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巻首図版１

池田古墳遠景 北西上空から

池田古墳遠景 南東上空から



巻首図版２

池田古墳遠景 南上空から

池田古墳遠景 西上空から



巻首図版３

池田古墳近景 北上空から

池田古墳近景 北東上空から



巻首図版４

池田古墳全景（池田橋撤去前） 北東上空から

池田古墳近景 北東上空から



巻首図版５

池田古墳全景（迂回路完成後） 北東上空から

池田古墳全景（竣工後） 北東上空から



巻首図版６

池田古墳全景 南上空から

池田古墳全景 北西上空から



巻首図版７

池田古墳 俯瞰



巻首図版８

調査区俯瞰（第１次～第３次調査合成）



巻首図版９

南半部（第１次～第３次調査） 俯瞰



巻首図版１０

南側１段目斜面全景（第１次調査） 南西から

南半部近景（第１次調査） 南から



巻首図版１１

南側１段目テラス（第１次調査） 東から

南側１段目斜面全景（第１次調査） 南東から



巻首図版１２

前方部南側１段目テラス断面（第２次調査） 西から

南側２段目葺石全景（第２次調査） 南東から



巻首図版１３

北半部（第１次～第３次調査） 俯瞰



巻首図版１４

前方部北側３段目斜面葺石近景（第２次調査）北から

前方部北側３段目斜面葺石全景（第２次調査）北から



巻首図版１５

前方部北側１段目斜面（第１次調査） 北東から

前方部北側１段目斜面（第１次調査） 西から



巻首図版１６

南造り出し全景（第２次調査） 北から

南造り出し全景（第２次調査） 南から



巻首図版１７

南造り出し全景（第２次調査） 北から

南造り出し全景（第２次調査） 南東から



巻首図版１８

北造り出し全景（第２次調査） 南東から

北造り出し全景（第２次調査） 南から



巻首図版１９

北造り出し全景（第２次調査） 北東から

北造り出し全景（第２次調査） 北から



巻首図版２０

南渡土堤西側斜面全景（第１次調査） 南西から

南渡土堤全景（第１次調査） 南から



巻首図版２１

南渡土堤葺石近景（第１次調査） 西から

南渡土堤全景（第１次調査） 北西から



巻首図版２２

北渡土堤全景（第１次調査） 北から



巻首図版２３

北渡土堤全景（第１次調査） 南から



巻首図版２４

北渡土堤と外堤の接合部近景（第１次調査） 東から



巻首図版２５

北渡土堤と外堤の接合部埴輪出土状況 北から

北渡土堤と外堤接合部近景 北から



巻首図版２６

北周濠断面近景（第２次調査） 東から

北周濠断面（第２次調査） 北東から



巻首図版２７

池田古墳出土主要埴輪他



巻首図版２８

南造り出し樹立主要埴輪・小型土製品



巻首図版２９

北造り出し樹立主要埴輪・小型土製品



巻首図版３０

前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪



巻首図版３１

北渡土堤北端出土埴輪



巻首図版３２

池田古墳出土円筒埴輪

池田古墳出土円筒系埴輪



巻首図版３３

池田古墳出土朝顔形埴輪

池田古墳出土朝顔形埴輪・壺形埴輪



巻首図版３４

池田古墳出土丹後−因幡型円筒埴輪

池田古墳出土壺形埴輪



巻首図版３５

池田古墳出土水鳥形埴輪



巻首図版３６

池田古墳出土水鳥形埴輪

池田古墳出土水鳥形埴輪



巻首図版３７

池田古墳出土水鳥形埴輪

池田古墳出土水鳥形埴輪



巻首図版３８

池田古墳出土水鳥形埴輪

池田古墳出土水鳥形埴輪



巻首図版３９

水鳥形埴輪１４



巻首図版４０

水鳥形埴輪５

水鳥形埴輪１６



巻首図版４１

水鳥形埴輪１７出土状況 北東から

水鳥形埴輪１７



巻首図版４２

水鳥形埴輪１９出土状況 東から

水鳥形埴輪１９ 水鳥形埴輪２３



巻首図版４３

水鳥形埴輪２５出土状況 南西から

水鳥形埴輪２５



巻首図版４４

水鳥形埴輪２６出土状況 南から

水鳥形埴輪２６



巻首図版４５

水鳥形埴輪２７出土状況 南から

水鳥形埴輪２７



巻首図版４６

水鳥形埴輪２８



巻首図版４７

水鳥形埴輪２８出土状況



巻首図版４８

水鳥形埴輪２９出土状況 西から

水鳥形埴輪２９



巻首図版４９

水鳥形埴輪３０

水鳥形埴輪３０出土状況 西から



巻首図版５０

水鳥形埴輪３１出土状況 西から

水鳥形埴輪３１



巻首図版５１

池田古墳出土家形埴輪

池田古墳出土家形埴輪



巻首図版５２

池田古墳出土家形埴輪

池田古墳出土家形埴輪



巻首図版５３

家形埴輪３

家形埴輪２



巻首図版５４

家形埴輪４

家形埴輪４



巻首図版５５

家形埴輪５

家形埴輪５



巻首図版５６

柵形埴輪

家形埴輪８



巻首図版５７

盾形埴輪



巻首図版５８

船形埴輪

船形埴輪



巻首図版５９

北造り出し出土小型土製品・小型土器



巻首図版６０

北造り出し出土小型土器（壺・鉢）

北造り出し出土小型土製品



巻首図版６１

北造り出し出土小型土器（高坏）



巻首図版６２

２種の胎土からなる円筒埴輪（６９）

２種の胎土からなる円筒埴輪



巻首図版６３

池田古墳出土木製品



巻首図版６４

池田古墳出土笠形木製品



例 言

１．本書は、朝来市和田山町平野に所在する池田古墳の発掘調査報告書である。

２．発掘調査は、一般国道９号池田橋盛土化事業（平野地区）に伴うもので、国土交通省近畿地方整備

局豊岡河川国道事務所からの依頼を受け、兵庫県教育委員会が本発掘調査を実施した。

３．調査の推移は以下のとおりである。

（発掘作業）

本発掘調査 平成２０年１０月２６日～平成２１年３月２３日

実施機関：兵庫県立考古博物館

工事請負：福井建設株式会社

本発掘調査 平成２１年７月６日～平成２１年１２月２２日

実施機関：兵庫県立考古博物館

工事請負：株式会社安井工務店

本発掘調査 平成２２年１２月２０日～平成２３年３月１５日

実施機関：兵庫県立考古博物館

工事請負：株式会社米田建設

（出土品整理作業）

平成２３年６月１日～平成２４年３月２６日

実施機関：兵庫県立考古博物館

平成２４年８月４日～平成２５年３月１９日

実施機関：公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部

平成２５年６月２０日～平成２６年３月１９日

実施機関：公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部

平成２６年５月２０日～平成２７年３月２０日

実施機関：公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部

３．本発掘調査は、平成２０年度に兵庫県立考古博物館 吉識雅仁・山田清朝が、平成２１年度に同山上雅

弘・山田清朝が、平成２２年度に同渡辺 昇・山田清朝が、それぞれ担当した。

４．本書の編集は友久伸子の補助を得て山田が行い、第６章を除いては山田が執筆した。

５．本報告にかかわる遺物・写真・図面類は兵庫県教育委員会（兵庫県立考古博物館）で保管している。

６．調査後の空中写真の撮影および図化は、平成２０年度が三和航測株式会社に、平成２１年度が株式会社

ジオテクノ関西に、平成２２年度が株式会社 大設に、それぞれ委託して行った。

７．遺物写真の撮影は、平成２４年度が谷口フォト株式会社に、平成２５年度が株式会社 クレアチオに、

それぞれ委託して行った。なお、撮影の一部については、兵庫県立考古博物館（平成２４年度以降は、

兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部）整理保存課深江英憲が行った。

８．調査成果の測量については、四等三角点「３０１市場公民館」と電子基準点「９５０３４２和田山」及び電子

基準点「９６０６４７青垣」を使用し三級基準点を設置し、これを基準とした。座標は世界測地系に基づく

もので、調査地は第Ⅴ系に位置する。

９．本書に用いた方位は座標北を示す。また、標高は東京湾平均海水準を基準とし、一等水準点「第
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１１６９」「交１１７０」をもとに３級水準点を設置した。

１０．第５図は、国土地理院発行１／２５０００地形図「八鹿」を使用した。第１０図は、国土地理院発行

１／２５０００地形図を編集した『兵庫県遺跡地図』データを使用した。

１１．第４９９図・第５０１図・第５０３図・第５０５図に使用した写真は、編集者が長野県安曇野市犀川白鳥湖にて

撮影したものである。

１２．第５１２図・第５２５図・第５２６図の写真に使用された埴輪は、兵庫県立考古博物館「考古楽者」グループ

が作製したものである。

１３．本書に用いた遺物番号は、本文・挿図・図版ともに統一している。

１４．最後に、発掘調査および報告書の作成にあたっては、以下の方々の御援助・御指導・御教示をいた

だいた。ここに感謝の意を表するものである。

石野博信・一瀬和夫・伊藤明良・今尾文昭・岩本 崇・上田 睦・魚津知克・岡林峰夫・小栗明彦・

加賀見省一・賀来孝代・河上邦彦・河内浩之・北垣聡一郎・木下 亘・清野孝之・蔵本晋司・高妻洋

成・潮崎 誠・白石太一郎・新谷勝行・杉原和雄・瀬戸谷晧・高橋克壽・立花 聡・谷本 進・千種

浩・辻本與志一・寺沢知子・寺前直人・戸田真美子・富山直人・徳田誠志・松井敬代・田畑 基・

中佐古美奈子・中嶋雄二・高 正龍・中尾秀正・中島皆夫・新納 泉・仁尾一人・禰宜田佳男・林 正

憲・藤木 透・肥後弘幸・菱田哲郎・櫃本誠一・福井 優・古谷 毅・前岡孝彰・丸山 潔・森岡秀人

森田喜久男・山根壬生子・山本輝雄・安田 滋・山本雅和・和田晴吾
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凡 例

１．方位については、平成２０年度からの３次の調査およびその後の成果発表において、後円部側を

「南」、前方部側を「北」と呼称してきた。しかし、①朝来市教育委員会刊行の調査報告においては後

円部側を「西」、前方部側を「東」と呼称していること、②調査成果図をもとにした正確な方位の検討

結果から、本報告をもって後円部側を「西」、前方部側を「東」と呼称することにする。

２．観察表の計測値は以下の通りである。

・円筒埴輪は４条５段を前提とする。このため、基底部から口縁部まで残存しない個体につい

ては、口縁部を５段目として、基底部を１段目として、表を作成した。

・頸径は頸部突帯下端部を基準として計測した。

・口縁部もしくは基底部が残存しない円筒埴輪の残存部位について、観察表では３段目・４段

目として記載。また、突帯が残存しない円筒系埴輪の体部片については、３段目として観察

表に掲載した。

・（ ）内の数値は残存値である。

３．家形埴輪の部分名称については、以下の文献を参照した。

三輪嘉六・宮本長二郎『日本の美術 第３４８号 家形はにわ』至文堂 １９９５

４．本書の構成については、以下の方針のもと記述していった。

１遺構について

前方部→周辺施設→周濠・外堤の順に報告する。前方部については、１段目→２段目→３段目の

順に、周辺施設については造り出し→渡土堤の順に報告する。また、それぞれ南北に分かれている

ため、南側→北側の順に報告する。

２出土遺物について

埴輪の報告においては、種別ごとに報告する。各種別の報告においては、出土地点単位で報告す

る。順序として、前方部上段から下段→造り出し・渡土堤→周濠→外堤とする。これは、相互に接

合関係の存在する可能性を考慮してのものである。

土器については、墳丘内から出土したものについては、「池田古墳下層遺跡」に伴う土器として

取り扱う。他の、特に周濠内から出土した土器については池田古墳に関連した土器として取り扱

う。

３写真図版について

遺構に関しては、基本的に本文の掲載順に準じている。ただし、埴輪の出土状況について、墳

丘・区画溝・石敷き遺構に伴うものは、その箇所で掲載している。以下、造り出し斜面・渡土堤斜

面・周濠内については、種別ごとに掲載している。

遺物に関しては、図版掲載順を基本として掲載している。

― ―iii



本文編一

第１章 池田古墳

第１節 地理的環境…………………………………………………………………………………………１

第２節 歴史的環境…………………………………………………………………………………………７

第３節 調査・研究歴………………………………………………………………………………………１９

第２章 調査の経緯

第１節 調査の起因…………………………………………………………………………………………２４

第２節 本発掘調査…………………………………………………………………………………………２５

第３節 整理作業……………………………………………………………………………………………３５

第３章 池田古墳下層遺跡の調査成果

第１節 概要…………………………………………………………………………………………………４１

第２節 遺構と遺物…………………………………………………………………………………………４２

第４章 池田古墳の調査成果

第１節 概要…………………………………………………………………………………………………４７

第２節 前方部………………………………………………………………………………………………５４

第３節 造り出し…………………………………………………………………………………………１０２

第４節 渡土堤……………………………………………………………………………………………１４１

第５節 周濠………………………………………………………………………………………………１６６

第６節 外堤………………………………………………………………………………………………１７０

第５章 出土遺物

第１節 概要………………………………………………………………………………………………１７４

第２節 円筒系埴輪………………………………………………………………………………………１７５

本文編二

第３節 水鳥形埴輪………………………………………………………………………………………２８４

第４節 家形埴輪…………………………………………………………………………………………３４８

第５節 柵形埴輪…………………………………………………………………………………………３８６

第６節 その他の埴輪……………………………………………………………………………………３９２

第７節 小型土製品………………………………………………………………………………………３９９

第８節 木製品……………………………………………………………………………………………４０３

第９節 金属製品…………………………………………………………………………………………４０９

第１０節 土器・土製品……………………………………………………………………………………４１０

第６章 分析・鑑定

第１節 池田古墳における放射性炭素年代（ＡＭＳ測定）…………………………………………… ４１３

第２節 池田古墳出土埴輪の胎土分析…………………………………………………………………４１７

第３節 池田古墳出土埴輪付着の赤色顔料の蛍光Ｘ線分析………………………………………… ４４７

― ―iv

目 次



第４節 池田古墳の自然科学分析（花粉分析）報告…………………………………………………４６３

第５節 池田古墳から出土した牛歯……………………………………………………………………４７０

第６節 池田古墳における樹種同定……………………………………………………………………４７２

第７節 池田古墳の石材同定……………………………………………………………………………４７８

第８節 池田古墳における種実同定……………………………………………………………………４８７

第９節 池田古墳出土埴輪の蛍光Ｘ線分析…………………………………………………………… ４９０

第７章 出土遺物のまとめ

第１節 円筒系埴輪………………………………………………………………………………………５１３

第２節 水鳥形埴輪………………………………………………………………………………………５４７

第３節 家形埴輪…………………………………………………………………………………………５６３

第４節 その他の埴輪……………………………………………………………………………………５６９

第５節 小型土製品・小型土器…………………………………………………………………………５７２

第６節 木製品……………………………………………………………………………………………５７４

第７節 埴輪等樹立地点の復元…………………………………………………………………………５７６

第８節 小結………………………………………………………………………………………………６０２

第８章 古墳のまとめ

第１節 前方部……………………………………………………………………………………………６０３

第２節 造り出し…………………………………………………………………………………………６０８

第３節 渡土堤……………………………………………………………………………………………６１１

第４節 墳丘形態の復元…………………………………………………………………………………６２３

第９章 総括

第１節 調査成果の概略…………………………………………………………………………………６２９

第２節 池田古墳の特徴…………………………………………………………………………………６３１

第３節 池田古墳の歴史・保存・活用…………………………………………………………………６３７

報告書抄録………………………………………………………………………………………………………６４０

― ―v



― ―vi

巻首図版１
池田古墳遠景 南東上空から
池田古墳遠景 北西上空から

巻首図版２
池田古墳遠景 西上空から
池田古墳遠景 南上空から

巻首図版３
池田古墳近景 北東上空から
池田古墳近景 北上空から

巻首図版４
池田古墳近景 北東上空から
池田古墳全景（池田橋撤去前） 北東上空から

巻首図版５
池田古墳全景（迂回路完成後） 北東上空から
池田古墳全景（竣工後） 北東上空から

巻首図版６
池田古墳全景 北西上空から
池田古墳全景 南上空から

巻首図版７
池田古墳 俯瞰

巻首図版８
調査区俯瞰（第１次～第３次調査合成）

巻首図版９
南半部（第１次～第３次調査） 俯瞰

巻首図版１０
南半部近景（第１次調査） 南から
南側１段目斜面全景（第１次調査） 南西から

巻首図版１１
南側１段目斜面全景（第１次調査） 南東から
南側１段目テラス（第１次調査） 東から

巻首図版１２
南側２段目葺石全景（第２次調査） 南東から
前方部南側１段目テラス断面（第２次調査）西から

巻首図版１３
北半部（第１次～第３次調査） 俯瞰

巻首図版１４
前方部北側３段目斜面葺石全景（第２次調査）

北から
前方部北側３段目斜面葺石近景（第２次調査）

北から
巻首図版１５

前方部北側１段目斜面（第１次調査） 西から
前方部北側１段目斜面（第１次調査） 北東から

巻首図版１６
南造り出し全景（第２次調査） 南から
南造り出し全景（第２次調査） 北から

巻首図版１７
南造り出し全景（第２次調査） 北から
南造り出し全景（第２次調査） 南東から

巻首図版１８
北造り出し全景（第２次調査） 南から
北造り出し全景（第２次調査） 南東から

巻首図版１９
北造り出し全景（第２次調査） 北から
北造り出し全景（第２次調査） 北東から

巻首図版２０
南渡土堤全景（第１次調査） 南から
南渡土堤西側斜面全景（第１次調査） 南西から

巻首図版２１
南渡土堤全景（第１次調査） 北西から
南渡土堤葺石近景（第１次調査） 西から

巻首図版２２
北渡土堤全景（第１次調査） 北から

巻首図版２３
北渡土堤全景（第１次調査） 南から

巻首図版２４
北渡土堤と外堤の接合部近景（第１次調査） 東から

巻首図版２５
北渡土堤と外堤接合部近景 北から
北渡土堤と外堤の接合部埴輪出土状況 北から

巻首図版２６
北周濠断面（第２次調査） 北東から
北周濠断面近景（第２次調査） 東から

巻首図版２７
池田古墳出土主要埴輪他

巻首図版２８
南造り出し樹立主要埴輪・小型土製品

巻首図版２９
北造り出し樹立主要埴輪・小型土製品

巻首図版３０
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪

巻首図版３１
北渡土堤北端出土埴輪

巻首図版３２
池田古墳出土円筒系埴輪
池田古墳出土円筒埴輪

巻首図版３３
池田古墳出土朝顔形埴輪・壺形埴輪
池田古墳出土朝顔形埴輪

巻首図版３４
池田古墳出土壺形埴輪
池田古墳出土丹後－因幡型円筒埴輪

巻 首 図 版 目 次 本文編一



― ―vii

巻首図版３５
池田古墳出土水鳥形埴輪

巻首図版３６
池田古墳出土水鳥形埴輪

巻首図版３７
池田古墳出土水鳥形埴輪

巻首図版３８
池田古墳出土水鳥形埴輪

巻首図版３９
水鳥形埴輪１４

巻首図版４０
水鳥形埴輪５ 水鳥形埴輪１６

巻首図版４１
水鳥形埴輪１７ 水鳥形埴輪１７出土状況 北東から

巻首図版４２
水鳥形埴輪１９ 水鳥形埴輪２３
水鳥形埴輪１９出土状況 東から

巻首図版４３
水鳥形埴輪２５
水鳥形埴輪２５出土状況 南西から

巻首図版４４
水鳥形埴輪２６ 水鳥形埴輪２６出土状況 南から

巻首図版４５
水鳥形埴輪２７ 水鳥形埴輪２７出土状況 南から

巻首図版４６
水鳥形埴輪２８

巻首図版４７
水鳥形埴輪２８出土状況

巻首図版４８
水鳥形埴輪２９ 水鳥形埴輪２９出土状況 西から

巻首図版４９
水鳥形埴輪３０ 水鳥形埴輪３０出土状況 西から

巻首図版５０
水鳥形埴輪３１ 水鳥形埴輪３１出土状況 西から

巻首図版５１
池田古墳出土家形埴輪

巻首図版５２
池田古墳出土家形埴輪

巻首図版５３
家形埴輪２ 家形埴輪３

巻首図版５４
家形埴輪４

巻首図版５５
家形埴輪５

巻首図版５６
家形埴輪８ 柵形埴輪

巻首図版５７
盾形埴輪

巻首図版５８
船形埴輪

巻首図版５９
北造り出し出土小型土製品・小型土器

巻首図版６０
北造り出し出土小型土製品
北造り出し出土小型土器（壺・鉢）

巻首図版６１
北造り出し出土小型土器（高坏）

巻首図版６２
２種の胎土からなる円筒埴輪
２種の胎土からなる円筒埴輪（６９）

巻首図版６３
池田古墳出土木製品

巻首図版６４
池田古墳出土笠形木製品



― ―viii

挿 図 目 次

－本文編一－

第１章

第１図 兵庫県における朝来市の位置…………………xxxvi
第２図 兵庫県下の道路・鉄道網……………………… １
第３図 朝来市の地理的位置…………………………… ２
第４図 旧和田山町の地理的位置……………………… ３
第５図 池田古墳の位置………………………………… ４
第６図 谷底平野横断図………………………………… ４
第７図 朝来市中心部（城ノ山古墳から）………………５
第８図 池田古墳周辺の微地形………………………… ５
第９図 宮ノ本遺跡と調査地…………………………… ７
第１０図 主要周辺遺跡…………………………………… ８
第１１図 宮ノ本遺跡全景（東上空から）…………………１０
第１２図 池田古墳から見た宮ノ本遺跡………………… １０
第１３図 梅田東古墳群 １０号墳第１主体部…………… １１
第１４図 池田古墳と城ノ山古墳………………………… １３
第１５図 整備後の茶すり山古墳（西上空から）…………１４
第１６図 但馬における古代交通路……………………… １６
第１７図 池田古墳の調査…………………………………２０
第１８図 平成２２年度調査…………………………………２１
第１９図 高田地内所在石棺片…………………………… ２２
第２０図 復元された長持形石棺………………………… ２２

第２章

第２１図 竣工後の池田古墳 城ノ山古墳から………… ２５
第２２図 工事予定地と調査位置………………………… ２５
第２３図 調査位置図……………………………………… ２６
第２４図 調査位置図（第１次調査）………………………２６
第２５図 機械掘削（南周濠） 北から………………… ２７
第２６図 周濠の掘削作業（南周濠） 北から……………２７
第２７図 最初の水鳥形埴輪発見………………………… ２７
第２８図 文化財審議委員会視察………………………… ２７
第２９図 ポール写真の撮影……………………………… ２８
第３０図 文化庁禰宜田佳男調査官の視察……………… ２８
第３１図 木樋の取り上げ（北周濠）………………………２８
第３２図 現地説明会……………………………………… ２８
第３３図 調査位置図（第２次調査）………………………２９
第３４図 前方部南側１段目テラスの検出……………… ２９
第３５図 南造り出しの調査……………………………… ２９
第３６図 南造り出し埴輪の検出………………………… ３０
第３７図 葺石の実測（南側２段目斜面）…………………３０
第３８図 兵庫県文化財保護審議委員会………………… ３０
第３９図 池田古墳調査整備検討委員会………………… ３０
第４０図 区画溝の検出…………………………………… ３１
第４１図 北造り出しの調査……………………………… ３１
第４２図 埴輪出土状況の実測（北造り出し）……………３１
第４３図 調査位置図（第３次調査）………………………３２
第４４図 第３次調査と迂回路…………………………… ３２

第４５図 葺石の検出（前方部南側２段目斜面）…………３３
第４６図 完存する水鳥形埴輪の発見…………………… ３３
第４７図 南造り出し 埴輪出土状況の実測…………… ３３
第４８図 兵庫県文化財保護審議委員会………………… ３３
第４９図 幻の取材………………………………………… ３３
第５０図 墳丘北側 埴輪出土状況の実測……………… ３３
第５１図 断割り調査位置図……………………………… ３４
第５２図 トータルステーションシステムによる

出土地点の測量…３４
第５３図 整理作業………………………………………… ３５
第５４図 埴輪の水洗作業１……………………………… ３６
第５５図 埴輪の水洗作業２……………………………… ３６
第５６図 柵形埴輪の復元………………………………… ３７
第５７図 円筒埴輪の復元作業…………………………… ３７
第５８図 水鳥形埴輪の実測……………………………… ３７
第５９図 遺物写真の撮影…………………………………３８
第６０図 遺構図のトレース……………………………… ３８
第６１図 水鳥形埴輪の復元……………………………… ３８
第６２図 レーダーによる三次元計測…………………… ３９
第６３図 水鳥形埴輪２８の３Ｄ画像……………………… ３９
第６４図 ＣＴスキャン投影…………………………………３９
第６５図 Ｘ線透過写真…………………………………… ３９
第６６図 家形埴輪１ 身舎の復元……………………… ４０
第６７図 ポリスチレンフォーム保温板による

屋根の復元…４０
第６８図 モルタルの塗布………………………………… ４０
第６９図 家形埴輪１の完成……………………………… ４０
第７０図 水鳥形埴輪１４の復元…………………………… ４０
第７１図 家形埴輪４の復元……………………………… ４０

第３章

第７２図 住居跡の検出作業……………………………… ４１
第７３図 池田古墳下層遺跡 遺構位置図……………… ４１
第７４図 竪穴住居跡……………………………………… ４２
第７５図 竪穴住居跡……………………………………… ４２
第７６図 ＳＤ０１断面 西から………………………………４３
第７７図 ＳＤ０１断面…………………………………………４３
第７８図 ＳＤ０２断面 西から………………………………４３
第７９図 ＳＤ０２断面…………………………………………４３
第８０図 池田古墳下層遺跡出土土器…………………… ４６

第４章

第８１図 全体図（第１次～第３次）………………………４７
第８２図 平面図（南半）……………………………………４８
第８３図 池田古墳残存部（南半）…………………………４８
第８４図 平面図（北半）……………………………………４９
第８５図 池田古墳残存部（北半）…………………………４９
第８６図 基本土層図（南半）………………………………５２
第８７図 基本土層図（北半）………………………………５３



― ―ix

第８８図 前方部南側斜面の検出………………………… ５４
第８９図 前方部南側……………………………………… ５４
第９０図 前方部北側……………………………………… ５５
第９１図 南側１段目斜面…………………………………５６
第９２図 南側１段目斜面断面…………………………… ５７
第９３図 南側１段目斜面葺石（ａ～ｃ区）……………… ５８
第９４図 南側１段目斜面葺石（ａ区・ｂ区）…………… ５９
第９５図 南側１段目斜面葺石（ｃ区）……………………６０
第９６図 南側１段目斜面葺石（ｄ区・ｅ区）…………… ６１
第９７図 南側１段目斜面葺石立面図（ｄ区）……………６２
第９８図 南側１段目斜面葺石平面図（ｄ区）……………６３
第９９図 南側１段目斜面葺石の検出…………………… ６４
第１００図 南側１段目斜面葺石立面図（ｅ区）……………６４
第１０１図 南側１段目斜面葺石平面図（ｅ区）……………６５
第１０２図 南側１段目斜面 葺石断面………………… ６６
第１０３図 北側１段目斜面…………………………………６７
第１０４図 北側１段目斜面葺石（ｆ区・ｇ区）……………６８
第１０５図 北側１段目斜面葺石（ｆ区）………………… ６９
第１０６図 北側１段目斜面葺石（ｇ区）………………… ７０
第１０７図 北側１段目斜面横断図（１） ……７１
第１０８図 北側１段目斜面葺石の検出………………… ７１
第１０９図 北側１段目斜面横断図（２） ……７２
第１１０図 南側１段目テラスの検出………………………７３
第１１１図 南側１段目テラス………………………………７３
第１１２図 南側１段目テラス 横断面………………… ７４
第１１３図 南側１段目テラス 断割り断面１……………７５
第１１４図 南側１段目テラス 断割り断面２……………７６
第１１５図 南側１段目テラス 埴輪列（Ａ群・Ｂ群）… ７８
第１１６図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｃ群）………… ７９
第１１７図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｄ群）………… ８０
第１１８図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｅ群）………… ８１
第１１９図 Ｈ４１掘り方底部…………………………………８１
第１２０図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｆ群）………… ８２
第１２１図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｇ群）………… ８３
第１２２図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｇ群・Ｈ群）……８４
第１２３図 Ｐ１………………………………………………８５
第１２４図 Ｐ１平面・断面図………………………………８５
第１２５図 北側１段目テラス………………………………８６
第１２６図 Ｐ２………………………………………………８７
第１２７図 北側１段目テラス 横断面………………… ８７
第１２８図 北側１段目テラス 埴輪列（Ｉ群～Ｋ群）……８８
第１２９図 北側１段目テラス 埴輪列（Ｌ群・Ｍ群）… ８９
第１３０図 北側１段目テラス 埴輪列（Ｎ群・Ｏ群）… ９０
第１３１図 埴輪列の検出作業………………………………９１
第１３２図 南側２段目斜面…………………………………９２
第１３３図 南側２段目斜面葺石（Ａ区）………………… ９３
第１３４図 南側２段目斜面葺石（Ｂ区）………………… ９４
第１３５図 南側２段目斜面葺石横断面………………… ９５
第１３６図 南側２段目斜面葺石（Ｃ区）………………… ９６
第１３７図 北側３段目斜面葺石の実測………………… ９７

第１３８図 北側３段目斜面…………………………………９７
第１３９図 北側３段目斜面葺石……………………………９８
第１４０図 北側２段目テラス 横断面（Ｂライン）……９９
第１４１図 北側３段目斜面葺石（Ａ区）………………… ９９
第１４２図 北側３段目斜面葺石（Ｂ区）…………………１００
第１４３図 北側３段目斜面葺石断面…………………… １０１
第１４４図 北側３段目斜面 墳丘断面………………… １０１
第１４５図 南造り出しの調査…………………………… １０２
第１４６図 造り出し……………………………………… １０２
第１４７図 南造り出し断割り断面……………………… １０３
第１４８図 南造り出し平面図・断面図………………… １０４
第１４９図 南造り出し断面……………………………… １０５
第１５０図 南造り出し北側埴輪列……………………… １０５
第１５１図 南造り出し北側埴輪列（Ｐ群・Ｑ群）……… １０６
第１５２図 南造り出し西側埴輪列（Ｒ群・Ｓ群）……… １０７
第１５３図 南造り出し東側斜面葺石断面……………… １０９
第１５４図 南造り出し東側斜面葺石…………………… １０９
第１５５図 南造り出し東側斜面葺石（Ａ区）……………１１０
第１５６図 南造り出し東側斜面葺石（Ｂ区）……………１１１
第１５７図 南造り出し南側斜面葺石…………………… １１２
第１５８図 南造り出し南側斜面葺石（Ａ区）……………１１３
第１５９図 南造り出し南側斜面葺石（Ｂ区）……………１１４
第１６０図 南造り出し南側斜面葺石断面……………… １１５
第１６１図 南造り出し北側斜面葺石…………………… １１５
第１６２図 南造り出し北側斜面葺石（Ａ区）……………１１６
第１６３図 南造り出し北側斜面葺石（Ｂ区）……………１１７
第１６４図 南造り出し西側斜面葺石…………………… １１８
第１６５図 区画溝の検出………………………………… １１９
第１６６図 区画溝………………………………………… １１９
第１６７図 区画溝（Ａ区）…………………………………１２０
第１６８図 区画溝（Ｂ区）…………………………………１２１
第１６９図 区画溝（Ｃ区）…………………………………１２２
第１７０図 区画溝内上層部断面………………………… １２２
第１７１図 区画溝横断面………………………………… １２３
第１７２図 区画溝土層断面……………………………… １２４
第１７３図 北造り出し断割り断面……………………… １２５
第１７４図 北造り出し…………………………………… １２６
第１７５図 北造り出し東側斜面の検出………………… １２７
第１７６図 北造り出し東側斜面葺石…………………… １２７
第１７７図 北造り出し東側斜面葺石（Ａ区）……………１２８
第１７８図 北造り出し東側斜面葺石（Ｂ区）……………１２９
第１７９図 北造り出し東側斜面葺石断面１…………… １３０
第１８０図 北造り出し東側斜面葺石断面２…………… １３１
第１８１図 北造り出し北側斜面葺石…………………… １３２
第１８２図 北造り出し北側斜面葺石断面……………… １３３
第１８３図 石敷き遺構…………………………………… １３５
第１８４図 石敷き遺構（１区・２区）……………………１３６
第１８５図 石敷き遺構（２区）……………………………１３７
第１８６図 石敷き遺構（３区・４区）……………………１３８
第１８７図 石敷き遺構の検出…………………………… １３９



― ―x

第１８８図 石敷き遺構横断面…………………………… １４０
第１８９図 南渡土堤の調査……………………………… １４１
第１９０図 渡土堤………………………………………… １４１
第１９１図 南渡土堤……………………………………… １４２
第１９２図 南渡土堤横断面（Ａ－Ｂ）……………………１４３
第１９３図 南渡土堤断割り断面………………………… １４３
第１９４図 南渡土堤西側斜面葺石……………………… １４４
第１９５図 南渡土堤横断面……………………………… １４５
第１９６図 南渡土堤西側斜面葺石（１区）………………１４６
第１９７図 南渡土堤西側斜面葺石（２区）………………１４７
第１９８図 南渡土堤西側斜面葺石（３区）………………１４８
第１９９図 南渡土堤西側斜面葺石横断面……………… １４９
第２００図 南渡土堤南端部……………………………… １５０
第２０１図 南渡土堤南端部溝断面……………………… １５１
第２０２図 北渡土堤の調査……………………………… １５２
第２０３図 断面剥ぎ取り作業…………………………… １５２
第２０４図 剥ぎ取り断面（右半が北渡土堤）……………１５２
第２０５図 北渡土堤……………………………………… １５３
第２０６図 前方部～北渡土堤土層断面…………………１５４
第２０７図 北渡土堤横断面……………………………… １５５
第２０８図 北渡土堤西側斜面葺石……………………… １５６
第２０９図 北渡土堤西側斜面葺石（１区）………………１５７
第２１０図 北渡土堤西側斜面葺石（２区）………………１５８
第２１１図 北渡土堤西側斜面葺石（３区）………………１５９
第２１２図 北渡土堤西側斜面葺石断面…………………１６０
第２１３図 北渡土堤東側斜面葺石……………………… １６１
第２１４図 北渡土堤東側斜面葺石断面………………… １６１
第２１５図 溝状遺構……………………………………… １６２
第２１６図 溝状遺構断面………………………………… １６２
第２１７図 北渡土堤北端部……………………………… １６３
第２１８図 北渡土堤北端 埴輪出土状況……………… １６４
第２１９図 北渡土堤北端 溝状遺構横断面…………… １６５
第２２０図 北渡土堤北端 埴輪の検出作業…………… １６５
第２２１図 南周濠………………………………………… １６６
第２２２図 南周濠断面…………………………………… １６７
第２２３図 土層断面実測………………………………… １６８
第２２４図 北周濠………………………………………… １６８
第２２５図 北周濠断面…………………………………… １６９
第２２６図 北周濠断面（第２次調査西壁）………………１６９
第２２７図 南外堤の調査（第３次調査）…………………１７０
第２２８図 南外堤断面…………………………………… １７１
第２２９図 北外堤断面…………………………………… １７３

第５章

第２３０図 池田古墳関連出土遺物……………………… １７４
第２３１図 主要円筒系埴輪出土位置（南側）……………１７５
第２３２図 主要円筒系埴輪出土位置（北側）……………１７６
第２３３図 出土円筒系埴輪……………………………… １７７
第２３４図 円筒埴輪・朝顔形埴輪 部分名称………… １７８
第２３５図 壺形埴輪 部分名称………………………… １７８
第２３６図 丹後‐因幡型円筒埴輪 上部名称………… １７９

第２３７図 前方部南側１段目テラス
主要埴輪出土位置…… １８１

第２３８図 ｈ１ 埴輪出土状況………………………… １８２
第２３９図 ｈ２ 埴輪出土状況………………………… １８３
第２４０図 ｈ３ 埴輪出土状況………………………… １８３
第２４１図 ｈ４ 埴輪出土状況………………………… １８４
第２４２図 ｈ７ 埴輪出土状況………………………… １８４
第２４３図 ｈ５ 埴輪出土状況………………………… １８５
第２４４図 ２７体部外面拓影……………………………… １８７
第２４５図 ｈ６ 埴輪出土状況………………………… １８９
第２４６図 １３４底部下面……………………………………１９５
第２４７図 埴輪列出土円筒系埴輪……………………… １９９
第２４８図 前方部南側１段目斜面

主要円筒系埴輪出土位置… ２０１
第２４９図 １６０拓影…………………………………………２０３
第２５０図 １６１拓影…………………………………………２０３
第２５１図 １６３拓影…………………………………………２０３
第２５２図 １６２拓影…………………………………………２０３
第２５３図 １７４拓影…………………………………………２０４
第２５４図 区画溝内主要埴輪出土位置………………… ２０５
第２５５図 ｈ１２埴輪出土状況の実測…………………… ２０６
第２５６図 ｈ８ 埴輪出土状況………………………… ２０６
第２５７図 ｈ９ 埴輪出土状況………………………… ２０７
第２５８図 ｈ１０ 埴輪出土状況………………………… ２０７
第２５９図 ｈ１１ 埴輪出土状況………………………… ２０８
第２６０図 ｈ１１ 円筒系埴輪出土位置………………… ２０９
第２６１図 ｈ１２ 埴輪出土状況………………………… ２０９
第２６２図 ｈ１６ 埴輪出土状況………………………… ２０９
第２６３図 ｈ１４ 埴輪出土状況………………………… ２１０
第２６４図 ｈ１６・ｈ２１ 埴輪出土状況…………………… ２１１
第２６５図 ２０３拓影…………………………………………２１５
第２６６図 ２４２ １次口縁上端面…………………………２１９
第２６７図 ２４２拓影…………………………………………２１９
第２６８図 ２４５拓影…………………………………………２２１
第２６９図 南造り出し北側埴輪列出土埴輪…………… ２２２
第２７０図 南造り出し西側埴輪列出土埴輪…………… ２２４
第２７１図 ｈ１８ 埴輪出土状況………………………… ２２５
第２７２図 ｈ１９ 埴輪出土状況………………………… ２２６
第２７３図 ｈ２０ 埴輪出土状況………………………… ２２６
第２７４図 ２８６線刻拓影……………………………………２２６
第２７５図 ２９１拓影…………………………………………２２８
第２７６図 ２９２拓影…………………………………………２２８
第２７７図 ２９３拓影…………………………………………２２９
第２７８図 ３５２線刻拓影……………………………………２３３
第２７９図 ｈ２２ 埴輪出土状況………………………… ２４０
第２８０図 ｈ２３ 埴輪出土状況………………………… ２４０
第２８１図 ４２８拓影…………………………………………２４１
第２８２図 ４７７線刻拓影……………………………………２４５
第２８３図 ４９５頸部…………………………………………２４６
第２８４図 ５１９線刻拓影……………………………………２４９



