にぶい橙

ナデ指頭圧（６.１）羨道４６土師質土器
土錘１６３

良粗
５㎜以下の石英・長石含む

５ YR７/６　橙
５ YR４/１　褐灰

指頭ナデ後ハケ指頭ナデ後ハケ（９.７）羨道４６土師質土器
竈１６４

良好やや密
３㎜以下の石英・長石含む

２.５Y５/１　黄灰
２.５Y７/１　灰白

回転ナデ回転ヘラケズリ後格子目タタキ
接合痕１２.０　１１.２２５.６羨道４６須恵器

鉢１６５

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/４　にぶい橙
５ YR６/４　にぶい橙

ナデ指頭圧（４.８）２２.６羨道４６土師質土器
羽釜１６６

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR７/６　橙
５ YR７/６　橙

板ナデナデ
煤付着（２.６）２１.４羨道４６土師質土器

羽釜１６７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/４　にぶい橙
５ YR７/４　にぶい橙

回転ナデ回転ナデ（１.６）１０.６羨道４６土師器
皿１６８

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/３　にぶい橙
７.５YR６/４　にぶい橙

回転ナデ回転ナデ（１.７）９.６羨道４６土師器
坏１６９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR６/６　橙
７.５YR６/４　にぶい橙

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ２.８　７.１１１.２羨道４６土師器

坏１７０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR６/３　にぶい褐
７.５YR６/３　にぶい褐

回転ナデ上半回転ナデ
下半回転ヘラケズリ２.５　７.４１０.７羨道４６土師器

坏１７１

良密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR８/３　淡橙
５ YR６/４　にぶい橙

回転ナデ回転ナデ
底部ヘラ切り２.２　５.４９.８羨道４６土師器

坏１７２

良密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR７/２　明褐灰
５ YR７/２　明褐灰

回転ナデ回転ナデ
底部ヘラ切り２.８　５.６１１.０羨道４６土師器

坏１７３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR８/３　浅黄橙
７.５YR８/３　浅黄橙

回転ナデ回転ナデ
底部ヘラ切り３.６　８.６１４.２羨道４６土師器

坏１７４

良密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR６/１　褐灰
７.５YR６/１　褐灰

回転ナデ回転ナデ（２.９）１３.０羨道４６土師器
坏１７５

良好密
１㎜以下の石英・長石・雲母含む

１０YR６/２　灰黄褐
２.５Y６/１　黄灰

回転ナデ回転ナデ（３.１）１５.０羨道４６土師器
坏１７６

良密
１㎜以下の石英・長石含む

N３/０　暗灰
１０YR５/１　灰褐

回転ナデ回転ナデ（１.５）７.６羨道４６土師器
坏１７７

良好密
２㎜以下の石英・長石含む

１０YR３/１　黒褐
１０YR６/３　にぶい黄橙

回転ナデ回転ナデ（２.７）１３.０羨道４６土師器
�

１７８

良好密
２㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/６　橙
２.５YR６/６　橙

回転ナデ回転ナデ（２.０）６.６羨道４６土師器
�

１７９

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR５/３　にぶい褐
７.５YR５/２　灰褐

回転ナデ回転ナデ（２.２）羨道４６土師器
�

１８０

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/４　にぶい橙
１０YR６/２　灰黄褐

マメツヨコヘラミガキ（３.５）７.６羨道４６黒色土器
�

１８１

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR４/１　褐灰
５ YR５/６　明赤褐

回転ナデ回転ナデ（１.８）６.０羨道４６黒色土器
�

１８２

