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1、かん山古墳の位置と周辺の環境   

奈良盆地の西に横たわる洪積台地・馬見丘陵は、大和川の流れる北葛城郡河合町を  

北端とし、大和高田市の北西部を南端としている。丘陵の特に大和高田市域部分は、  

開析谷に挟まれた尾根が丘陵中心部から裾に向かって幾筋も延びるという、起伏に富  

んだ複雑な地形を呈している。   

馬見丘陵には盆地側でもある東側を中心に数多くの古墳が築造されており、文字通  

り馬見丘陵古項群と称されている。古墳群はいくつかの小さな群に分けられるとされ  

るが、大和高田市域に該当する丘陵南端域には、築山古墳を最大とする一群を見るこ  

とができる。全長220mにおよぶ大前方後円墳・築山古項は、南側の盆地に眺望の  

開けた丘陵上に、主軸をほぼ東西方向に向けて横たえている。近年の宮内庁の調査成  

果（注①）をもとに、築造時期が4世紀末にまで遡る可能性が指摘されはじめている。築  

山古墳には、かん山古項をはじめ比較的大規模な円墳が近接する特質がある。過去3  

カ年にわたる調査で直径96メートルの大型円墳であることが判明したコンビラ山古項  

は、前方部東側の丘陵斜面に存在し（注②）、直径50mの円墳茶臼山古墳は、後円部南  

西側の尾根上に築造されている。そして今回調査されたかん山古墳は、築山古墳の北  

側、築山の主軸に直交するように南北に向けて延びる尾根上に築造されている。   

築山周辺にはこの他にも、狐井塚古墳、大谷今池古項、インキョ山古墳、古屋敷古  

項等、中期から後期にかけての古墳の分布を丘陵の尾根上に見ることができる。しか  

し築山一帯は早くから宅地化された地域で、調査をされないまま破壊された古墳があ  

ったと思われること、築山古墳の南約300mの、丘陵の西斜面や沖積地一帯に広が  

る池田遺跡では、数多くの埋没古墳が条里遺構の地下から発見された（注③）ことから、  

周辺にはさらに多くの古項が築造されていたことを推定できよう。  

注 ①徳田誠志、清書裕二 「磐固陵墓参考地墳些裾護岸区域の調査」  

書陵部紀要第52号 宮内庁書陵部 2000   

②前澤郁浩、松本美賀「コンビラ山古墳3次調査報告書」  

大和高田市教育委員会1993   

③前澤郁浩「埋蔵文化財調査報告ダイジェスト 池田遺跡」  

大和高田市教育委員会 2001   



図1 かん山古墳と周辺の古墳  S＝l／10000  

①かんし【l古墳②築山古墳 ③コンビラ山古墳 ④茶臼山古墳  

⑤狐井塚古墳 ⑥古屋敷古墳言インキョ山．キ墳 ⑧池田遺跡   



2、調査に至る経緯   

かん山古墳は、築山児童公園の緑地になっており、市民の憩いの場として親しまれて  

いる。公園に造成されたのは戦後間もないころで、古墳とそれをのせる尾根、埋没した  

築山古墳の周濠の一部が買収された。かん山古墳の墳丘南側部分は、グランド造成のた  

め尾根ごと切断され、法面加工された。そして墳丘には盛り土がされないまま、遊歩道  

や階段が削り込むように付けられ、植林がなされた。古項である認識は、1958年刊行の  

「大和高田市史」への記載を待たねばならなかったようだ。   

近年、項丘随所で土砂侵食が進み、風水害による倒木で墳丘の一部が崩落したことも  

あった。95年には一部の遊歩道の路面に、埴輪列が樹立したまま露出する事態となった。  

このため大和高田市教育委員会は、将来古墳の保全事業は必至と考え、県教育委員会文  

化財保存課と協議の上、事業の発生までに古墳の保存状況や具体的な規模などを把握す  

るための範囲確認調査を、3カ年かけて実施することになった。   

古墳の名称については、築山児童公園古墳で扱われてきたが、調査にあたり地元の俗  

称である「かん山」を冠して呼ぶことにした。  

3、調査の成果   

調査は古墳が円項であるという前提として、墳丘の北西側と西側2箇所にトレンチを  

設定した。以下調査の成果概要をトレンチごとに述べる。  

第1トレンチ  

墳丘北西側の墳頂端部から裾に向けて設定したトレンチで、トレンチのほぼ中央で、  

列をなした4本の埴輪が樹立した、平坦なテラスが検出された。テラスは埴輪列から項  

頂に向かって約2．8mの幅である。埴輪は基底部のみを残し、4本のうち3本が土砂  

崩落によって裾に向かって大きく傾いているうえ、遊歩道造成の際半分がえぐられるな  