― ―xi

第２８５図 ｈ２４ 埴輪出土状況………………………… ２５０
第２８６図 ５４１線刻…………………………………………２５２
第２８７図 ｈ２５ 埴輪出土状況………………………… ２５３
第２８８図 ｈ２６ 埴輪出土状況………………………… ２５４
第２８９図 ｈ２７ 埴輪出土状況………………………… ２６２
第２９０図 ｈ２８ 埴輪出土状況………………………… ２６２
第２９１図 ｈ２９ 埴輪出土状況………………………… ２６４
第２９２図 ｈ３０ 埴輪出土状況………………………… ２６４
第２９３図 ｈ３１ 埴輪出土状況………………………… ２６７
第２９４図 ｈ３２～ｈ３４ 埴輪出土状況……………………２６９
第２９５図 ６５６拓影…………………………………………２７０
第２９６図 北端部出土円筒系埴輪……………………… ２７２
第２９７図 ６７５出土状況……………………………………２７３
第２９８図 ６９５出土状況……………………………………２７３
第２９９図 ｈ３５ 埴輪出土状況………………………… ２７４
第３００図 ７１４拓影…………………………………………２８１

－本文編二－

第３０１図 水鳥形埴輪出土位置図……………………… ２８４
第３０２図 池田古墳出土水鳥形埴輪…………………… ２８５
第３０３図 水鳥形埴輪部分名称………………………… ２８５
第３０４図 水鳥形埴輪の規模…………………………… ２８６
第３０５図 主要水鳥形埴輪出土位置…………………… ２８７
第３０６図 水鳥形埴輪１出土状況……………………… ２８８
第３０７図 水鳥形埴輪２・３出土状況………………… ２９１
第３０８図 水鳥形埴輪５出土状況……………………… ２９３
第３０９図 水鳥形埴輪６出土位置……………………… ２９４
第３１０図 水鳥形埴輪４・７・８・１０出土状況……… ２９６
第３１１図 水鳥形埴輪９出土位置……………………… ２９８
第３１２図 水鳥形埴輪１１出土状況……………………… ３００
第３１３図 水鳥形埴輪１２出土位置……………………… ３０１
第３１４図 水鳥形埴輪１３・他（８２７）出土状況…………３０２
第３１５図 水鳥形埴輪１４出土位置……………………… ３０３
第３１６図 水鳥形埴輪１５出土位置……………………… ３０５
第３１７図 水鳥形埴輪１６出土状況……………………… ３０６
第３１８図 水鳥形埴輪１７出土状況の実測……………… ３０８
第３１９図 水鳥形埴輪１７出土状況……………………… ３０９
第３２０図 水鳥形埴輪１８出土位置……………………… ３１１
第３２１図 水鳥形埴輪１９出土状況……………………… ３１２
第３２２図 水鳥形埴輪１９出土状況……………………… ３１３
第３２３図 水鳥形埴輪２０出土状況……………………… ３１４
第３２４図 水鳥形埴輪２１出土状況……………………… ３１６
第３２５図 水鳥形埴輪２２・２３出土状況……………………３１７
第３２６図 水鳥形埴輪２４出土状況……………………… ３２０
第３２７図 水鳥形埴輪２５出土状況……………………… ３２２
第３２８図 水鳥形埴輪２６出土状況……………………… ３２４
第３２９図 水鳥形埴輪２６ 拓影………………………… ３２５
第３３０図 水鳥形埴輪２７出土状況……………………… ３２６
第３３１図 水鳥形埴輪２８出土状況……………………… ３２７

第３３２図 水鳥形埴輪２８出土状況……………………… ３２８
第３３３図 水鳥形埴輪２９出土状況……………………… ３３０
第３３４図 水鳥形埴輪３０出土状況……………………… ３３３
第３３５図 水鳥形埴輪３１出土状況……………………… ３３４
第３３６図 南造り出し水鳥形埴輪出土位置…………… ３３６
第３３７図 ７６９出土位置……………………………………３３７
第３３８図 ８５４拓影…………………………………………３４４
第３３９図 ８５７出土位置……………………………………３４５
第３４０図 前方部南側１段目斜面水鳥形埴輪出土位置 ３４６
第３４１図 家形埴輪出土地点（南側）……………………３４８
第３４２図 家形埴輪部分名称（高床式入母屋建物）……３４９
第３４３図 家形埴輪の規模（高床式入母屋建物）………３４９
第３４４図 家形埴輪規模・名称（高床式切妻建物）……３５０
第３４５図 家形埴輪１出土地点………………………… ３５０
第３４６図 家形埴輪１断面……………………………… ３５１
第３４７図 家形埴輪２出土地点………………………… ３５３
第３４８図 家形埴輪３出土地点………………………… ３５５
第３４９図 家形埴輪４出土地点………………………… ３５７
第３５０図 家形埴輪５出土地点………………………… ３６１
第３５１図 家形埴輪６出土地点………………………… ３６２
第３５２図 家形埴輪７出土地点………………………… ３６３
第３５３図 家形埴輪８出土地点………………………… ３６４
第３５４図 家形埴輪９出土地点………………………… ３６５
第３５５図 家形埴輪１０出土地点………………………… ３６７
第３５６図 家形埴輪１１出土地点………………………… ３６７
第３５７図 妻側壁体 線刻……………………………… ３６８
第３５８図 家形埴輪１２出土地点………………………… ３６８
第３５９図 家形埴輪１３出土地点………………………… ３６９
第３６０図 家形埴輪１４出土地点………………………… ３７０
第３６１図 家形埴輪１５出土地点………………………… ３７１
第３６２図 家形埴輪１６出土地点………………………… ３７１
第３６３図 家形埴輪１７出土地点………………………… ３７２
第３６４図 家形埴輪１８出土地点………………………… ３７３
第３６５図 家形埴輪１９出土地点………………………… ３７３
第３６６図 家形埴輪２０出土地点………………………… ３７４
第３６７図 家形埴輪２１出土地点………………………… ３７５
第３６８図 家形埴輪２２出土地点………………………… ３７５
第３６９図 家形埴輪２３出土地点………………………… ３７６
第３７０図 家形埴輪２４出土地点………………………… ３７８
第３７１図 家形埴輪出土地点（北側）……………………３８３
第３７２図 柵形埴輪部分名称…………………………… ３８６
第３７３図 柵形埴輪出土地点（南側）……………………３８６
第３７４図 船形埴輪出土地点…………………………… ３９５
第３７５図 船形埴輪部分名称…………………………… ３９５
第３７６図 船形埴輪の規模……………………………… ３９６
第３７７図 北造り出し小型土製品出土位置図………… ４００
第３７８図 主要木製品出土位置図……………………… ４０３
第３７９図 Ｗ１出土状況………………………………… ４０４
第３８０図 Ｗ２・Ｗ７・Ｗ８出土状況………………… ４０５



― ―xii

第３８１図 Ｗ５・Ｗ９出土状況………………………… ４０６
第６章

第３８２図 暦年較正年代グラフ（参考）…………………４１６
第３８３図 各粒度階における鉱物・岩石出現頻度１… ４２６
第３８４図 各粒度階における鉱物・岩石出現頻度２… ４２７
第３８５図 各粒度階における鉱物・岩石出現頻度３… ４２８
第３８６図 各粒度階における鉱物・岩石出現頻度４… ４２９
第３８７図 砂の粒径組成１……………………………… ４３０
第３８８図 砂の粒径組成２……………………………… ４３１
第３８９図 砂の粒径組成３……………………………… ４３２
第３９０図 砂の粒径組成４……………………………… ４３３
第３９１図 砕屑物・基質・孔隙の割合………………… ４３４
第３９２図 胎土薄片１…………………………………… ４３８
第３９３図 胎土薄片２…………………………………… ４３９
第３９４図 胎土薄片３…………………………………… ４４０
第３９５図 胎土薄片４…………………………………… ４４１
第３９６図 胎土薄片５…………………………………… ４４２
第３９７図 胎土薄片６…………………………………… ４４３
第３９８図 胎土薄片７…………………………………… ４４４
第３９９図 胎土薄片８…………………………………… ４４５
第４００図 胎土薄片９…………………………………… ４４６
第４０１図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図１……… ４４９
第４０２図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図２……… ４５０
第４０３図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図３……… ４５１
第４０４図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図４……… ４５２
第４０５図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図５……… ４５３
第４０６図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図６……… ４５４
第４０７図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図７……… ４５５
第４０８図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図８……… ４５６
第４０９図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図９……… ４５７
第４１０図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図⑽……… ４５８
第４１１図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図⑾……… ４５９
第４１２図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図⑿……… ４６０
第４１３図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図⒀……… ４６１
第４１４図 分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図⒁……… ４６２
第４１５図 サンプリング位置図………………………… ４６４
第４１６図 花粉化石群集の層位分布…………………… ４６６
第４１７図 花粉化石……………………………………… ４６９
第４１８図 池田古墳の動物遺体………………………… ４７１
第４１９図 池田古墳の木製品Ⅰ………………………… ４７４
第４２０図 池田古墳の木製品Ⅱ………………………… ４７５
第４２１図 池田古墳の木製品Ⅲ………………………… ４７６
第４２２図 池田古墳の木製品Ⅳ………………………… ４７７
第４２３図 石材サンプリング位置図（南側）……………４７８
第４２４図 詳細サンプリング位置図（南側）……………４７９
第４２５図 石材サンプリング位置図（北側）……………４８０
第４２６図 詳細サンプリング位置図（北側）……………４８１
第４２７図 古墳周辺石材採取地点……………………… ４８２
第４２８図 池田古墳の位置と周辺の地質……………… ４８５
第４２９図 池田古墳出土石材のマイクロスコープ写真 ４８６

第４３０図 池田古墳の種実……………………………… ４８９
第４３１図 分析対象古墳………………………………… ４９３
第４３２図 №１～７２試料のＫ－Ｃａ、Ｒｂ－Ｓｒ分布図… ５０５
第４３３図 №１～７２試料のＫ－Ｒｂ、Ｃａ－Ｓｒ相関図… ５０５
第４３４図 南地区出土円筒系埴輪の両分布図………… ５０５
第４３５図 北地区出土円筒系埴輪の両分布図………… ５０５
第４３６図 家形埴輪の両分布図………………………… ５０６
第４３７図 水鳥形埴輪の両分布図……………………… ５０６
第４３８図 柵形埴輪、盾形埴輪の両分布図…………… ５０６
第４３９図 土師器の両分布図…………………………… ５０６
第４４０図 南地区出土円筒系埴輪の両相関図………… ５０７
第４４１図 北地区出土円筒系埴輪の両相関図………… ５０７
第４４２図 水鳥形、柵形、盾形埴輪の両相関図……… ５０７
第４４３図 前方部南側１段目テラス出土埴輪の両分布図 ５０７
第４４４図 前方部南側１段目テラス出土埴輪の両相関図 ５０８
第４４５図 前方部北側１段目のテラス・斜面出土埴輪の両分布図 ５０８
第４４６図 前方部北側１段目のテラス・斜面出土埴輪の両相関図 ５０８
第４４７図 南造り出し出土埴輪の両分布図…………… ５０８
第４４８図 南造り出し出土埴輪の両相関図…………… ５０９
第４４９図 南造り出し北側埴輪列出土埴輪の両分布図 ５０９
第４５０図 南造り出し北側埴輪列出土埴輪の両相関図 ５０９
第４５１図 南造り出し西側埴輪列出土埴輪の両分布図 ５０９
第４５２図 南造り出し出土家形埴輪の両分布図……… ５１０
第４５３図 南造り出し出土家形埴輪の両相関図……… ５１０
第４５４図 南渡土堤出土埴輪の両分布図……………… ５１０
第４５５図 南渡土提出土埴輪の両相関図……………… ５１０
第４５６図 北渡土堤出土埴輪の両分布図……………… ５１１
第４５７図 北渡土提出土埴輪の両相関図……………… ５１１
第４５８図 岡田２号墳出土埴輪の両分布図…………… ５１１
第４５９図 岡田２号墳出土埴輪の両相関図…………… ５１１
第４６０図 その他の古墳出土埴輪の両分布図………… ５１２
第４６１図 その他の古墳出土埴輪の両相関図………… ５１２

第７章

第４６２図 円筒埴輪口縁部の分類……………………… ５１３
第４６３図 突帯断面の分類……………………………… ５１５
第４６４図 円筒埴輪の法量（口縁部高）…………………５１６
第４６５図 円筒系埴輪の法量（底部高）…………………５１７
第４６６図 円筒埴輪の法量（口径）………………………５１７
第４６７図 円筒系埴輪の法量（底径）……………………５１９
第４６８図 円筒埴輪の規格１…………………………… ５２０
第４６９図 各規格の円筒埴輪…………………………… ５２０
第４７０図 円筒埴輪の規格２…………………………… ５２１
第４７１図 主要朝顔形埴輪・壺形埴輪出土位置（南側）５２５
第４７２図 主要朝顔形埴輪・壺形埴輪出土位置（北側）５２６
第４７３図 朝顔形埴輪・壺形埴輪 口縁部の分類…… ５２７
第４７４図 朝顔形埴輪・壺形埴輪

頸部突帯の分類…………５２７
第４７５図 朝顔形埴輪の分類１………………………… ５２８
第４７６図 朝顔形埴輪の分類２………………………… ５２９
第４７７図 池田古墳出土壺形埴輪１…………………… ５３１



― ―xiii

第４７８図 池田古墳出土壺形埴輪２…………………… ５３２

第４７９図 主要壺形埴輪………………………………… ５３３

第４８０図 壺形埴輪の分類１…………………………… ５３４

第４８１図 壺形埴輪の分類２…………………………… ５３５

第４８２図 丹後‐因幡型円筒埴輪出土位置…………… ５３５

第４８３図 池田古墳出土丹後‐因幡型円筒埴輪……… ５３６

第４８４図 丹後‐因幡型円筒埴輪の分類……………… ５３６

第４８５図 線刻集成１…………………………………… ５３８

第４８６図 線刻集成２……………………………… ５３９

第４８７図 線刻集成３……………………………… ５４０

第４８８図 円筒系埴輪の規格１………………………… ５４１

第４８９図 円筒系埴輪の規格２………………………… ５４２

第４９０図 円筒埴輪と朝顔形埴輪……………………… ５４３

第４９１図 背部の綴合（上側：綴合１ 下側：綴合２）５４７

第４９２図 水鳥形埴輪の頭部成形……………………… ５４８

第４９３図 尾部成形……………………………………… ５４９

第４９４図 水鳥形埴輪製作手順………………………… ５５０

第４９５図 水鳥形埴輪頭部表現の分類………………… ５５１

第４９６図 水鳥形埴輪 背部表現の分類１…………… ５５２

第４９７図 水鳥形埴輪 背部表現の分類２…………… ５５３

第４９８図 水鳥形埴輪１７………………………………… ５５７

第４９９図 コハクチョウ………………………………… ５５７

第５００図 水鳥形埴輪２５………………………………… ５５７

第５０１図 カモ…………………………………………… ５５７

第５０２図 水鳥形埴輪３１………………………………… ５５７

第５０３図 コハクチョウの嘴…………………………… ５５７

第５０４図 水鳥形埴輪１６ 風切………………………… ５５８

第５０５図 コハクチョウ（後姿）…………………………５５８

第５０６図 水鳥形埴輪の規格…………………………… ５６０

第５０７図 ３規格の水鳥形埴輪………………………… ５６０

第５０８図 棟木の分類…………………………………… ５６４

第５０９図 家形埴輪の分類……………………………… ５６６

第５１０図 屋根と身舎の接合…………………………… ５６７

第５１１図 水鳥形埴輪の樹立１………………………… ５７６

第５１２図 水鳥形埴輪の樹立２………………………… ５７６

第５１３図 １段目埴輪列………………………………… ５７８

第５１４図 南造り出し 円筒系埴輪出土位置図……… ５８０

第５１５図 南造り出し西辺樹立円筒系埴輪…………… ５８１

第５１６図 南造り出し北辺 円筒系埴輪出土位置図… ５８１

第５１７図 南造り出し東辺 円筒系埴輪出土位置図… ５８２

第５１８図 南造り出し南辺 円筒系埴輪出土位置図… ５８２

第５１９図 南造り出し北辺樹立円筒系埴輪１………… ５８３

第５２０図 南造り出し北辺樹立円筒系埴輪２………… ５８４

第５２１図 南造り出し北辺樹立円筒系埴輪３………… ５８５

第５２２図 南造り出し北辺樹立円筒系埴輪４………… ５８６

第５２３図 南造り出し東辺樹立円筒系埴輪１………… ５８７

第５２４図 南造り出し東辺樹立円筒系埴輪２………… ５８８

第５２５図 水鳥形埴輪の樹立１………………………… ５８８

第５２６図 水鳥形埴輪の樹立２………………………… ５８８

第５２７図 南造り出し南辺樹立円筒系埴輪１………… ５８９

第５２８図 南造り出し南辺樹立円筒系埴輪２………… ５９０

第５２９図 南造り出し樹立円筒系埴輪………………… ５９１

第５３０図 南造り出し埴輪樹立位置の復元…………… ５９２

第５３１図 南造り出し上樹立形象埴輪１……………… ５９３

第５３２図 南造り出し上樹立形象埴輪２……………… ５９４

第５３３図 南造り出し裾部樹立水鳥形埴輪…………… ５９５

第５３４図 北造り出し埴輪出土位置図………………… ５９６

第５３５図 北造り出し樹立円筒系埴輪………………… ５９７

第５３６図 北造り出し樹立形象埴輪・小型土製品…… ５９８

第５３７図 主要水鳥形埴輪配置図……………………… ６００

第５３８図 池田古墳出土主要埴輪……………………… ６０２

第８章

第５３９図 前方部残存範囲……………………………… ６０３

第５４０図 池田古墳横断面（南側）………………………６０４

第５４１図 池田古墳横断面（北側）………………………６０５

第５４２図 前方部横断面の復元………………………… ６０６

第５４３図 南周濠内の水位（ケース１）…………………６１２

第５４４図 南周濠内冠水状況（ケース１）………………６１３

第５４５図 南周濠内の水位（ケース２）…………………６１４

第５４６図 南周濠内冠水状況（ケース２）………………６１５

第５４７図 北周濠内冠水状況（ケース３）………………６１６

第５４８図 北周濠内の水位（ケース３）…………………６１７

第５４９図 北周濠内冠水状況（ケース４）………………６１８

第５５０図 北周濠内の水位（ケース４）…………………６１９

第５５１図 北周濠内冠水状況（ケース５）………………６２０

第５５２図 北周濠内の水位（ケース５）…………………６２１

第５５３図 南周濠冠水状況（ケース２）…………………６２２

第５５４図 墳丘の復元…………………………………… ６２４

第５５５図 池田古墳の規格……………………………… ６２６

第５５６図 仲津山古墳との比較………………………… ６２７

第５５７図 池田古墳の復元……………………………… ６２７

第９章

第５５８図 南造り出しへの導線………………………… ６３２

第５５９図 北造り出しへの導線………………………… ６３３

第５６０図 導線の高低差………………………………… ６３４

第５６１図 窯跡 東から………………………………… ６３７

第５６２図 工房跡 北から……………………………… ６３７

第５６３図 池田橋下の墳丘……………………………… ６３８

第５６４図 京都方面迂回路（南周濠） 北東から………６３８

第５６５図 砂による養生（前方部北側１段目斜面）

北から…………６３８

第５６６図 ＥＰＳ工法による盛土１………………………６３９

第５６７図 ＥＰＳ工法による盛土２………………………６３９

第５６８図 ＥＰＳ工法による盛土３………………………６３９

第５６９図 ＥＰＳ工法による盛土４………………………６３９



― ―xiv

表 目 次

－本文編一－

第１表 主要周辺遺跡一覧……………………………… ９
第２表 池田古墳下層遺跡出土土器観察表１………… ４４
第３表 池田古墳下層遺跡出土土器観察表２………… ４５
第４表 Ｆ群埴輪間規模………………………………… ７７
第５表 Ｇ群埴輪間規模………………………………… ８０
第６表 北側埴輪列Ｐ群埴輪間規模……………………１０８
第７表 北側埴輪列Ｑ群埴輪間規模……………………１０８
第８表 西側埴輪列埴輪間規模…………………………１０８

－本文編二－

第９表 土錘計測表………………………………………４１２
第１０表 放射性炭素年代測定結果（δ１３Ｃ補正値）… ４１５
第１１表 放射性炭素年代測定結果
（δ１３Ｃ未補正値、暦年較正用１４Ｃ年代、較正年代）…４１５
第１２表 試料一覧…………………………………………４１７
第１３表 薄片観察結果１…………………………………４１９
第１４表 薄片観察結果２…………………………………４２０
第１５表 薄片観察結果３…………………………………４２１
第１６表 薄片観察結果４…………………………………４２２
第１７表 薄片観察結果５…………………………………４２３
第１８表 薄片観察結果６…………………………………４２４
第１９表 薄片観察結果７…………………………………４２５
第２０表 胎土分類結果……………………………………４３５
第２１表 分析結果一覧……………………………………４４８

第２２表 花粉分析結果……………………………………４６５
第２３表 池田古墳における動物遺存体同定結果………４７０
第２４表 池田古墳における樹種同定結果………………４７２
第２５表 葺石と石材………………………………………４８３
第２６表 分析試料一覧１…………………………………４８３
第２７表 分析試料一覧２…………………………………４８４
第２８表 池田古墳における種実同定結果………………４８９
第２９表 分析試料一覧１…………………………………４９１
第３０表 分析試料一覧２…………………………………４９２
第３１表 分析結果一覧１…………………………………５００
第３２表 分析結果一覧２…………………………………５０１
第３３表 分析結果一覧３…………………………………５０２
第３４表 分析結果一覧４…………………………………５０３
第３５表 分析結果一覧５…………………………………５０４
第３６表 周辺の古墳出土埴輪……………………………５０４
第３７表 体部突帯間規模…………………………………５１８
第３８表 朝顔形埴輪突帯間規模…………………………５２８
第３９表 水鳥形埴輪 製作技法・表現方法一覧１……５５４
第４０表 水鳥形埴輪 製作技法・表現方法一覧２……５５５
第４１表 主要家形埴輪一覧１……………………………５６４
第４２表 主要家形埴輪一覧２……………………………５６５
第４３表 南造り出しにおける円筒系埴輪の樹立位置…５７９
第４４表 南北造り出しの比較……………………………６０９
第４５表 構成要素の比較……………………………… ６３４



― ―xv

図 版 目 次（図版編）

円筒系埴輪

図版１ 埴輪
前方部南側２段目斜面出土埴輪（１～９）
図版２ 埴輪
前方部南側２段目斜面出土埴輪（１０～１６）
前方部南側１段目テラス出土埴輪（１）（１７）
図版３ 埴輪
前方部南側１段目テラス出土埴輪（２）（１８～２４）
図版４ 埴輪
前方部南側１段目テラス出土埴輪（３）（２５～３２）
図版５ 埴輪
前方部南側１段目テラス出土埴輪（４）（３３～３６）
図版６ 埴輪

前方部南側１段目テラス出土埴輪（５）（３７）
図版７ 埴輪

前方部南側１段目テラス出土埴輪（６）（３８）
図版８ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１）（３９）
図版９ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（２）（４０～４２）
図版１０ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（３）（４３～４９）
図版１１ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（４）（５０～６２）
図版１２ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（５）（６３～６７）
図版１３ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（６）（６８～７３）
図版１４ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（７）（７４～８２）
図版１５ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（８）（８３～８７）
図版１６ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（９）（８８～９５）
図版１７ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１０）

（９６～１０３）
図版１８ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１１）

（１０４～１０９）
図版１９ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１２）

（１１０～１１６）
図版２０ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１３）

（１１７～１２７）

図版２１ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１４）

（１２８～１３６）
図版２２ 埴輪
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１５）

（１３７～１３９）
前方部南側１段目斜面出土埴輪（１）（１４０～１４４）
図版２３ 埴輪
前方部南側１段目斜面出土埴輪（２）（１４５～１５８）
図版２４ 埴輪
前方部南側１段目斜面出土埴輪（３）

（１５９～１６３・１６６～１７７）
図版２５ 埴輪
区画溝出土埴輪（１）（１７８～１８０）
図版２６ 埴輪
区画溝出土埴輪（２）（１８１～１８６）
図版２７ 埴輪
区画溝出土埴輪（３）（１８７～１９０）
図版２８ 埴輪
区画溝出土埴輪（４）（１９１・１９２）
図版２９ 埴輪
区画溝出土埴輪（５）（１９３～１９８）
図版３０ 埴輪
区画溝出土埴輪（６）（１９９～２０５）
図版３１ 埴輪
区画溝出土埴輪（７）（２０６～２２１）
図版３２ 埴輪
区画溝出土埴輪（８）（２２２～２３２・２３６～２３９）
図版３３ 埴輪
区画溝出土埴輪（９）（２４０～２４２）
図版３４ 埴輪
区画溝出土埴輪（１０）（２４３）
図版３５ 埴輪
区画溝出土埴輪（１１）（２４４～２４６）
図版３６ 埴輪
区画溝出土埴輪（１２）（２４７～２５２）
図版３７ 埴輪
区画溝出土埴輪（１３）（２５３）
図版３８ 埴輪
南造り出し 北側埴輪列出土埴輪（１）（２５４～２６３）
図版３９ 埴輪
南造り出し 北側埴輪列出土埴輪（２）（２６４～２６９）
図版４０ 埴輪
南造り出し 北側埴輪列出土埴輪（３）（２７０～２７６）
南造り出し 西側埴輪列出土埴輪（１）（２７７～２８１）



― ―xvi

図版４１ 埴輪
南造り出し 西側埴輪列出土埴輪（２）（２８２～２８５）
南造り出し出土埴輪（１）（２８６）
図版４２ 埴輪
南造り出し出土埴輪（２）（２８７・２８８）
図版４３ 埴輪
南造り出し出土埴輪（３）（２８９～２９１）
図版４４ 埴輪
南造り出し出土埴輪（４）（２９２・２９３）
図版４５ 埴輪
南造り出し出土埴輪（５）（２９４～３０１）
図版４６ 埴輪
南造り出し出土埴輪（６）（３０２～３１５）
図版４７ 埴輪
南造り出し出土埴輪（７）（３１６～３３１）
図版４８ 埴輪
南造り出し出土埴輪（８）（３３２～３４４）
図版４９ 埴輪
南造り出し出土埴輪（９）（３４５～３５４・３６６～３６８）
図版５０ 埴輪
南造り出し出土埴輪（１０）（３６９～３７７）
図版５１ 埴輪
南造り出し出土埴輪（１１）（３７８～３８８）
図版５２ 埴輪
南造り出し出土埴輪（１２）（３８９～４０３）
図版５３ 埴輪
南造り出し出土埴輪（１３）（４０４）
図版５４ 埴輪
南造り出し出土埴輪（１４）（４０５・４０６）
図版５５ 埴輪
南造り出し出土埴輪（１５）（４０７～４１１）
図版５６ 埴輪
南造り出し出土埴輪（１６）（４１２～４１９）
図版５７ 埴輪
南造り出し出土埴輪（１７）（４２０・４２１）
図版５８ 埴輪
南造り出し出土埴輪（１８）（４２２～４２４）
図版５９ 埴輪
南渡土堤出土埴輪（１）（４２５～４３１）
図版６０ 埴輪
南渡土堤出土埴輪（２）（４３２～４４７）
図版６１ 埴輪
南渡土堤出土埴輪（３）（４４８～４６０）
図版６２ 埴輪
南渡土堤出土埴輪（４）（４６１～４７５・４７７）
図版６３ 埴輪
南渡土堤出土埴輪（５）（４７８～４８７）
図版６４ 埴輪
南渡土堤出土埴輪（６）（４８８～４９５）

図版６５ 埴輪
南渡土堤出土埴輪（７）（４９６～５０１）
図版６６ 埴輪
南渡土堤出土埴輪（８）（５０２～５０６・５０８～５１３）
図版６７ 埴輪
南渡土堤出土埴輪（９）（５１５～５１８）
南外堤出土埴輪 （５１９～５２２）
図版６８ 埴輪
南周濠出土埴輪（１）（５２３～５３５）
図版６９ 埴輪
南周濠出土埴輪（２）（５３６～５３９）
図版７０ 埴輪
南周濠出土埴輪（３）（５４０・５４１）
図版７１ 埴輪
前方部北側１段目斜面出土埴輪（１）（５４２～５４５）
図版７２ 埴輪
前方部北側１段目斜面出土埴輪（２）（５４６～５４９）
図版７３ 埴輪
前方部北側１段目斜面出土埴輪（３）（５５０～５５７）
図版７４ 埴輪
前方部北側１段目斜面出土埴輪（４）（５５８・５６２）
前方部北側３段目斜面出土埴輪 （５５９～５６１・５６３～５６５）
図版７５ 埴輪
前方部北側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１）

（５６６～５７７）
図版７６ 埴輪
前方部北側１段目テラス埴輪列出土埴輪（２）

（５７８～５９０）
図版７７ 埴輪
前方部北側１段目テラス埴輪列出土埴輪（３）

（５９１～５９５）
前方部北側１段目斜面出土埴輪（５）（５９６～６０３）
図版７８ 埴輪
前方部北側１段目斜面出土埴輪（６）（６０４～６０７）
石敷き遺構出土埴輪（１）（６０８）
図版７９ 埴輪
石敷き遺構出土埴輪（２）（６０９～６１４）
図版８０ 埴輪
石敷き遺構出土埴輪（３）（６１５～６１７）
北造り出し出土埴輪（１）（６１８）
図版８１ 埴輪
北造り出し出土埴輪（２）（６１９～６２４）
図版８２ 埴輪
北造り出し出土埴輪（３）（６２５～６３５）
図版８３ 埴輪
北造り出し出土埴輪（４）（６３６～６４０）
図版８４ 埴輪
北造り出し出土埴輪（５）（６４１～６４３）
図版８５ 埴輪
北渡土堤出土埴輪（１）（６４４・６４５）



― ―xvii

図版８６ 埴輪
北渡土堤出土埴輪（２）（６４６～６４９）
図版８７ 埴輪
北渡土堤出土埴輪（３）（６５０～６５９）
図版８８ 埴輪
北渡土堤出土埴輪（４）（６６０・６６３～６６９）
図版８９ 埴輪
北渡土堤出土埴輪（５）（６７０～６７４）
北渡土堤北端部出土埴輪（１）（６７５）
図版９０ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（２）（６７６）
図版９１ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（３）（６７７）
図版９２ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（４）（６７８・６７９）
図版９３ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（５）（６８０～６８３）
図版９４ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（６）（６８４～６８７）
図版９５ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（７）（６８８～６９１）
図版９６ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（８）（６９２・６９３）
図版９７ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（９）（６９４～６９９）
図版９８ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（１０）（７００～７０３）
図版９９ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（１１）（７０４・７０５）
図版１００ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（１２）（７０６）
図版１０１ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（１３）（７０７・７０８）
図版１０２ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（１４）（７０９・７１０）
図版１０３ 埴輪
北渡土堤北端部出土埴輪（１５）（７１１・７１２）
北周濠出土埴輪（１）（７１３～７１９）
図版１０４ 埴輪
北周濠出土埴輪（２）（７２０）
前方部盛土層出土埴輪（７２１～７２７・７２９～７３２）

水鳥形埴輪

図版１０５ 埴輪
７３３（水鳥形埴輪１）
図版１０６ 埴輪
７３３（水鳥形埴輪１）
図版１０７ 埴輪
７３４（水鳥形埴輪２）

図版１０８ 埴輪
７３５（水鳥形埴輪３）・７３６（水鳥形埴輪４）
図版１０９ 埴輪
７３７（水鳥形埴輪５）
図版１１０ 埴輪
７３７（水鳥形埴輪５）
図版１１１ 埴輪
７３８（水鳥形埴輪６）
図版１１２ 埴輪
７３８（水鳥形埴輪６）
図版１１３ 埴輪
７３９（水鳥形埴輪７）・７４０（水鳥形埴輪８）
図版１１４ 埴輪
７３９（水鳥形埴輪７）・７４１（水鳥形埴輪９）
図版１１５ 埴輪
７４２（水鳥形埴輪１０）・７４３（水鳥形埴輪１１）
図版１１６ 埴輪
７４４（水鳥形埴輪１２）
図版１１７ 埴輪
７４５（水鳥形埴輪１３）
図版１１８ 埴輪
７４５（水鳥形埴輪１３）
図版１１９ 埴輪
７４６（水鳥形埴輪１４）
図版１２０ 埴輪
７４６（水鳥形埴輪１４）
図版１２１ 埴輪
７４６（水鳥形埴輪１４）
図版１２２ 埴輪
７４６（水鳥形埴輪１４）・７４７（水鳥形埴輪１５）
図版１２３ 埴輪
７４８（水鳥形埴輪１６）
図版１２４ 埴輪
７４８（水鳥形埴輪１６）
図版１２５ 埴輪
７４８（水鳥形埴輪１６）
図版１２６ 埴輪
７４８（水鳥形埴輪１６）
図版１２７ 埴輪
７４９（水鳥形埴輪１７）
図版１２８ 埴輪
７４９（水鳥形埴輪１７）
図版１２９ 埴輪
７５０（水鳥形埴輪１８）
図版１３０ 埴輪
７５０（水鳥形埴輪１８）
図版１３１ 埴輪
７５１（水鳥形埴輪１９）
図版１３２ 埴輪
７５１（水鳥形埴輪１９）
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図版１３３ 埴輪
７５１（水鳥形埴輪１９）
図版１３４ 埴輪
７５１（水鳥形埴輪１９）
図版１３５ 埴輪
７５２（水鳥形埴輪２０）・７５３（水鳥形埴輪２１）
図版１３６ 埴輪
７５４（水鳥形埴輪２２）
図版１３７ 埴輪
７５５（水鳥形埴輪２３）
図版１３８ 埴輪
７５５（水鳥形埴輪２３）
図版１３９ 埴輪
７５６（水鳥形埴輪２４）
図版１４０ 埴輪
７５６（水鳥形埴輪２４）
図版１４１ 埴輪
７５７（水鳥形埴輪２５）
図版１４２ 埴輪
７５７（水鳥形埴輪２５）
図版１４３ 埴輪
７５８（水鳥形埴輪２６）
図版１４４ 埴輪
７５８（水鳥形埴輪２６）
図版１４５ 埴輪
７５９（水鳥形埴輪２７）
図版１４６ 埴輪
７５９（水鳥形埴輪２７）
図版１４７ 埴輪
７６０（水鳥形埴輪２８）
図版１４８ 埴輪
７６０（水鳥形埴輪２８）
図版１４９ 埴輪
７６０（水鳥形埴輪２８）－小鳥１・小鳥２
図版１５０ 埴輪
７６０（水鳥形埴輪２８）－小鳥３・小鳥４
図版１５１ 埴輪
７６１（水鳥形埴輪２９）
図版１５２ 埴輪
７６１（水鳥形埴輪２９）
図版１５３ 埴輪
７６２（水鳥形埴輪３０）
図版１５４ 埴輪
７６２（水鳥形埴輪３０）
図版１５５ 埴輪
７６３（水鳥形埴輪３１）
図版１５６ 埴輪
７６３（水鳥形埴輪３１）
図版１５７ 埴輪
７６３（水鳥形埴輪３１）

南造り出し出土水鳥形埴輪（１）（７６４～７６８）
図版１５８ 埴輪
７６３（水鳥形埴輪３１）
南造り出し出土水鳥形埴輪（２）（７６９～７７５）
図版１５９ 埴輪
南造り出し出土水鳥形埴輪（３）

（７７６・７７７・８２４～８２９・８５３～８５７）
図版１６０ 埴輪
南造り出し出土水鳥形埴輪（４）（７８３）
区画溝出土水鳥形埴輪（８６８）
前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪

（８６９・８７０・８７８・８７９）
南渡土堤出土水鳥形埴輪 （８８０）

家形埴輪

図版１６１ 埴輪
８９０（家形埴輪１）
図版１６２ 埴輪
８９０（家形埴輪１）
図版１６３ 埴輪
８９０（家形埴輪１）
図版１６４ 埴輪
８９０（家形埴輪１）
図版１６５ 埴輪
８９７（家形埴輪２）
図版１６６ 埴輪
８９７（家形埴輪２）
図版１６７ 埴輪
８９８（家形埴輪３）
図版１６８ 埴輪
８９８（家形埴輪３）
図版１６９ 埴輪
８９９（家形埴輪４）
図版１７０ 埴輪
８９９（家形埴輪４）
図版１７１ 埴輪
９００（家形埴輪５）・９０１（家形埴輪６）
図版１７２ 埴輪
９００（家形埴輪５）・９０１（家形埴輪６）
図版１７３ 埴輪
９０２（家形埴輪７）
図版１７４ 埴輪
９０３（家形埴輪８）
図版１７５ 埴輪
９０４～９０６（家形埴輪９）
図版１７６ 埴輪
９０７～９１０（家形埴輪９）
図版１７７ 埴輪
９１３（家形埴輪１０）・９１４（家形埴輪１１）
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図版１７８ 埴輪
９１５～９１８（家形埴輪１２）
図版１７９ 埴輪
９１９・９２０（家形埴輪１３）
図版１８０ 埴輪
９２２・９２３（家形埴輪１４）・９２４・９２５（家形埴輪１５）
図版１８１ 埴輪
９２６（家形埴輪１６）・９２８（家形埴輪１７）
図版１８２ 埴輪
９３２・９３３（家形埴輪１８）・９３７～９４０（家形埴輪１９）
図版１８３ 埴輪
９４１～９４３（家形埴輪２０）・９４４（家形埴輪２１）
図版１８４ 埴輪
９４５（家形埴輪２１）・９４８（家形埴輪２２）
図版１８５ 埴輪
９５３～９５５（家形埴輪２３）
図版１８６ 埴輪
９５６・９５７（家形埴輪２３）
図版１８７ 埴輪
家形埴輪（９５８・９５９・９６１・９６２・９６４・９６５

９６７・９８８・９９４・９９８・９９９）
図版１８８ 埴輪
家形埴輪（１００１・１００３・１００７～１０１１・１０２９～１０３２）
図版１８９ 埴輪
家形埴輪（１０３４・１０３９～１０４２・１０４４・１０４９・１０５１）

柵形埴輪

図版１９０ 埴輪
南造り出し出土柵形埴輪（１０５４・１０５６・１０５８・１０６０）
北造り出し出土柵形埴輪（１０５５・１０５７）
前方部南側１段目斜面出土柵形埴輪（１０５９）
南渡土堤出土柵形埴輪（１０８１）
図版１９１ 埴輪
南造り出し出土柵形埴輪（１０８２～１０８５）
前方部南側１段目斜面出土柵形埴輪（１０８６）
図版１９２ 埴輪
柵形埴輪（１１０８・１１０９） 囲形埴輪（１１４２・１１４３）