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

５ YR６/４　にぶい橙
７.５YR７/４　にぶい橙

ヨコヘラミガキヨコヘラミガキ（５.３）１５.８羨道４６黒色土器
�

１８３

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR６/３　にぶい褐
２.５Y２/１　黒

ヨコヘラミガキヨコヘラミガキ（５.０）１４.０羨道４６黒色土器
�

１８４

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR８/２　灰白
N３/０　暗灰

ヨコヘラミガキマメツ（３.５）１６.０羨道４６黒色土器
�

１８５

良好密
２㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/４　にぶい橙
５ YR６/６　橙

ヨコヘラミガキヨコヘラミガキ（３.６）１６.０.羨道４６黒色土器
�

１８６

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

１０YR７/４　にぶい黄橙
N３/０　暗灰

ヨコヘラミガキマメツ（４.６）１４.６羨道４６黒色土器
�

１８７

良好密
１㎜以下の石英・長石含む

７.５YR７/４　にぶい橙
N４/０　灰

ヨコヘラミガキヨコヘラミガキ（４.４）１５.４羨道４６黒色土器
�

１８８

良密
１㎜以下の石英・長石含む

N２/０　黒
N２/０　黒

同心円ミガキ指頭圧４.２　４.４１５.４羨道４６瓦器
�

１８９



－８４－

特　　　　　徴
法　量（cm）

遺構名図版器種番号
器高（厚）底径（幅）口径（長）

つまみ部分に細線刻。５１.０９.６玄室４１銅鋺蓋K１

口縁部に細線刻４条。６１０.４玄室４１銅鋺K２

見込みに細線刻。３.８７.７１６.９玄室４１承盤K３

K１～K３には接合しない。別個体の可能性あり。（２.２）玄室４１銅鋺K４

K１～K３には接合しない。別個体の可能性あり。K４と同一個体か？（２.２）１４.７玄室４１銅鋺K５

鏃身のみ残る。０.３１.４３.７玄室４２鉄鏃K６

鏃身のみ残る。０.２１.７１.５玄室４２鉄鏃K７

鏃身から頸部残る。０.４０.８７.６玄室４２鉄鏃K８

鏃身から頸部残る。０.６０.８５.９玄室４２鉄鏃K９

頸部から基部残る。０.３０.４４.８玄室４２鉄鏃K１０

頸部から基部残る。木質及び糸残る。０.６０.８４.０玄室４２鉄鏃K１１

頸部のみ残る。木質残る。０.７０.９３.３玄室４２鉄鏃K１２

頸部のみ残る。０.４０.８０.８玄室４２鉄鏃K１３

茎のみ残る。０.５０.６４.６玄室４２鉄鏃K１４

茎のみ残る。０.４０.４４.６玄室４２鉄鏃K１５

茎のみ残る。０.４０.５５.３玄室４２鉄鏃K１６

茎のみ残る。０.３０.４４.０玄室４２鉄鏃K１７

茎のみ残る。木質残る。０.７０.７３.０玄室４２鉄鏃K１８

茎のみ残る。木質及び糸残る。０.８０.８１.９玄室４２鉄鏃K１９

茎のみ残る。木質及び糸残る。０.７０.９５.９玄室４２鉄鏃K２０

茎のみ残る。木質及び糸残る。０.７０.９７.８玄室４２鉄鏃K２１

完形。木質残る。０.６１.０１６.１玄室４２鉄鏃K２２

先端部を欠く。１.６１.６４.５玄室４２飾り金具K２３

先端部及び柄を欠く。０.４１.４５.４玄室４２刀子K２４

金属器観察表

特　　　　　徴重量（g）
法　量（cm）

遺構名図版器種番号
器高（厚）底径（幅）口径（長）

凝灰岩。基部と先端部の一部を欠く。側面に敲打痕。４５０.７５.２７.４８.９玄室４３磨製石斧S１

安山岩。自然面を残す。先端部にわずかに敲打痕。１３０.２２.２５.５８.１玄室４３石核S２

石器観察表

特　　　　　徴
法　量（cm）

遺構名図版器種番号
器高（厚）底径（幅）口径（長）

劣化著しい。２.２３.２８.５周溝２２獣骨B１

骨観察表



写真図版　１

写真１　調査前墳丘（昭和４９年　南から）

写真２　調査前墳丘（昭和４９年　西から） 写真３　調査前羨道部（昭和４９年　玄室から）

写真４　調査前玄室（昭和４９年　羨道から） 写真５　調査前石棚（昭和４９年　天井から）



写真図版　２

写真１０　第１次調査終了時墳丘（昭和５０年　南から）

写真９　陶棺出土状況（東側壁から） 写真１１　第１次調査終了時墳丘（昭和５０年　西から）

写真７　陶棺出土状況（玄室から）

写真６　石室内排土状況（玄門から） 写真８　陶棺出土状況（近接）



写真図版　３