ど、辛うじて位置を留めている状況であった。またテラス上には中世に土壌が掘削され  

るなど改変を受けており、保存状況は良くなかった。   

トレンチはテラス周辺で南側に拡張した。この拡張区の位置は、調査前から遊歩道の  

路面に埴輪列が露出していたところで、露出していた埴輪をすべて検出することを目的  

に設定した。計6本の埴輪基底部を検出するが、遊歩道造成により、既に7本ほどは失  

われていた。   

土層堆積はトレンチ南側の断面を中心に観察した。結果テラスのやや上部を境に、項  

丘上半部は人為的に盛り土し、下半部は地山を削り出して墳丘の形を整えていたことが  

判明した。   



ただテラスについては、項丘下半の地山を削り出した範囲にあたるが、その周囲の地  

山標高が低かったため、盛り土で嵩上げして造成した様子がサブトレンチ等で確認でき  

た。埴輪列についても、テラスの盛り土造成の過程で樹立されていったようで、溝状の  

掘り方を掘って埴輪を立てるような方法は採られていなかった。  

トレンチ全体を見て、この位置以外にテラスらしい遺構は検出できなかったため、か  

ん山古墳は2段築成であると思われる。周濠やその痕跡は確認されなかった。   

また墳丘の北西側は括鉢状に落ち込む地形が認められるが、その一部をトレンチの西  

北端に検出した。周囲では小土壌や焼土ピットなども見つかった。落ち込みの覆土から  

は瓦器の破片が出土しており、後世古墳が城砦等に利用されたと仮定した場合、落ち込  

みの底部が平坦なことから曲輪になる可能性もあるが、詳細は不明である。  

第2トレンチ  

第1トレンチの南側に設定した。第1トレンチの成果を参考に、テラス検出の位置を  

ある程度予測して設定した。   

結果、墳丘斜面に設けられた、テラス、埴輪列を第1トレンチよりも良好な状態で検  

出できた。テラスの幅は、埴輪列の中心部から、墳頂部に向かって1．8mであった。第  

2トレンチ付近は第1トレンチ付近よりも地山の標高が高かったため、このトレンチで  

検出できた墳丘は、基本的に地山を削り出す作業で造成が可能だったようである。   

埴輪は6本検出した。検出した埴輪は、いずれも基底部分だけを残している。盛り土  

造成せず、地山を削りこんで形成したテラスであるため、第1トレンチとは違って、あ  

らかじめ掘削しておいた溝状の掘り方に、埴輪を並べて樹立させる方法が採られていた。  

掘り方は、・一度掘ったものが埋められ、再度位置を少し改めた浅いものが掘りなおされ、  

埴輪はこれに埋め立てていた様子も観察できた。埴輪列の周辺でのみ盛り土の造成が確  

認されたが、テラスの形を整える程度のものと思われる。   

また埴輪列の中心から裾方向に向かって4．6m離れた斜面で、高低差約20センチほ  

どの、人為的に施されたと思われる段差が検出できた。この段差の裾は第1トレンチと  

拡張区の斜面上で確認された、やはり自然のものとは考えにくい段差の裾とおよそ同一  

円弧上にのせることができ、その中心は円丘の中心付近となる。即ちこの第2トレンチ  

はじめ、各トレンチで確認された段差は、墳丘の裾として造成されたと考えられよう。   
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図2 かん山古墳測量図（トレンチ設定位置）  
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［コ…溝状掘り方  
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① 7．5YR6／6橙色シルト混粘質土。10YR7／4にぷい黄橙色粘質土の小、中ブロックを10％含む。（下部に多め）  
（∋10YR6／6明黄褐色シルト混粘質土。3mm以下の砂を少しと10YR7／4にぷい黄橙色粘質土の小ブロックを全体に7％含む。  
（∋（∋にほぼ同じだが、砂がやや多く、ブロックは少ない。（3％程度）  
④ ③にほぼ同じだが、ブロックはほとんど見られない。  
⑤ 7．5YR6／6橙色に7．5YR5／6明褐色が50％混じるシルト混粘質土。5mm程度の砂がやや多く、木の根によるかく乱を受ける。  
⑥10YR6／6明黄褐色に10YR8／4浅黄橙色が小ブロックで20％混じる粘質土。シルトが多く、3mm程度の砂を少し含む。全体に植物の根の痕（黒色の  