その他の埴輪

図版１９３ 埴輪
盾形埴輪（１１４７～１１５４）

図版１９４ 埴輪
船形埴輪（１１５５～１１５７）
図版１９５ 埴輪
蓋形埴輪（１１６２～１１６８） 靫形埴輪（１１６９～１１７１）
冑形埴輪（１１７２）

小型土製品・土器

図版１９６ 小型土器
小型土器（１１７８～１２１７）
図版１９７ 小型土器・小型土製品
小型土器（１２１８～１２４６） 小型土製品（１２４７～１２５３）
図版１９８ 土器
出土土器（１２５４～１２８４）

木製品

図版１９９ 木製品
出土木製品（Ｗ１）
図版２００ 木製品
出土木製品（Ｗ１）
図版２０１ 木製品
出土木製品（Ｗ２）
図版２０２ 木製品
出土木製品（Ｗ３・Ｗ４）
図版２０３ 木製品
出土木製品（Ｗ５）
図版２０４ 木製品
出土木製品（Ｗ６・Ｗ７）
図版２０５ 木製品
出土木製品（Ｗ８）
図版２０６ 木製品
出土木製品（Ｗ９）
図版２０７ 木製品
出土木製品（Ｗ１０～Ｗ１２）

土製品・金属製品

図版２０８ 土製品・金属製品
出土土製品（１２８５～１２８８）
出土金属製品（Ｍ１～Ｍ６）
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写 真 図 版 目 次

－写真図版編一－

池田古墳

写真図版１ 古墳
池田古墳全景（昭和５３年１２月撮影） 東上空から

写真図版２ 古墳
池田古墳全景 南から （昭和４６年）
池田古墳後円部 南から（昭和４６年）

写真図版３ 古墳
前方部側（調査前） 南から
くびれ部側（調査前） 南から

写真図版４ 古墳
前方部側（調査後） 南から（第１次）
くびれ部側（調査後） 南から（第２次）

写真図版５ 古墳
南側俯瞰（第１次～第３次）

写真図版６ 古墳
南側俯瞰 （第１次） 南側俯瞰 （第３次）
南側俯瞰 （第２次）

写真図版７ 古墳
南側全景 南から （第２次）
南側全景 南から （第３次）
南側全景 南から （第１次）

前方部

写真図版８ 古墳
南側斜面 俯瞰（第１次～第３次）

写真図版９ 古墳
南側１段目斜面（ｂ区・ｃ区）全景 東から（第２次）
南側１段目斜面（ｂ区西側） 南から（第２次）
南側１段目斜面（ｂ区東側）近景 南から（第２次）
南側１段目斜面（ｃ区北側） 南から（第３次）

写真図版１０ 古墳
南側１段目斜面 近景 南から（第３次）
南側１段目斜面（ａ区）近景 南東から（第２次）

写真図版１１ 古墳
南側１段目斜面 全景 西から （第１次）
南側１段目斜面 近景 東から （第１次）

写真図版１２ 古墳
南側１段目斜面 全景 南から （第１次）
南側１段目斜面 近景 南から （第１次）

写真図版１３ 古墳
南側１段目斜面（ｄ区・ｅ区） 西から（第１次）
南側１段目斜面（ｄ区・ｅ区） 東から（第１次）

写真図版１４ 古墳
南側２段目斜面 全景 南から （第２次）
南側２段目斜面 全景 南から （第３次）

南側２段目斜面 全景 南から （第１次）
写真図版１５ 古墳

南側１段目テラス 西から（第２次）
写真図版１６ 古墳

南側１段目テラス 南東から（第２次）
南側１段目テラス 東から（第２次）

写真図版１７ 古墳
南側１段目テラス 南から（第３次）
南側１段目テラス 西から（第３次）

写真図版１８ 古墳
南側１段目テラス 南東から（第１次）
南側１段目テラス 東から（第１次）

写真図版１９ 古墳
南側２段目斜面断面 東から（第２次）
南側１段目テラス～２段目斜面断面

東から（第１次）
写真図版２０ 古墳

南側１段目テラス 埴輪列 西から（第２次）
写真図版２１ 古墳

南側１段目テラス 埴輪列 東から（第２次）
写真図版２２ 古墳

南側１段目テラス 埴輪列Ｃ群（Ｈ７～Ｈ１１）
南から（第２次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｅ群（Ｈ１６～Ｈ１８）
南から（第２次）

南側１段目テラス 埴輪列Ａ群（Ｈ１～Ｈ６）
東から（第２次）

写真図版２３ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ１９～Ｈ２９）

西から（第３次）
写真図版２４ 古墳

南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ１９～Ｈ２９）
南から（第３次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ１９～Ｈ２９）
南から（第３次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ１９～Ｈ２９）
東から（第３次）

写真図版２５ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ２１～Ｈ２３）

南から（第３次）
南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ２７～Ｈ２９）

南から（第３次）
南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群Ｈ２９断面

東から（第３次）
写真図版２６ 古墳

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群
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南東から（第１次）
南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群

東から（第１次）
写真図版２７ 古墳

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群
南西から（第１次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群
東から（第１次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群
西から（第１次）

写真図版２８ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群

東から（第１次）
南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群掘方全景

東から（第１次）
写真図版２９ 古墳

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ３１～Ｈ３３）
南から（第１次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ３３～Ｈ３５）
南から（第１次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ３６～Ｈ３８）
南から（第１次）

写真図版３０ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ３９～Ｈ４１）

南から（第１次）
南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ４４～Ｈ４６）

南から（第１次）
写真図版３１ 古墳

南側２段目斜面 全景 東から（第２次）
写真図版３２ 古墳

南側２段目斜面 全景 西から（第２次）
写真図版３３ 古墳

南側２段目斜面 葺石（A区・B区）
南西から（第２次）

南側２段目斜面 葺石（A区西半）南から（第２次）
南側２段目斜面 葺石（A区東半～B区西半）

南西から（第２次）
写真図版３４ 古墳

南側２段目斜面 葺石（B区西半）南から（第２次）
南側２段目斜面 葺石（B区東半）南から（第２次）
南側２段目斜面 葺石断面 西から（第２次）

写真図版３５ 古墳
南側２段目斜面 葺石（B区）西から（第３次）

写真図版３６ 古墳
南側２段目斜面 葺石（B区）東から（第３次）
南側２段目斜面 葺石（B区）南から（第３次）

写真図版３７ 古墳
南側２段目斜面 葺石（C区）南東から（第１次）
南側２段目斜面 葺石（C区）南から（第１次）

写真図版３８ 古墳
南側２段目斜面 葺石（C区）東から（第１次）

写真図版３９ 古墳
南側２段目斜面 ｈ１出土状況 南から（第２次）
南側２段目斜面 ｈ１出土状況 南から（第２次）
南側２段目斜面 ｈ２出土状況 南から（第２次）

写真図版４０ 古墳
南側２段目斜面 ｈ４出土状況 南から（第２次）
南側２段目斜面 ｈ４出土状況 南から（第２次）
南側２段目斜面 ｈ３出土状況 南から（第２次）

写真図版４１ 古墳
南側２段目斜面 ｈ５出土状況 南から（第２次）
南側２段目斜面 ｈ６出土状況 南から（第３次）

写真図版４２ 古墳
前方部北側 俯瞰（第１次～第３次）

写真図版４３ 古墳
北側１段目斜面 葺石 東から（第３次）
北側１段目斜面 葺石 北から（第３次）

写真図版４４ 古墳
北側１段目斜面 葺石 北から（第３次）
北側１段目斜面 葺石近景 北から（第３次）

写真図版４５ 古墳
北側１段目斜面 ｈ２５出土状況 北から（第３次）
北側１段目斜面 ｈ２６出土状況 北から（第３次）

写真図版４６ 古墳
北側１段目斜面 ｈ２５出土状況 北から（第３次）
北側１段目斜面 ｈ２５出土状況 東から（第３次）

写真図版４７ 古墳
北側１段目斜面 葺石 北西から（第１次）
北側１段目斜面 葺石 西から（第１次）

写真図版４８ 古墳
北側１段目斜面 葺石 北東から（第１次）
北側１段目斜面 葺石 東から（第１次）

写真図版４９ 古墳
北側１段目斜面 葺石 北から（第１次）
北側１段目斜面 基底石 北東から（第１次）

写真図版５０ 古墳
北側１段目テラス 埴輪列 西から（第２次）
北側１段目テラス 埴輪列 東から（第２次）
北側１段目テラス 埴輪列Ｉ・Ｊ群 西から（第２次）

写真図版５１ 古墳
北側１段目テラス

埴輪列Ｉ群（Ｈ５４～Ｈ５９）出土状況 北から
北側１段目テラス

埴輪列Ｉ群（Ｈ５５）出土状況 南から
北側１段目テラス

埴輪列Ｌ群（Ｈ６３）出土状況 南から
北側１段目テラス

埴輪列Ｉ群（Ｈ５７・Ｈ５８）出土状況 南から
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写真図版５２ 古墳
北側１段目テラス

埴輪列Ｏ群（Ｈ６５～Ｈ６７）出土状況 北から
北側１段目テラス 埴輪列Ｎ群東側出土状況 北から
北側１段目テラス 埴輪列Ｎ群西側出土状況 北から

写真図版５３ 古墳
北側３段目斜面 葺石全景 北から（第２次）
北側３段目斜面 葺石Ｂ区 北から（第２次）
北側３段目斜面 葺石Ａ区 北から（第２次）

写真図版５４ 古墳
北側３段目斜面 葺石全景 西から（第２次）

写真図版５５ 古墳
北側３段目斜面 葺石近景 北から（第２次）
北側３段目斜面 葺石近景 北から（第２次）

造り出し

写真図版５６ 古墳
南造り出し 俯瞰（第１次～第３次）

写真図版５７ 古墳
南造り出し 全景 北西から（第２次）

写真図版５８ 古墳
南造り出し 全景 北東から（第２次）
南造り出し 全景 北から（第２次）
南造り出し 全景 南から（第２次）

写真図版５９ 古墳
南造り出し 全景 北から（第３次）

写真図版６０ 古墳
南造り出し 全景 東から（第３次）
南造り出し 全景 南東から（第３次）
南造り出し 東側斜面 南東から（第３次）

写真図版６１ 古墳
南造り出し 埴輪列全景 北西から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列全景 東から（第２次）
南造り出し 北側埴輪列全景 西から（第２次）

写真図版６２ 古墳
南造り出し 北側埴輪列掘り方確認状況

西から（第２次）
写真図版６３ 古墳

南造り出し 北側埴輪列全景 東から（第２次）
写真図版６４ 古墳

南造り出し 北側埴輪列Ｈ８１（２６７） 南から（第２次）
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８２（２６８） 南から（第２次）
南造り出し 北側埴輪列Ｈ７４（２６０） 南から（第２次）
南造り出し 北側埴輪列Ｈ７５（２６３） 南から（第２次）
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８４（２７０） 南から（第２次）
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８５（２７１） 南から（第２次）

写真図版６５ 古墳
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８６（２７２） 南から
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８９（２７５） 南から

南造り出し 北側埴輪列Ｈ８７（２７３） 南から
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８８（２７４） 南から
南造り出し 埴輪列北西隅 西から

写真図版６６ 古墳
南造り出し 西側埴輪列全景 北から

写真図版６７ 古墳
南造り出し 西側埴輪列Ｓ群 東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｓ群 南から（第２次）

写真図版６８ 古墳
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９０（２７８） 東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９１（２７７） 東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９３（２７９） 東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９４（２８０） 東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９５（２８１） 東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９６（２８３） 東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９８（２８４） 東から（第２次）

写真図版６９ 古墳
南造り出し 南側斜面全景 東から（第２次）

写真図版７０ 古墳
南造り出し 南側斜面全景 西から（第２次）

写真図版７１ 古墳
南造り出し 南側斜面全景 南から（第２次）
南造り出し 南側斜面Ａ区西側 南から（第２次）

写真図版７２ 古墳
南造り出し 南側斜面Ａ区東側 南から（第２次）
南造り出し 南側斜面Ｂ区中央 南から（第２次）

写真図版７３ 古墳
南造り出し 東側斜面Ａ区南側 東から（第３次）
南造り出し 東側斜面Ｂ区中央 南東から（第３次）

写真図版７４ 古墳
南造り出し 東側斜面Ａ区全景 東から（第３次）
南造り出し 東側斜面Ａ区北側 東から（第３次）

写真図版７５ 古墳
南造り出し 東側斜面Ａ区北半 南東から（第３次）
南造り出し 東側斜面Ａ区近景 北東から（第３次）

写真図版７６ 古墳
南造り出し 東側斜面Ａ区中央部 東から（第３次）
南造り出し 東側斜面Ａ区北側 東から（第３次）

写真図版７７ 古墳
区画溝 全景 東から（第２次）

写真図版７８ 古墳
区画溝 全景 西から（第２次）
南造り出し 北西隅 北西から（第２次）

写真図版７９ 古墳
区画溝 北西隅 北東から（第２次）
区画溝 底部Ａ区中央部 東から（第２次）

写真図版８０ 古墳
区画溝 底部Ｂ区中央部 東から（第２次）
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写真図版８１ 古墳
区画溝 Ｃ区 西から（第３次）

写真図版８２ 古墳
区画溝 Ｃ区 北から（第３次）
区画溝 Ｃ区 東から（第３次）
区画溝 Ｃ区 南東から（第３次）

写真図版８３ 古墳
区画溝 南側斜面Ａ区中央部 北から（第２次）
区画溝 南側斜面Ａ区東側 北から（第２次）

写真図版８４ 古墳
区画溝 南側斜面Ｂ区全景 北から（第２次）
区画溝 南側斜面Ｂ区西側 北から（第２次）

写真図版８５ 古墳
区画溝 南側斜面Ｂ区東側 北から（第２次）
区画溝 断面 西から（第２次）

写真図版８６ 古墳
区画溝 ｈ８出土状況 東から（第２次）
区画溝 ｈ８出土状況 南から（第２次）

写真図版８７ 古墳
区画溝 ｈ８出土状況 南東から（第２次）
区画溝上面 ｈ９出土状況 北から（第２次）

写真図版８８ 古墳
区画溝 ｈ１１出土状況 東から（第２次）
区画溝上面 ｈ１０出土状況 南から（第２次）

写真図版８９ 古墳
区画溝 ｈ１２出土状況 東から（第２次）
区画溝 ｈ１２出土状況 南から（第２次）
区画溝 ｈ１２出土状況 東から（第２次）
区画溝 ｈ１２出土状況 南から（第２次）
区画溝 ｈ１４出土状況 北から（第２次）

写真図版９０ 古墳
区画溝 ｈ１１出土状況 北から（第２次）
区画溝 ｈ１３出土状況 南から（第２次）

写真図版９１ 古墳
区画溝 ｈ１５出土状況 南から（第３次）
区画溝 ｈ１６出土状況 南東から（第３次）

写真図版９２ 古墳
北造り出し 全景 俯瞰（第２次・第３次）

写真図版９３ 古墳
北造り出し 全景 南西から（第２次）
北造り出し 全景 北から（第２次）

写真図版９４ 古墳
北造り出し 北側～東側斜面 北東から（第２次）
北造り出し 北側斜面 北から（第２次）
北造り出し 北側斜面 西から（第２次）

写真図版９５ 古墳
北造り出し 北側斜面全景 東から（第２次）

写真図版９６ 古墳

北造り出し 北側斜面全景 北東から（第２次）
北造り出し 北側斜面全景 北東から（第２次）

写真図版９７ 古墳
北造り出し 北側斜面西部 北から（第２次）
北造り出し 北側斜面中央部 北から（第２次）

写真図版９８ 古墳
北造り出し 北側斜面東部 北から（第２次）
北造り出し 北東隅 北東から（第２次）

写真図版９９ 古墳
北造り出し 東側斜面全景 南から（第２次）

写真図版１００ 古墳
北造り出し 東側斜面全景 北から（第２次）
北造り出し 東側斜面Ｂ区北側 東から（第２次）

写真図版１０１ 古墳
北造り出し 東側斜面Ｂ区北側 東から（第２次）
北造り出し 東側斜面Ｂ区南側 東から（第２次）

写真図版１０２ 古墳
北造り出し 東側斜面Ａ区北側 東から（第２次）
北造り出し 東側斜面Ａ区南側 東から（第２次）

写真図版１０３ 古墳
前方部・北造り出し接合部 北東から（第３次）
前方部・北造り出し接合部近景 北東から（第３次）

写真図版１０４ 古墳
前方部・北造り出し接合部近景 北東から（第３次）

写真図版１０５ 古墳
石敷き遺構 全景 東から（第２次）

写真図版１０６ 古墳
石敷き遺構 全景 西から（第２次）

写真図版１０７ 古墳
石敷き遺構 １区～２区 東から（第２次）

写真図版１０８ 古墳
石敷き遺構 ２区 東から（第２次）
石敷き遺構 ２区 北から（第２次）

写真図版１０９ 古墳
石敷き遺構 ３区全景 東から（第２次）
石敷き遺構 ３区近景 東から（第２次）

写真図版１１０ 古墳
石敷き遺構 ３区近景 北から（第２次）
石敷き遺構 ３区近景 北から（第２次）

写真図版１１１ 古墳
石敷き遺構 ４区全景 東から（第２次）
石敷き遺構 ４区近景 北から（第２次）

写真図版１１２ 古墳
ｈ２７（６０８・６０９・６１２）出土状況 東から（第２次）

写真図版１１３ 古墳
石敷き遺構 ｈ２８（６１３）出土状況 北から（第２次）
石敷き遺構 ６１５出土状況 東から（第２次）
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渡土堤

写真図版１１４ 古墳
南渡土堤 全景 俯瞰（第１次）

写真図版１１５ 古墳
南渡土堤 全景 南から（第１次）

写真図版１１６ 古墳
南渡土堤 全景 南から（第１次）
南渡土堤 全景 北西から（第１次）

写真図版１１７ 古墳
南渡土堤 西側斜面全景 南西から（第１次）
南渡土堤 前方部との接合部 南西から（第１次）

写真図版１１８ 古墳
南渡土堤 西側斜面１区 西から（第１次）
南渡土堤 西側斜面２区 西から（第１次）

写真図版１１９ 古墳
南渡土堤 西側斜面２区 西から（第１次）
南渡土堤 西側斜面３区 西から（第１次）
南渡土堤 西側斜面３区南端 西から（第１次）

写真図版１２０ 古墳
南渡土堤 西側斜面１・２区間目跡②

西から（第１次）
南渡土堤 西側斜面１・２区間目跡②

南西から（第１次）
写真図版１２１ 古墳

南渡土堤 南端部 西から（第１次）
写真図版１２２ 古墳

北渡土堤 全景 俯瞰（第１次）
写真図版１２３ 古墳

北渡土堤 全景 北から（第１次）
写真図版１２４ 古墳

北渡土堤 全景 南から（第１次）
写真図版１２５ 古墳

北渡土堤 西側斜面全景 北西から（第１次）
北渡土堤 西側斜面全景 北から（第１次）
北渡土堤 西側斜面全景 南から（第１次）

写真図版１２６ 古墳
北渡土堤 前方部との接合部 北西から（第１次）
北渡土堤 西側斜面１区 南西から（第１次）

写真図版１２７ 古墳
北渡土堤 西側斜面２区北側 西から（第１次）
北渡土堤 西側斜面３区北側 西から（第１次）
北渡土堤 西側斜面 北外堤との接合部

南西から（第１次）
写真図版１２８ 古墳

北渡土堤 東側斜面全景 北東から（第１次）
北渡土堤 東側斜面全景 南東から（第１次）

写真図版１２９ 古墳
北渡土堤 溝状遺構 西から（第１次）
北渡土堤 溝状遺構断面 西から（第１次）

写真図版１３０ 古墳
北渡土堤 ｈ３１出土状況 西から（第１次）
北渡土堤 ｈ３２～ｈ３４出土状況 南西から（第１次）

写真図版１３１ 古墳
北渡土堤 北外堤との接合部全景

南東から（第１次）
北渡土堤 北外堤との接合部埴輪出土状況

南から（第１次）
写真図版１３２ 古墳

北渡土堤 北外堤との接合部全景
（埴輪取り上げ後） 東から（第１次）

写真図版１３３ 古墳
北渡土堤・北外堤接合部 ６７６・７０７出土状況

北から（第１次）
北渡土堤・北外堤接合部 ６９２出土状況

北から（第１次）
北渡土堤・北外堤接合部 ７０８出土状況

南から（第１次）
北渡土堤・北外堤接合部 ７０６・７０９出土状況

南から（第１次）

周 濠

写真図版１３４ 古墳
南周濠・南外堤 俯瞰（第１次～第３次）

写真図版１３５ 古墳
南周濠 西壁 南東から（第２次）
南周濠 西壁近景 東から（第２次）

外 堤

写真図版１３６ 古墳
南外堤 全景 北東から（第２次）
南外堤 全景 北東から（第３次）
南外堤 全景 北東から（第１次）

写真図版１３７ 古墳
南外堤 全景 東から（第２次）
南外堤 全景 東から（第３次）

写真図版１３８ 古墳
南外堤 全景 北から（第２次）
南外堤 全景 北から（第３次）
南外堤 全景 北から（第１次）

写真図版１３９ 古墳
北周濠 俯瞰（第１次～第３次）

写真図版１４０ 古墳
北外堤 全景 南東から（第２次）
北外堤 全景 南東から（第３次）

写真図版１４１ 古墳
北外堤 全景 南から（第２次）
北外堤 全景 南から（第３次）
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円筒系埴輪

写真図版１４２ 遺物出土状況
朝顔形埴輪の検出

写真図版１４３ 遺物出土状況
南周濠 ｈ１８（２９１・２９８）出土状況 南から
南周濠 ２８８・３２８・３２９・３４８出土状況 南から

写真図版１４４ 遺物出土状況
南周濠 １９７・２８８・３２２・３２５出土状況 南から
南周濠 ３３１出土状況 東から
南周濠 ４２０出土状況 南から
南周濠 ｈ２４（５４１）出土状況 北から

写真図版１４５ 遺物出土状況
南周濠 ｈ１９（２８９）出土状況 南から
南周濠 ｈ１９（２８９）出土状況 南東から
南周濠 ｈ２１（１９１）出土状況 南から

写真図版１４６ 遺物出土状況
南周濠 ２９２・３００出土状況 東から
南周濠 ｈ２０（３６６）出土状況 南西から
南周濠 ｈ２２（４２８）出土状況 南から
前方部・南渡土堤接合部

ｈ２３（４９５・４９６・５０２）出土状況 南西から
写真図版１４７ 遺物出土状況

北造り出し東側斜面
ｈ２９（６１９・６２８・６３８）出土状況 東から

北周濠 ｈ３０（６１８）出土状況 北から
写真図版１４８ 遺物出土状況

北周濠 ６２０出土状況 北から
北造り出し北側斜面 ６３２出土状況 北から

写真図版１４９ 遺物出土状況
北周濠 ６８１出土状況 西から
北周濠 ６６６出土状況 南から
北周濠 ７１９出土状況 北から

水鳥形埴輪

写真図版１５０ 遺物出土状況
水鳥形埴輪出土状況の実測

写真図版１５１ 遺物出土状況
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪２（７３４）出土状況 東から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪３（７３５）出土状況 南から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪４（７３６）出土状況 南から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪５（７３７）頭部出土状況 南から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪５（７３７）体部出土状況 南から
写真図版１５２ 遺物出土状況

南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪５（７３７）出土状況 南から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪９（７４１）出土状況 南から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪１０（７４２）出土状況 南から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪１１（７４３）出土状況 南から
写真図版１５３ 遺物出土状況

南周濠 水鳥形埴輪１２（７４４）出土状況 北西から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪１４（７４６）嘴出土状況 南から
南周濠 水鳥形埴輪１４（７４６）翼出土状況 南から
南周濠 水鳥形埴輪１４（７４６）台部出土状況 南から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪１５（７４７）翼出土状況 東から
南造り出し上面南東隅
水鳥形埴輪１６（７４８）頸部・体部出土状況 東から
南造り出し南東裾部 水鳥形埴輪１６（７４８）

頭頸部・台部出土状況 東から
写真図版１５４ 遺物出土状況

南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪１６（７４８）
水鳥形埴輪１７（７４９）出土状況 東から

南造り出し東側裾部
水鳥形埴輪１７（７４９）出土状況 北から

写真図版１５５ 遺物出土状況
南造り出し東側裾部

水鳥形埴輪１８（７５０）出土状況 南東から
南造り出し東側裾部

水鳥形埴輪１８（７５０）出土状況 東から
南造り出し東側裾部

水鳥形埴輪１９（７５１）出土状況 南から
写真図版１５６ 遺物出土状況

南造り出し東側裾部
水鳥形埴輪１９（７５１）出土状況 南東から

南造り出し東側裾部
水鳥形埴輪１９（７５１）出土状況 南東から

南造り出し東側裾部
水鳥形埴輪１９（７５１）出土状況 北東から

写真図版１５７ 遺物出土状況
南造り出し東側裾部

水鳥形埴輪２０（７５２）出土状況 北から
南造り出し東側裾部

水鳥形埴輪２１（７５３）出土状況 東から
南造り出し東側裾部

水鳥形埴輪２２（７５４）出土状況 東から
写真図版１５８ 遺物出土状況

南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪２２（７５４）
水鳥形埴輪２３（７５５）出土状況 東から
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写真図版１５９ 遺物出土状況
南造り出し東側裾部

水鳥形埴輪２３（７５５）出土状況 南から
前方部南側１段目斜面裾部

水鳥形埴輪２４（７５６）出土状況 南から
前方部南側１段目斜面裾部

水鳥形埴輪２５（７５７）出土状況 南から
写真図版１６０ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２５（７５７）体部出土状況 南から

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２５（７５７）体部出土状況 西から

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２５（７５７）頭部出土状況 南から

写真図版１６１ 遺物出土状況
前方部南側１段目斜面

水鳥形埴輪２６（７５８）出土状況 南から
前方部南側１段目斜面

水鳥形埴輪２６（７５８）頭部出土状況 南から
前方部南側１段目斜面

水鳥形埴輪２６（７５８）体部出土状況 南から
写真図版１６２ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面
水鳥形埴輪２７（７５９）出土状況 南から

前方部南側１段目斜面
水鳥形埴輪２７（７５９）出土状況 南から

前方部南側１段目斜面
水鳥形埴輪２７（７５９）頭部出土状況 西から

写真図版１６３ 遺物出土状況
前方部南側１段目斜面裾部～南渡土堤裾部
水鳥形埴輪２８（７６０）・水鳥形埴輪２９（７６１）出土状況

南西から
前方部南側１段目斜面裾部～南渡土堤裾部
水鳥形埴輪２８（７６０）・水鳥形埴輪２９（７６１）出土状況

東から
写真図版１６４ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２８（７６０）出土状況 南から

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２８（７６０）－小鳥１出土状況 南から

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２８（７６０）－小鳥２出土状況 西から

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２８（７６０）－小鳥３出土状況 西から

写真図版１６５ 遺物出土状況
南渡土堤裾部 水鳥形埴輪２９（７６１）出土状況 北から
南渡土堤裾部 水鳥形埴輪２９（７６１）出土状況 南西から

写真図版１６６ 遺物出土状況
南渡土堤裾部 水鳥形埴輪２９（７６１）出土状況 北西から

南渡土堤裾部 水鳥形埴輪３０（７６２）出土状況 北から
写真図版１６７ 遺物出土状況

南渡土堤裾部 水鳥形埴輪３１（７６３）出土状況 西から
南渡土堤裾部 水鳥形埴輪３１（７６３）頭頸部出土状況

西から
写真図版１６８ 遺物出土状況

南造り出し南側裾部 ７６４出土状況 西から
南造り出し南側裾部 ７６５出土状況 南から
南造り出し南側裾部 ７６８出土状況 南から
南造り出し東側裾部 ７６９出土状況 東から
南造り出し東側裾部 ７７４出土状況 東から
南造り出し東側裾部 ８５２出土状況 東から

写真図版１６９ 遺物出土状況
南造り出し北側裾部 ８５２出土状況 東から
南造り出し北側裾部 ８５７出土状況 南から
南造り出し北側裾部 ８５７出土状況 北から

家形埴輪

写真図版１７０ 遺物出土状況
前方部南側１段目斜面

家形埴輪１（８９０）屋根出土状況 南から
南周濠 家形埴輪１（８９０）屋根出土状況 南から
南造り出し 家形埴輪１（８９０）出土状況 東から
南造り出し 家形埴輪１（８９０）出土状況 南から
南周濠 家形埴輪１（８９０）柱出土状況 北から
南造り出し 家形埴輪１（８９０）屋根～壁出土状況

南東から
写真図版１７１ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面
家形埴輪３（８９８）屋根出土状況 南から

南造り出し 家形埴輪６（９０１）屋根出土状況 東から
南周濠 家形埴輪８（９０３）柱出土状況 南から
南周濠 家形埴輪８（９０３）屋根出土状況 東から
南周濠 家形埴輪５（９００）壁出土状況 西から
南周濠 家形埴輪８（９０３）屋根出土状況 南から

写真図版１７２ 遺物出土状況
南周濠 家形埴輪９（９０４）屋根出土状況 南から
南周濠 家形埴輪９（９０６）屋根出土状況 南西から
区画溝 家形埴輪９（９０７）屋根出土状況 東から
区画溝 家形埴輪９（９１１）破風出土状況 南から
南周濠 家形埴輪１２（９１５）屋根出土状況 南から
南周濠 家形埴輪１２（９１６）屋根出土状況 南から

写真図版１７３ 遺物出土状況
区画溝 家形埴輪１３（９２０）柱出土状況 南から
区画溝 家形埴輪１５（９２４）屋根出土状況 南から
区画溝 家形埴輪１７（９２８）屋根出土状況 南から
南周濠 家形埴輪１８（９３２）屋根出土状況 西から
南造り出し 家形埴輪１８（９３３）屋根出土状況 南から
南造り出し 家形埴輪１８（９３４）屋根出土状況 西から



― ―xxvii

南造り出し 家形埴輪１８（９３４）屋根出土状況 東から
南造り出し 家形埴輪１８（９３５）屋根出土状況 西から

写真図版１７４ 遺物出土状況
南造り出し 家形埴輪１９（９３７）壁出土状況 東から
南周濠 家形埴輪２０（９４１）壁体出土状況 南から
南造り出し 家形埴輪２１（９４４）階廻突帯出土状況 南から
南周濠 家形埴輪２１（９４５）階廻突帯出土状況 南から
前方部南側１段目斜面

家形埴輪２２（９４８）壁体出土状況 南から
区画溝 家形埴輪２２（９４９）裾廻突帯出土状況 北東から

写真図版１７５ 遺物出土状況
南周濠 家形埴輪２３（９５３）階廻突帯出土状況 東から
南周濠 家形埴輪２３（９５５）階廻突帯出土状況 北西から
南造り出し 家形埴輪２３（９５６）壁体出土状況 東から
区画溝 ９５９出土状況 北から
南造り出し ９９８出土状況 北から
南周濠 １０２８出土状況 南から
北造り出し １０３１出土状況 北から
北造り出し １０３１出土状況 北から

その他の埴輪

写真図版１７６ 遺物出土状況
北造り出し １０３６出土状況 北東から
北造り出し １０３８出土状況 北から
南周溝 盾形埴輪（１１４８）出土状況 北東から
区画溝 船形埴輪１（１１５５）出土状況 南西から

小型土製品

写真図版１７７ 遺物出土状況
北造り出し １１７９出土状況 北から
北造り出し １１８０出土状況 北から
北造り出し １１８１出土状況 北から
北造り出し １１９５出土状況 南から
北造り出し １１９６出土状況 北から
北造り出し １１９９出土状況 北から
北造り出し １２０１出土状況 北東から
北造り出し １２０３出土状況 北から

木製品

写真図版１７８ 遺物出土状況
北周濠 Ｗ１出土状況 西から
北周濠 Ｗ２・Ｗ７・Ｗ８出土状況 北西から

写真図版１７９ 遺物出土状況
北周濠 Ｗ３出土状況 北から
北周濠 Ｗ５出土状況 西から
北周濠 Ｗ６出土状況 西から

－写真図版編二－

円筒系埴輪

写真図版１８０ 遺物
主要円筒系埴輪

写真図版１８１ 遺物
主要円筒埴輪（ａ） 主要壺形埴輪（ｂ）

写真図版１８２ 遺物
前方部南側２段目斜面出土埴輪（２・５・７・９）
前方部南側１段目テラス出土埴輪（口縁部静止痕）（１７）

写真図版１８３ 遺物
前方部南側２段目斜面出土埴輪（１６）
前方部南側１段目テラス出土埴輪（１８・２６・３４・３６）
３４（１次・２次口縁接合面）（ａ）

写真図版１８４ 遺物
前方部南側１段目テラス出土埴輪（２７）
２７（口縁部線刻）（ａ） ２７（３段目静止痕）（ｂ）

写真図版１８５ 遺物
前方部南側１段目テラス出土埴輪（３７）
３７（１次・２次口縁接合面部）（ａ） ３７（肩部穿孔）

（ｂ）
写真図版１８６ 遺物
３７（３段目静止痕）（ａ）
前方部南側１段目テラス出土埴輪（３８）

写真図版１８７ 遺物
３８口縁部（ａ・ｂ）３８線刻（４段目外面）（ｃ）
３８肩部内面（ｄ） ３８静止痕（４段目）（ｅ）

写真図版１８８ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（３９・４１・４７・４９）

写真図版１８９ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（５４・７５・８４～８６）

写真図版１９０ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（８８～９０・９２・９３）

写真図版１９１ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（９５～９７・１０１）

写真図版１９２ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪

（９８・１００・１０２・１０３）
写真図版１９３ 遺物

前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１０４～１０６）
写真図版１９４ 遺物

前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１０７～１０９・１１１）
１０８内面（ａ）

写真図版１９５ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪

（１１０・１１２・１１６・１２８）
写真図版１９６ 遺物

前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪
（１１３・１１４・１１７・１２０）



― ―xxviii

写真図版１９７ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪

（１２１・１２３・１２６・１３４）
写真図版１９８ 遺物

前方部南側１段目テラス埴輪列出土埴輪（１３５・１３９）
前方部南側１段目斜面出土埴輪（１４３・１４６・１５０・１５５・１６０）

写真図版１９９ 遺物
前方部南側１段目斜面出土埴輪（１６２～１６５・１７４・１７５）

写真図版２００ 遺物
前方部南側１段目斜面出土埴輪（１７７）
区画溝出土埴輪（１７８～１８０）

写真図版２０１ 遺物
区画溝出土埴輪（１８６・１８８～１９０）
１８６線刻（ａ）

写真図版２０２ 遺物
区画溝出土埴輪（１９１・１９２）

写真図版２０３ 遺物
区画溝出土埴輪（１９５・１９９）

写真図版２０４ 遺物
区画溝出土埴輪（２０３・２０６・２０８）
１９２ヨコハケ（ａ） １９５線刻（ｂ）

写真図版２０５ 遺物
１９９突帯剥離面（ａ・ｂ）
２０６口縁部内面線刻（ｃ）２０６突帯剥離面（ｄ）

写真図版２０６ 遺物
区画溝出土埴輪（２１９・２２１・２２８～２３１・２３３～２３５）

写真図版２０７ 遺物
区画溝出土埴輪（２４２・２４３）

写真図版２０８ 遺物
区画溝出土埴輪（２４４～２４６・２４８）
２４６突帯剥離面（ａ）

写真図版２０９ 遺物
区画溝出土埴輪（２５０・２５３）
南造り出し北側埴輪列出土埴輪（２５７・２５８）

写真図版２１０ 遺物
南造り出し北側埴輪列出土埴輪（２５９～２６１・２６３）
２６０底部内面（ａ）

写真図版２１１ 遺物
南造り出し北側埴輪列出土埴輪（２６４・２６６・２６７・２６９）

写真図版２１２ 遺物
南造り出し北側埴輪列出土埴輪（２６８・２７０・２７１・２７３）
南造り出し西側埴輪列出土埴輪（２７７）
２７７底部内面（ａ）

写真図版２１３ 遺物
南造り出し北側埴輪列出土埴輪（２７５）
南造り出し西側埴輪列出土埴輪（２７８・２７９・２８２）
南造り出し出土埴輪（２８７）

写真図版２１４ 遺物
南造り出し出土埴輪（２８６）２８６突帯剥離面（ａ・ｂ）

２８６静止痕（ｃ）２８７静止痕（ｄ・ｅ）
写真図版２１５ 遺物

南造り出し西側埴輪列出土埴輪（２８１・２８３）
南造り出し出土埴輪（２９０）

写真図版２１６ 遺物
南造り出し出土埴輪（２８８）

写真図版２１７ 遺物
南造り出し出土埴輪（２８９）

写真図版２１８ 遺物
２８９静止痕（ａ・ｂ） ２８９口縁部外面（ｃ）
２８９体部外面（２段目）（ｄ）

写真図版２１９ 遺物
南造り出し出土埴輪（２９１）２９１突帯剥離面（ａ・ｂ）
２９１体部外面（４段目）（ｃ）

写真図版２２０ 遺物
２９１内面（ａ）２９２線刻（ｂ）
２９２外面（ｃ）２９３口縁部外面（ｄ）

写真図版２２１ 遺物
南造り出し出土埴輪（２９２・２９３・２９８）
２９８口縁部外面（ａ）

写真図版２２２ 遺物
南造り出し出土埴輪

（２９５・３０３・３２２・３２６・３４８・３４９・３５２）
写真図版２２３ 遺物

南造り出し出土埴輪（３５５～３６２）
写真図版２２４ 遺物

南造り出し出土埴輪（３６３～３６６・３７８・３８８）
３６６体部外面（２段目）（ａ）

写真図版２２５ 遺物
南造り出し出土埴輪（３８２・３９９・４０４・４０５）４０４線刻（ａ）

写真図版２２６ 遺物
南造り出し出土埴輪（４１６・４２０）

写真図版２２７ 遺物
４０５外面（４段目）（ａ） ４２０線刻（ｂ）
４２０底部外面（ｃ） ４２１突帯剥離面（ｄ）

写真図版２２８ 遺物
４２８口縁部外面（ａ）４２８体部（４段目）外面（ｂ・ｃ）

写真図版２２９ 遺物
南造り出し出土埴輪（４１７・４２１・４２４）
南渡土堤出土埴輪（４３１・４３２）

写真図版２３０ 遺物
南渡土堤出土埴輪（４２８・４６１・４６６・４６９・４７２）

写真図版２３１ 遺物
南渡土堤出土埴輪（４７０・４７６・４７７・４８３・４９５・４９６）

写真図版２３２ 遺物
南渡土堤出土埴輪（５０４・５０７・５０８・５１３）
５１３内面（ａ）

写真図版２３３ 遺物
南渡土堤出土埴輪（５１４～５１８） ５１５線刻（ａ）
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写真図版２３４ 遺物
南外堤出土埴輪（５１９）
南周濠出土埴輪（５２３・５２６・５３８・５４０）