写真１４　玄室内遺物出土状況（玄門付近）

写真１２　玄室内遺物出土状況（西側壁） 写真１３　玄室内遺物出土状況（東側壁）



写真図版　４

写真１８　玄室内遺物出土状況（左袖）

写真１６　玄室内遺物出土状況（西側壁）

写真１５　玄室内遺物出土状況（右袖） 写真１７　玄室内遺物出土状況（北西部）



写真図版　５

写真１９　銅鋺出土状況（北から）

写真２０　銅鋺出土状況（東から）



写真図版　６

写真２１　陶棺出土状況（玄門から）

写真２２　陶棺出土状況（近接）



写真図版　７

写真２３　羨道部排土状況（羨門から）

写真２４　羨道部遺物出土状況（玄門付近）



写真図版　８

写真２５　玄室礫床検出状況（玄門から）



写真図版　９

写真２８　石棚架構状況（玄門から） 写真２９　玄門仕切石（羨道から）

写真２６　左袖部石積状況（石棚から） 写真２７　右袖部石積状況（石棚から）



写真図版　１０

写真３０　玄門仕切石付近遺物出土状況（玄門から）

写真３１　羨道部排水溝完掘状況（羨門から） 写真３２　羨道部排水溝遺物出土状況（羨門から）



写真図版　１１

写真３５　排水溝検出状況（石棚から）

写真３３　礫床撤去状況（玄門から） 写真３４　排水溝検出状況（玄門から）



写真図版　１２

写真３６　排水溝検出状況（玄門から）

写真３７　排水溝検出状況（玄門部）



写真図版　１３

写真４０　排水溝検出状況（東側壁） 写真４１　排水溝検出状況（西側壁）

写真３８　排水溝検出状況（東側壁） 写真３９　排水溝検出状況（西側壁）



写真図版　１４

写真４７　排水溝蓋石撤去状況（南半）

写真４６　排水溝蓋石撤去状況（玄門から） 写真４８　排水溝蓋石撤去状況（北半）

写真４２　排水溝検出状況（玄門部） 写真４３　排水溝検出状況（奥壁）

写真４４　排水溝検出状況（左袖） 写真４５　排水溝検出状況（右袖）



写真図版　１５

写真５１　排水溝完掘状況（玄門付近）

写真４９　排水溝蓋石撤去状況（左袖） 写真５０　排水溝蓋石撤去状況（右袖）



写真図版　１６

写真５２　羨道部トレンチ（羨門から）

写真５３　玄室中央トレンチ（右袖から）



写真図版　１７

写真５５　墳丘西側石材露出状況（西から）

写真５４　墳丘西側石材露出状況（南から） 写真５６　墳丘西側修復状況（西から）

写真５７　天井部石材露出状況（東から） 写真５８　天井部石材欠損状況（玄室から）

写真５９　天井部石材欠損状況（玄室から） 写真６０　天井部修復状況（東から）



写真図版　１８

写真６１　羨門修復前状況（南から） 写真６２　羨門修復状況（南から）

写真６３　羨道部天井石露出状況（北から） 写真６４　羨道部天井石修復状況（北から）



写真図版　１９

写真６９　第１遺構面遺構完掘状況（北から） 写真７０　第１遺構面遺構完掘状況（北から）

写真７１　ＳＤ４断面（南から） 写真７２　ＳＤ１２・１３断面（西から）

写真６５　第１遺構面遺構検出状況（東から） 写真６６　第１遺構面遺構検出状況（北から）

写真６７　第１遺構面遺構完掘状況（東から） 写真６８　第１遺構面遺構完掘状況（西から）



写真図版　２０

写真７７　周溝断面（北から） 写真７８　周溝完掘状況（北から）

写真７９　周溝最下層遺物出土状況（北から） 写真８０　周溝完掘状況（北から）

写真７３　ＳＤ８断面（西から） 写真７４　ＳＤ３完掘状況（南から）

写真７５　周溝完掘状況（北から） 写真７６　周溝最下層遺物出土状況（南から）



写真図版　２１

写真８５　周提検出状況（西から） 写真８６　噴砂検出状況（西から）

写真８８　盛土版築状況（南から）

写真８１　周溝掘削状況（北から） 写真８２　周溝完掘状況（南から）

写真８３　前庭部排水溝完掘状況（西から） 写真８４　前庭部撹乱状況（南から）

写真８７　墳丘測量状況（南から）



写真図版　２２

写真８９　銅鋺



写真図版　２３

写真９０　陶棺



写真図版　２４

写真９１　出土遺物（鉄器・須恵器）



写真図版　２５

写真９２　出土遺物（須恵器坏）



写真図版　２６

写真９３　出土遺物（須恵器蓋・高杯）



写真図版　２７

写真９４　出土遺物（須恵器高杯・壺・瓶）



写真図版　２８

写真９５　出土遺物（須恵器壺・土師器坏・石器）



写真図版　２９

写真９６　出土遺物（陶棺片・竈）



写真図版　３０

写真９７　出土遺物（中世遺物）
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