鉄・マンガン中塊）が多い。  
①10YR7／4にぷい黄橙色に10YR6／6明黄褐色が′J、ブロックで10％混じるシルト混粘質土。  
⑧ 7．5YR6／6橙色の粘質土。砂はほとんど見られない。  
⑨10YR8／4浅黄橙色に7．5YR6／6橙色が中ブロックで20％混じるシルト混粘質土。3mm程度の砂を少し含む。  
⑬ 7．5YR6／8橙色の粘質土。3mm程度の砂を少し含む。  
⑫ 7．5YR6／8に7．5YR7／6が50％混じる橙色の粘質土。3mm程度の砂を少し含む。  
⑫ ⑫にほぼ同じだが砂が多い。  

図3 第2トレンチ テラス検出状況と埴輪列立面図   



第2トレンチで検出した段差は、他と比較すると高低差が少ない。これは第2トレンチ  

周辺が傾斜の緩い地形であり、周凌がないという前提に立てば、段差を大きくすること  

によって増える土砂の掘削、移動量を抑制するためと思われる。  

4、まとめ   

以上、かん山古墳の1次調査の概要を述べてきたが、 ここで今回の成果について近接  

する円墳・コンビラ山古項との対比をも含めて、まとめておくことにする。   

まず古墳の規模であるが、各トレンチで検出した墳丘裾で描くことのできる円弧に  

ょると古墳の直径はほぼ50メートルとなる。テラス1段を有する2段築成と考えられ  

るが、円墳を前提に考え、築造時期が近くかん山の倍の規模をもつコンビラ山古墳も2  

段築成であることを踏まえれば、ふさわしい構造と思える。トレンチによってテラスの  

幅に差があるが、第1トレンチの方は中世に土壌が掘削されていることもあり、後世に  

改変された可能性もある。墳丘に葺き石は築造当初からなく、周濠も検出されていな  

い。   

埴輪は、合計16本を検出した。黒斑があり、破片からも朝顔形埴輪が含まれていたこ  

とがわかる。コンビラU」古墳の埴輪は、個体によって大きさの違う円形の透かし穴が基  

底部に穿たれたものが含まれているが、かん山古墳の場合透かしはどの埴輪の基底部に  

も認められなかった。埴輪列の樹立方法は、それほど離れていないトレンチで異なって  

いた様子が観察できたが、単に築造作業上の合理性から生じたものと解釈した。コンビ  

ラ山の埴輪内から出土したような小型土器は、今のところ認められていか－。家形埴輪  

と思われる破片1点と盾形埴輪の破片1点も出土しており、項頂部に器財埴輪があったこ  

とが裏付けられる。今回出土した埴輪の特徴から、かん山古墳の築造は5世紀前半に位  

置づけることができよう。埋葬施設から流出したと思われるような遺物の出土はなかっ  

た。   

第2トレンチに堆積していた墳頂方向からの流土や、第1トレンチの措鉢状落ち込みの  

覆土などから瓦器など中世土器が出土した。第1トレンチでは別の位置で中世の遺構も  

検出されたことから、かん山古墳も、築山古墳やコンビラ山古墳と同様、城砦に利用さ  

れた可能性がある。   

かん山古項の検証は、まだ緒についたばかりであるが、今後年度追うごとの調査で、  

徐々に古墳の実体が明らかになっていくことを期待したい。  
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かん山古墳と周辺の古墳（99年3月撮影）   
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J    ■鰹  十十＼十＋十二｝＋  

第1トレンチ 埴輪列・テラス検出状況（白線で囲まれた部分は盛り土である）  

第1トレンチ拡張区 完掘状況（矢印白線は地山と盛り土の境界を示す）   



第1トレンチ拡張区 埴輪列検出状況（白線で囲まれた範囲が盛り土である）  

第1トレンチ拡張区 墳丘裾検出状況  
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第2ト′ンチ テラス検出状況  
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第2トレンチ テラス検出状況  
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第   ／  百雷列間同郡  
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第2トレンチ 古墳裾検出状況  
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埴輪、瓦器、土師器  

奈良県大和高田市築山487  

（市町村）29202  （遺跡番号）13－B－33  

343116．5682（測量図中、基準杭1の数値）  

1354403．0402（測量図中、基準杭1の数値）  

2002年10月2日、03年2月28日  

60正  

国庫、県費補助による範囲確認調査  
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