写真図版２３５ 遺物
南周濠出土埴輪（５３９）
前方部北側１段目斜面出土埴輪（５４３・５４４）

写真図版２３６ 遺物
南周濠出土埴輪（５４１） ５４１口縁部（ａ）
前方部北側１段目斜面出土埴輪（５５４・５５７）

写真図版２３７ 遺物
５３９外面（ａ） ５３９頸部突帯剥離面（ｂ）
５４１突帯剥離面（ｃ）５４１体部外面（ｄ）

写真図版２３８ 遺物
前方部北側１段目斜面出土埴輪（５４２・５４９・５５８）
前方部北側１段目テラス埴輪列出土埴輪（５６６）
５４２体部外面（ａ）

写真図版２３９ 遺物
前方部北側１段目斜面出土埴輪（５４８）
前方部北側１段目テラス埴輪列出土埴輪

（５６９・５７２・５７３・５７５・５７７・５７９）
写真図版２４０ 遺物

前方部北側１段目テラス埴輪列出土埴輪
（５８１・５８３・５８５～５８８・５９４）

前方部北側１段目斜面出土埴輪（５９７）
写真図版２４１ 遺物

前方部北側１段目斜面出土埴輪（６０１・６０６）
石敷き遺構出土埴輪（６０８・６１１・６１３・６１５）
６０６線刻（ａ）

写真図版２４２ 遺物
北造り出し出土埴輪（６１８・６３１・６３６）
６１８線刻（ａ） ６１８口縁部外面（ｂ）

写真図版２４３ 遺物
北造り出し出土埴輪（６３５・６３９・６４０）
北渡土堤出土埴輪（６４４・６４６）
６４０刺突（ａ） ６４４口縁部外面（ｂ）

写真図版２４４ 遺物
北渡土堤出土埴輪（６４５・６４７・６４９・６５１・６５２）
６４５線刻（ａ）

写真図版２４５ 遺物
北渡土堤出土埴輪（６５３～６５９・６６１）

写真図版２４６ 遺物
北渡土堤出土埴輪（６６２・６６３・６６６・６７２～６７４）

写真図版２４７ 遺物
６６６体部外面（ａ） ６６６底部外面（ｂ）
６７５穿孔（ｃ） ６７６線刻（ｄ）

写真図版２４８ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（６７５・６７９）

写真図版２４９ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（６７６・６８２）

写真図版２５０ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（６７７・６８０・６８６）
６７９線刻（ａ） ６８２線刻（ｂ）

写真図版２５１ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（６８８・６９２）

写真図版２５２ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（６８４・６８７・６８９・６９０・６９６）

写真図版２５３ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（６９４・６９５・７００・７０３・７０８）
６９２線刻（ａ）

写真図版２５４ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（７０５） ７０５線刻（ａ）

写真図版２５５ 遺物
７０５外面（ａ）

写真図版２５６ 遺物
７０５外面（ａ）

写真図版２５７ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（７０６・７０７）

写真図版２５８ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（７０９～７１１）
北周濠出土埴輪（７１３・７１４）
７０６線刻（ａ） ７１９内面（ｂ）

写真図版２５９ 遺物
前方部盛土層出土埴輪（７２４・７２５・７２８）

水鳥形埴輪

写真図版２６０ 遺物
出土水鳥形埴輪

写真図版２６１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７３３：水鳥形埴輪１）
７３３翼近景（ａ） ７３３下尾筒内面（ｂ）
７３３胸部内面（ｃ）

写真図版２６２ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７３４：水鳥形埴輪２）
７３４頭部（ａ） ７３４頭部内面（ｂ）

写真図版２６３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７３５：水鳥形埴輪３・７３６：水鳥形埴輪４）
７３５頭部Ｘ線透過写真（ａ）

写真図版２６４ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７３６：水鳥形埴輪４・７３７：水鳥形埴輪５）
７３６頭部内面（ａ） ７３６頭部（ｂ）

写真図版２６５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７３７：水鳥形埴輪５）
７３７頭部接写（ａ） ７３７頸部内面（ｂ）

写真図版２６６ 遺物
７３７頭頸部Ｘ線透過写真（ａ） ７３７体部内面（ｂ）
７３７上尾筒～下尾筒内面（ｃ）
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７３７体部～尾部内面（ｄ） ７３７台部内面（ｅ）
写真図版２６７ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪（７３８：水鳥形埴輪６）
７３８上背～尾内面（ａ） ７３８尾筒内側面（ｂ）

写真図版２６８ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７３９：水鳥形埴輪７・７４０：水鳥形埴輪８）
７３９上背部内面（ａ）

写真図版２６９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４１：水鳥形埴輪９）
７４０頭部Ｘ線透過写真（ａ） ７４１頭部（ｂ）
７４１頸部内面（ｃ） ７４１頭頸部内面（ｄ）

写真図版２７０ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４２：水鳥形埴輪１０）
７４２頭部（ａ・ｂ）

写真図版２７１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４３：水鳥形埴輪１１）
７４２頭頸部Ｘ線透過写真（ａ） ７４２頸部内面（ｂ）

写真図版２７２ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４４：水鳥形埴輪１２）
７４３嘴（下嘴接合前）（ａ） ７４３頭部内面（ｂ）
７４３嘴横断面（ｃ） ７４３下嘴内面（ｄ）
７４３上嘴内面（ｅ） ７４４脇部内面（ｆ）
７４４尾部内面（ｇ） ７４４尾部（表面・裏面）（ｈ）

写真図版２７３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４５：水鳥形埴輪１３）
７４６嘴（上下）（ａ） ７４６左翼（ｂ）
７４６右翼（ｃ） ７４６左翼（ｄ）

写真図版２７４ 遺物
７４６尾部（ａ） ７４６尾部上側内面（ｂ）
７４６風切羽（接合前・接合後）（ｃ）
７４６風切羽（復元後）（ｄ） ７４６風切羽と尾（ｅ）

写真図版２７５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４６：水鳥形埴輪１４）
７４６頭部（ａ～ｃ）

写真図版２７６ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４６：水鳥形埴輪１４・７４７：水鳥形埴輪１５）
７４６頭部（ａ）

写真図版２７７ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４８：水鳥形埴輪１６）

写真図版２７８ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４８：水鳥形埴輪１６）

写真図版２７９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４８：水鳥形埴輪１６）
７４８頭部（ａ・ｂ）７４８台部下面（ｃ）７４８台部内面（ｄ）

写真図版２８０ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４８：水鳥形埴輪１６）
７４８頭頸部Ｘ線透過写真（ａ） ７４８頸部内面（ｂ）

写真図版２８１ 遺物
７４８頭部（ａ） ７４８右翼先端部裏面（ｂ）

写真図版２８２ 遺物
７４８頭部（ａ）７４８尾部－尾筒接合部（尾部側）（ｂ）
７４８背部（翼接合前）（ｃ）７４８背部（翼接合・復元後）（ｄ）

写真図版２８３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４９：水鳥形埴輪１７）

写真図版２８４ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４９：水鳥形埴輪１７）

写真図版２８５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４９：水鳥形埴輪１７）
７４９翼（ａ） ７４９背部～台部Ｘ線透過写真（ｂ）

写真図版２８６ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７４９：水鳥形埴輪１７）
７４９胸部内面（ａ） ７４９頸部内面（ｂ）

写真図版２８７ 遺物
７４９頭部（ａ～ｃ）７４９台部底面（ｄ）
７４９台部内面（ｅ・ｆ）

写真図版２８８ 遺物
７４９頭部（ａ） ７４９頭頸部Ｘ線透過写真（ｂ）

写真図版２８９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５０：水鳥形埴輪１８）
７５０頸部内面（ａ） ７５０上尾筒～下尾筒内面（ｂ）
７５０脇部内面（ｃ）

写真図版２９０ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５１：水鳥形埴輪１９）

写真図版２９１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５１：水鳥形埴輪１９）

写真図版２９２ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５１：水鳥形埴輪１９）

写真図版２９３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５１：水鳥形埴輪１９）
７５１脚部（接合前）（ａ） ７５１脚部（接合後）（ｂ）

写真図版２９４ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５１：水鳥形埴輪１９）
７５１鍔接合面（ａ） ７５１台部内面（ｂ）

写真図版２９５ 遺物
７５１頭部（ａ） ７５１頭頸部Ｘ線透過写真（ｂ）

写真図版２９６ 遺物
７５１頭部（ａ～ｃ） ７５１頸部内面（ｄ）
７５１脇部内面（ｅ）

写真図版２９７ 遺物
７５１下尾筒～脇部内面（ａ） ７５１背部（翼接合前）（ｂ）
７５１背部（右翼接合後）（ｃ）７５１背部（左翼接合後）（ｄ）
７５１背部（両翼接合・復元後）（ｅ）

写真図版２９８ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５２：水鳥形埴輪２０）
７５２頭頸部Ｘ線透過写真（ａ） ７５２頸部内面（ｂ）

写真図版２９９ 遺物
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南造り出し出土水鳥形埴輪（７５３：水鳥形埴輪２１）
７５３頭頸部Ｘ線透過写真（ａ） ７５３頸部内面（ｂ）

写真図版３００ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５４：水鳥形埴輪２２）
７５４頭頸部Ｘ線透過写真（ａ） ７５４頸部内面（ｂ）

写真図版３０１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５５：水鳥形埴輪２３）

写真図版３０２ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５５：水鳥形埴輪２３）

写真図版３０３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５５：水鳥形埴輪２３）
７５５頸部内面（ａ）

写真図版３０４ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５５：水鳥形埴輪２３）
７５５脇部～胸部内面（ａ）

写真図版３０５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７５５：水鳥形埴輪２３）
７５５頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）

写真図版３０６ 遺物
７５５頭部（ａ～ｃ） ７５５胸部（ｄ）
７５５背部内面（ｅ） ７５５背部（ｆ）

写真図版３０７ 遺物
前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪

（７５６：水鳥形埴輪２４）
７５６頸部内面（ａ）

写真図版３０８ 遺物
前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪

（７５６：水鳥形埴輪２４）
７５６頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）

写真図版３０９ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７５７：水鳥形埴輪２５）

写真図版３１０ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７５７：水鳥形埴輪２５）

写真図版３１１ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７５７：水鳥形埴輪２５）

写真図版３１２ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７５７：水鳥形埴輪２５）

写真図版３１３ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７５７：水鳥形埴輪２５）
７５７頭部（ａ・ｂ） ７５７背部内面（ｃ）

写真図版３１４ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７５７：水鳥形埴輪２５）
７５７頸部内面（ａ） ７５７背部（ｂ） ７５７脇部線刻（ｃ）

写真図版３１５ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７５８：水鳥形埴輪２６）

写真図版３１６ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７５８：水鳥形埴輪２６）

写真図版３１７ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７５８：水鳥形埴輪２６）

７５８背部内面（ａ） ７５８背部（ｂ） ７５８頸部内面（ｃ）
写真図版３１８ 遺物

南周濠出土水鳥形埴輪（７５８：水鳥形埴輪２６）
７５８線刻（ａ）

写真図版３１９ 遺物
７５８頭部断面（嘴接合前）（ａ） ７５８頭部（ｂ～ｄ）

写真図版３２０ 遺物
７５８頭部（ａ） ７５８頭頸部Ｘ線透過写真（ｂ）

写真図版３２１ 遺物
前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪

（７５９：水鳥形埴輪２７）
写真図版３２２ 遺物
前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪

（７５９：水鳥形埴輪２７）
写真図版３２３ 遺物

前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪
（７５９：水鳥形埴輪２７）

７５９台部と鍔の接合（ａ・ｂ）
写真図版３２４ 遺物

前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪
（７５９：水鳥形埴輪２７）

７５９頸部内面（ａ）
写真図版３２５ 遺物

前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪
（７５９：水鳥形埴輪２７）

７５９頭部（ａ・ｂ） ７５９頭頸部Ｘ線透過写真（ｃ）
写真図版３２６ 遺物

前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪
（７５９：水鳥形埴輪２７）

７５９頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）
７５９尾部（表面・内面・裏面）（ｂ）

写真図版３２７ 遺物
７５９背部（翼接合前）（ａ）７５９背部（翼接合後）（ｂ）
７５９背部内面（ｃ）

写真図版３２８ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７６０：水鳥形埴輪２８）

写真図版３２９ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７６０：水鳥形埴輪２８）

写真図版３３０ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７６０：水鳥形埴輪２８）

写真図版３３１ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７６０：水鳥形埴輪２８）
７６０嘴（上面・下面・頭部との接合面）（ａ）
７６０小鳥３貼り付け痕（ｂ）

写真図版３３２ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７６０：水鳥形埴輪２８）
７６０背部（ａ・ｂ）

写真図版３３３ 遺物
７６０頭部（ａ～ｃ） ７６０頭部～体部Ｘ線透過写真（ｄ）
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７６０頭頸部Ｘ線透過写真（ｅ）
写真図版３３４ 遺物
７６０頭部（ａ） ７６０頸部（ｂ）
７６０体部～台部Ｘ線透過写真（ｃ）

写真図版３３５ 遺物
７６０小鳥１・小鳥２（ａ） ７６０小鳥１（ｂ）

写真図版３３６ 遺物
７６０小鳥１・小鳥２（ａ） ７６０小鳥１（ｂ・ｃ）

写真図版３３７ 遺物
７６０小鳥１・小鳥２（ａ） ７６０小鳥２（ｂ）

写真図版３３８ 遺物
７６０小鳥１・小鳥２（ａ） ７６０小鳥２（ｂ～ｄ）

写真図版３３９ 遺物
７６０小鳥３（ａ～ｃ）

写真図版３４０ 遺物
７６０小鳥３（ａ・ｂ）

写真図版３４１ 遺物
７６０小鳥４（ａ～ｃ）

写真図版３４２ 遺物
７６０小鳥４（ａ・ｂ）

写真図版３４３ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７６１：水鳥形埴輪２９）
７６１背部（ａ）

写真図版３４４ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７６１：水鳥形埴輪２９）
７６１背部内面（ａ）

写真図版３４５ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７６１：水鳥形埴輪２９）
７６１台部下面（ａ）

写真図版３４６ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪（７６１：水鳥形埴輪２９）
７６１頸部内面（ａ） ７６１台部内面（ｂ）

写真図版３４７ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪（７６２：水鳥形埴輪３０）
７６１頭部Ｘ線透過写真（ａ） ７６１頭部（ｂ）

写真図版３４８ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪（７６２：水鳥形埴輪３０）
７６１頭部（ａ～ｃ）

写真図版３４９ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪（７６２：水鳥形埴輪３０）
７６２背部（ａ）

写真図版３５０ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪（７６２：水鳥形埴輪３０）
７６２背部内面（ａ）

写真図版３５１ 遺物
７６２頭部（ａ～ｃ） ７６２頭頸部Ｘ線透過写真（ｄ）

写真図版３５２ 遺物
７６２頭部（ａ） ７６２台部下面（ｂ）
７６２背部～台部Ｘ線透過写真（ｃ）

写真図版３５３ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪（７６３：水鳥形埴輪３１）

写真図版３５４ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪（７６３：水鳥形埴輪３１）

写真図版３５５ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪（７６３：水鳥形埴輪３１）
７６３右翼（表面・裏面）（ａ）

写真図版３５６ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪（７６３：水鳥形埴輪３１）
７６３左翼（表面・裏面）（ａ）

写真図版３５７ 遺物
７６３頭部（ａ・ｂ） ７６３頭頸部（ｃ） ７６３背部（ｄ）

写真図版３５８ 遺物
７６３頭頸部（ａ） ７６３頸部内面（ｂ）
７６３頭頸部Ｘ線透過写真（ｃ）
７６３脇部内面（ｄ） ７６３翼剥離面（ｅ）

写真図版３５９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７６４・７６５・７６８）

写真図版３６０ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７６６・７６７）

写真図版３６１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７６９～７７３）

写真図版３６２ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７７４～７８２）

写真図版３６３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７８４～８０１）

写真図版３６４ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（８０２～８１０・８２４～８２６・８２９）

写真図版３６５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（８１１～８２３）

写真図版３６６ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（８２７・８２８・８３６・８３７）

写真図版３６７ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（８３０～８３５・８３８・８３９・８４６）

写真図版３６８ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（８４０～８４５・８４８）

写真図版３６９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（８４７・８４９～８５２）

写真図版３７０ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（８５３～８５６）８５４線刻（ａ）

写真図版３７１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（８５７～８６０）

写真図版３７２ 遺物
区画溝出土水鳥形埴輪（８６１～８６８）
前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪（８６９・８７０）

写真図版３７３ 遺物
前方部南側１段目斜面出土水鳥形埴輪（８７１～８７９）
南渡土堤出土水鳥形埴輪（８８０）
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写真図版３７４ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪（７８３）
南渡土堤出土水鳥形埴輪（８８１～８８７）
前方部盛土層出土水鳥形埴輪（８８８・８８９）

家形埴輪

写真図版３７５ 遺物
池田古墳出土家形埴輪

写真図版３７６ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（８９０：家形埴輪１）

写真図版３７７ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（８９０：家形埴輪１）
８９０Ａ面屋根（ａ～ｃ） ８９０Ｂ面屋根（ｄ）

写真図版３７８ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（８９０：家形埴輪１）
８９０Ｂ面屋根（ａ・ｂ） ８９０大棟断面（ｃ）
８９０屋根と壁体の接合部断面（ｄ）

写真図版３７９ 遺物
８９０Ａ面階上左側壁体（ａ）８９０Ａ面階上右側壁体（ｂ）
８９０Ｂ面階上左側壁体（ｃ）８９０Ｂ面階上右側壁体（ｄ）
８９０Ｃ面階上右側壁体（ｅ）８９０Ｄ面階上右側壁体（ｆ）
８９０隅柱階廻突帯貼り付け痕（ｇ） ８９０隅柱断面（ｈ）

写真図版３８０ 遺物
家形埴輪１柱（８９１～８９３）
家形埴輪１台輪（８９４～８９６） ８９０裾廻突帯（ａ）

写真図版３８１ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（８９７：家形埴輪２）
８９７壁面（Ａ面）（ａ） ８９７壁面（Ｃ面）（ｂ）

写真図版３８２ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（８９７：家形埴輪２）
８９７壁面（Ｂ面）（ａ） ８９７壁面（Ｄ面）（ｂ）

写真図版３８３ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（８９８：家形埴輪３）
８９８屋根裏面（ａ） ８９８屋根裏面成形痕（ｂ）
８９８大棟裏面 棟木端貼り付け痕（ｃ）
８９８大棟裏面～破風板表面 棟木貼り付け痕（ｄ）

写真図版３８４ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（８９８：家形埴輪３）
８９８大棟と破風板の接合（ａ・ｂ）
８９８屋根と壁体の接合（ｃ）

写真図版３８５ 遺物
８９８Ｃ面右側桁柱（ａ～ｄ） ８９８Ｄ面左側桁柱（ｅ・ｆ）
８９８Ｄ面右側桁柱（ｇ・ｈ）

写真図版３８６ 遺物
８９８屋根と壁体の接合部（ａ～ｃ）
８９８階廻突帯・台輪（ｄ）
８９８Ｂ面基底部掻き破り痕（ｅ）
８９８Ａ面基底部掻き破り痕（ｆ）

写真図版３８７ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（８９９：家形埴輪４）
８９９大棟鰭飾り（ａ） ８９９四柱部上端鰭飾り（ｂ）

写真図版３８８ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（８９９：家形埴輪４）
８９９四柱部上端鰭飾り（ａ・ｂ）

写真図版３８９ 遺物
８９９壁体（Ａ面）（ａ） ８９９Ａ面階上左側壁体（ｂ）
８９９Ａ面階上右側壁体（ｃ）
８９９階廻突帯（Ａ面－Ｄ面間）（ｄ）
８９９階廻突帯（Ａ面－Ｃ面間）（ｅ）

写真図版３９０ 遺物
８９９壁体（Ｂ面）（ａ） ８９９Ｂ面階上左側壁体（ｂ）
８９９Ｂ面階上右側壁体（ｃ）
８９９階廻突帯（Ｂ面－Ｃ面間）（ｄ）
８９９階廻突帯（Ｂ面－Ｄ面間）（ｅ）

写真図版３９１ 遺物
８９９壁体（Ｃ面）（ａ） ８９９Ｃ面階上左側壁体（ｂ）
８９９Ｃ面階上右側壁体（入口）（ｃ）
８９９壁体と屋根の接合（ｄ）

写真図版３９２ 遺物
８９９壁体（Ｄ面）（ａ） ８９９Ｄ面階上右側壁体（ｂ）
８９９階廻突帯・台輪（ｃ） ８９９壁体と屋根の接合（ｄ）
８９９四柱部上端 鰭飾り接合痕（ｅ）

写真図版３９３ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（９００：家形埴輪５）
９００Ｄ面側壁体と屋根の接合（ａ）

写真図版３９４ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（９００：家形埴輪５）
９００Ｃ面－Ｂ面間基底部コーナー（ａ）

写真図版３９５ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（９０１：家形埴輪６）
９０１棟木端貼り付け痕（ａ） ９０１壁体接合痕（ｂ）
９０１大棟裏面補填痕 （ｃ）

写真図版３９６ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（９０２：家形埴輪７）
９０１棟木端貼り付け痕（ａ） ９０１棟木端（ｂ）
９０１大棟付近破風板貼り付け痕（ｃ）
９０１大棟裏面棟木端貼り付け痕（ｄ）
９０２妻側壁体（外面）（ｅ） ９０２妻側壁体（内面）（ｆ）
９０２屋根裏面（ｇ・ｈ）

写真図版３９７ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（９０３：家形埴輪８）
９０３Ａ面屋根（ａ） ９０３Ｃ面壁体（ｂ）
９０３Ｂ面屋根（外面・内面）（ｃ）

写真図版３９８ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９０３：家形埴輪８・９０４：家形埴輪９）
９０３屋根と壁体の接合（ａ）
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写真図版３９９ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（９０５～９０８：家形埴輪９）
９０４棟木（ａ） ９０４棟木側面（ｂ）

写真図版４００ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（９０９～９１２：家形埴輪９）
９１３大棟内面（ａ） ９１３棟木端（ｂ）

写真図版４０１ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９１３：家形埴輪１０・９１４：家形埴輪１１）
写真図版４０２ 遺物

南造り出し出土家形埴輪（９１５・９１６：家形埴輪１２）
９１４桁（ａ・ｂ） ９１４入口（ｃ）
９１４屋根裏面（上側が妻側外壁面）（ｄ）
９１５屋根縦断面（ｅ）

写真図版４０３ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９１７・９１８：家形埴輪１２・９１９：家形埴輪１３）
写真図版４０４ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（９２０：家形埴輪１３・９２２：家形埴輪１４

９２３：家形埴輪１４・９２４：家形埴輪１５）
９２２内面・断面（ａ）

写真図版４０５ 遺物
南造り出し出土家形埴輪（９２５：家形埴輪１５

９２６：家形埴輪１６・９２７：家形埴輪１７）
写真図版４０６ 遺物

南造り出し出土家形埴輪（９２８～９３１：家形埴輪１７
９３２～９３６：家形埴輪１８・９３７：家形埴輪１９）

写真図版４０７ 遺物
南造り出し出土家形埴輪
（９３８～９４０：家形埴輪１９・９４１～９４３：家形埴輪２０

９４４・９４６・９４７：家形埴輪２１・９５０：家形埴輪２２）
写真図版４０８ 遺物

南造り出し出土家形埴輪 （９４５：家形埴輪２１・
９４８・９４９・９５１・９５２：家形埴輪２２）

９４９裾廻突帯剥離面（ａ）９４８裾廻突帯接合痕（ｂ）
写真図版４０９ 遺物

南造り出し出土家形埴輪（９５３～９５５：家形埴輪２３）
９５４裏面・断面（ａ）

写真図版４１０ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９５６：９５７：家形埴輪２３・９６２～９６３）
前方部南側１段目テラス出土家形埴輪（９５８）
区画溝出土家形埴輪（９５９・９６０）
南周濠出土家形埴輪（９６１）
北周濠出土家形埴輪（９６５）

写真図版４１１ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９６４・９６７～９７０・９７２・９８６・９８７）

南周濠出土家形埴輪（９７１）
北周濠出土家形埴輪（９６６）

写真図版４１２ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９７３～９７６・９７８～９８１・９８３～９８５・９８８）
区画溝出土家形埴輪（９７７）
前方部南側１段目テラス出土家形埴輪（９８２）

写真図版４１３ 遺物
南造り出し出土家形埴輪
（９８９・９９１～９９３：家形埴輪２４・９９４～９９５・９９７・９９８）
南周濠出土家形埴輪（９９０・９９９）

写真図版４１４ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９９６・１０００・１００１・１００３・１００７・１００８）
区画溝出土家形埴輪（１００２）

写真図版４１５ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（１００４～１００６・１００９～１０１４・１０２４～１０２６・１０２８）
南周濠出土家形埴輪（１０２７）

写真図版４１６ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（１０１５・１０１６・１０１７・１０２０・１０２３）
南周濠出土家形埴輪（１０１６・１０１８・１０１９・１０２２）
前方部南側１段目斜面出土家形埴輪（１０２１）
北造り出し出土家形埴輪（１０２９・１０３０）

写真図版４１７ 遺物
北造り出し出土家形埴輪（１０３１～１０４１）

写真図版４１８ 遺物
北造り出し出土家形埴輪（１０４２～１０４６）
北周濠出土家形埴輪（１０４７・１０４８）

写真図版４１９ 遺物
北周濠出土家形埴輪（１０５０）
北造り出し出土家形埴輪（１０５１・１０５２）

柵形埴輪

写真図版４２０ 遺物
出土柵形埴輪

写真図版４２１ 遺物
南造り出し出土柵形埴輪（１０５４・１０５６・１０５８・１０６０）
前方部南側１段目斜面出土柵形埴輪（１０５９）
北造り出し出土柵形埴輪（１０５５・１０５７）

写真図版４２２ 遺物
南造り出し出土柵形埴輪（１０６１～１０８０・１０８２）
南渡土堤出土柵形埴輪（１０８１）

写真図版４２３ 遺物
南造り出し出土柵形埴輪（１０８３～１０８５・１０８７～１０９０）
前方部南側１段目斜面出土柵形埴輪（１０８６）

写真図版４２４ 遺物
南造り出し出土柵形埴輪（１０９１～１１０３・１１０５～１１０９）
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区画溝出土柵形埴輪（１１０４）
写真図版４２５ 遺物

南造り出し出土柵形埴輪（１１１０～１１１５）
区画溝出土柵形埴輪（１１１６～１１２２）

写真図版４２６ 遺物
区画溝出土柵形埴輪（１１２３～１１２８）
南外堤出土柵形埴輪（１１２９）
南周濠出土柵形埴輪（１１３０）
前方部南側１段目斜面出土柵形埴輪（１１３１）

その他の埴輪

写真図版４２７ 遺物
北造り出し出土柵形埴輪（１１３２～１１３７・１１３９・１１４０）
北周濠出土柵形埴輪（１１３８・１１４１）
南造り出し出土囲形埴輪（１１４２・１１４５・１１４６）
前方部南側１段目斜面出土囲形埴輪（１１４３）
区画溝出土囲形埴輪（１１４４）

写真図版４２８ 遺物
出土盾形埴輪

写真図版４２９ 遺物
前方部南側１段目斜面出土盾形埴輪（１１４７・１１４９）
北周濠出土盾形埴輪（１１５０） １１４７細部（ａ）

写真図版４３０ 遺物
南周濠出土盾形埴輪（１１４８・１１５２）
前方部南側１段目斜面出土盾形埴輪（１１５１）
前方部北側１段目斜面出土盾形埴輪（１１５３・１１５４）

写真図版４３１ 遺物
南造り出し出土船形埴輪（１１５５・１１５６）
区画溝出土船形埴輪（１１５７・１１６１）

写真図版４３２ 遺物
南造り出し出土船形埴輪（１１５８・１１５９）
前方部南側１段目斜面出土船形埴輪 （１１６０）
南造り出し出土蓋形埴輪（１１６２・１１６３・１１６５・１１６８）
前方部北側１段目斜面出土蓋形埴輪（１１６４・１１６７）

写真図版４３３ 遺物
南造り出し出土蓋形埴輪（１１６６）
北造り出し出土靫形埴輪（１１６９～１１７１）

写真図版４３４ 遺物
区画溝出土甲冑形？埴輪（１１７２）
南造り出し出土不明品（１１７３）
前方部南側１段目斜面出土不明品（１１７４）
南周濠出土不明品（１１７５・１１７７）

小型土器・小型土製品

写真図版４３５ 遺物
北造り出し出土小型土器
（１１７８～１１８１・１１８３～１１８７・１１８９・１１９１・１１９６・１２０４

～１２０７・１２１０～１２１２・１２２６・１２２７・１２３７・１２３８）
北渡土堤出土小型土器（１１９０）

写真図版４３６ 遺物
北周濠出土小型土器（１１８２・１１８８）
北造り出し出土小型土器
（１１９２～１１９５・１１９８～１２０１・１２０３・１２０８・１２２５・１２２８～

１２３１）
写真図版４３７ 遺物

前方部北側斜面出土小型土器（１１９７・１２０２）
北周濠出土小型土器（１２０９・１２３６）
北造り出し出土小型土器

（１２１６～１２２４・１２２９・１２４０・１２４２・１２４４・１２４６）
北造り出し出土小型土製品（１２４７）

写真図版４３８ 遺物
北造り出し出土小型土器
（１２１３～１２１５・１２３２～１２３５・１２３９・１２４１・１２４３・１２４５）
北造り出し出土小型土製品（１２４８～１２５０）
南造り出し出土小型土製品（１２５１～１２５３）

土器・土製品・金属製品・木製品

写真図版４３９ 遺物
南周濠出土土器（１２５４・１２６１・１２６４・１２６６・１２６７・

１２７０・１２７６・１２７９）
南周濠出土土製品（１２８６）
北周濠出土土製品（１２８５・１２８７・１２８８）

写真図版４４０ 遺物
池田古墳下層遺跡出土土器（２・６・７・９・１１）
南周濠出土金属製品（Ｍ２・Ｍ３・Ｍ５・Ｍ６）

写真図版４４１ 遺物
南周濠出土金属製品（Ｍ１） Ｗ１襞接写（ａ）

写真図版４４２ 遺物
北周濠出土木製品（Ｗ１）

写真図版４４３ 遺物
北周濠出土木樋（Ｗ２・Ｗ３）
Ｗ２端部（ａ） Ｗ３端部（ｂ）

写真図版４４４ 遺物
北周濠出土木製品（Ｗ４～Ｗ８）

写真図版４４５ 遺物
北周濠出土木製品（Ｗ９）
前方部南側１段目斜面出土木製品（Ｗ１０）
南周濠出土木製品（Ｗ１１・Ｗ１２）
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第１図 朝来市の位置



第１章 池田古墳

第１節 地理的環境

１．池田古墳の地理的位置
池田古墳は、朝来市和田山町平野に所在する。朝来市は、兵庫県の北部、いわゆる但馬地域にあたり、

この但馬地域のなかでは南部にあたる地域である（第１図）。南側は播磨地域と境をなしている。北端を

豊岡市出石町と、北東部を京都府福知山市夜久野町と、東側を兵庫県丹波市と、南東部を同多可郡多可

第１節 地理的環境

池
田
古
墳

第２図 兵庫県下の道路・鉄道網
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町と、南側を神崎郡神河町と、南西側を宍粟市と、西側を養父市と、それぞれ境をなしている（第３図）。

市域は、南北３２㎞、東西２４㎞と南北に長く、その面積は４０２．９８㎢である。

朝来市は、平成１７年４月１日に、いわゆる平成の大合併により、朝来郡生野町・同朝来町・同和田山

町・同山東町が合併し、新たに誕生した市である（第３図）。このなかで、池田古墳の所在地は、旧の和

田山町にあたる（第４図）。朝来市の平成２６年３月末現在の人口は３２０００人である
（１）

。

旧和田山町は、昭和５年に枚田村から町制に移行して誕生した町で、昭和３１年９月３０日には竹田町と

第３図 朝来市の地理的位置

第１章 池田古墳
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南但町が合併し、南但馬の中心を担ってきた。また、古代以来交通の要衝でもあり、畿内と山陰を結ぶ

山陰道が通っていた。さらに、当地において、播磨（姫路）から北進する官道（但馬道）と合流してい

た。
（２）

そして、この交通の要衝としての役割は、現代まで継承されている（第４図）。

まず、鉄道交通としては、京都と山陰を結ぶＪＲ山陰本線と瀬戸内（姫路）と但馬を結ぶＪＲ播但線が和

田山駅で合流している。道路交通も鉄道交通とほぼ平行しており、京都と山陰を結ぶ国道９号線に姫路

から北上してくる国道３１２号線が、枚田岡で合流している（第４図）。ちなみに、池田古墳は、枚田岡の

西約２㎞の国道９号線下に位置している。和田山駅の西約７００ｍにあたる。

ところで、これらの鉄道交通と陸上交通の経路は、朝来市域においてはほぼ近接している（第３図）。

これは、狭小な谷地形に制約されたためと考えられる。さらには、円山川もこれとほぼ平行している。

この円山川についても、江戸時代後期に津居山（現豊岡市）から市川河口の女鹿（現姫路市）まで舟運

第１節 地理的環境

第４図 旧和田山町の地理的位置
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が開設され、河川交通の機能も果たされていた。
（３）

さらに、道路交通については、現在高規格道路にその機能が引き継がれている。国道９号線に替わる

北近畿自動車道と、国道３１２号線に替わる播但連絡道路である（第４図）。北近畿自動車道は、平成２６年

現在、養父市まで開通し、平成２８年度には豊岡市日高町まで開通予定で、現在豊岡市佐野まで工事が進

められている。

２．池田古墳の地形的位置
朝来市は、山地と盆地からなる。

山地が地域の８４％を占め、わずか

に谷底平野が形成されている。こ

の谷底平野の大半は、円山川およ

びその支流によって形成されたも

のである。このなかで、和田山町

加都、およびその東側の旧山東町

域を中心とした地域には、比較的

広大な平野が形成されている
（４）

。（第

４図）。

円山川は、朝来市生野町円山を

源とし、養父市を経て、豊岡市津

居山で日本海へと注いでいる。上

第１章 池田古墳

第５図 池田古墳の位置

第６図 谷底平野横断図
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第１節 地理的環境

流域では田路川・神子畑川と、中流域では与布

土川・糸井川・大屋川・八木川と、下流域では

稲葉川・出石川・六方川・奈佐川と合流してい

る（第４２７図）。全長６７㎞を測り、流域面積は１３００

㎢におよぶ。また、但馬地域では唯一の一級河

川である。

朝来市は、円山川の源流域から中流域にあた

る地域に位置する。朝来市域における円山川は、

源流域から北進した後、和田山町和田山で与布第７図 朝来市中心部（城ノ山古墳から）

第８図 池田古墳周辺の微地形
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土川と合流、その後大きく北西方向へ屈曲している（第５図）。この屈曲地点が朝来市の中心となってい

る（第７図）。そして、北西方向へ屈曲した地点から、北西側約１．５㎞下った地点の左岸に、池田古墳が

所在する（巻首図版１）。この地点は、加都と比べるとはるかに狭い谷底平野となっており、その幅はわ

ずか７００ｍである（第６図：Ａ・Ｂ地点は第５図）。

池田古墳の南側は大倉部山（標高６９２ｍ）を中心とした山地となっており、ひとつの谷を隔てた北側の

山地と円山川北側の山地が、円山川を中心とした小谷を形成している
（５）

（第６図）。その小規模な谷の底部

にかけて傾斜が緩やかに変換する付近に、池田古墳が立地している（第６図）。池田古墳周辺の標高は、

西端部で８９ｍ、東端部で７６ｍと、約５°の傾斜が認められる。また、池田古墳北西部における円山川河川

敷の標高は、６４ｍである。

一方、池田古墳の南東側、旧国道付近においては、円山川によって形成された顕著な段丘崖が認めら

れる。その比高は２ｍ～３ｍを測る。以上から、池田古墳は段丘上に立地していることが理解できる。

さらに、池田古墳周辺の微地形（第８図）をみると、大倉部山山地の南側斜面であるが、池田古墳のあ

たりは、わずかに谷地形となっている（巻首図版３）。また、今回の調査における墳丘断面の観察結果に

よると、池田古墳の基盤は小規模な尾根状をなしていたことが理解できる。以上から、池田古墳は、小

規模な谷中にある小尾根上に立地しているものと考えられる。

〔註〕

（１）朝来市ホームページによる

（２）甲斐昭光『加都遺跡Ⅰ－播但連絡有料道路５期合併施工事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』

兵庫県教育委員会 ２００５

（３）八鹿町『八鹿町史 上巻』１９７１

宿南 保「街道と舟路」『和田山町史 上巻』和田山町 平成１６年

（４）青木哲哉「加都遺跡の地形環境」『加都遺跡Ⅱ－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道春日和田山道路

Ⅱ事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－』兵庫県教育委員会 ２００７

青木哲哉「加都遺跡の地形環境」『加都遺跡Ⅲ－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道和田山八鹿道路

事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ－』兵庫県教育委員会 ２０１２

（５）工藤智巳「地形と自然景観」『和田山町史 上巻』和田山町 平成１６年
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第２節 歴史的環境

１．はじめに
前節で報告したように、池田古墳は狭小な谷地形上に立地するため、周囲に周知されている遺跡はわ

ずかである。ここでは、池田古墳の歴史を検討する上で重要と考えられる、和田山町加都を中心とした

旧和田山町域および旧山東町域の、調査が行われた遺跡を対象として見ていくことにする。時代的に

は、池田古墳の歴史的位置付けを行う上で重要と考えられる、弥生時代後期末から古墳時代中期を中心

にみていくことにする（第１０図・第１表）。さらに、池田古墳を検討するうえで重要と考えられる、古代

交通路についてもまとめておきたい（第１６図）。

なかでも、池田古墳の南側から東側一帯に近接する宮ノ本遺跡については、本古墳との関連で見逃す

ことのできない遺跡である。数次にわたり本発掘調査が行われていることから、まず当該遺跡の詳細に

ついてまとめることにする。

２．宮ノ本遺跡
宮ノ本遺跡は、池田地区（３）、城ノ下地区（４）、妙見谷・登り立地区（６）、宮ノ本地区（５）、岡

ノ段地区（７）、細田地区（８）の６地区からなる（第９図・第１１図）。池田古墳と最も近接した集落遺

跡である。このなかで、各地区で確認調査もしくは本発掘調査が計１０次にわたり行われている（第９図）。

調査は、いずれも和田山駅南土地区画整理事業に伴い和田山町教育委員会（現朝来市教育委員会）によっ

て行われたものである
（１）

。

池田地区 平成１２年度に行われた確認調査において、古墳時代前期の土器を包含する溝状遺構が検出さ

第２節 歴史的環境

第９図 宮ノ本遺跡と調査地
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第１０図 主要周辺遺跡
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第２節 歴史的環境

第１表 主要周辺遺跡一覧

所 在 地県 遺 跡 番 号遺 跡 名№

和田山町平野字イケダ７３０００１池田古墳
１

和田山町平野字イケダ７３０４８８池田古墳下層遺跡
和田山町東谷字城山７３０２２０城ノ山古墳２
和田山町東谷７３０７５８宮ノ本遺跡（池田地区）３
和田山町東谷７３０７５７宮ノ本遺跡（城ノ下地区）４
和田山町東谷７３０７５５宮ノ本遺跡（宮ノ本地区）５
和田山町東谷７３０７５６宮ノ本遺跡（妙見谷・登り立地区）６
和田山町東谷７３０７５４宮ノ本遺跡（岡ノ段地区）７
和田山町東谷７３０７５３宮ノ本遺跡（細田地区）８
和田山町高田高田長持形石棺所在地９
和田山町林垣字箕山７３０１６８・７３０１６９・７３０４３３～７３０４３７秋葉山墳墓群１０
和田山町岡田字小丸山７３０３１７小丸山古墳１１
和田山町岡田字兜塚７３０２００岡田２号墳１２
和田山町柳原字門在７３０５５９門在１号墳１３
和田山町枚田字内高山７３０７４８・７３０７４９・７３０７６９～７３０７７６内高山西古墳群１４
和田山町枚田字内高山７３０７４５～７３０７４７内高山東古墳群１５
和田山町枚田字上ヘ山７３０７２５～７３０７４１・７３０７５９～７３０７６７上エ山古墳群１６
和田山町安井字市条寺７３０２３２～７３０２３５・７３０４０２～７３０４０９市条寺古墳群１７
和田山町加都字向山７３０２２１～７３０２３１・７３０７１６～７３０７１８向山古墳群１８
和田山町加都字向山７３０３４５～７３０３５０・７３０６６９・７３０６７１～７３０７１５梅田古墳群１９
和田山町加都字向山７３０６４９～７３０６６２梅田東古墳群

２０
和田山町加都字向山７３０６６３梅田東木棺墓群
和田山町久世田字ムクノ木他７３０３４２ムクノ木遺跡２１
和田山町加都字宮ヶ田他７３０７５１加都遺跡（宮ヶ田地区）２２
和田山町加都字桜７３０７５０加都遺跡（桜地区）２３
和田山町加都７３０７５２但馬道２４
和田山町筒江字中山７３０６３２筒江中山墳墓群

２５
和田山町筒江字中山７３０２４０～７３０２６６・７３０５７６～７３０５７８筒江中山古墳群
和田山町筒江字中山７３０２９０中山遺跡２６
和田山町筒江字浦石７３０６１１筒江浦石遺跡２７
和田山町筒江字梨ケ谷国指定史跡３６茶すり山古墳２８
山東町大月字東南山７４０１６０～７４０１７５・７４０７４２・７４０７４３寺山古墳群２９
山東町柊木字宮ノ谷７４０１７６～７４０２２２・７４０７４４～７４０７５０宮ノ谷古墳群３０
山東町森字向山７４０５８４・７４０５６９～７４０５８３森向山遺跡・森向山古墳群３１
山東町大月字永徳７４０１３８永徳遺跡３２
山東町柿坪字溝尻７４０１３９柿坪遺跡３３
山東町柿坪字中山７４０２８９～７４０３１１柿坪中山古墳群３４
山東町和賀字芝ヶ端７４０７０２芝花弥生墓群３５
山東町和賀字向山７４０３２５～７４０３９５・７４０６９９～７４０７０１芝花古墳群３６
山東町和賀字向山７４０３９８～７４０４２１和賀向山古墳群３７
山東町柿坪字五反田７４０４５９～７４０４６２五反田遺跡３８
山東町柿坪字馬場７４０４６３～７４０４８２馬場古墳群３９
山東町越田字持谷７４０４８６持谷古墳４０
山東町粟鹿字若水７４０４８８～７４０４９７・７４０７０３～７４０７１２若水古墳群４１
山東町粟鹿字若水７４０４９８若水遺跡４２
山東町粟鹿字若水７４０７１３～７４０７１９若水古墳群４３
山東町粟鹿字大門７４０５０１粟鹿遺跡４４
山東町柴字方谷７４０６８４柴遺跡４５
山東町粟賀字櫛名谷７４０６４７～７４０６５５櫛名谷古墳群４６
桑市７５００４５船宮古墳４７
山東町新堂字見尾７４０７２７新堂見尾１号墳４８
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れている。後述する（第３章）池田古墳下層遺跡との関連で、注目される。また、池田古墳の外堤の一

部と考えられる盛土層も確認されている。平成２０年度の調査でも同様の盛土が確認されている。

一方、平成１６年度の調査では、南の外堤に

相当する箇所を調査したが、外堤らしき構造

物は確認されていない。また、この調査で谷

状の落ち込みを確認し、ここからは蓋形埴輪

が出土している。

平成１８年度の調査では、池田古墳の南側に

接する位置で調査が行われている。調査では、

古墳時代と平安時代の流路が検出されてい

る
（2）

。古墳時代の流路内からは、弥生時代後期か

ら古墳時代中期の土器が多く出土している。

妙見谷・登り立地区 調査は、平成１６年度に行われている。調査の結果、弥生時代後期の竪穴住居が検

出されている。また、遺構には伴わないが碧玉の破片が１点出土している
（3）

。

さらに、平成１９年度には、城ノ下地区にまたがる地区で調査が行われている
（4）

。調査では、古墳時代後

期と平安時代～鎌倉時代の土器が出土しているが、時期を明確にできる遺構は検出されていない。

宮ノ本地区 調査は、平成１４年度から平成１７年度の各年度に行われている
（5）

。平成１４年度の調査は２地区

からなるが、竪穴住居跡２棟、掘立柱建物跡１棟、方形周溝墓の可能性が考えられる溝状遺構、自然流

路が検出されている。いずれも、弥生時代後期初頭と考えられている。この中で特に注目されるのが、

管玉（凝灰岩製）の未成品や碧玉の剥片が出土した１棟の竪穴住居跡（３号住居跡）である。これらの

遺物の出土から、当該住居跡は玉製作に関わる工房跡と推定されている。

この他、平成１５年度の調査では、弥生時代後期後半から古墳時代前期初頭の竪穴住居跡・溝状遺構・

ピット・土坑等が検出されている。平成１６年度の調査では、弥生時代後期の竪穴住居跡とこれに関連す

る溝状遺構・ピット等が検出されている。竪穴住居は幾度かの建て替えがなされている。平成１７年度の

調査では、弥生時代後期の竪穴住居と溝状遺構・ピット等が検出されている。

岡ノ段地区 調査は、平成１３年度と平成１７年度に行われている
（6）

。平成１３年度の調査では、古墳時代前期

の集落跡が明らかとなっている。平成１７年度の調査では古墳時代前期の溝状遺構が検出されている。こ

の他、古代から中世にかけての溝状遺構やピットが検出されている。

細田地区 調査は平成１３年度に行われている。第１次調査では古墳時代前期の溝状遺構が、第２次調査

では４世紀から５世紀にかけてと考えられる竪穴住居４棟と自然流路が、検出されている。特に、自然

流路内からは滑石製有孔円盤・木樋状木製品・

火錐板・祭祀具と思われる製品等が出土してお

り、池田古墳との関係で注目される
（7）

。

以上が、調査で明らかとなった宮ノ本遺跡の

概要である。一部、池田古墳と平行する時期に

集落が存在したことは明らかであるが、造墓主

体となるような大規模な集落と位置付けられる

ものではない。

第１章 池田古墳

第１２図 池田古墳から見た宮ノ本遺跡

第１１図 宮ノ本遺跡全景（東上空から）
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３．主要周辺遺跡
（１）弥生時代後期

池田古墳周辺における当該期の遺跡は、宮ノ本遺跡を除いてほとんど知られていない。多くは、比較

的平野の開けた、加都地域および旧山東町地域に集中している。丘陵上においては木棺墓を主体とした

墳墓群が、平野部においては集落跡が、調査により明らかとなっている。

まず、墳墓としては、秋葉山墳墓群（１０）・門在１号墳（１３）・梅田東古墳群（２０）・筒江中山墳墓群

（２５）・寺山古墳群（２９）・宮ノ谷古墳群（３０）・柿坪中山古墳群（３４）・芝花弥生墓群（３５）・五反田遺跡

（３８）が周知されている。いずれも丘陵上もしくは尾根状に造られた墳墓群で、木棺墓と箱式石棺を埋葬

主体としている。各遺跡の概要は以下の通りである。

秋葉山墳墓群 池田古墳の北約１．７㎞に当る。昭和４９年度に和田山町教育委員会により本発掘調査が行わ

れている
（8）

。調査の結果、３基の墳丘墓（１号墳・２号墳・７号墳）が検出されている。３基とも弥生時

代後期末から古墳時代初頭に位置付けられるもので、いずれも複数の主体部からなり、木棺墓・石蓋土

坑墓・組合式箱式石棺を埋葬施設としている。

門在１号墳 小尾根先端部に造られた弥生時代終末期～古墳時代初頭の木棺直葬墓である。平成６年度

に、関西電力電線建設工事に伴い和田山町教育委員会により本発掘調査が行われている
（9）

。調査の結果、

平面形が５．２ｍ×３ｍ、深さが２ｍと大型の墓壙内に、長さ４ｍの組合せ木棺が納められていたことが明

らかとなっている。棺内からは鉇が副葬品として出土している。

梅田東古墳群 播但連絡道路（５期事業）に伴い、平

成８年度に本発掘調査が行われている
（10）

。尾根上に立地

する遺跡で、後期後半と後期後半～古墳時代初頭の墳

墓が検出されている。後期後半では、木棺墓群１７基と

土器棺１基が検出されている。破砕土器供献が認めら

れ、棺内からはガラス製小玉・ガラス製管玉・ガラス

製粟玉・碧玉製管玉や鉄製品の副葬が認められた。後

期後半～古墳時代初頭では、墳丘墓５基（１０号墳～１４

号墳）が検出されている。なかでも１０号墳では船形木

棺が、１１号墳では小竪穴式石室が、中心主体であること

が明らかとなっている（第１３図）。

筒江中山墳墓群 木棺墓と甕棺墓からなる墳墓群である。当墳墓群の大半は２４基からなる古墳群で、２２

号墳の墳丘下から木棺墓２基と、その付近から甕棺が検出されている
（11）

。

寺山古墳群 県道檜倉山東線道路改良事業にともない、兵庫県教育委員会により本発掘調査が行われて

いる。後期から後期末の２基の墳丘墓と、その周囲から９基の木棺墓群が検出されている
（12）

。

宮ノ谷古墳群 寺山古墳群同様、県道檜倉山東線道路改良事業にともない、兵庫県教育委員会により本

発掘調査が行われている。木棺墓および箱式石棺を埋葬施設とする３基の墳丘墓が検出されている
（13）

。

柿坪中山古墳群 複数主体からなる墳丘墓群である。報告書では古墳時代前期と報告されているが、出

土土器等から弥生時代後期後半と考えられる
（14）

。３基（１号墳～３号墳）について調査が行われ、木棺墓・

石室墓・土器棺などの埋葬施設が検出されている。その後４号墳についても調査が行われ、木棺墓・小

竪穴式石室などからなる墳丘墓であることが明らかとなっている
（15）

。

第２節 歴史的環境

第１３図 梅田東古墳群 １０号墳第１主体部
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芝花弥生墓群 一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道（春日和田山道路Ⅱ：以下「北近畿豊岡自動車道」と

略称）建設に伴い、兵庫県教育委員会により本発掘調査が行われている
（16）

。後期前葉の木棺墓１７基と土器

棺３基が明らかとなっている。木棺墓の多くには、破砕土器供献が確認されている。

五反田遺跡 昭和６３年度に㈱播磨屋本店東山工場建設に伴い本発掘調査が行われている。調査の結果、

弥生時代後期の土器棺墓４基と木棺墓９基が明らかとなっている
（17）

。

次に、集落遺跡としては、宮ノ本遺跡（３～８）・ムクノ木遺跡（２１）・筒江浦石遺跡（２７）・森向山遺

跡（３１）・若水遺跡（４２）・粟鹿遺跡（４４）が周知されている。若水遺跡を除いては、いずれも平野部に

立地する遺跡である。いわゆる大規模集落は認められないが、粟鹿遺跡の方形貼石墓は、当地域では特

筆すべきものである。

ムクノ木遺跡 平成元年から平成２年度にかけてゴルフ研修センター建設計画に伴い、和田山町教育委

員会により確認調査が行われている
（18）

。調査の結果、弥生時代後期末から古墳時代前期にかけての溝状遺

構が検出されている。溝状遺構および旧河道の中から、当該期の土器が出土している。

筒江浦石遺跡 「北近畿豊岡自動車道」建設に伴い、兵庫県教育委員会により本発掘調査が行われている
（19）

。

弥生時代末～古墳時代初頭の粘土採掘跡多数と流路跡が検出されている。

森向山遺跡 昭和６０年度に但馬学習農園建設事業に伴い、山東町教育委員会により調査が行われている
（20）

。

古墳時代初頭にかけての竪穴住居・掘立柱建物・土坑等が検出されている。なかでも、竪穴住居が１１棟

明らかとなっている。

若水遺跡（７４０４９８）「北近畿豊岡自動車道」建設に伴い、兵庫県教育委員会により本発掘調査が行われ

ている
（２１）

。若水古墳群・若水城跡の調査において当該期の遺構が明らかとなっている。２重の環濠が検出

されている。

粟鹿遺跡 平成１１年度から１５年度にかけて、「北近畿豊岡自動車道」建設に伴い、兵庫県教育委員会によ

り本発掘調査が行われている
（22）

。弥生時代中期末から後期初頭の竪穴住居跡１５棟をはじめとして、方形貼

石墓・木棺墓・土坑墓・土器棺墓などが検出されている。弥生時代後期から古墳時代初頭にかけての竪

穴住居跡なども、検出されている。

（２）古墳時代前期

古墳時代において、南但馬地区においては、若水古墳群（４１）→城ノ山古墳（２）→池田古墳（１）

→茶すり山古墳（２８）→船宮古墳（４７）と、首長墓の系譜がたどれるといわれている。

まず前期の首長墓としては、若水古墳群（４１）と城ノ山古墳（２）が挙げられる。その概要は以下の

通りである。

若水古墳群 若水遺跡とともに検出された古墳群で、１０基について調査が行われている
（23）

。このなかで、

若水古墳（７４０７０３）が盟主墳と位置付けられるもので、径４１ｍを測る。二基の埋葬施設からなり、いず

れも組み合せ式箱形木棺を主体としている。このなかで、第１主体部には飛禽文鏡と連弧文鏡が各１面

副葬されていた。池田古墳に繋がる当地域の盟主墳と考えられ、注目される。

城ノ山古墳 池田古墳の東約８０ｍに所在する（第１４図）。国道９号線和田山バイパス建設に伴い、本発掘

調査が行われている
（24）

。南北３６ｍ、東西３０ｍの円墳で、組み合せ式木棺を埋葬主体としている。木棺内か

らは、三角縁神獣鏡３面をはじめとする計６面の銅鏡や石製品（琴柱・合子・釧）・玉類（勾玉・管玉）・

鉄製品（鉄剣・直刀等）が出土している。

第１章 池田古墳

― ―１２



この他、当該期には内高山西古墳群

（１４）・内高山東２号墳（１５：７３０７４６）・

上エ山古墳群（１６）・向山古墳群（１８）・

筒江中山古墳群（２５）・森向山１３号墳

（３１）・芝花１１号墳（３６）・芝花２６～２８号

墳（３６）・芝花７２～７４号墳（３６）・新堂

見尾１号墳（４８）が周知されている。

その概要は以下の通りである。

内高山西古墳群 ８基からなり、上エ

山古墳群と平行して本発掘調査が行わ

れている
（25）

。但馬に通有に見られる階段状の古墳群で、主体部は全て木棺直葬である。

内高山東２号墳 上エ山古墳群と平行して本発掘調査が行われている。木棺を主体とするもので、墳裾

から布留式の土師器甕が出土している
（26）

。

上エ山古墳群 「北近畿豊岡自動車道」建設に伴い、兵庫県教育委員会により平成１７年度と平成１８年度に

本発掘調査が行われている。Ａ支群の２基が該当し、１号墳は箱式石棺を埋葬主体としている
（27）

。

向山古墳群 県立北部農業技術センター整備事業に伴い、平成２年度に本発掘調査が行われている
（28）

。３

基の古墳（１号墳～３号墳）が検出されている。竪穴式石室・箱式石棺・木棺直葬を主体としている。

このなかで、２号墳第２主体からは、内行花文鏡が出土している。

筒江中山古墳群 ２４基の古墳からなる。うち９基について調査が行われている
（29）

。このなかで、当古墳群

中最大の２３号墳は、径２７ｍの円墳で、箱形木棺を埋葬施設としている。棺内からは鉄剣・鉄鏃・鉄斧・

鉇・内行花文鏡が出土し、これらの副葬品から４世紀末の築造と考えられている。

森向山１３号墳 石棺と２棺並列の木棺が直列に配された長方形墳で、出土遺物から４世紀末から５世紀

初頭と考えられている
（30）

。

芝花１１号墳 芝花古墳群（後述）中にある墳墓である
（31）

。木棺墓・土坑墓・石棺墓・土器棺各１基が、埋

葬施設として検出されている。

芝花２６～２８号墳・芝花７２～７４号墳 いずれも方墳である
（32）

。これら６基の古墳は、刳抜式木棺・組合式木

棺・組合式石棺・土坑墓・土器棺を埋葬施設としている。

新堂見尾１号墳 ３世紀後半から４世紀にかけての径２５ｍの円墳である。第１埋葬施設は竪穴式石室を

埋葬主体としている。副葬品として、小型銅鏡・鉄剣・鉄鏃・鉄斧・鉇・玉類・土師器が出土している
（33）

。

他の埋葬施設として、箱式石棺・土器棺が検出されている。

また、当該期の集落遺跡としては、宮ノ本遺跡（３～８）・永徳遺跡（３２）が周知されている。宮ノ本

遺跡については、先述したとおりである。

永徳遺跡 昭和５３年度に県営ほ場整備事業に伴い発掘調査が行われている。調査の結果、古墳時代前期

を中心とした土坑などが検出されている
（34）

。

（３）古墳時代中期

古墳と集落遺跡が周知されている。

前期の城ノ山古墳に続く当該期の首長墓としては、池田古墳（１）→茶すり山古墳（２８）→船宮古墳

第２節 歴史的環境

第１４図 池田古墳と城ノ山古墳
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（４７）が挙げられる。池田古墳を除く概要

は、以下の通りである。

茶すり山古墳 和田山町筒江字梨ヶ谷に所

在する。平成１２年度から平成１４年度にかけ

て、「北近畿豊岡自動車道」建設に伴い、兵

庫県教育委員会により本発掘調査が行われ

ている
（35）

。当概事業に伴い、はじめてその存

在が明らかとなった古墳である。最大径９０

ｍ、高さ約１８ｍの近畿地方最大規模の二段

築成の円墳である。２基の埋葬施設（第１

主体部・第２主体部）が検出され、組合式

箱形木棺が納められていた。両主体部には多量の武器・武具類が副葬されていた。出土遺物から中期中

葉と考えられ、池田古墳に継ぐ但馬の王墓と位置付けられている。平成１６年度には国指定史跡となり、

平成２１年度には復元・整備が完成している（第１５図）。

船宮古墳 円山川上流域の段丘上に立地し墳丘全長９１ｍを測る、中期後半に位置付けられる前方後円墳

である
（36）

。周濠を伴い、墳丘斜面には葺石が葺かれている。また、周濠外側斜面にも葺石が確認されてい

る。さらに、くびれ部付近においては造り出しが確認されている。

他の古墳としては、岡田２号墳（１２）内高山東１号墳（１５：７３０７４５）・市条寺古墳群（１７）・向山古墳

群（１８）・梅田古墳群（１９）・宮ノ谷古墳群（３０）・芝花古墳群（３６）・芝ケ端古墳（３６）・和賀向山１号墳

（３７）・馬場古墳群（３９）・持谷古墳（４０）・若水古墳群（４３）・櫛名谷古墳群（４６）が周知されている。

岡田２号墳 県道金浦和田山線道路改良に伴い、兵庫県教育委員会により本発掘調査が行われている
（37）

。

調査は、残存する墳丘の北側を対象として実施されている。この結果、円筒埴輪が出土し、これをもと

に５世紀末～６世紀初頭に位置付けられることが明らかとなっている。また、新たに幅７．８ｍの周濠を伴

うことが明らかとなり、これをもとに約２６．４ｍの円墳に復元されている。

内高山東１号墳 木棺を埋葬主体とし、５世紀後半に位置付けられている
（38）

。

市条寺古墳群 １２基からなる古墳群である。平成２年度に、県立北部農業技術センター整備事業に伴い

本発掘調査が行われている
（39）

。調査は４基（１号墳～４号墳）を対象とし、主体部は石棺と木棺からなる。

向山古墳群 先述（１３頁）した調査で検出されたもので、３基（５号墳・６号墳・１１号墳）が検出され

ている。５号墳からは、鉄鐸が出土している
（40）

。

梅田古墳群 播但連絡道路（５期事業）に伴い、平成８年度～平成１０年度にかけて本発掘調査が行われ

ている
（41）

。木棺を埋葬主体とする３３基の古墳（１号墳～３３号墳）が検出され、出土土器等から前期末から

後期中葉に位置付けられている。なかでも、１号墳からは四葉乳文鏡１面が、３号墳からは乳文鏡１面

が出土している。また、１５号墳ＳＸ０１内からは人骨が完存する状態で検出されている。

宮ノ谷古墳群 寺山古墳群同様、県道檜倉山東線道路改良事業に伴い、兵庫県教育委員会により本発掘

調査が行われている
（42）

。７基の古墳が明らかとなっている。箱形木棺と箱形石棺を埋葬主体としている。

芝花古墳群 ８号墳～１０号墳・１４号墳が、芝花弥生墓群と同じ調査で明らかとなっている。８号墳が木

棺墓３基、９号墳が石室系石棺と木棺墓、１０号墳が木棺墓２基、１４号墳が石棺墓１基、が埋葬施設とし

て明らかとなっている
（43）

。
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芝ヶ端古墳 「北近畿豊岡自動車道」建設に伴い、兵庫県教育委員会により本発掘調査が行われてい

る
（44）

。木棺直葬を主体とする古墳である。円筒埴輪・朝顔形埴輪・形象埴輪、ＭＴ１５型式前後の須恵器が

出土していることから、６世紀前葉に位置付けられている。

和賀向山１号墳 「北近畿豊岡自動車道」建設に伴い、兵庫県教育委員会により本発掘調査が行われてい

る
（45）

。直径約１４ｍの円墳で、横穴式石室（竪穴系横口式石室）を埋葬施設としている。円筒埴輪・朝顔形

埴輪・家形埴輪、ＴＫ４７～ＭＴ１５型式相当の須恵器などが出土しており、これらの遺物から６世紀前葉に

位置付けられている。

馬場古墳群 ２０基からなるが、昭和６３年度に㈱播磨屋本店東山工場建設に伴い、４基について本発掘調

査が行われている
（46）

。３号墳においては径１３～１４ｍの円墳で、組合式木棺を主体としている。鉄刀・鉄斧

等が副葬され、５世紀前半に位置付けられている。１９号墳については３基の主体部からなり、内１基は

割竹形木棺を主体としている。また、第一主体からは方格規矩鏡・鉄剣・鉄斧の副葬が確認され、４世

紀末に位置付けられている。この他２０号墳は、木棺直葬と考えられ、５世紀末と考えられている。

持谷古墳 昭和６２年度に山東町教育委員会により本発掘調査が行われている
（47）

。調査の結果、墳丘自体を

確認することはできなかったが、木棺直葬墓が１基確認されている。墓上祭祀に供された土器の他、棺

内からは鉄鏃・鉄剣・鉄刀の副葬が確認されている。これらの遺物などから、５世紀前半代と考えられ

ている。

若水古墳群 古墳７基と墳丘を伴わない木棺墓・石棺墓が２０基検出されている
（48）

。

櫛名谷古墳群 ９基の古墳からなり、昭和５４年度に農村広場の造成に先立ち本発掘調査が行われている
（49）

。

調査の結果、７号墳・８号墳で二棺並列埋葬が確認されている。そして、出土遺物から、５世紀末から

６世紀初頭に位置付けられている。

集落跡としては、加都遺跡（２２・２３）と柿坪遺跡（３３）が周知されている。

加都遺跡 平成８年度から平成１０年にかけて、播但連絡道路５期合併施工事業と「北近畿豊岡自動車道」

建設および一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道和田山八鹿道路事業に伴い、兵庫県教育委員会により、計

７２７２８㎡と広範囲に及ぶ本発掘調査が行われている
（50）

。調査地は、宮ヶ田地区（２２）と桜地区（２３）の２地

区からなる。調査の結果、古墳時代の遺構としては、５世紀初頭をはじめとして８期に分けられている。

古墳１期から古墳５期が該当し、古墳５期が中心をなすと分析されている。この間、約７０基弱の竪穴住

居が検出されている。

柿坪遺跡 平成１１年度から１４年度にかけて「北近畿豊岡自動車道」建設に伴い、兵庫県教育委員会によ

り本発掘調査が行われている
（51）

。調査の結果、古墳時代全般の大規模な集落跡が明らかとなった。なかで

も注目されるのが、中期前半から中頃にかけての大型掘立柱建物で構成される首長居館の一部が明らか

となった点である。また、居館の周囲からは１０棟前後の竪穴住居も検出されている。首長居館は、茶す

り山古墳とほぼ同時期であることから、当該古墳の被葬者の居館と位置付けられている
（52）

。

（４）古代交通路

古代においては、当地を山陰道と但馬道が通っていた（第１６図）。山陰道については、遠坂峠から粟

鹿・和田山・高田を経て養父市へ抜けていたと考えられている。このなかで、柴遺跡（４５）において、

古代山陰道の粟鹿駅家の存在を示す木簡が出土している
（53）

。また、これに附属する施設と考えられる掘立

柱建物が検出されている。なお、池田古墳付近においては、具体的な山陰道の通過位置は明らかにされ

第２節 歴史的環境

― ―１５



ていない。池田古墳南東側の段丘崖（第８図）が一つの候補になるのではないかと考えられる。

但馬道については、山陽道が姫路から分岐・北上し、和田山で山陰道に合流するものである。その一

部が道路遺構として、「北近畿豊岡自動車道」建設に伴う加都遺跡の調査で明らかとなっている
（54）

。

〔註〕

（１）朝来市教育委員会田畑 基氏の御教示による。

（２）前岡恵美子「宮ノ本遺跡（第８次）」『朝来市埋蔵文化財センター古代あさご館 年報 第１号（平

成１８年度）』朝来市教育委員会・朝来市埋蔵文化財センター古代あさご館 ２００９

（３）朝来市教育委員会田畑 基氏の御教示による。

（４）前岡恵美子「宮ノ本遺跡（第９次）」『朝来市埋蔵文化財センター古代あさご館 年報 第２号（平

成１９・２０年度）』朝来市教育委員会・朝来市埋蔵文化財センター古代あさご館 ２０１１
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（５）朝来市教育委員会田畑 基氏の御教示による。

（６）朝来市教育委員会田畑 基氏の御教示による。

（７）朝来市教育委員会中島雄二氏の御教示による。

（８）藤井祐介『秋葉山墳墓群』和田山町教育委員会 １９７８

（９）朝来市教育委員会田畑 基氏の御教示による。

（１０）山田清朝『梅田東古墳群－播但連絡道路（５期事業）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－』兵庫

県教育委員会 ２００２

（１１）小川良太「筒江中山古墳群」『兵庫県史 考古資料編』兵庫県 １９９２

（１２）平田博幸『寺山古墳群 宮ノ谷古墳群 諏訪城跡発掘調査報告書 （一）檜倉山東線道路改良事業に

係る埋蔵文化財発掘調査』兵庫県教育委員会 ２０１０

（１３）前掲（１２）

（１４）櫃本誠一『柿坪中山古墳群 第１集』兵庫県山東町教育委員会 １９７５

（１５）櫃本誠一・加古千恵子『柿坪中山古墳群 第２集』兵庫県山東町教育委員会 １９７８

（１６）岸本一宏『芝花弥生墓群・古墳群－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道春日和田山道路Ⅱ建設に伴う

発掘調査報告書Ⅴ－』兵庫県教育委員会 ２００８

（１７）朝来市教育委員会中島雄二氏の御教示による。

（１８）田畑 基『ムクノ木遺跡』和田山町教育委員会 １９９２

（１９）藤田 淳『筒江浦石遺跡－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道（春日和田山道路Ⅱ）建設に伴う発掘

調査報告書Ⅰ－』兵庫県教育委員会 ２００７

（２０）田畑 基「森・向山遺跡」『兵庫県埋蔵文化財年報 昭和６０年度』兵庫県教育委員会 １９８８

（２１）岸本一宏『若水古墳群・城跡－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道春日和田山道路Ⅱ建設に伴う発掘

調査報告書Ⅵ－』兵庫県教育委員会 ２００９

（２２）深井明比古『粟鹿遺跡－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道春日和田山道路Ⅱ建設に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書－Ⅱ』兵庫県教育委員会 ２００７

（２３）前掲（２１）

（２４）櫃本誠一『城の山・池田古墳』和田山町教育委員会 １９７２

（２５）渡辺 昇『上エ山古墳群 内高山古墳群－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道和田山八鹿道路事業に

伴う発掘調査報告書Ⅱ－』兵庫県教育委員会 ２０１２

（２６）前掲（２５）

（２７）前掲（２５）

（２８）中村 弘『向山古墳群・市条寺古墳群・一乗寺経塚・矢別遺跡－県立北部農業技術センター整備に

係る埋蔵文化財発掘調査報告書－』兵庫県教育委員会 １９９９

（２９）前掲（１１）

（３０）前掲（２０）

（３１）前掲（１６）

（３２）岸本一宏『和賀向山１号墳・芝ヶ端古墳・芝ヶ端遺跡・芝花古墳群－一般国道４８３号北近畿豊岡自動

車道春日和田山道路Ⅱ建設に伴う発掘調査報告書－Ⅳ－』兵庫県教育委員会 ２００８

（３３）山東町教育委員会『新堂見尾１号墳現地説明会資料』２００４
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（３４）瀬戸谷 晧『永徳遺跡－県営ほ場整備事業に伴う調査の記録－』朝来郡山東町教育委員会 １９７９

（３５）岸本一宏『史跡 茶すり山古墳－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道春日和田山道路Ⅱ建設に伴う埋

蔵文化財発掘調査報告書－Ⅶ』兵庫県教育委員会 ２０１０

（３６）田畑 基『船宮古墳』朝来町教育委員会 １９９０

（３７）岡崎正雄『岡田２号墳』兵庫県教育委員会 １９８９

（３８）前掲（２５）

（３９）前掲（２８）

（４０）前掲（２８）

（４１）菱田淳子『梅田古墳群Ⅰ－播但連絡道路（５期事業）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ－』兵庫

県教育委員会 ２００２

仁尾一人『梅田古墳群Ⅱ－播但連絡道路（５期事業）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ－』兵庫

県教育委員会 ２００３

（４２）前掲（１２）

（４３）前掲（１６）

（４４）前掲（３２）

（４５）前掲（３２）

（４６）朝来市教育委員会中島雄二氏の御教示による。

（４７）田畑 基『持谷古墳発掘調査報告書』山東町教育委員会 １９８８

（４８）前掲（２１）

（４９）朝来市教育委員会中島雄二氏の御教示による。

（５０）甲斐昭光『加都遺跡Ⅰ－播但連絡有料道路５期合併施工事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－』

兵庫県教育委員会 ２００５

吉識雅仁『加都遺跡Ⅱ－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道（春日和田山道路Ⅱ）事業に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書Ⅲ－』兵庫県教育委員会 ２００７

渡辺 昇『加都遺跡Ⅲ－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道和田山八鹿道事業に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告書Ⅰ－』兵庫県教育委員会 ２０１２

（５１）吉識雅仁『柿坪遺跡』兵庫県教育委員会 ２００８

（５２）菱田哲郎「古墳時代の産業革命と茶すり山王」『王者の帰還－茶すり山王のすべて－』記念講演会

２０１２

（５３）西口圭介『柴遺跡－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道春日和田山道路Ⅱ建設に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告書－』兵庫県教育委員会 ２００９

（５４）吉識雅仁・甲斐昭光「兵庫県和田山町加都遺跡の道路状遺構」『古代交通研究』第８号 古代交通研

究会 １９９８
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第３節 調査・研究歴

１．はじめに
池田古墳の調査は、昭和４６年度の調査が初めてである。この調査は、国道９号線バイパス建設に先立

つもので、今回報告する調査が行われるまでは、唯一の本格的な調査であった。この調査により、初め

て池田古墳の存在が明らかとなった（写真図版２）。その後、池田古墳の規模等を明らかにすべく、トレ

ンチ調査を基本とした調査が、数次にわたり行われてきている（第１７図）。これらの調査の多くは、将来

の国史跡指定に向けての基礎資料を得ることを目的としたものでもあった。以下、各調査の概要につい

てまとめていくことにする。なお、上記の調査以降の調査呼称については、朝来市教育委員会により付

けられている。本節においても、これに倣ってまとめていくことにする。また、調査内容・成果につい

ても、同じく朝来市教育委員会によりまとめられたものを基にしている。

２．調査歴
昭和４６年度調査 国道９号線和田山バイパス建設に伴い、昭和４６年度に本発掘調査が行われている。計

１８か所の調査区を設定し、調査が行われている。主な調査成果については、すでに調査報告書にまとめ

られている
（1）

。

なお、当該調査の範囲は、今回報告する調査の範囲内に収まるものである（第１７図）。結果として、多

くの範囲において、今回の調査が昭和４６年度調査の再調査という形をとることとなった。これは、昭和

４６年度調査が、架橋による保存が決定していたため、ある程度保存を前提とした調査となっていたこと

によるものである。つまり、葺石などについてはその存在の確認に留め、特に埴輪列についてはその埴

輪の一部を取り上げる程度の調査であったことによるものである。

昭和５２年度調査 池田古墳の範囲確定を目的とした確認調査で、１８か所にトレンチが設定され、調査が

行われている。

昭和５７年度調査 町道平野・片倉線改良工事に伴う確認調査で、後円部南側周濠および外堤推定位置を

中心にトレンチが設定され、調査が行われている。この調査では、外堤は検出されていない。

平成元年度調査 個人住宅建て替えに伴う調査で、調査区２箇所について調査が行われている。後円部

から周濠へ放射状に設定した調査では、後円部墳頂部側は、明治３０年代後半～明治４０年頃および昭和２

～３年の旧国鉄山陰線新設の際に完全に削平されていることが、確認される結果となった。

平成３年度調査 倉庫新築に伴う確認調査で、調査区１箇所について調査が行われている。後円部に設

置された調査区で、墳丘盛土と葺石を検出した。葺石は３段目の斜面に伴う可能性が考えられている。

平成５年度調査 個人住宅建て替えに伴う調査で、調査区３箇所について調査が行われている。このな

かで、前方部周濠西側コーナー部の調査で、前方部北側の外堤部が確認されている。

平成８年度調査 現状変更に伴う状況調査で、調査区４箇所について調査が行われている。南側周濠に

設定されたトレンチで、旧耕土を確認し、遺構面が掘削されていないことが確認されている。

平成１０年度調査 個人住宅建設および農地転用に伴う状況調査で、後円部南側の周濠内を対象に６本の

トレンチが設定されている。このなかで、１・３トレンチにおいて周濠底が確認されている。なお、外

堤にあたる６トレンチにおいては、人為的盛土を確認することはできなかった。
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平成１２年度調査 駐車場整備事業に伴う調査で、後円部北西側外堤周辺とくびれ部北西側周濠の２箇所

を対象としている。調査の成果については、前者では地表から約１ｍ下で地山を確認し、後者では地表

より１．３ｍ～１．５ｍ下で周濠埋土を確認している。

平成１８年度調査 国庫補助事業市内遺跡発掘調査事業による確認調査が行われている。墳丘南側くびれ

部を対象にトレンチ１本が設定され、地表から１．６ｍ～１．８ｍ下で墳丘基底部ラインと造り出し基底部ラ

インを確認した。この結果、造り出し基底部ラインは後円部基底部ラインにほぼ平行していることが明

らかとなっている。この調査で、円筒埴輪・朝顔形埴輪・家形埴輪・鳥形埴輪・土師器・木製品が出土

している
（2）

。なお、当該調査区の北東隅は、今回報告する調査区と一部重複している。

また、当年度に電気探査・地中レーダー探査も行われている。

平成１９年度調査 国庫補助事業市内遺跡発掘調査事業による確認調査で、後円部西側周濠・同北側周濠・

後円部北側墳裾を対象としている。後円部西側周濠では２本のトレンチを設定したが、周濠北端および

墳裾は確認できなかった。後円部北側周濠においては１本のトレンチを設定したが、明確な周濠外壁ラ

インは確認できなかった。後円部北側墳裾においては、１本のトレンチを設定し、墳裾の葺石を検出し

た。葺石の根石は他の石より一回り大きなものを使用し、一部はその下に木をかませていることが明ら

かとなった。落石防止のためかと考えられている。また、墳丘側で平坦面を確認した。墳丘最下段のテ

ラスと想定されるものである。

平成２０年度調査 国庫補助事業市内遺跡発掘調査事業に伴う調査で、後円部南側を対象に調査が行われ

ている。後円部南側の葺石・テラス面のデータ収集を目的とした調査である。調査の結果、葺石を伴う

１段目斜面、１段目テラスおよび２段目斜面を確認した。１段目・２段目斜面は、葺石が葺かれた状態

で検出されている。また、１段目テラス肩部では埴輪列が検出されている。また、テラス面のレベルが

地形に合わせて下がっていることも明らかとなっている。

平成２１年度調査 国庫補助事業市内遺跡発掘調査事業に伴う調査で、前方部の墳裾を確認する目的で２

本のトレンチを設定し、調査が行われている。調査の結果、１トレンチでは外堤の一部を、２トレンチ

では１段目斜面の一部を確認している。

平成２２年度調査 国庫補助事業市内遺跡発掘調査事業に伴う調査で、後円部北側に３箇所、墳頂部に１

箇所、トレンチを設定して調査が行われている。後円部北側の１トレンチでは、１段目斜面と１段目テ

ラスを確認している（第１８図）。１段目斜面には葺石が認められたが、テラス上では埴輪列は残存してい

なかった。また、他の２本のトレンチ調査においては、後円部に伴う渡土堤の確認を目的としたが、確

認することはできなかった。

後円部墳頂部に開けられたトレンチでは、埋葬

施設の確認を目的とした調査が行われたが、その

痕跡すら確認できなかった。

平成２３年度調査 国庫補助事業市内遺跡発掘調査

事業に伴う調査で、前方部北側の外堤および後円

部北側周濠内の渡土堤の確認を目的として調査が

行われている。調査の結果、外堤については、そ

の痕跡を全く確認できなかった。周濠内について

も渡土堤を確認することはできなかった。
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３．研究歴
池田古墳については、その調査成果をもとに検討がなされ、多くの成果が挙げられている。これらの

成果については、大きく、池田古墳の築造年代に関するものと、長持形石棺に関するもの、墳丘形態に

関するもの、に分けることができる。

築造年代について 櫃本誠一・中島雄二・高橋克壽の研究が挙げられる。

櫃本誠一の研究は、『池田古墳』の報告の中で述べられたのが最初である
（3）

。まず、周濠内から出土した

６世紀前半頃の須恵器杯蓋を築造時期の下限としている。次に、５世紀中頃と考えられている土師古墳

（大阪府）や允恭古墳（大阪府）と墳丘形態が同形式であることから、上限の目安となると考え、５世紀

中頃～６世紀初め頃の築造と位置付けられている。その後、周濠などの古墳築造法や埴輪類の製作技法

から、５世紀前半の築造とより古く位置付けられている
（4）

。

中島雄二は、池田古墳出土埴輪をもとに時期の検討を行っている。それによると、Ｂ種ヨコハケの出

現をもとに、５世紀初めに位置付けている
（5）

。

高橋克壽は、池田古墳出土埴輪について、津堂城山古墳と同時期の、５世紀初めを下らない時期と発

表されている
（6）

。この年代観の発表を受けて大きく進展したのが、次にまとめる長持形石棺に関する調

査・研究である。

長持形石棺について 和田山町高田地内に所在する長持

形石棺片（第１９図）を、池田古墳との関連で検討したも

のである。但馬考古学会・瀬戸谷晧・岸本一宏の研究が

挙げられる。なお、これらの研究成果をもとに長持形石

棺が復元され、朝来市埋蔵文化財センター古代あさご館

に展示されている（第２０図）。

まず、当該石棺片を初めて資料化したのは但馬考古学

会である。和田山町高田所在の石棺片を実測・資料化す

るとともに、出石町所在の長持形石棺片との比較検討も

行っている
（7）

。この報告のなかで、石材を分析した奥田尚は、和田山町の石棺と出石町の石棺は、岩相的

にわずかに異なることから、同一棺の破片ではないと結論付けられている。これを受け、但馬考古学会

は、和田山町石棺については池田古墳に埋納されていた可能性が高いと、結論付けられている。

瀬戸谷晧は、高田所在長持形石棺について、高橋克壽の年代観および津堂城山古墳石棺との類似から、

池田古墳の埋葬施設とする可能性を捨て去ることに躊躇せ

ざるを得ないと結論付けられている。さらに、出石町所在

の長持形石棺についても、高田所在石棺と極めて類似性が

高いことから、同一石棺の可能性についてまで言及されて

いる
（8）

。

岸本一宏は、この石棺片から長持形石棺の復元を試み、

津堂城山古墳石棺と多くの点で類似することを明らかにさ

れている。さらに、高橋克壽の年代観をもとに、池田古墳

と津堂城山古墳の年代が近いことから、同石棺が納められ

ていた古墳として池田古墳が最有力とされている
（9）

。
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墳丘構造について 櫃本誠一は、『池田古墳』の報告の中で、調査成果をもとに、墳丘全長１２８ｍ、後円

部径約６４ｍ、前方部幅約６１ｍと復元している。その後、第２次調査以降の成果をもとに、全長１３５ｍと改

められている
（10）

。ただし、その後の池田古墳に関する解説においては、昭和５２年度の調査を踏まえた１４１

ｍ
（11）

、さらには１２８ｍ
（12）

、本報告以前の調査成果をもとにした１３３ｍ
（13）

等の説が認められ、その規模については

確定されていない
（14）

。兵庫県教育委員会も、本報告刊行までは全長１４１ｍとしてきた。

岸本一宏は、前掲論文において、それまでの調査成果をもとに、墳丘の復元を試みている。この結果、

前掲の長持形石棺の型式および築造時期をもとに、石棺型式は津堂城山型が最も近く、墳丘形態は誉田

御廟山型に最も類似するとされている
（15）

。

その他 横尾正信は、天文考古学的な観点から、池田古墳の位置を検討している
（16）

。これによると、大倉

部山と池田古墳を結ぶ延長上に小盛山古墳と長塚古墳があり、このラインは大倉部山山頂から夏至に太

陽がのぼるラインであるというものである。さらに、大倉部山頂と茶すり山古墳を結ぶラインは、冬至

の日に太陽が昇るラインとされている。

また、池田古墳の被葬者については、岸本一宏は畿内からの派遣首長を想定されている
（17）

が、櫃本誠一

は、在地勢力と中央政権との関係においての現象として理解すべきとされている
（18）

。

〔註〕

（１）櫃本誠一『城の山・池田古墳』和田山町教育委員会 １９７２

（２）中島雄二『池田古墳』朝来市教育委員会 ２０１３

（３）前掲（１）

（４）櫃本誠一「但馬の大型古墳」『よみがえる古代の但馬』但馬考古学研究会 １９８１

（５）中島雄二「但馬・丹後地域における埴輪の諸様相」『古代文化』第５９巻第４号 財團法人古代學協會

２００８

（６）高橋克壽「埴輪からみた但馬の古墳時代」『シンポジウム古代但馬の王墓をめぐって』発表資料 兵

庫県教育委員会 ２００２

（７）但馬考古学会「但馬の長持形石棺」『古代学研究１０７』古代学研究会 １９８５

（８）瀬戸谷晧『シリーズ但馬Ⅱ 但馬の古代２』但馬文化協会 ２００５

（９）岸本一宏「池田古墳をめぐる若干の検討」『王権と武器と信仰』同成社 ２００８

（１０）前掲（４） 岸本一宏も同規模に復元されている（前掲（９））。

（１１）櫃本誠一・瀬戸谷晧『日本の古代遺跡２ 兵庫北部』１９８２

（１２）山本三郎「池田古墳」『兵庫県史 考古資料編』兵庫県 １９９２

（１３）前掲（２）

（１４）田畑 基「北近畿の主要な遺跡 城ノ山古墳・池田古墳」『北近畿の考古学』両丹考古学研究会・但

馬考古学研究会 ２００１

（１５）前掲（９）

（１６）横尾正信「池田古墳と大倉部山頂を結ぶ聖なるラインのお話」『但馬一の前方後円墳 池田古墳の謎

を解く 池田古墳を活かした地域づくりシンポジウム記録集』大蔵地域自治協議会 ２０１２

（１７）岸本一宏『茶すり山古墳 調査概報』兵庫県教育委員会 ２００２

（１８）櫃本誠一「但馬地域における首長墳の成立と展開－大型円墳をめぐって－」『古代近畿と物流の考古

学』学生社 ２００３
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第２章 調査の経緯

第１節 調査の起因

１．調査にいたる経緯
調査は、一般国道９号沿線環境改善事業（池田橋撤去盛土化工事）に伴うものである。調査に至る経

緯は以下の通りである。

昭和４６年度 池田古墳については、国道９号線和田山バイパス建設工事に伴い本発掘調査が実施された。

この結果、但馬最大の前方後円墳であることが明らかとなった。この結果をもとに、兵庫県教育委員会

と建設省（当時）が協議を重ね、池田古墳に係る箇所については道路を橋梁化（池田橋）し、墳丘を保

護することとなった。以上の経緯を経て、池田古墳は永らく保護されてきた（巻首図版４）。

平成３年度 地元住民から、池田橋に起因する騒音・振動に対する改善要求があり、池田橋撤去の要望

がなされた。これに対して、同年度に兵庫県文化財審議会埋蔵文化財部会が現地で開催され、周辺の景

観を保全しつつ池田古墳の保存を図ることを目的に、盛土工法が承認された。

平成１７年度 国土交通省が地域支援策の一環として盛土化に協力することとなった。以後、兵庫県教育

委員会と国土交通省との間で、当事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて、継続的に協議が続けられた。

平成１８年度 朝来市は、地域住民の環境改善と住民と池田古墳の保護について、以下のような基本方針

で取り組むこととなった。それは、①池田古墳と池田橋の問題は、古墳の保護と周辺の環境改善を整合

して解決を図る。②池田古墳は、地元の理解と協働体制、つまり「地域で守られてゆくこと」が必要で

ある。③地域の環境整備の中で、橋から盛土化の構造変化とともに池田古墳の保存・活用・整備を検討

する、の３項目である。

平成１９年度 朝来市は、池田古墳に関する問題点を整理し保存と活用の方向性を検討するため、「池田古

墳調査整備検討委員会」を立ち上げた。

また、盛土化工事に伴う埋蔵文化財の対応について、兵庫県教育委員会と国土交通省が協議し、以下

のように合意した。①事業に伴う用地（本線部分約１５００㎡・迂回路部分約１４００㎡）については、国土交

通省を事業者として、兵庫県立考古博物館が本発掘調査を担当する。②迂回路部分は本線部分に準ずる

構造となるため、本発掘調査を実施する。③迂回路箇所については平成２０年度初頭に確認調査、同下半

期に本発掘調査を実施する方向で調整する。本線部分は平成２２年度に調査を行う予定。④古墳の完全性

を確保するため、遺存する周溝・墳丘に配慮した盛土化の工事を行う。盛土に伴う不等沈下についても、

調査後に事業者と検証する。

２．調査方針
以上から、本発掘調査が行われることとなった。なお、本発掘調査にあたっては、単なる「記録保存」

として対応するのではなく、ある程度の保存も考慮して実施した。このため、遺物についてはすべて取

り上げたが、墳丘およびそれに付随する葺石については現状のまま保存することとした。詳細について

は、第９章第３節で報告する。
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第２節 本発掘調査

１．はじめに
本発掘調査は、前節のとおり、工事工程に合わ

せて行う必要から、平成２０年度から平成２２年度の

３箇年にわたり行われた（第２２図）。具体的には、

平成２０年度（第１次調査）は京都方面の迂回路建

設予定地箇所、平成２１年度（第２次調査）は鳥取

方面の迂回路建設予定地箇所、平成２２年度（第３

次調査）は本線部分、を調査対象とした（第２３図）。

また、調査は、前節での報告通り、工事に伴う

本発掘調査の形態で実施したが、古墳の保存を前

提として行った。具体的には、出土した埴輪は全て取り上げることにしたが、葺石に関しては現状のま

ま現地に保存することとした。ただし、調査終了前に、葺石に影響しない範囲で幅１ｍ以下のトレンチ

を設定し、盛土の有無等の確認を目的とした調査を行った（第５１図）。その際、前方部北側から北渡土堤

にかけての断面について、断面の剥ぎ取りを行った（第２０３図）。なお、その調査の詳細については、そ

の都度報告する。

第２節 本発掘調査

第２１図 竣工後の池田古墳 城ノ山古墳から

第２２図 工事予定地と調査位置
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２． 調査の概要
各年度の調査内容・体制等は以下の通りである。

（１）平成２０年度（第１次調査）

調査番号 ２００８０９６

調査期間 平成２０年１０月２６日～平成２１年３月２３日

調査面積 １４３４㎡

調査体制 調 査 員 兵庫県立考古博物館埋蔵文化財調査部 吉識雅仁・山田清朝

現場事務員 原 英美・佐藤美鈴・日下部信子

現場補助員 西本寿子・山本亮司

調査概要 上り線（京都方面）の迂回路工事予定地を対象とした（第２４図）。調査にあたっては、検出面

が現地表面からある程度深いと予想される地点については、掘削にあたって安全勾配を確保する必要が

あった。一方、次年度以降に調査予定の本線部分の調査成果と平面的に連続させる必要があった。そこ

第２章 調査の経緯

第２３図 調査位置図

第２４図 調査位置図（第１次調査）
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で、周濠を中心とした掘削が深くなると予想される地区

については、本線工事予定地区まで掘削範囲を拡張させ、

検出面が工事範囲と一致するようにした。このため、調

査区の平面形と工事予定範囲が一致しない結果となっ

た。ただし、東側については、安全勾配を確保したため、

古墳検出範囲は、工事予定範囲より狭くなっている。

調査は、周濠内の後世の埋め土（第８６図１９層 第８７図

３６・３７層）までを重機により掘削した以外は、全て人力

により掘削し、調査を進めていった。

調査の成果については、平成２１年２月４日に小型ヘリ

コプターによる空中写真撮影を行った。また、現道（橋

脚）下にあたる調査区西側については、ポールによる写

真撮影を行い（第２９図）、上記の写真と合成した。そし

て、この写真撮影の成果をもとに、１/５０の平面図を作成

した。ただし、斜面の葺石・円筒埴輪列については、手

実測により実測をおこない、その後空測成果と合成し

た。

調査日誌抄 調査の主要な経過は以下の通りである。

１１月１７日 北周濠、機械掘削開始。前方部墳頂、人力掘

削開始。

１１月１９日 南周濠、機械掘削の開始（第２５図）。

１１月２０日 北周濠、機械掘削完了。

１２月１日 前方部北側、１段目斜面葺石を確認。以後、

葺石の検出。

１２月１０日 北渡土堤の検出開始（当初は渡土堤の認識な

し、後日渡土堤と判明）。

１２月１５日 前方部南側１段目テラス、埴輪列を確認。以

後、埴輪列の検出作業。

１２月１７日 南周濠、中層以下の掘り下げ開始（第２６図）。

１２月１８日 前方部南側、１段目斜面葺石の検出開始（第

８８図）。

１２月２２日 南周濠下層、水鳥形埴輪（水鳥形埴輪２５）を

初めて確認（第２７図）。以後、水鳥形埴輪を次々

と発見。

１２月２５日 前方部南側でも渡土堤を確認（南渡土堤）。以

後、渡土堤の検出開始。

１２月２６日 水鳥形埴輪が、南渡土堤から前方部基底部にかけて、一定の間隔で出土していることが明ら

かに。検出順に出土状況写真の撮影→出土状況の実測。

第２節 本発掘調査

第２５図 機械掘削（南周濠） 北から

第２６図 周濠の掘削作業（南周濠） 北から

第２７図 最初の水鳥形埴輪発見

第２８図 文化財審議委員会視察
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１月１３日 積雪のため、作業中止。

１月２０日 前方部南側１段目テラス埴輪列検出状況の実

測開始。

１月２２日 南北両側で、外堤を確認。北渡土堤との接点

で暗渠状の礫群を確認、以後検出作業。埴輪が

多量に出土。

１月２６日 前方部南側２段目斜面葺石の実測開始。

１月２７日 兵庫県文化財審議会の視察（櫃本誠一・和田

晴吾委員参加：第２８図）。

１月２８日 前方部で、弥生時代後期の竪穴住居跡１棟を

検出（池田古墳下層遺跡：第７２図）。

花園大学高橋克壽先生・賀来孝代氏来跡。水鳥

形埴輪について御教示頂き、水鳥形埴輪が雁鴨

類であること等が明らかに。

１月２９日 前方部北側・北渡土堤の全景写真の撮影。前

方部南側１段目テラス埴輪列・葺石検出状況の

写真撮影。

２月３日 橋桁下部のポール写真の撮影（第２９図）。

２月４日 中型ヘリコプターによる空中写真の撮影。前

方部南側・南渡土堤の全景写真の撮影。

２月５日 前方部北側１段目斜面葺石の実測開始。２月

２３日実測終了。

２月６日 北渡土堤北端、外堤接合部埴輪出土状況の実

測開始。２月２０日、実測終了。

２月１１日 文化庁禰宜田佳男文化財調査官視察（第３０図）。

２月１３日 山手短期大学河上邦彦先生・京都橘女子大学

一瀬和夫先生・京都府立大学菱田哲郎先生来跡。

２月１８日 南周濠、水鳥形埴輪の取り上げ。

２月１９日 北渡土堤北端部出土埴輪の取り上げ。

２月２３日 前方部南側１段目斜面葺石の実測開始。大阪

府立近つ飛鳥博物館白石太一郎先生来跡。

２月２４日 北周濠、柱状木製品の取り上げ（第３１図）。取

り上げ後、木樋（Ｗ２・Ｗ３）と判明。

２月２５日 北渡土堤斜面葺石の実測開始。

３月１日 一般市民を対象とした現地説明会を開催。約

５２０名が来跡（第３２図）。

３月２日 南渡土堤西側斜面葺石の実測開始。

３月２３日 南渡土堤西側斜面葺石の実測完了。現地からの引き上げ。

第２章 調査の経緯

第２９図 ポール写真の撮影

第３０図 文化庁禰宜田佳男調査官の視察

第３１図 木樋の取り上げ（北周濠）

第３２図 現地説明会
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（２）平成２１年度（第２次調査）

調査番号 ２００９１５９

調査期間 平成２１年７月６日～平成２１年１２月２２日

調査面積 １５２５㎡

調査体制 調 査 員 山上雅弘・山田清朝

現場事務員 原 英美・佐藤美鈴・日下部信子

調査補助員 西本寿子・山本亮司・黒田祐介

竹知克征・三ツ石 元

調査概要 下り線（鳥取方面）の迂回路工事予定地を対

象とした（第３３図）。調査範囲の設定においては、第１次

調査と同様、調査成果が平面的に連続するよう、一部現

道（橋脚）下まで範囲を拡張し、調査を行った。

調査は、南側と北側の周濠部分については、盛土層を

中心に重機により掘削した。以下の周濠部分と墳丘部に

ついては、全て人力により掘削し、調査を進めていっ

た。

前年度同様、調査終了後の１０月１４日にヘリコプターに

よる空中写真撮影を実施した。また、橋脚の下側につい

ては、ポールによる写真撮影を行なった。そして、以上

の成果をもとに、平面図を作成した。葺石・円筒埴輪列

については、前年度同様、手実測により実測した。さら

に、造り出し上面についても、埴輪の出土状況・礫の検

出状況を手実測により実測した（第４２図）。

第２節 本発掘調査

第３３図 調査位置図（第２次調査）

第３５図 南造り出しの調査

第３４図 前方部南側１段目テラスの検出
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調査日誌抄 調査の主要な経過は以下の通りである。

７月７日 前方部墳頂、人力掘削を開始。

７月９日 調査区西壁で窯跡を確認。後日、大正時代の

瓦窯と判明。

７月１３日 南周濠、機械掘削を開始。

７月１４日 北周濠、調査前の写真撮影。

７月２１日 前方部南側斜面、人力掘削を開始。

７月２７日 前方部南側、２段目斜面葺石を検出（第３４図）。

７月２９日 南周濠、南造り出しを確認（第３５図）。以後、

検出作業。造り出し上面で埴輪を検出（第３６図）。

７月３０日 前方部南側１段目テラス、埴輪列の検出開始。

８月６日 前方部南側１段目テラスの検出終了。全景写

真の撮影。

８月１０日 台風９号により、南周濠水没。１日中水替え

作業。

８月１１日 前方部南側１段目テラス、埴輪列検出状況の

実測開始。南造り出し南側斜面から水鳥形埴輪

出土。

８月１８日 前方部北側、人力掘削を開始。前方部南側斜

面と南造り出しとの間が溝状をなす（区画溝）

ことが明らかに。以後、区画溝の検出作業（第

４０図）。

８月２１日 前方部南側１段目テラス、埴輪列検出状況の

実測完了。引き続き２段目斜面葺石の実測開始

（第３７図）。

８月２５日 北周濠、機械掘削の開始。南造り出し、上面

北縁部で埴輪列を確認。

８月２６日 南造り出し南側斜面、葺石の実測開始。

８月２８日 前方部北側斜面、北側１段目テラス埴輪列を

確認。

８月３１日 前方部北側、３段目斜面葺石を発見。

９月１日 前方部南側、２段目斜面葺石の実測完了。

９月４日 兵庫県文化財保護審議委員会開催（第３８図）。

９月７日 前方部北側、３段目斜面葺石の実測開始。

９月８日 南造り出し南側斜面、葺石の実測完了。池田

古墳調査整備検討委員会開催（第３９図）。

９月１０日 南造り出し及び区画溝の全景写真の撮影。

９月１１日 南造り出し上面埴輪出土状況の実測開始。

第２章 調査の経緯

第３６図 南造り出し埴輪の検出

第３７図 葺石の実測（南側２段目斜面）

第３８図 兵庫県文化財保護審議委員会

第３９図 池田古墳調査整備検討委員会
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９月１４日 岡山大学新納 泉先生来跡。前方部北側、３

段目斜面葺石の実測完了。

９月１６日 北周濠、北造り出しを確認。以後、北造り出

しの検出作業（第４１図）。

９月１８日 前方部北側と北造り出しの境が、石敷き遺構

からなることが明らかに。島根大学岩本崇先生

来跡。

１０月４日 「但馬歴史の道ウォーク」のコースに組み込ま

れ、調査途中の状況を公開・解説。

１０月５日 京都府立大学菱田哲郎先生来跡。

１０月６日 南造り出し、上面埴輪出土状況の実測と平行

して、埴輪の取り上げ開始。京都橘大学一瀬和

夫先生来跡。

１０月７日 花園大学高橋克壽先生・賀来孝代氏来跡。

１０月１３日 前方部北側から北造り出し、全景写真の撮影。

１０月１４日 ヘリコプターによる空撮。南造り出し全景写

真の撮影。糸井小学校児童２６名見学。

１０月１５日 南造り出し上面埴輪出土状況の実測・埴輪の

取り上げ再開。大阪府立近つ飛鳥博物館白石太

一郎先生来跡、調査指導あり。

１０月１７日 北周濠、石敷遺構の実測開始。

１０月２０日 北造り出し上面埴輪出土状況の実測開始（第

４２図）。

１０月２７日 記者発表。

１０月２９日 和田山高校生８名見学。

１１月３日 午前中に地元説明会を開催。約３０名参加。午

後、現地説明会を実施。約１５０名来跡。

１１月５日 南周濠、区画溝斜面葺石の実測開始。

１１月７日 北周濠、石敷遺構の実測完了。引き続き、北造り出し斜面葺石の実測開始。

１１月１２日 南造り出し上面埴輪列、出土状況の実測。実測後、埴輪の取り上げ開始。１２月２１日、取り上

げ完了。外堤・南側テラスの断割り調査。１６日に終了。

１１月１３日 文化庁清野孝之氏来跡。

１１月２６日 北造り出し上面埴輪出土状況の実測完了。

１２月１日 北造り出し上面、埴輪の取り上げ開始。北側３段目葺石の実測開始。１２月８日完了。

１２月１０日 すべての実測作業が完了。

１２月１６日 葺石石材同定用サンプルの採取。

１２月２２日 引き揚げ。

第２節 本発掘調査

第４１図 北造り出しの調査

第４２図 埴輪出土状況の実測（北造り出し）

第４０図 区画溝の検出
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（３）平成２２年度（第３次調査）

調査番号 ２０１０１５０

調査期間 平成２２年１２月２０日～平成２３年３月１５日

調査面積 １２７６㎡

調査体制 調 査 員 渡辺 昇・山田清朝

現場事務員 原 英美・佐藤美鈴・日下部信子

調査補助員 西本寿子・黒田祐介・山本亮司・大田好美・吉田知花・三沢朋未・中川裕子

白髭香奈・辻本沙樹・森田昇太郎・坂川幸裕

調査概要 本線部分の工事予定地を対象とした（第４３図）。調査にあたっては、３箇年の調査成果を平面

図・写真ともに合成する必要から、工事計画より広めに調査範囲を設定した。したがって、一部は第１

次及び第２次の調査区と平面的に重複している。ただし、周濠の一部については、未調査となった箇所

も認められる（第２３図）。

ただし、この箇所については、次年度の平成２３年４月に、工事と平行して調査を行っている。調査の

結果、埴輪等は全く出土していない。

調査は、第１次調査と第２次調査の成果から、墳丘部

についても大半が後世の盛土であることが明らかとなっ

たため、盛土層を中心に重機により掘削した。周濠につ

いても、従来と同様、後世の埋め土層までは機械により

掘削した。以下の調査は、全て人力により掘削し、調査

を進めていった。

第２章 調査の経緯

第４３図 調査位置図（第３次調査）

第４４図 第３次調査と迂回路
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調査日誌抄 調査の主要な経過は以下の通りである。

１２月２０日 前方部墳頂、機械掘削開始。

１月１１日 南周濠、機械掘削開始。前方部南側１段目テ

ラスの検出開始（第４５図）。

１月１７日 大雪（積雪５０㎝）のため、作業中止。

１月１８日 南周濠、人力掘削を開始（機械掘削と平行）。

１月１９日 南造り出しの検出開始。

１月２０日 前方部南側１段目テラスの全景写真撮影。

１月２１日 前方部南側１段目テラス、埴輪列の実測開始。

１月２８日 前方部北側から北周濠にかけて、機械掘削を

開始。

２月２日 文化庁林 正憲文化財調査官による現地視察。

２月４日 前方部南側、２段目葺石実測開始。南造り出

し東側裾部から完存する水鳥形埴輪（水鳥形埴

輪１７）出土（第４６図）。

２月１７日 南造り出し東側斜面、葺石の実測開始。

２月２１日 前方部南側１段目斜面、葺石実測開始。

２月２２日 北周濠、笠形木製品出土。兵庫県立考古博物

館石野館長来跡。兵庫県文化財保護審議委員会

（櫃本誠一・和田晴吾・寺沢知子）の現地視察

（第４８図）。

３月２日 ヘリコプターによる空中写真撮影。現地説明

会にむけての記者発表。

３月５日 現地説明会を実施。約３００名が来跡。

３月１０日 朝日放送の取材を受ける（第４９図）。

３月１１日 前日の取材成果が放送される予定であった

が、東日本大震災が発生し、未放映に。

３月１５日 調査完了。現場からの引き揚げ。

第２節 本発掘調査

第４９図 幻の取材 第５０図 墳丘北側 埴輪出土状況の実測

第４８図 兵庫県文化財保護審議委員会

第４７図 南造り出し 埴輪出土状況の実測

第４６図 完存する水鳥形埴輪の発見

第４５図 葺石の検出（前方部南側２段目斜面）
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３．調査の手法
調査は、基本的に前方部→周濠の順に進めていっ

た。調査にあたっては、特に埴輪の取り上げに注意

を払った。なかでも周濠内から出土した多量の埴輪

の取り上げについてである。

周濠内から出土した埴輪については、本来の樹立

位置から何らかの要因で遊離したものである。この

ため、これらの埴輪の樹立位置の復元を試みる手順

として、埴輪の取り上げにあたっては、出土した時

点ですぐに取り上げるのではなく、以下の手順で

行った。

それは、①出土した埴輪に番号の付与、②特徴的

な埴輪については、出土状況の写真撮影・さらには

出土状況の実測、③出土位置の座標をトータルステーションシステムで測定（第５２図）、④出土地点のレ

ベルの測定、⑤取り上げ、の手順である。ただし、これは出土位置を確定できた埴輪に限られ、他の埴

輪については可能な限り出土地点が特定できるように記録し、取り上げていった。

また、造り出し上面から出土した埴輪についても、手実測による測量後、大小問わず全ての埴輪片に

番号を付け、取り上げていった。

第２章 調査の経緯

第５１図 断割り調査位置図

第５２図 トータルステーションシステムによる
出土地点の測量
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第３節 整理作業

１．はじめに
整理作業は、平成２３年度から平成２６年度の４箇年にわたり行われた。発掘調査は３次（第１次～第３

次）にわたり行われたが、出土した埴輪は、２８ℓ入りコンテナ６５８箱分と膨大な量となった。そこで、整

理作業にあたっては、効率よく作業を進めるため、一定の手順のもとに行った。そして、この一環とし

て、池田古墳の整理作業にあたり、いくつかの点で新たな手法を取り入れて行った。具体的には、水鳥

形埴輪の実測方法および家形埴輪の復元方法である。この２点については、本節において別項を設け、

報告する。

２．整理の手順
先述したように、整理対象とした埴輪は莫大な量に及ぶ。このため、整理スペースに限りがあるため、

幾度かに分けて行う必要があった。さらに、第１次から第３次の調査は、結果として平面的に連続する

ものである。このため、埴輪の接合にあたっては、調査次ごとにまとめるのではなく、３次分を合わせ

て行う必要があった。そこで、以下の手順で接合作業を進めていった。

まず、１段目斜面・造り出し・渡土堤・周濠等、地区単位の接合を基本とした。ただし、多くの埴輪

は原位置が保たれておらず、下方へ転落したと考えられるものが多数認められる状況であった。このた

め、ある程度の埴輪は墳丘の上方から下方へ転落していったことを考慮に入れる必要があった。そこ

で、以下の手順で接合作業を進めていった。

①まず接合作業にあたっては、調査の結果から池田古墳の北側と南側とは直接的な接合関係にはないも

のと判断されたため、両者を完全に分離して実施することにした。

②次に、前方部２段目斜面・同１段目テラス・同１段目斜面・造り出し・渡土堤・周濠等、それぞれの

地区単位で接合を行うことを基本とした。

③先の埴輪の埋没状況を考慮に入れ、前方部の上側の地区からその下側の地区へと接合を進めていっ

た。たとえば、古墳南側でみると、２段目斜面→１段目テラス→１段目斜面→造り出し・渡土堤→周

濠という順番である。まず、各地区単位で接合を行い、次に隣接する下側の地区との接合を試みた

（第５３図）。

具体的には、２段目斜面と１段目テラス、１段目テラスと１段目斜面、１段目斜面と造り出し・渡

土堤、造り出し・渡土堤と周濠等、隣接す

る地区から出土した埴輪相互の接合であ

る。その後、上側の地区の埴輪を片付け、

新たにより下側の埴輪を広げ、接合を行っ

ていった。

④上記の接合作業を行っていく過程で、調査

時に番号をつけて取り上げた埴輪につい

て、１点ずつその種類を特定していった。

この成果が、第５章以下の出土位置図に反

映されている。

第３節 整理作業

第５３図 整理作業
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⑤地区単位で接合を行っていくにあたり、出土量の最も多い円筒系埴輪について接合を優先させていっ

た。他の形象埴輪等については種類ごとに峻別し、全ての円筒系埴輪の接合が終了後、種類ごとに接

合を行っていった。

⑥水鳥形埴輪や家形埴輪の接合過程において、製作方法を記録・検討する上で重要と考えられる内面・

断面・剥離面など、接合・復元後の撮影が困難な部位については、事前に写真撮影を実施した。必要

に応じて、その箇所の実測をおこなった。

⑦埴輪に塗布された赤色顔料についても、接合・復元する前に当館所有の蛍光Ｘ線分析装置を使用し、

その分析を行った。この結果は、第６章第３節で報告する。

３．整理作業の経過
（１）概 要

各年度の整理作業の概要・体制等は以下の通りであ

る。なお、埴輪等の遺物の水洗については、発掘調査

事務所にて調査と併行して行った（第５４図・第５５図）。

（２）平成２３年度

整理概要 まず、魚住分館にて埴輪のネーミング作業

を行った。これに引き続き、兵庫県立考古博物館にて

埴輪の接合・復元作業を行った（第５３図）。本年度の埴

輪の接合は、古墳南側から出土した埴輪を対象とした。

また、花園大学の高橋克壽先生には、埴輪の種類・

部位の特定にあたって御教示・御指導をいただいた。

さらに、水鳥形埴輪１７について、大手前大学史学研

究所岡本篤志研究員の協力により、三次元計測機によ

るレーダー測量を行った。この成果をもとに、外形を

中心とした部分についての図化を試み、精度的にその

有効性を確認した。この結果を受け、翌年度に水鳥形

埴輪９点を対象として、三次元計測を行うこととなっ

た。

整理体制 兵庫県立考古博物館埋蔵文化財調査部

整理保存課 山本 誠・深江英憲

調 査 課 山田清朝

嘱 託 員 友久伸子・眞子ふさ恵・三好綾子・奥野政子・藤尾裕子・嶺岡美見

藤池かづさ・吉村あけみ・佐々木 愛・平宮可奈子・榎 真菜美

吉田優子・又江立子・宮野正子

第２章 調査の経緯

第５４図 埴輪の水洗作業（１）

第５５図 埴輪の水洗作業（２）
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（３）平成２４年度

整理概要 平成２３年度に引き続き、埴輪及び土器・

土製品の接合・実測・復元・写真撮影を行った。

本年度の接合については、北側から出土した埴輪

を対象とした（第５７図）。

さらに、円筒系埴輪の接合の進行に合わせ、その

実測を進めていった。また、年度後半には、水鳥形

埴輪の実測も行った。さらには、小型土製品・土器・

金属製品・木製品の実測も行った。

このなかで、一部の水鳥形埴輪の実測にあたって

は、前年度に試みその有効性が確かめられた、三次

元計測機によるレーダー測量の成果をもとに、実測

を行った（第５８図 後述）。

この間、８月７日・８日には、毛野考古学研究所

賀来孝代氏が来館し、水鳥形埴輪を実見した。合わ

せて復元方法等も含め、御教示・御指導をいただい

た。また、翼の打ち合わせを表現するなど、畿内中

央部の水鳥形埴輪の情報が忠実に伝播されている

等、の評価をいただいた。

１１月２９日には、花園大学高橋克壽先生が来館し、

家形埴輪の復元方法についてのご指導をいただいた。

また、出土埴輪全般についての御指導もいただいた。

１月２１日には、独立行政法人国立文化財機構奈良

文化財研究所高妻洋成・辻本與志一両氏の御指導に

より、同所にてＸ線ＣＴスキャナーによる水鳥形埴輪

頭部のＸ線透過写真の撮影を行った（後述）。

また、これらの作業と平行して、遺構図の整理・

レイアウトおよび原稿の執筆を行った。

整理体制 （公財）兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部

整理保存課 篠宮 正・深江英憲・岡本一秀

調 査 課 山田清朝

嘱 託 員 友久伸子・増田麻子・島田留里・眞子ふさ恵・佐伯純子・柏木明子・島村順子

三好綾子・嶺岡美見・藤池かづさ・吉村あけみ・佐々木 愛・平宮可奈子

吉田優子・久保夏美・上田沙耶香

（４）平成２５年度

整理概要 平成２４年度に引き続き、出土埴輪の接合・実測・復元・写真撮影（第５９図）を行った。これ

と併行して、遺構図の作成・トレース（第６０図）、および埴輪実測図のレイアウト・トレースを行った。

第３節 整理作業

第５７図 円筒埴輪の復元作業

第５６図 柵形埴輪の復元

第５８図 水鳥形埴輪の実測
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さらには、原稿の執筆を行った。また、出土木製品の

保存処理を併行して行った。

本年度の埴輪の復元は、水鳥形埴輪と家形埴輪を中

心に実施した（第６１図）。特に、家形埴輪１と家形埴輪

４の復元には約５箇月以上を要した（第７１図）。

この他、遺物写真の撮影にあたっては、３月８日に

兵庫県立考古博物館開催のバックヤードツアーの中に

撮影風景の見学を取り込み、その様子を公開した。

また、出土埴輪の胎土分析および花粉分析をパリノ

サーヴェイ株式会社に、出土木製品の樹種同定と出土

した歯の同定を株式会社古環境研究所に、ＡＭＳによる

木片等の年代測定を株式会社加速器分析研究所に、葺

石の石材同定を株式会社パレオ・ラボに、それぞれ委

託した。その結果は、第６章に掲載している。

さらに、出土埴輪の蛍光Ｘ線分析を三辻利一先生に、

埴輪に塗布された赤色顔料の分析を兵庫県まちづくり

技術センター埋蔵文化財調査部の岡本一秀に、それぞ

れ依頼した。

この他、６月３日には花園大学高橋克壽先生が来館

し、家形埴輪の復元方法についての御教示・御指導を

いただいた。

整理体制 （公財）兵庫県まちづくり技術センター

埋蔵文化財調査部

整理保存課 長濱誠司・深江英憲・岡本一秀

調 査 課 山田清朝

嘱 託 員 友久伸子・森本貴子・増田麻子・宮田麻子

柏木明子・川村由紀・島村順子・藤池かづさ

吉村あけみ・嶺岡美見・平宮可奈子・加藤裕

美・榎 真菜美・上田沙耶香・坂東知奈

（５）平成２６年度

整理概要 平成２５年度に引き続き、原稿の執筆・編集を行い、本報告の刊行に至った。また、独立行政

法人奈良国立文化財研究所高妻洋成・辻本與志一両氏の御指導により、同所にてＸ線ＣＴスキャナ－によ

る水鳥形埴輪１７・３０のＸ線透過写真の撮影を行った。また、Ｗ１についても、木取りを確認するため、

Ｘ線透過写真の撮影を行った。

整理体制 （公財）兵庫県まちづくり技術センター 埋蔵文化財調査部

整理保存課 菱田淳子・長濱誠司・岡本一秀

調 査 課 山田清朝

嘱 託 員 友久伸子・森本貴子・池田悦子・坂東知奈・河合たみ・山口陽太

第２章 調査の経緯

第５９図 遺物写真の撮影

第６０図 遺構図のトレース

第６１図 水鳥形埴輪の復元
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４．水鳥形埴輪の実測について
水鳥形埴輪は、その形態が複雑であり、かつ正面・

側面・後面・上面等、多方向からの実測が必要であっ

た。しかし、従来の実測方法では多くの手間と時間を

要すると予想される状況であった。そこで、水鳥形埴

輪の実測にあたり、新たな手法を取り入れた。それが、

３次元レーダー測量とＣＴスキャン投影である。

３次元レーダー測量については、調査終了後の平成

２３年度に締結した大手前大学・朝来市教育委員会との

池田古墳の測量調査に関する覚書（詳細は第９章第３節）の一

貫として行ったものである。

実際には、大手前大学岡本篤志研究員により、同大学所有の

レーダー計測器（コニカミノルタ ＶＩＶＩＤ９１０）を使用して、

兵庫県立考古博物館（当時）にて計測を行った（第６２図）。対象

としたのは、すべての水鳥形埴輪ではなく、基本的に残存状況

の良好な埴輪に限定して行った。具体的には、水鳥形埴輪５・

１６・１７・１９・２３・２５・２８～３１の１０体についてである。

まず、レーダー計測後、実測に必要な方向からの画像を撮り

込み（第６３図）、この成果をもとに、図化ソフトPolyWorksによ

り、水鳥形埴輪の外郭線およびその見通しラインの図化を行っ

た。特に、見通しの図化にあたっては、精度・効率性の面から

大変有効であった。

ＣＴスキャン投影は、水鳥形埴輪の頸部から頭部にかけての内面ラインの計測を目的とした。実際のＣ

Ｔスキャン投影は、独立行政法人 国立文化財機構奈良文化財研究所にて、日立製ＨｉＸＣＴ‐１ＭによるＸ

‐ｒａｙＣＴＳｙｓｔeｍを使用し実施した（第６４図）。対象としたのは、残存状態が良好な頭部等、内面の計測

が困難な埴輪についてである。三次元レーダーにより計測した外面のラインに対応する箇所にＸ線を投

影し、映し出された断面映像（第６５図）から、内面のラインを復元したものである。結果として、製作

技法の解明にも大変有効であった。
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第６５図 Ｘ線透過写真第６４図 ＣＴスキャン投影

第６３図 水鳥形埴輪２８の３Ｄ画像

第６２図 レーダーによる三次元計測
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５．家形埴輪の復元について
家形埴輪の復元にあたっては、埴輪片を接合し、不足部位についてモルタルで補完していく方法で実

施した。ところが、家形埴輪１など大型の埴輪については、モルタルで復元した屋根を載せると、下部

にかなりの重量がかかると予想される状況となった。そこで屋根の復元にあたっては、モルタルに替り、

ポリスチレンフォーム保温板（カネライトフォーム スーパーＥ‐１）を使用し、上部の軽量化を図った。

実際には、まず身舎部を復元し（第６６図）、これをもとに残存する屋根の小片を合わせ、屋根を図上で

復元した。これをもとにポリスチレンフォーム保温板で実物大の屋根を復元した（第６７図）。その後、残

存する屋根の破片をポリスチレンフォーム保温板で復元した屋根の中に埋め込んでいった。その後、ポ

リスチレンフォーム保温板の表面にモルタルを薄く塗り（第６８図）、最後に着色していった。また、ポリ

スチレンフォーム保温板で復元した屋根は、身舎部分と常時着脱ができるよう、はめ込み式とした。

なお、水鳥形埴輪１４についても、頸部と体部の接合において、同様の手法で復元を行った（第７０図）。

第２章 調査の経緯

第６６図 家形埴輪１ 身舎の復元 第６７図 ポリスチレンフォーム保温板による屋根の復元

第７１図 家形埴輪４の復元第７０図 水鳥形埴輪１４の復元

第６９図 家形埴輪１の完成第６８図 モルタルの塗布
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第３章 池田古墳下層遺跡の調査成果

第１節 概 要

池田古墳下層遺跡とは、池田古墳の墳丘上に

認められる築造以前の埋蔵文化財を対象とし、

以前から周知されていたものである。今回の調

査においても、当該期の遺構が検出されている

ため、本章で報告する。

検出された遺構は、竪穴住居跡と溝状遺構

（SD０１・SD０２）である（第７３図）。これらの遺

構は、基本的には池田古墳前方部を中心に検出

されている。ただし、ＳＤ０２は前方部北側から北

造り出しにかけて検出されている。竪穴住居跡

については、前方部が削平を受けた面で検出さ

れている（第７２図）。地形的には、最も良好な位置にあたる。

溝状遺構については、いずれも前方部墳丘の断ち割り調査（第５１図）の際に明らかとなったものであ

る。このため、断面観察が主で、平面的な調査はほとんど行われていない。古墳保護の観点からも、面

的な調査は行っていない。

なお、これらの遺構は、いずれも出土土器から弥生時代後期後半と考えられる。

第１節 概要

第７２図 住居跡の検出作業

第７３図 池田古墳下層遺跡 遺構位置図
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第２節 遺構と遺物

１．竪穴住居跡
検出状況 前方部中央東端（第１次調査）で検出し

ている（第７３図）。前方部は全体的に削平を受けてい

るが、当住居跡は、周壁溝のみが残存していた（第

７４図・第７５図）。残存する範囲は、全体の１/2以下と

考えられる。また検出面が傾斜しており、西側を中

心に残存し、東側については全く残存していなかっ

た。

規 模 残存する限りにおいて、平面形は隅丸方形

をなすものと考えられる。西辺がほぼ完存し、その

規模は３．２０ｍを測る。その直交方向では、２ｍ検出している。また、検出面における周壁溝の幅は西辺

で３０㎝、南辺で２５㎝を測る。横断面は逆台形に近く、西側検出面からの深さは１４㎝である。

その他 周壁溝以外、附属施設は残存していなかった。また、遺物の出土量も少なく、周壁溝内からわ

ずかに弥生時代後期後半の土器片が出土している。ただし、小片のため図化できなかった。

２．溝状遺構
ＳＤ０１

遺 構 南側１段目テラスに設定したトレンチで確認した遺構である（第７３図・第７６図）。断面とテラス

上面での観察結果から、ほぼ東西方向にのびる溝状の遺構と考えられる。検出面における幅は１．８０ｍを

測り、横断面は緩やかなＵ字形をなす（第７７図）。最深部における検出面からの深さは１．２０ｍを測る。

第３章 池田古墳下層遺跡の調査成果

第７５図 竪穴住居跡

第７４図 竪穴住居跡
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埋没状況 最下層は、土石流起源による堆積と考え

られ、その下層には角礫の堆積が認められた。中層

については、自然堆積後土壌化した層と考えられ、

上層については、テラス成形に伴う整地層と考えられる。このため、時期は特定できない。

時 期 なお、調査においては遺物の出土は確認できなかった。

ＳＤ０２

遺 構 北造り出し中央部南端で検出している

（第７３図）。後述する北造り出しの構築を調べる

ために設定した幅１ｍのトレンチ調査（第５１図）

で明らかとなった遺構である。検出した範囲で

は、東西方向にのびる遺構と考えられる。

また、北造り出しの南側、石敷き遺構を挟ん

だ南側にも上記トレンチを延長する形で別のト

レンチを設定した。このトレンチ北端において

も、遺構と考えられる落ち込みが検出されてい

る。両者は、その埋土の特徴が酷似することか

第２節 遺構と遺物

第７６図 ＳＤ０１断面 西から

第７７図 ＳＤ０１断面

第７９図 ＳＤ０２断面

第７８図 ＳＤ０２断面 西から
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ら、同一の遺構と考えられる。つまり、石敷き遺構を中心に両トレンチに及ぶ規模の溝であったと考え

られる。

規 模 以上から、当溝の幅は４．３０ｍと復元することができる（第７９図）。また、横断面は逆台形もしく

は緩やかなＵ字形をなすものと考えられ、最深部における検出面（造り出し上面）からの深さは１．１５ｍ

を測る。

出土遺物 溝内からは壺・甕・高坏・器台・鉢の各器種が出土している（第８０図・第２表・第３表）。壺

と甕の一部は、完形に近い状態で出土している（第７８図）。

壺 １～３の３個体が出土している。

１は、直口壺の口縁部である。内外面ともナデにより仕上げられ、外面上端には３条の擬凹線が引か

れている。

２は、口縁部をのぞいて完存する個体である。長頸壺に分類されるもので、底部はほぼ丸底に近い形

態である。全体的に磨滅傾向にあるが、体部下半外面は叩き整形後ハケにより仕上げられている。また、

わずかではあるがヘラ描きが残存する。内面は、体部が左上がり方向のヘラ削り、頸部がヨコハケによ

り仕上げられ、最後に口縁部内外面がヨコナデにより仕上げられている。口縁部外面は、わずかに凹線

状をなしている。

３は、脚部を中心に残存し、台付壺の一部と考えられる。脚部から体部にかけての外面はヘラミガキ

を基調とし、脚端部はユビオサエ後ナデにより仕上げられている。体部内面は、ナデにより仕上げられ

ている。

第３章 池田古墳下層遺跡の調査成果

色 調
法 量 (㎝)

残 存 状 況出土地点器種種別№
器高底径最大径頸径・筒径口径

灰白～浅黄橙（６．６０）１０．００１０．１０口縁部１／６ＳＤ０２壺弥生１

にぶい橙～浅黄橙２３．４５３．２５１３．４２８．８０１１．００口縁部１／２・体部以
下完存ＳＤ０２壺弥生２

淡黄～灰白（５．４０）８．７０４．２０脚部完存ＳＤ０２壺弥生３

浅黄橙～灰（４．８０）１２．３０１５．６０口縁部完存ＳＤ０２甕弥生４

淡黄～暗灰黄（１０．２０）１６．１０１２．３０１３．６０口縁部５／１２ＳＤ０２甕弥生５

淡黄～明黄褐１４．１０２．６０１２．８０１０．８０１２．１５口縁部１／２・体部以
下完存ＳＤ０２甕弥生６

黄灰～にぶい橙８．２０１０．１０４．４０１３．３０口縁部１／４・底部わ
ずかＳＤ０２高坏弥生７

浅黄（４．５５）２０．４０口縁部１／６ＳＤ０２高坏弥生８

灰黄～浅黄（１１．２０）１０．６０２．９０１３．２０口縁部１／３・脚部完
存ＳＤ０２高坏弥生９

灰黄～浅黄（９．３０）１１．６０３．７０脚部１／２ＳＤ０２高坏弥生１０

浅黄～にぶい黄橙（９．３０）１３．８０３．９０脚裾部３／４ＳＤ０２高坏弥生１１

浅黄橙（５．８５）２２．６０受部１／３ＳＤ０２器台弥生１２

暗灰黄～灰黄（５．４０）３．６０底部完存ＳＤ０２鉢弥生１３

橙～にぶい黄橙（１０．２０）３．４０脚柱部完存旧表土層高坏弥生１４

第２表 池田古墳下層遺跡出土土器観察表（１）
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第２節 遺構と遺物

甕 ４～６の３個体が出土している。

４は、口縁部を中心に残存する。体部外面はタテハケにより仕上げられ、内面は横方向のヘラ削りが

わずかに認められる。口縁部は、内外面ともユビオサエとヨコナデにより仕上げられている。

５は、口縁部から体部上半にかけて残存する。体部外面はタテハケ、内面は横方向のヘラ削りとヘラ

ナデにより仕上げられている。口縁部は下端部を中心にヨコナデにより拡張させ、外端面には２条の擬

凹線が引かれている。

６は、口縁部を除いて完存する個体である。体部外面はタテハケ、内面は縦方向から斜方向のヘラ削

りにより仕上げられている。口縁部は、内外面ともヨコナデにより仕上げられている。

高 坏 ７～１１の５個体が出土している。

７は、完形に復元できた個体である。坏部が椀形をなすタイプで、内外面ともヘラミガキにより仕上

げられている。脚部外面は横方向のヘラミガキ、内面はナデにより仕上げられている。脚部と坏部の接

合部外面は、短いタッチの板ナデにより仕上げられている。

８は、坏部を中心に残存する。体部に対して口縁部が大きく外反するタイプである。坏部外面がヘラ

削り後ナデにより仕上げられている以外は、ヨコナデにより仕上げられている。

９は、完形に復元できた個体である。坏部は皿形に近く、内面はヘラミガキ、外面はヘラナデにより

仕上げられている。脚部は、外面が縦方向のヘラミガキ、内面がヘラナデにより仕上げられている。

１０は、脚部から坏部の一部にかけて残存する。脚端部は大きく外反し、脚柱部外面は縦方向のヘラミ

ガキにより、内面はヨコ方向のヘラ削りにより仕上げられている。坏部外面はナデにより仕上げられて

いるが、内面は剥離により調整は観察できない。

写真
図版調 整胎 土

—外面：口頸部ナデ
内面：体部ヘラナデ→口縁部ナデ０．５～１㎜大のチャート・長石・クサリ礫・石英多く含む

４４０外面：体部下半叩き→ハケ・体部上半～口縁部磨滅・口縁端部ヨコナデ
内面：底部～体部ヘラ削り→頸部ハケ→口縁部ヨコナデ１～３㎜大の長石・チャート多量に含む

—外面：脚端部ユビオサエ→ナデ→脚部ヘラミガキ→体部ヘラミガキ
内面：脚部ナデ・体部ナデ０．５～１㎜大の石英・長石・チャート含む

—外面：体部ハケ→口縁部ユビオサエ・ヨコナデ
内面：体部ヘラ削り→口縁部ユビオサエ・ヨコナデ１～３㎜大の石英・長石・チャート含む

—外面：体部ハケ→口縁部ヨコナデ
内面：体部ヘラナデ・ヘラ削り→口縁部ヨコナデ０．５～１㎜大のチャート・長石・石英多く含む

４４０外面：底部～体部タテハケ→口縁部ヨコナデ
内面：底部～体部ヘラ削り→口縁部ヨコナデ１～３㎜大の石英・長石・チャート多量に含む

４４０外面：脚部ハケ→脚部下半ヘラミガキ→坏部ヘラミガキ
内面：脚部ナデ・坏部ヘラミガキ０．５～１㎜大のチャートわずかに含む

—外面：坏部ヘラ削り→ナデ→口縁部ヨコナデ
内面：坏部～口縁部ヨコナデ１～３㎜大のチャート・長石・石英含む

４４０外面：脚部ヘラミガキ→端部ヨコナデ→坏部ヘラナデ→口縁部ヨコナデ
内面：脚部ヘラナデ・坏部ヘラミガキ０．５～１㎜大の石英・長石・チャート含む

—外面：脚部ヘラミガキ→脚端部ヨコナデ・坏部ナデ
内面：脚部ヘラ削り・坏部剥離０．５～１㎜大の長石・石英・チャート多く含む

４４０外面：脚柱部ヘラミガキ→脚端部ヨコナデ
内面：脚部絞り目・ナデ０．５㎜以下の長石・チャート含む

—外面：受部ヘラミガキ→端部ヨコナデ
内面：端部ヨコナデ１～３㎜大の石英・長石・クサリ礫・チャート含む

—外面：脚部ユビオサエ・体部磨滅
内面：底部～体部ナデ１～２㎜大の石英・長石・チャート多く含む

—外面：磨滅
内面：脚部絞り目・坏部磨滅０．５～１㎜大の長石・チャート・クサリ礫含む

第３表 池田古墳下層遺跡出土土器観察表（２）
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１１は、脚部がほぼ完存する。外面は縦方向のヘラミガキにより仕上げられ、内面にはしぼり目が認め

られる。

器 台 １２の１個体が出土している。受部を中心に残存する。端部は上下に拡張され、端面には４条の

擬凹線が引かれている。全体的に磨滅傾向にあるが、外面には縦方向のヘラミガキが認められる。

鉢 １３の１個体が出土している。体部以下を中心に残存する。底部はてづくね成形により、脚台が形成

されている。体部は磨滅傾向にあるが、内面はナデにより仕上げられている。

３．その他
この他、旧表土層中から、１４の高坏が出土している（第８０図）。１４は脚柱部を中心に残存する。全体

的に磨滅傾向にあるが、内面にはしぼり目が認められる。また、径１．２㎝の円孔が残存する。

第３章 池田古墳下層遺跡の調査成果

第８０図 池田古墳下層遺跡出土土器
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第４章 池田古墳の調査成果

第１節 概 要

１．概 要
前章での報告のとおり、平成２０年度から３箇年にわたり調査を行った。以下、初年度の調査を第１次

調査、次年度を第２次調査、最終年度の調査を第３次調査と呼称する。後述するように、前方部を中心

に削平を受けているため、残存していたのはこの南北両側に限られる。そこで、これを前提として、適

宜「南側」「北側」と呼称していく。

先述したように（第２章第２節）、各調査区検出面の範囲が接する、もしくは互いの調査区が平面的に

重複するよう、調査区を設定していった（第２３図）。このため、調査前の地表面からの深さが深い箇所、

特に周濠部分においては、地表面における調査区ラインが、平面的に重複する結果となっている。ただ

し、最終的には、一部周濠内において未調査に終わった箇所も存在する結果となっている。逆に、テラ

ス部分を中心に、平面的に大きく重複している箇所も認められる。なお、上記未調査箇所については、

第３次調査終了後の平成２３年４月４日に、本線部分の工事に合わせて調査を行っている。

２．検出状況（巻首図版８）

３箇年にわたる調査成果をまとめたのが、第８１図・第８２図・第８４図である。調査前から予想されたこ

とであるが、墳丘の大半は明治時代以降に行われた山陰線敷設に伴う土取りにより、残存していなかっ

た（第８３図・第８５図網掛け部分）。墳丘として残存していたのは、南北両側の１段目斜面（南側１段目斜

面・北側１段目斜面）と１段目テラス（南側１段目テラス・北側１段目テラス）、南側２段目斜面・南側

２段目テラス・北側３段目斜面の一部である（第８２図・第８４図）。なお北側３段目斜面については、第２

次調査の範囲に限られるもので、東側の第３次調査・第１次調査では検出されていない。また、各斜面

が残存する範囲においては、葺石が葺かれた状態で検出されている。

一方、墳丘の外側、周濠部においては非常に良好な状態で各施設が検出されている。南北両側の造り

第１節 概 要

池
田
古
墳

第８１図 全体図（第１次～第３次）
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第８２図 平面図（南半）

第４章 池田古墳の調査成果

第８３図 池田古墳残存部（南半）
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第１節 概 要

第８４図 平面図（北半）

第８５図 池田古墳残存部（北半）
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出し（南造り出し・北造り出し）・渡土堤（南渡土堤・北渡土堤）・外堤（南外堤・北外堤）、および周濠

（南周濠・北周濠）である（第８２図・第８４図）。特に、造り出しと渡土堤については、削平を受けること

なくほぼ上面まで残存していた。

２．池田古墳の埋没状況

（１）はじめに

調査にあたって、池田古墳は、墳丘においては大きな改変を受け、段築等墳丘の具体的な内容は理解

しにくい状況であった。一方周濠においては、水田となっていたことからその範囲を理解することがで

きたが、完全に埋没した状況であった。

以下、調査を通じて明らかとなった、池田古墳の埋没状況よびその過程について報告していく。なお、

３次におよぶ調査のなかで最も良好に土層観察のできた、第２次調査西側壁面の観察結果（第８６図・第

８７図）をもとに、報告していくことにする。

このなかで、葺石を伴う斜面においては、転落した葺石とともに埴輪片が多量に出土している。この

ような層については、「転石層」と呼称し、以下報告していくことにする。

（２）前方部

調査前の段階において、地表面レベルで南周濠側とは２．６０ｍ、北周濠側とは３．００ｍの比高差が認めら

れた。このため、墳丘の存在自体は明らかであったが、段築等については不明瞭な状態であった。

墳頂部の基本的な土層は、墳丘上に表土・耕作土・盛土が認められた。このなかで、墳丘中央部、表

土層下から切り込む瓦窯（第８６図４層）が明らかとなっている。４層は登り窯で、層内からは耐火煉瓦

や窯壁片が多量に出土している。また、その周囲の２６層・２７層内からも、上記の瓦焼成に伴う耐火煉瓦

や瓦が多量に出土している。詳しくは第９章第３節で報告するが、大正時代の遺構と考えられる。この

他、断面図には表現されていないが、窯跡の影響が及ばない箇所については、墳丘上は盛土層で覆われ

ていた。

墳丘の南側斜面においては、表土層下に、円礫を多量に含む層が認められた。特に人頭大の礫が中心

である。６層～９層が該当する。円礫は葺石および基底石に使用されたと考えられるものである。遺物

が含まれていなかったため、具体的な時期は不明である。１０層は、埴輪片を多く含む層で、１段目斜面

に伴う転石層である。また、墳丘部から周濠への変換部においては、水路が造られていた（５層）。

墳丘の北側は、表土層下の２８層については、墳丘に盛られていた２次堆積層で、層中からはビニール

片等が出土している。昭和以降の整地層と考えられる。その下層の２９層からは、葺石に使用されていた

と考えられる円礫が多量に出土している。墳丘を削平した際の２次堆積層と考えられる。３１層は、２段

目テラス以下が削平された後に堆積した層である。層中から東播系須恵器や青磁器片・白磁片等が出土

していることから、鎌倉時代以降に形成された層と考えられる。少なくとも、当該期以前に墳丘の削平

が行われたことを示す層である。

この他、３０層については転石層に相当する層である。３段目斜面崩落に伴う葺石・埴輪片が多量に出

土している。その下側、周濠との変換部付近の３２層・３３層についても、転石層に相当する層である。埴

輪片が多くはないが出土している。

第４章 池田古墳の調査成果
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なお、墳丘中央部における調査前地表面から検出墳丘面までの深さは、１．２０ｍである。また、墳丘保

護のため十分な断ち割り調査はできなかったが、墳丘自体は暗褐色シルト層を基盤とし、その上層に盛

土を行い、墳丘が構築されている。

（３）南周濠（第８６図）

調査前までは耕作地であったところである。このため、一部盛土層（１層）が認められたが、基本的

に耕作土（２層）に覆われていた。また、この層下面から切り込む水路・暗渠跡も検出されている。第

８６図に表されていない第１次調査・第２次調査地区についても、同様であった。ただし、第１次調査区

においては、全体的に約９０㎝の盛土が認められた。

以下、周濠埋土（２４層）までは、シルト質細砂～粗砂を基本とした湿地性の堆積層である。いずれの

層も土壌化しており、水田土壌であったものと考えられる。この中で、２２層については、土石流に起因

する層と考えられ、数度の土石流堆積があったものと考えられる。したがって、土石流→湿地性堆積の

繰り返しの結果が、１３層～２１層と考えられる。

また、２０層中からは、鎌倉時代前半の須恵器・白磁片が出土しており、当該期に堆積した層と考えら

れる。したがって、当層は造り出し直上の層であることから、造り出しの埋没開始が当該期まで遡るも

のと考えられる。また、周濠の基盤となる層は、青灰色シルトと極細砂～粗砂の互層からなる。

この他、第８６図では表現されていないが、渡土堤を覆う層についても、２０層と同じ層であることが確

認されている。

なお、周濠底の標高は７７．６０ｍを測り、調査前の地表面からの深さは２．３０ｍである。この他、２４層の

周濠埋土と２５層の区画溝埋土については、本章第５節以下で詳述する。

（４）北周濠（巻首図版２６ 第８７図）

基本的な状況は、南側と同じである。ただし、調査区西側においては１層の盛土層が約１ｍ認められ

た。第１次調査地区においても、６０㎝の盛土が認められた。以下、３５層以下は水田土壌層である。３５層

～３９層については、各層が砂質であることから、南側同様、土石流→湿地性堆積の繰り返しの結果と考

えられる。

このなかで、周濠埋土（４０層）の上層の３９層中からは、東播系の須恵器片が出土している（図版１９８）。

したがって、鎌倉時代前半に当層が形成されたものと考えられる。特に当層は造り出しおよび外堤を覆

う層であることから、造り出しおよび外堤の埋没が鎌倉時代以降と考えられ、南側と同じ状況をみるこ

とができる。また、周濠の基盤となる層は、青灰色シルト質極細砂からなる。

この他、第８７図では表現されていないが、渡土堤を覆う層についても、３９層と同じ層であることが確

認されている。

なお、４０層の周濠埋土については、次節で詳述する。また、周濠底の標高は７５．９０ｍと南側より低

く、調査前における地表面からの深さは２．７０ｍである。

（５）小 結

以上から、墳丘の削平および、造り出し・渡土堤・外堤の埋没は、少なくとも鎌倉時代までさかのぼ

ることは明らかである。したがって、当該期までは、古墳築造当初の景観が保たれていたのではないか

第１節 概 要
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第８６図 基本土層図（南半）
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第１節 概 要

第８７図 基本土層図（北半）

堤・外堤にかけて平坦化されたものと考えられる。花粉分析においても、これを支持する結果が得られ

ている（第６章第４節）。
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第２節 前方部

１．概 要
前方部の多くは削平・攪乱を受け、残存状況は良好と

は言い難い状況である。特に、前方部中央については、

調査前からの予想通り、古墳築造当初の状態を全く留め

ていなかった（第８３図・第８５図）。

残存していたのは、南側では１段目斜面・１段目テラ

ス・２段目斜面の一部である（第８９図 写真図版８）。１

段目斜面については、葺石が葺かれた状態で検出されて

いる（第８８図）。ただし、その上部１段目テラス付近につ

いては、葺石は残存していなかった。１段目テラスと２

段目斜面は、東側約６ｍが削平・攪乱を受け、残存して

いなかった。さらに、２段目斜面については、その下部

のみが残存し、上部は削平を受けていた。

北側については、１段目斜面・１段目テラス・２段目

テラス・３段目斜面が検出されている（第９０図 写真図

版４２）。１段目斜面は、北造り出しと北渡土堤の間につい

て、葺石を伴って比較的良好な状態で検出されている。

ただし、上部ほど葺石の残存状況はよくない傾向にある。

西半と東端付近については、削平を受けていた。

１段目テラスについては、西半部において埴輪列がわ

ずかに残存する程度である。テラスの南側から２段目斜

面にかけては全く残存していなかった。２段目テラスと

３段目斜面は、西側（第２次調査区）に限り残存していた。

テラスの北側と２段目斜面の上部は、削平を受けていた。

第４章 池田古墳の調査成果
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第８９図 前方部南側第８８図 前方部南側斜面の検出
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第９０図 前方部北側
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２．１段目斜面
前方部南側と北側で葺石をともなって

検出されている。なお、葺石については、

先述したように（第２章第２節）、ある程

度の保存を前提としているため、断割り

等の調査ができなかった。このため、詳

細な葺石の葺き方等について、調査では

明らかにできなかった。

（１）前方部南側（巻首図版１０・１１・１５）

概 要 第１次調査から第３次調査の、

３次におよぶ調査において検出されてい

る（第９１図 写真図版９～１３）。検出した

長さは３３ｍを測る。西端は、くびれ部か

らわずかに後円部側まで検出されてい

る。一方、東側については、渡土堤との

接合部まで検出されている。基底部と１

段目テラスとの比高は、西端部で１．３０ｍ、

中央部（Ａ－Ａ′）で２ｍを測る。

葺 石 斜面全面には葺石が葺かれてい

たようであるが、１段目テラス肩部から

裾部まで残存する箇所は認められず、斜

面の下半を中心に残存していた（第９１

図）。葺石が残存しない箇所については、

墳丘がほぼ露出した状態で検出されてい

る。Ａ－Ａ′ラインにおける、基底石と１

段目テラス南側肩部とを結ぶラインをか

ら復元される１段目斜面の傾斜角は、

１８°である（第９２図）。

葺石は、周濠から墳丘への傾斜変換点

に基底石を直接置き、これを基礎に葺か

れている。基底石設置のための掘り方等

は認められない。基底石については、一

部を除いて、西端から東端まで良好な状

態で検出されている。この基底石のライ

ンは、ほぼ直線的であるが、南造り出し

北側斜面とセットとなり区画溝をなす箇

所（ｂ区・ｃ区：第９３図）と、南周濠に

第４章 池田古墳の調査成果

第９１図 南側１段目斜面
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面した箇所 （ｄ区・ｅ区）の境で、わずかに変換点が認められる。底部の標高もわずかに後者の方が低

くなっている。その標高は、変換点の西側（ｂ区）で７８．００ｍ、変換点の東側（ｅ区）で７７．３０ｍである。

基底石から７０㎝～８０㎝上側までの葺石は比較的良好に残存していたが、より上側に葺かれた葺石につ

いては、部分的な残存にとどまる。葺石が良好に検出された箇所（ｅ区：Ｂ−Ｂ′）で計測した斜面の傾

斜は、約３０°である（第１０２図）。

以下、①後円部（ａ区：第９３図）、②区画溝を構成する箇所（ｂ区・ｃ区：第９３図）と、③南周濠に面

した箇所（ｄ区・ｅ区：第９６図）にわけて、詳しく報告していく。

ａ区（第９４図 写真図版１０：⑥） 基底石が、わずか１ｍ検出されたに過ぎない。基底石５石分である。

また、斜面上方については、調査区外へ拡がるため、全体的な特徴を明らかにすることはできない。

当区に直接続くｂ区の基底石が、石材を横長に設置しているのに対して、当区の基底石は縦長に設置

されている。基底石の上に葺かれた石材については、顕著な差は認められない。少なくとも、ａ区から

ｂ区にかけては、連続して石が葺かれていることは明らかである。

ｂ区・ｃ区（第９４図・第９５図 写真図版９：①～④） 区画溝を構成する北側斜面である。ｂ区（第９４

図）が西半、ｃ区（第９５図）が東半にあたる。全体的に良好な状態で残存していたが、ｂ区中央部につ

いては、昭和４６年度の調査で掘削されたトレンチ（第１７図）により、上側が一部崩れていた。また、ｃ

区中央部やや東側においても、一部で残りの状態が良くない箇所が認められた。

基底石の多くは、３０㎝～５０㎝大の石材を横長にして設置されている。部分的に２０㎝前後の石材が縦長

に置かれている。また、その厚みは２０㎝未満であるが、多くの基底石は周濠側に対して明確な面を有し

ていない。前面に造り出しが存在していたことに起因するものと考えられる。

基底石下面の標高は、ｂ区西端部で７８．００ｍ、ｃ区東端部で７７．６０ｍと、東側ほど低くなる傾向が認め

られる。さらに、後述するｃ区東側のｄ区とは２０㎝の段差が認められる。この基底石のラインは、後述

するｄ区と比較すると、直線的なラインをなさず、凹凸の目立つラインとなっている。

基底石を除く葺石については、１０㎝～１５㎝大の石材が多く使われていた。部分的に３０㎝大の石材も認

められる。多くは、石材を縦長に、下側の石の半分以上を重ねるようにして積み上げられている。しか

し、全体的に石材相互の凹凸が激しく、均一な面をなしていない。

なお、ｃ区東半は、１段目テラス付近の高さまで葺石を検出し、平面図（第９５図）に掲載されている

が、いずれも原位置が保たれてはいないものである。このため、立面図（第９５図）からは除外している。
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第９２図 南側１段目斜面断面
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第２節 前方部

第９４図 南側１段目斜面葺石（ａ区・ｂ区）
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第９５図 南側１段目斜面葺石（ｃ区）
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第２節 前方部

第９６図 南側１段目斜面葺石（ｄ区・ｅ区）
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第９７図 南側１段目斜面葺石立面図（ｄ区）
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第２節 前方部

第９８図 南側１段目斜面葺石平面図（ｄ区）
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基底石・葺石ともに、石材は河原石と山石（角礫）が混用

されている。また、目跡については確認できなかった。

ｄ区・ｅ区（第９６図～第９８図・第１００図・第１０１図 写真図版

１１～１３） 南造り出しと南渡土堤に挟まれた地区の１段目斜

面である。基底部で全長１３．５ｍを測る。西側のｃ区から続く

斜面で、斜面そのものは連続するものである。しかし、基底

石の下面の標高は、ｄ区西端部で７７．４０ｍと、ｃ区に対して２０

㎝低くなっている。この２０㎝の標高差に相当する箇所におい

て、基底石のラインが南側へずれている。基底石は全体的に

原位置が保たれていたが、ｄ区とｅ区の境付近は、やや周濠

側へ押し出された状況であった。このため、この付近に限り、

基底石のラインに乱れが認められた。一部、基底石を欠く箇

所も認められた。

葺石の葺かれ方は、ｂ区・ｃ区と基本的に同じである。し

かし、区画溝を境に積み方に変化が認められ、目跡が認めら

れた（第９８図矢印）。まず、基底石が４５㎝以下とやや小ぶりな

傾向が認められ、石材の設置についても、横長ではなく縦長

に置く傾向が目立つ。石材の厚さは１０㎝～２０㎝と、ｂ区・ｃ

区と同規模であるが、面をもっている点が異なる。

また、ｅ区において、基底部から８０㎝の高さまでは当初の

状態が保たれて検出されている。しかし、これより上側は、

全体的に原位置が保たれていない状態で検出されている。さ

らに、前者と後者の間には、斜面傾斜に変化が認められ、幅

５０㎝の犬走り状をなしていた（第１０２図：Ｂ−Ｂ′ライン矢印

写真図版１３：①）。この面の標高は７８．１０ｍである。

なお、南渡土堤との接合部については、南渡土堤において

の項で報告する（本章第４節）。

第４章 池田古墳の調査成果
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第９９図 南側１段目斜面葺石の検出 第１００図 南側斜面葺石立面図（ｅ区）
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第１０１図 南側１段目斜面葺石平面図（ｅ区）
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（２）前方部北側

概 要 第１次調査から第３次調査の、３次におよぶ調査において検出されている（第１０３図 写真図版

４３・４４・４７・４８）。ただし、斜面として良好な状態で検出できたのは、第１次調査と第３次調査で検出し

た、北造り出しと北渡土堤に挟まれた地区（ｆ区・ｇ区）に限られる（第１０４図）。また、後述するよう

に、１段目テラスそのものも南側のように良好な状態では検出されていない。このため、斜面の規模等

についても明確にすることは困難である。

この結果、１段目斜面そのものも、その上側（１段目テラス側）は葺石もなく、良好な状態では検出

されていない（第１０３図）。このため、１段目テラス付近で検出された葺石については、原位置が保たれ

ていないものと考えられる。

ｆ区西側（第１０３図） １段目テラスの一部が埴輪列として残存していたが、そのテラスの北側肩部より

北側は後世の削平を受け、残存していなかった。かろうじて、北造り出しと前方部の境をなす石敷き遺

構により、裾部のラインを復元することが可能である。

ｆ区・ｇ区 北造り出しと北渡土堤に挟まれた地区である。検出した長さは、基底部ラインで１０．６５ｍ、

直線距離で１０．５０ｍである。また、基底部における北造り出しと北渡土堤の距離は、１７．００ｍを測る。基
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第１０２図 南側１段目斜面 葺石断面
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本的には良好な状態で遺存していたのであるが、

ｆ区とｇ区の境を中心に基底石が周濠側へずれて

おり、押し出された状況である。このため、基底

石のラインが直線ではなく、やや弧状をなしてい

る（第１０３図）。このため、第１０４図の立面について

も、ｆ区とｇ区の境で屈曲させたラインで表現し

ている。

葺石は、周濠底から平均８０㎝の高さまで良好に

残存していた。特にｆ区西端付近では、周濠底か

ら１ｍまで残存していた（第１０５図）。ただし、上

部に関しては葺石の空白部も目立ち、ｇ区のよう

に良好な状態ではない。ｆ区（Ｂ－Ｂ′ライン）・ｇ

区（Ｄ－Ｄ′ライン）斜面の傾斜角は３５°・２５°であ

る（第１０７図・第１０９図）。

また、ｇ区では、基底部から５６㎝の高さで、わ

ずかに幅約８０㎝の小テラス状の平坦部が認められ

た（第１０９図Ｄ－Ｄ′ライン矢印 写真図版４７：②

写真図版４８：④）。ｆ区（Ｂ－Ｂ′ライン・Ｃ－Ｃ′

ライン）でも、基底部から５０㎝～５５㎝の高さで、

幅約８０㎝ のテラス状をなしていた（第１０７図・第

１０９図）。この面の標高は、Ｃ－Ｃ′ラインで７７．２５

ｍである。前方部南側で認められたのとほぼ同じ

状況である。ただし、前方部南側とは異なり、テ

ラス状の平坦部においても葺石がほぼ原位置のま

ま検出されている。当該箇所では、葺石上面が揃

えられ、明確な平坦面をなしている。しかし、こ

のテラス状の平坦部より上側については、葺石そ

のものが当初の状態が保たれているとは言い難い

状況である。テラス状をなす平坦面より上側斜面

の傾斜は２０°と明らかに緩やかとなっている（第

１０７図・第１０９図）。

基底石は４０㎝以下の角礫が使用されている。４０

㎝大の石は、横長に据え置かれている。石材の厚

さは１０㎝大が多く、２０㎝を超えるものは認められ

ない。しかし、全体的に周濠側に面をもつよう置

かれている。基底石下面の標高は、ｆ区西端で

７６．６５ｍ、ｇ区東端で７６．４０ｍと、東側へわずかに

傾斜が認められる。

第２節 前方部
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第１０３図 北側１段目斜面
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第１０４図 北側１段目斜面葺石（ｆ区・ｇ区）
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第１０５図 北側１段目斜面葺石（ｆ区）
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第１０６図 北側１段目斜面葺石（ｇ区）
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斜面に葺かれた石は、３０㎝以下の石材が用いられ、１５㎝から２０㎝大の石材が中心である。基底石の上

に、基底石の一部を覆うように積み重ねられている（第１０９図）。全体的にｆ区のほうが、当初の状態が

保たれている。このなかで、ｆ区西端部で認めら

れた４５㎝大の石材が注目される。断ち割り調査が

できなかったため確認できなかったが、板材の可

能性が考えられる。多くが２０㎝大のなかで、際

だって大型の石材で、４８㎝×２８㎝の規模を測る。

周濠側に面をもつように置かれていた（第１０７図：

Ｂ－Ｂ′ライン 写真図版４４：④）。横穴式石室奥壁

の鏡石を想定させる状況である。

使用された石材も、河原石が中心で、山石（角

礫）はわずかである（第６章第７節）。

ｇ区東側 斜面そのものはある程度遺存していたが、葺石の原位置は保たれていなかった（第１０３図）。

また、北渡土堤との境は、後世の攪乱を受け溝状をなし、明確ではない。

第２節 前方部

前

方

部

１０８図 北側１段目斜面葺石の検出

第１０７図 北側１段目斜面横断図（１）
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第１０９図 北側１段目斜面横断図（２）
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３．１段目テラス
前方部の南側と北側の両側で検出されている（第１１１図・

第１２５図）。ただし、南側については埴輪列を伴い比較的良

好な状態で検出されたのに対して、北側についてはその一

部が検出されたにとどまる。

（１）前方部南側

概 要 北側は２段目葺石により、南側は肩部の埴輪列に

より画されている（第１１１図 写真図版１５～３０）。西側は調

査区境（第２次調査西壁）まで検出されているが、東側に

ついては、後世の攪乱を受け、途中で途切れている。

検出した長さは、２５．７０ｍである。２段目斜面葺石基底石

ラインと埴輪列北側との間は、西端部（Ａ区西端）で１．７０

ｍ、中央部（Ｂ区）で１．９０ｍ、東端部（Ｃ区東端）で２．３０ｍ

と、前端部へ向かって広がる傾向にある（第１１１図）。また

テラスの標高は、西端部で７９．３０ｍ、中央部で７９．３１ｍ、東

端部で７９．３３ｍと、ほぼ一定している。

テラスの造成 １段目テラスにおいて、２箇所（Ａライン・

Ｂライン）に幅１ｍのトレンチを設定し：第１１４図、その造

成過程を断面観察した（写真図版１９）。その結果、２ライン

とも、基盤層を削平した後にテラスが造成されていること

が明らかとなった。以下、最も良好に断面観察ができたＢ

ラインを中心に報告する（写真図版１９：②）。

まず、①基盤層の削平、②テラス基盤の造成、③テラス

～１段目斜面の造成、④２段目斜面の構築、と大きく４つ

の工程を確認することができた。

第２節 前方部

前

方

部

第１１１図 南側１段目テラス第１１０図 南側１段目テラスの検出
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①の工程においては、基盤層（３０層・３１層）が逆台形状に削平されている。テラスから２段目斜面に

相当する箇所が平坦になるよう、削平が行われている（３１層上面）。その削平の深度は１．２０ｍに及ぶ。合

わせて、１段目斜面に相当する箇所についてもさらに７０㎝掘り下げ、平坦化させている（２９層下面）。ま

た、墳丘中心部側の削平も、一定の斜面になるように削平が行われている。

②の工程においては、①で削平された箇所への盛土である。まず、１段目斜面相当箇所の盛土が行わ

れている（２５層～２９層）。２５層～２９層を埋めた段階で、３１層上面とほぼ同じレベルとなっている。２５層～

２９層については、シルトを中心とした粘土質の層（２５層・２７層）と極細砂を中心とした砂質の層（２６

層・２８層・２９層）が交互に盛られており、版築的技法が認められる。

次に、①で削平された面に沿うように１７層～２４層が埋められている。１７層～２４層については、基本的

に極細砂を中心とした層（２０層・２３層）とシルトを中心とした粘土質の層（１８層・２１層・２２層）からな
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第１１２図 南側１段目テラス 横断面
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り、１段目斜面相当箇所同様、版築的技法が認められる。特に１４層～２３層の層境がかなり明確であるこ

とから、各層を埋めた段階で締固めが行われたものと考えられる。また、１３層・１４層・１６層について

は、旧表土層を埋めた層と考えられる。最後に、１２層が一気に埋められている。多くの粘土塊からなる

層で、明らかに締固められた層である。

次に③の工程であるが、１２層を整地後、一旦１段目斜面相当箇所が大きく削平されている（１３層上面

ライン）。その後、２層～１１層が埋められている。この埋戻しにあたっても、大きく３段階に分かれて

いる。

まず第１段階は、９層～１１層の埋戻しである。まず極細砂を基本とする１０層・１１層が埋められ、最後

に粘土塊からなる９層で締固められている。第２段階が４層～８層の埋戻しである。極細砂を基調とす

る６層～８層を埋めた後、シルトを基調とした４層・５層で締固められている。最後の第３段階が２

層・３層の盛土である。２層については、極細砂を基調とするが、粘性のある極細砂塊を多く含み、当

層自体が締め固められた層となっている。そして２層上面が、１段目テラスから１段目斜面にかけての

面と考えられる。

最後の④の工程であるが、２段目斜面が構築されていく。この過程については、２段目斜面自体の残

存状況が良好ではなかったため、十分な観察はできなかった。

以上、②・③の工程においては幾段階にもわたり埋戻しが行われているが、要所要所で締固めが行わ

れている様子が理解できる。

Ａライン（第１１３図）についても、基本的な工程はＢラインと同じである。まず、旧表土層の８層と基

盤層である９層・１０層を掘削し、２段目斜面相当箇所が平坦になるよう削平されている。その後、２層

～７層が埋められる。７層は、旧表土層と考えられる。他の２層～６層については、シルトを基調とし

た層で、かなり締固められている。最後に、２段目斜面が構築されている（写真図版１９：①）。

第２節 前方部

前

方

部

第１１３図 南側１段目テラス 断割り断面（１）
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第１１４図 南側１段目テラス 断割り断面（２）
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埴輪列 ２６．８０ｍにわたり検出されている。埴輪列そのものの残存状況は一様ではない。最も良好に残存

していたものは、底部が正立した状態での出土である。第１次調査で検出した箇所（Ｆ群・Ｇ群）であ

る。この地区でも、埴輪は１段目突帯までの残存である。特に第１次調査で検出された埴輪列の東側

が、このような状態で検出されている。上記の状態で検出された箇所については、掘り方まで残存して

いた。掘り方は、基本的には溝状をなし、そのなかに埴輪が立て並べられていた。

一方、第２次調査を中心とした西側（後円部側）については、テラスの肩部が崩落しており、この影

響で埴輪列自体も崩落しかかったもの、崩落したものが多く認められた。もちろん、この箇所では掘り

方まで残存していた箇所は認められなかった。

以上の状況で、８群（西からＡ群～Ｈ群）、計５１基（Ｈ１～Ｈ５３：Ｈ３０は報告済・Ｈ５０とＨ５１は埴輪は残

存せず）について、現位置を確認することができた（写真図版２０～３０）。以下、単位ごとに見ていく。な

お、埴輪ごとに「Ｈ」を頭に付けた番号を、西側から順番に付けている。

Ａ 群（第１１５図 写真図版２２：④） Ｈ１～Ｈ６の６本からなる。ほぼ原位置が保たれているものと考

えられる一群である。掘り方自体は残存していないものの、底部が押しつぶされた状態で列状に並んで

いる。円筒埴輪を基本とし、Ｈ４が朝顔形埴輪で、Ｈ２が朝顔形埴輪もしくは丹後−因幡型円筒埴輪と

復元される（第７章第７節）。

Ｂ 群（第１１５図） Ａ群東側の一群である。埴輪片が散乱した状態で、原位置を復元できる個体は認め

られない。Ａ群の状況から、９本はあったものと推定される。

Ｃ 群（第１１６図 写真図版２２：②） Ｂ群東側の一群である。本来あるべき溝状の掘り方は残存してい

なかった。Ｈ７～Ｈ９については、底部が明らかで、墳丘面に接していることから、ほぼ原位置が保た

れているものと考えられる。Ｈ１０とＨ１１については、その出土状態から、ほぼ原位置に近い位置におい

て出土しているものと判断される。Ｈ１１の東側については、散乱した状態で、原位置を復元することは

困難である。このなかで、Ｈ９が朝顔形埴輪と復元されている（第７章第７節）。

Ｄ 群（第１１７図） Ｃ群東側の一群である。全体的に埴輪片が散乱した状態で検出されている。このな

かで、Ｈ１２～Ｈ１５の４本については、ほぼ原位置が保たれているものと考えられる。ただし、掘り方そ

のものは残存しておらず、かろうじて原位置が保たれている状況である。その西側については、その出

土状況から、原位置を特定できるものは認められない。

Ｅ 群（第１１８図 写真図版２２：③） Ｄ群東側の一群である。西半のＨ１６～Ｈ１８の３本については、ほぼ

原位置が保たれているものと考えられる。ただし、Ｄ群同様、掘り方自体は残存せず、かろうじて原位

置が保たれている状態である。東半については、埴輪片

が散乱した状況で、原位置を復元することは困難である。

約３本分に相当するものと考えられる。

Ｆ 群（第１２０図 写真図版２３～２５） Ｅ群東側の一群であ

る。Ｈ１９～Ｈ２９の１１本の埴輪からなる。当群は、底部を中

心に残存し、基本的に原位置が保たれている。このなかで、

Ｈ２０が朝顔形埴輪と復元されている（第７章第７節）。ただ

し、Ｈ２７～Ｈ２９については、やや南側へ傾いた状態での出

土である。唯一、Ｈ２６に限り埴輪１本分南側に飛び出した

位置で出土している。当該箇所は、柱穴状をなし（Ｐ１：

第２節 前方部

前

方

部

間隔（芯々間）
（㎝）

間隔（埴輪間）
（㎝）

Ｈ１９
３０６

Ｈ２０
３５−

Ｈ２１
３２６

Ｈ２２
２５６

Ｈ２３
３８１０

Ｈ２４
３０６

Ｈ２５
−−

Ｈ２６
−−

Ｈ２７
３５５

Ｈ２８
３０４

Ｈ２９
３１．８６．１平均値

第４表 Ｆ群埴輪間規模
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第４章 池田古墳の調査成果

前

方

部

第１１５図 南側１段目テラス 埴輪列（Ａ群・Ｂ群）

― ―７８



第１２３図・第１２４図）、この中から埴輪片（４９）が出土している。この穴に立てられていたかについては、

調査では明らかにできなかった。破片が放り込まれた状態での出土ではあるが、柱穴の径が３０㎝を測り

と、埴輪の大きさから埴輪の樹立は困難と考えられる。

樹立された埴輪は、相互の間隔が狭く、平均で約６．１０㎝である。芯々間の距離は平均で３１㎝である

（第４表）。

第２節 前方部

前

方

部

第１１６図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｃ群）

― ―７９



また、Ａ群～Ｅ群とは異なり、当群西端から掘り方が

残存していた。掘り方は、溝状をなし、この中に埴輪が

並べられていた。掘り方の幅は４５㎝～７０㎝と一定してい

ないが、北側の掘り方のラインのみ直線状をなしてい

る。Ｈ１９・Ｈ２０とＨ２５～Ｈ２７の２箇所において、掘り方の

ラインが南側へ大きく張り出している。検出面からの深

さは３０㎝である。溝底部の深さは一定しておらず、埴輪

が底部に直接樹立されているものは認められなかった。

溝内に整地後、樹立されている（写真図版２５：③）。

Ｇ 群（第１２１図 写真図版２６～３０） Ｆ群の東側の一群で

ある。Ｈ３１～Ｈ５０の２０本からなり、東側のＨ群とはＨ５１の

１本分を隔てている。ただし、Ｈ５０については、埴輪そ

のものは残存せず、掘り方のみが残存していた。また、

第４章 池田古墳の調査成果

前

方

部

間隔（芯々間）
（㎝）

間隔（埴輪間）
（㎝）

Ｈ３１ ３０５Ｈ３２ ３０３Ｈ３３ ３０３Ｈ３４ ３０６Ｈ３５ ３５７Ｈ３６ ３２５Ｈ３７ ３０２Ｈ３８ ３８１０Ｈ３９ ３０６Ｈ４０ ３５８Ｈ４１ ３２２Ｈ４２ ３４６Ｈ４３ ３６１０Ｈ４４ ３０７Ｈ４５ ３８１２Ｈ４６ ３８１０Ｈ４７ ２５−Ｈ４８ ３５１０Ｈ４９ −Ｈ５０
３２．７６．６平均値

第５表 Ｇ群埴輪間規模

第１１７図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｄ群）

― ―８０



西側のＦ群との境は、Ｈ３０の１本分を隔てている。なお、Ｈ３０については、昭和４６年度の調査において検

出され、調査後に取り上げられたものである。すでに、『城の山・池田古墳』において掲載されている

（同報告 第５１図：１４）。

当群においても、溝状をなす掘り方が残存していた。全

長６．４０ｍを測る。幅についてはほぼ一定であるが、埴輪樹

立箇所については、円筒埴輪と相似形に張り出していた。

このため、平面形は団子状をなしている。特に、掘り方南

側のラインにおいて顕著である。最大幅５８㎝を測り、埴輪

間における幅は３５㎝である。掘り方底部のレベルはほぼ一

定しており、平均的な検出面からの深さは５㎝～８㎝を測

る。ただし、Ｈ４１の部分については、埴輪の底部径に合わ

せて一段深く掘られ（第１１９図）、検出面からの深さは１５㎝

第２節 前方部

前

方

部

第１１８図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｅ群）

第１１９図 Ｈ４１掘り方底部

― ―８１
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前

方

部

第１２０図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｆ群）

― ―８２



第２節 前方部

前

方

部

第１２１図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｇ群）

― ―８３
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前

方

部

第１２２図 南側１段目テラス 埴輪列（Ｇ群・Ｈ群）

― ―８４



を測る。

樹立された埴輪は、相互の間隔が狭く、平均で６．６０㎝である。また、芯々間の距離は平均で３２㎝強と

Ｆ群より狭くなっている（第５表）。

なお、Ｈ３９～Ｈ４２の掘り方検出前の埴輪出土状況については、十分調査を行うことができなかった。

このため、当該箇所の出土状況については図化ができなかった。

Ｈ 群（第１２２図） Ｇ群東側の一群である。Ｈ５２・Ｈ５３の２本からなり、Ｇ群とはＨ５１の１本分を隔てて

存在する。底部を中心に残存する。当群より東側については、攪乱を受け埴輪列は未検出である。

当群の埴輪は掘り方が残存していた。Ｈ５２とＨ５３の２本分に限られた掘り方で、平面形が長楕円形を

基本とするが、南側は埴輪樹立箇所のみ張り出している。その規模は、長軸方向で８４㎝を測り、その直

交方向は最大で４５㎝である。最深部における検出面からの深さは１３㎝である。その出土状況から判断し

て、埴輪は掘り方内底部に直接樹立されておらず、整地後に置かれたものと考えられる。

柱 穴 埴輪列の南側で２穴検出している（第１１１図）。Ｈ２５とＨ２７の中間南側（Ｐ１）とＨ３７とＨ３８の中

間南側（Ｐ２）の、それぞれ埴輪列から１０㎝離れた

位置にあたる。２穴とも、埴輪列から１０㎝と、同じ

位置関係において検出されている。Ｐ１とＰ２の間

の距離は、３．７０ｍである。

Ｐ１は、Ｈ２６の埴輪を取り上げた際に明らかと

なったもので（第１２３図・第１２４図）、柱穴内に埴輪が

落ち込んだ状態で検出されている（第１２０図 写真図

版２４：③）。さらに、その南東側にも埴輪片が集中し

て出土している（ｈ６：第２４５図）。Ｐ１から出土した

埴輪については、その出土状況から判断して、Ｈ２７

が倒れ込んだものと考えられる。

また、Ｐ１付近を中心とした埴輪列掘り方が、Ｐ１

を南限として広くなっている（第１２４図）。当初から

Ｐ１が存在した可能性が高いものと考えられる。

検出面におけるＰ１の平面形は、楕円形傾向にあ

第２節 前方部

前

方

部

第１２４図 P１平面・断面図第１２３図 P１

― ―８５
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前

方

部

第１２５図 北側１段目テラス

― ―８６



るが、底部はほぼ円形をなす（第１２３図・第１２４図）。

検出面における規模は、３０㎝×２７㎝を測り、北側

検出面からの深さは４２㎝ である（第１２４図）。な

お、柱穴内には柱材等は遺存していなかった。

Ｐ２は、Ｐ１の東側に位置する（第１１１図）。Ｐ１

同様、検出面における規模は楕円形傾向にある

が、底部付近はほぼ円形をなしている（第１２６図）。

検出面における規模は、３０㎝×２５㎝を測り、検出

面からの深さは１１㎝ である。Ｐ１のような埴輪の

出土は認められなかった。

（２）前方部北側

概 要 南側とは対照的に、残存状況は良好ではない（写真図版５０）。先述したように（第４章第１節）、

前方部北側の大半は後世の攪乱・削平を受けている。このため、２段目斜面自体が全く残存していな

かった。結果として、２段目斜面の葺石も全く残存していない。わずかに、テラスの痕跡としては、埴

輪列の一部が残存していた（第１２５図）。検出できたのは、前方部西側の第２次調査の範囲に限られる。

埴輪列に関しては、後述するように掘り方が残存せず、南側の埴輪列よりかなり散乱した状態で検出さ

れたため、現位置をどの程度まで留めているかについては疑問である。しかし、全体的に直線状をなす

ことから、ほぼ現位置に近いものと考えられる。

このように埴輪列が検出されたことから、わずかにテラスの平面的位置をとらえることが可能となっ

た。ただし、埴輪列のすぐ北側は、後世の削平を受け、１段目斜面は残存していない。また、南側に関

しても平坦であるが、その幅が約３．５ｍと、前方部南側で確認したテラスの幅より明らかに広くなってい

る。このため、南側の大半は後世の削平により平坦となったものと考えられる。よって、前方部北側１

段目テラスの規模を明らかにすることは困難である。

平坦部の標高は、西端部で７８．７０ｍ、東端部で７８．６０ｍと、わずかに東側へ傾斜している。

テラスの造成 １段目テラスの造成方法についても、トレンチによる断面調査を実施したが、良好な成

果を得ることはできなかった。基本的に、検出面以下において、盛土層を確認することはできず、全て

細砂〜シルト質極細砂を基調とした基盤層が観察されたにとどまる。

埴輪列 後円部側の第２次調査の範囲に限り検出され、第１次調査と第３次調査では全く検出されてい

第２節 前方部

前

方

部

第１２６図 Ｐ２

第１２７図 北側１段目テラス 横断面

― ―８７
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前

方

部

第１２８図 北側１段目テラス 埴輪列（Ｉ群～Ｋ群）

― ―８８



第２節 前方部

前

方

部

第１２９図 北側１段目テラス 埴輪列（Ｌ群・Ｍ群）

― ―８９
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前

方

部

第１３０図 北側１段目テラス 埴輪列（Ｎ群・Ｏ群）

― ―９０



ない。この結果、検出された長さは、約１４

ｍに限られる（第１２５図）。その検出された

埴輪列に関しても、検出状況は決して良好

ではなく、わずかに数個体が現位置を留め

ている程度である。また、南側で検出され

たような、掘り方は全く残存していなかっ

た。掘り方底部がかろうじて残存している

状態である。

検出した埴輪列は、その検出状況から、

西側からＩ群～Ｏ群の７群に分けられる（第

１２５図）。以下、群単位でみていくことにす

る。

Ｉ 群（第１２８図 写真図版５１：①②④） 北側埴輪列の最も西側に位置する。後円部に最も近い一群で

ある。当群は、Ｈ５４～Ｈ５９の６本分からなり、Ｈ５６を除いてはほぼ原位置が保たれた状態で検出されてい

る。Ｈ５６に関しては、埴輪は出土していないが、１本分の空間であることから、当地に埴輪が存在した

ことを前提として、番号を付けている。

Ｊ 群（第１２８図）Ｉ群の東側の一群である。Ｉ群とは２本分の空間が認められる。当群は３本分と考え

られるが、原位置が保たれているのは東側の一部（Ｈ６０）に限られる。他については、埴輪片が散乱し

た状態で出土している。

Ｋ 群（第１２８図） Ｊ群の東側の一群である。Ｊ群とは２本分の空間が認められる。埴輪片が数片散乱し

た状態で、原位置が保たれているものは認められない。

Ｌ 群（第１２９図 写真図版５１：③） Ｋ群の東側の一群である。Ｋ群とは明確な空間は認められず、そ

の境界は不明瞭である。全体的に埴輪片が散乱した状態で検出されている。このなかで、Ｈ６１～Ｈ６３の

３本分については、ほぼ原位置が保たれているものと考えている。Ｈ６２とＨ６３との間についても、埴輪

１本が樹立されていたものと考えられる。

Ｍ 群（第１２９図） Ｌ群の東側の一群である。Ｌ群とは明確な空間が認められる。埴輪片が数片散乱した

状態で、原位置が保たれているものは、Ｈ６４を除いては認められない。Ｈ６４についても、小片がわずか

で、原位置がかろうじて保たれた状態である。

Ｎ 群（第１３０図 写真図版５２：⑥⑦） Ｍ群の東側の一群である。全体的に埴輪片が帯状に散乱した状

態で出土している。このため、原位置が保たれて出土した埴輪は認められない。

Ｏ 群（第１３０図 写真図版５２：⑤） Ｎ群の東側の一群である。北側１段目テラスの東端にあたる。Ｎ

群とは３本ないしは４本分の間隔があり、この間は抉られた状態となっている。この間については、北

側へ崩落したものと考えられる。出土状況から判断して、当群の東側３本分（Ｈ６５～Ｈ６７）は、ほぼ原

位置が保たれているものと考えられる。

第２節 前方部

前

方

部

第１３１図 埴輪列の検出作業

― ―９１



４．２段目斜面
（１）概 要

前方部南側に限り葺石を伴って検出されている（写真

図版３１～３８）。第１次調査から第３次調査にかけて連続

して検出されている（第１３２図）。基本的には、１段目テ

ラス埴輪列が残存する範囲とほぼ一致する。西側では後

円部まで残存するようであるが、東側については、第１

次調査区中央部以東が削平を受け、残存していなかっ

た。検出した長さは、２６．４５ｍである。

基底石底部の標高は、西端部（Ａ区西端）で７９．５０ｍ、

中央部（Ｂ区中央部）で７９．３０ｍ、東端部（Ｃ区東端）で

７９．４０ｍと、中央部がやや低い傾向にあるが、全体的には

東側へ傾斜する傾向にある。

ただし、斜面上部の大半は削平を受け、テラス面から

最高で８０㎝の高さまでしか残存していなかった。この状

況のなか、西側ほど残存状況が良好な傾向が認められた。

（２）葺 石

概 要 大きめの石を基底石とし、その上側にやや小ぶ

りな礫が葺かれていた。ただし、１段目斜面葺石とは若

干積み方を異にしている。この結果、斜面の傾斜が一定

していない。基底石の上に積まれた２石ないし３石ほど

が、基底石の後側に積まれ、２・３石目までがかなり緩

やかな傾斜となっていた。その後、斜方に積み上げられ

ている。よって、断面のラインでみると、①基底石分が

垂直に立ちあがり、②その後やや水平傾向もしくは墳丘

側へわずかに落ち込み、③その後斜上方に立ち上がって

いる（第１３５図）。

この結果、２段目斜面の傾斜角は、Ａ－Ａ′ラインで、

③部分が３０°、平均（①－③間）でも３０°となる（第１３５

図）。Ｂ－Ｂ′ラインでは、③が３０°、平均（①－③間）で

は３５°となる（第１３５図）。

なお、基底石はテラスの造成と平行して直接置かれて

おり（第１１４図）、設置のための掘り込み等は認められな

かった。石材は、基底石・葺石とも全体的に角礫が多く、

河原石の使用はわずかである。

以下、２段目葺石を３区（西から、Ａ区・Ｂ区・Ｃ区）

に分けて報告する（第１３２図）。

第４章 池田古墳の調査成果

前

方

部

第１３２図 南側２段目斜面
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前

方

部

第１３３図 南側２段目斜面葺石（Ａ区）

― ―９３
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前

方

部

第１３４図 南側２段目斜面葺石（Ｂ区）
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Ａ 区（第１３３図：写真図版３３・３４） ２

段目葺石のなかで最も西側の地区であ

る。中央部やや東側については、昭和４６

年度調査の際のトレンチ（旧トレンチ）

にあたり、葺石は基底石を除いて取り上

げられていた。この箇所の西側について

は、２段目斜面のなかでも最も良好な状

態で検出されている。２５㎝～４０㎝大の角

礫を基底石とし、その上側に１０㎝～２０㎝

大の河原石が主に使用されている。特に

当該地区の基底石は、石材を縦長に置い

て使用し、Ｂ区以東とは積み方を違えて

いる。また、基底石以外の石材について

も、亜角礫が多く、縦長に積み上げる傾

向が認められる。ただし、基底石の厚み

が１０㎝～１５㎝と薄く、テラス側に対して

明確な面が認められるものは、わずかで

ある。

さらに、旧トレンチ以西の中間部（第

１３３図矢印）においても、目跡と考えられる石材の積み方の変化が線的に認められる。なお、この目跡と

トレンチの間が、最も良好に葺石が積まれた状態が検出された区間である（写真図版３３：②）。当該区間

では、テラス面から６５㎝の高さまで残存していた。

旧トレンチより東側については、トレンチ側を中心に、葺石の残存状況は良好といえるものではない。

このなかで、基底石は良好に残存し、３０㎝～６０㎝大の角礫を中心に使用されている。旧トレンチ以西と

異なり、石材が横長に置かれている点が特徴的である。

Ｂ 区（第１３４図：写真図版３４～３６） ２段目葺石のなかで中央部にある地区である。Ａ区東側と比較し

て、全体的に葺石の残存状況は良好である。特に、当区中央部では８０㎝の高さまで残存していた。基底

石は３０㎝～６５㎝大の角礫で、いずれも横長に置かれていた。また、厚さも１５㎝～２０㎝を測り、テラス側

に対する明確な面が認められた。

基底石の上に積まれた石材は１０㎝～２０㎝大が基本で、多くは縦長に積まれていた。ただし、中央部で

は３０㎝大の石材も多く使用されていた。この３０㎝大の石材は横長に積まれる傾向が認められた。

一方、中央部より西側３ｍは、比較的均質（１０㎝～１５㎝大）な石材が使用されている傾向が認められ

た。前者と工区が異なる可能性が考えられる。

Ｃ 区（第１３６図：写真図版３７・３８） 最も東側の地区である。東側ほど残りの状態は悪く、東端では基

底石のみの残存である。基底石の積み方はＢ区と同様、横長に石材が置かれている。石材の規模も大き

な変化は認められない。ただし、厚さが２０㎝大のものが多く、テラス側に対して明確な面をなしている。

基底石の上側に葺かれた石材は１０㎝～１５㎝大が多く、２５㎝大の石材も混入している。

第２節 前方部

前

方

部

第１３５図 南側２段目斜面葺石横断面
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前

方

部

第１３６図 南側２段目斜面葺石（Ｃ区）
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５．３段目斜面（巻首図版１４）

（１）概 要

前方部北側で検出されている（写真図版

５３・５４）。ただし、葺石を伴う斜面が残存し

ていたのは、後円部側１１．６０ｍに限られる

（第１３８図）。この箇所においては、２段目

テラスをわずかに伴って検出されている。

３段目斜面と２段目テラスが残存していた

範囲は、第２次調査の範囲に限られ、両者

はセットで検出されている（第１４０図）。こ

れより東側については、テラス・斜面とも

に後世の削平を受けていた。

２段目テラスは、北周濠側の大半が削平

を受けていた。さらに東側ほど削平範囲が

多く、最も良好に残存する西端（後円部側）

で、幅１．８０ｍ残存する。その標高は、西端

部で８１．５０ｍ、東端部で８１．４０ｍと、わずか

に東側へ傾斜している。

（２）葺 石

概 要 葺石は、調査区西側、後円部側の

１１．６０ｍの範囲に限り残存していた。ただ

し、この範囲のほぼ中央部は、後世の攪乱

を受け、幅９０㎝の範囲は残存していなかっ

た。この箇所を境に、西側をＡ区、東側を

Ｂ区として、報告する（第１３９図）。

葺石は、基底石の上に直接積まれるので

第２節 前方部

前

方

部

第１３８図 北側３段目斜面第１３７図 北側３段目斜面葺石の実測
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前

方

部

第１３９図 北側３段目斜面葺石
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はなく、基底石の斜面側もしくはその背

後から葺かれていた（第１４３図）。テラス

面と斜面上端部を結ぶラインの傾斜角

は、Ａラインで３５°、Ｂライン・Ｃライン・

Ｄラインで３０°と、後円部側ほど傾斜が急

になる傾向が認められる（第１４３図）。ま

た、基底石上面を基準とした傾斜は、Ａ

ラインで３０°、Ｃラインで２５°、Ｄラインで

２０°と、傾向は上記と同じである。

基底石は、テラス面に直接置かれ、そ

の上側により小規模な石が葺かれてい

る。なお、基底石設置にあたり、掘り方

等は認められなかった。

Ａ 区（第１４１図 写真図版５３：③） ３

段目斜面の西半部である。最も良好に残

存する地区である。西側（後円部側）ほ

ど残存状況は良好で、テラス面から６５㎝

の高さまで残存していた（写真図版５５：

②）。基底石は、２５㎝～６０㎝大の河原石

が使用されているが、一部で山石も使用

されている。特に、後円部側の大きな２

石については、角礫が使用されている。

厚さ１０㎝～２０㎝を測り、周濠側に面をも

つよう置かれていた。

葺石については、１０㎝～１５㎝大の河

原石が使用されていた。

第２節 前方部

前

方

部

第１４０図 北側２段目テラス 横断面（Bライン）

第１４１図 北側３段目斜面葺石（Ａ区）
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なお、葺石の積み方を詳細に

観察した結果、１箇所で目跡が

認められた（第１４１図矢印）。

Ｂ 区（第１４２図 写真図版５３：

②） ３段目斜面の東半部であ

る。東側ほど残存状況は良好で

はなく、東端部では基底石が残

存するのみである。西端部では、

テラス面から６０㎝の高さまで残

存していた。基底石・葺石とも

に河原石の使用を基調としてお

り、Ａ区と同様の特徴が認めら

れる（写真図版５５：①）。

ただし、葺石に使用された石

は、１５㎝～２０㎝と、Ａ区より大

きめの石材が使用されている。

また、全体的に縦長に置かれて

いる。一方、基底石について

は、２５㎝～４０㎝と、Ａ区ほど大

きな石材は使用されていない。

また、基底石の厚みは２０㎝を超

えるものはわずかで、１０㎝大が

大半である。このため、周濠側

に面を持つが、テラス面からの

高さはＡ区より低くなっている。

また、Ａ区で認められた目跡

であるが、Ｂ区では３箇所（第

１４２図矢印）で認められた。その

間隔は、西側が１．４０ｍ、東側が

１．８０ｍである。

この目跡単位で、葺石の葺か

れ方が異なる特徴が認められ

る。特に、西端部（Ｂライン）

では基底石の背後に水平方向に石が葺かれ、その後斜上方に葺かれる傾向が認められる（第１４３図）。一

部落ち込んでいる箇所も認められる。またＤラインでは、基底石の背後にさらに基底石と同様の石が据

えられ、その背後から斜方向に葺かれている傾向が認められた（第１４３図）。

第４章 池田古墳の調査成果

前

方

部

第１４２図 北側３段目斜面葺石（Ｂ区）
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（３）墳丘の構築

Ａ区とＢ区の境をなす攪乱部の断面において、断面観察を行った（第１４４図）。この結果、数度にわた

る盛土により墳丘が構築され、テラスの造成・葺石の葺き上げが行われた状況が明らかとなった。

まず、８層は墳丘の基盤となる層である。８層の上側ほど土壌化していることから、旧表土層と考え

られるとともに、顕著な削平を受けていないものと考えられる。その後、盛土（７層）によりテラスが

造成されている。その後、墳丘３段目が数度の盛土（２層～６層）により造成されている。特に、２層

～４層については、比較的締まりがあり、明らかに異なる土がほぼ同じ厚さで盛り上げられており、版

築に近い造成方法が想定される。最後に、３段目葺石が控えとなる土を盛り上げながら葺かれている。

第２節 前方部

第１４３図 北側３段目斜面葺石断面

第１４４図 北側３段目斜面 墳丘断面

前

方

部
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第３節 造り出し

１．概 要
造り出しは、前方部の南側（南造り

出し）と北側（北造り出し）の両側で

検出されている（第１４６図）。南造り出

しは第２次調査と第３次調査で、北造

り出しは第２次調査で、それぞれ検出

されたものである。南造り出しについ

ても、大半は第２次調査で検出されて

いる。また、南造り出し西側の一部は

朝来市教育委員会の調査によって検出

されている。両者を合わせると、南造

り出しについては、ほぼ全体が調査で

明らかとなっている。

このように南側の造り出しは、調査によりその大半が検出されているが、北造り出しについては、後

円部側を中心にわずかに未検出な箇所も存在する。全体的に、造り出しの残存状況は良好で、その上面

まで残存していた（第１４５図）。また、斜面には葺石が葺かれた状態で検出されている。

２基の造り出しとも、その一隅がくびれ部にあたり、対称的な位置に設置されている。その一方、そ

の平面形・樹立埴輪の種類および量・前方部への取り付き方等、細部については異なる点も多く認めら

れる。これについては、第８章第２節において検討する。

第４章 池田古墳の調査成果

造
り
出
し

第１４５図 南造り出しの調査

第１４６図 造り出し
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２．南造り出し（巻首図版１６・１７）

（１）概 要

第２次と第３次の調査で、西側の一部を除き、ほぼ全体が検出されている（第１４８図 写真図版５６～９１）。

北西隅が墳丘くびれ部と近接している。前方部とは溝により区画され（区画溝）、この区画溝を含めた斜

面全面に、葺石が葺かれている。造り出し上面は、ほぼ築造当初の面が残存していた。また、北側と西

側の上面縁辺部には埴輪列が検出されている。

（２）形状・規模

平面形は、基底部・上面ともに長方形を基本形とする。ただし、検出された各コーナーは、丸味を帯

びている。東西方向については、前方部のラインに平行する。ただし、東側裾部のラインについては、

やや弧状をなしている。南北方向については、裾部間で１３．３０ｍ、上面で１１．１５ｍを測る。東西方向につ

いては、北側裾部で１８．２０ｍ、その上面で１６．４５ｍを測る。両者を基準とした上面における面積は、１８３．４１

㎡である。

横断面・縦断面ともに台形をなし、南周濠と上面との比高は６０㎝である（第１４８図・第１４９図）。また、

北側区画溝底部との比高も６０㎝である（第１７１図）。

（３）造り出しの構築

調査終了後、造り出し中央部に幅１ｍのトレンチを設定し、断ち割り調査を実施した（第５１図）。この

結果、造り出し上面下２０㎝は整地層となっていた（第１４７図）。以下は、基盤層となっていた。細砂とシ

ルトのラミナが認められ、洪水起源の堆積層と考えられる。この結果、造り出しは自然地形を削り出す

ことにより造られていることが明らかとなった。

なお、トレンチの中央部で深さ４０㎝の落ち込みを確認した。落ち込み内には２０㎝以下の角礫が集積し

ていた。遺物が出土していないため、造り出しに直接かかわるものかについては明らかにできなかっ

た。

第３節 造り出し

造
り
出
し

第１４７図 南造り出し断割り断面
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造
り
出
し

第１４８図 南造り出し平面図・断面図
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（４）造り出し上面

概 要 造り出し上面は、ほぼ平坦であるが、中央部ほどわずかに高い傾向にある

（第１４９図）。造り出し中央部における標高は７８．６０ｍである。ただし、南東部につい

てはわずかに後世の削平を受け、約１０㎝低くなっている。上面においては、散乱し

た埴輪片と礫が検出されている（第１４８図）。礫は、５㎝～

１０㎝大の小礫が大半である。小礫は、敷きつめられた状態

での検出状況ではなかったが、当初は敷きつめられていた

ものと考えられる。なお、埴輪片の出土状況等については

後述する（第５章第２節）。

北側埴輪列 造り出し北側縁辺部で検出されている（第１５０

図 写真図版６２～６５）。北側縁辺のラインにほぼ平行し、埴

輪中心部と北側肩部との距離は１ｍである。ただし、北側

縁辺部全体に及んでは検出されず、西側に偏った位置で検

出されている（第１４８図）。東側約１/３にあたる５．５０ｍにお

いては、埴輪列は検出されていない。西端部は、西側埴輪

列のＨ９０の北側まで達している。全体で２２本（Ｈ６８～Ｈ８９）検

出し、その長さは9．５ｍとなる。ただし、中央部は昭和４６年

度調査（第１７図）のため、検出できたのは一部に限られる。

この調査時のトレンチを境に、東側をＰ群、西側をＱ群と呼

称する（第１５０図）。

また、埴輪列を検出した範囲全域で、掘り方も残存して

いた。掘り方は、前方部１段目テラス埴輪列同様、溝状に

掘られたもので、この底部に埴輪が並べられていた。

Ｐ 群（第１５１図 写真図版６４） Ｈ６８～Ｈ７８の１１本の埴輪

からなる。いずれも底部のみの残存である。基本的に底部

が完存した状態で出土しているが、Ｈ７７については、一部

のみ残存する。埴輪相互の間隔は１８㎝～２２㎝と、ほぼ一定

である（第６表）。また、芯々間の距離に関しても４５㎝に集

中するが、Ｈ７７－Ｈ７８間のみ３５㎝と狭い箇所も認められ、

平均すると約４３㎝となる。

Ｑ 群（第１５１図 写真図版６４・６５） Ｐ群の西側にあたる。

Ｈ７９～Ｈ８９の１１本の埴輪からなる。Ｐ群同様、底部のみ残存

する。基本的に底部が完存した状態での出土であるが、Ｈ

７９とＨ８０については、以前の調査で大半が取り上げられ、

一部のみが残存する。埴輪相互の間隔は、Ｐ群同様１８㎝ ～

２０㎝に集中するが、Ｈ８５－Ｈ８６間の１４㎝のようにやや狭い

箇所も認められる（第７表）。また、芯々間の距離に関して

も、全体的にＰ群より狭いものが目立つが、平均的には４３

㎝と同じである。

第３節 造り出し

造
り
出
し

第１５０図 北側埴輪列

第１４９図
南造り出し断面
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造
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第１５１図 南造り出し北側埴輪列（Ｐ群・Ｑ群）
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造
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第１５２図 南造り出し西側埴輪列（Ｒ群・Ｓ群）
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西側埴輪列 全体で１０本（Ｈ９０～Ｈ９９）からなり、５．４０

ｍにわたり検出されている（第１５２図）。北側埴輪列とは

ほぼ直角をなしているが、厳密には８７°を測る。

埴輪列の北端に関しては、北側埴輪列との交点を起点

としている。西側縁辺にほぼ平行すると考えられ、埴輪

中心部と西側肩部との距離は１ｍを測る。南側に関して

は、調査区外まで延びている。このため、西側埴輪列は

全体が検出されていない。基本的に、掘り方が溝状に掘

削され、この溝内に埴輪が一定の間隔をもって並べられ

ている（写真図版６７）。掘り方の幅は４０㎝を測り、検出面

からの深さは１０㎝～２０㎝である。

また、Ｈ９１とＨ９２との間約１．２ｍは、朝来市教育委員会

が実施した調査区（平成１８年度調査：第１７図）と平面的

に重複し、埴輪列は途切れている。当該箇所については、

すでに朝来市教育委員会の調査により、埴輪が確認され

ている。以上から、上記の朝来市教育委員会の調査区を

境に、北側をＲ群、南側をＳ群として報告する。

Ｒ 群 Ｈ９０とＨ９１の２本からなる（第１５２図 写真図版

６５・６６・６８）。２本とも底部のみ残存し、埴輪下面が掘り

方底部とほぼ接した状態で出土している。掘り方底部の

深さは、造り出し上面（掘り方検出面）から約１０㎝であ

る。また、両埴輪間の間隔が１０㎝、芯々間の距離が３８㎝

と、後述するＳ群より狭い傾向にある（第８表）。

Ｓ 群 Ｈ９２～Ｈ９９の８本からなる（第１５２図 写真図版

６６～６８）。Ｒ群同様、底部のみ残存する。Ｈ９２を除いては、

底部がほぼ当初の状態で出土している。Ｈ９２に関しては、

底部の１/３がわずかに残存する程度である。Ｓ群に関して

も、溝状に掘り方が掘られ、その底部に埴輪が並べられ

ている。埴輪相互の間隔が約１５㎝と、北側埴輪列よりわ

ずかに狭い傾向にある（第８表）。一方、特にＨ９５－Ｈ９６間のみ２１㎝と、他より広くなっている。また、

芯々間の距離に関しても、平均値が約４１．７㎝とわずかに狭い傾向にある（第８表）。

（５）東側斜面

検出状況 第２次調査と第３次調査で全体が検出されている（第１５４図 写真図版６０・７３～７６）。斜面全

面に葺石が葺かれた状態で検出されている。ただし、東側斜面中央部より南側（Ｂ区：第１５６図）は、葺

石自体がやや崩れた状態で検出されている。これは、後述する南側斜面が全体的に崩落傾向にあること

と一体のものであると考えられる。このため、基底石が良好な状態で検出されていないことに加え、そ

の裾部のラインが乱れている。また、斜面の傾斜が崩れ、その傾斜角はＤ－Ｄ′ラインで２０°と、後述す
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間隔（芯々間）
（㎝）

間隔（埴輪間）
（㎝）

Ｈ８０
４０－

Ｈ８１
４２２０

Ｈ８２
４０１８

Ｈ８３
３８１６

Ｈ８４
４５１８

Ｈ８５
３８１４

Ｈ８６
４５２０

Ｈ８７
４８２２

Ｈ８８
５０２３

Ｈ８９
４２．９１８．９平均値

第７表 北側埴輪列Ｑ群埴輪間規模

間隔（芯々間）
（㎝）

間隔（埴輪間）
（㎝）

Ｈ６８
４８２２

Ｈ６９
４５１８

Ｈ７０
４０１８

Ｈ７１
４５２０

Ｈ７２
４５１８

Ｈ７３
４５１８

Ｈ７４
４５２０

Ｈ７５
４０１８

Ｈ７６
４０１８

Ｈ７７
３５－

Ｈ７８
４２．８１８．９平均値

第６表 北側埴輪列Ｐ群埴輪間規模

間隔（芯々間）
（㎝）

間隔（埴輪間）
（㎝）

Ｈ９０
３８１０

Ｈ９１
－－

Ｈ９２
－－

Ｈ９３
４０１２

Ｈ９４
４２１７

Ｈ９５
４５２１

Ｈ９６
４５１７

Ｈ９７
４０１２

Ｈ９８
４２１５

Ｈ９９
４１．７１４．９平均値

第８表 西側埴輪列埴輪間規模
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第１５３図 南造り出し東側斜面葺石断面 第１５４図 南造り出し東側斜面葺石
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第１５５図 南造り出し東側斜面葺石（Ａ区）

― ―１１０



るＡ区と比較して、明らかに緩やかとなっている（第１５３図）。また、周濠底と造り出し上面との比高は

５５㎝と、低い傾向にある。

一方、中央部より北側（Ａ区：第１５５図）に関しては、比較的良好な状態で検出され、葺かれた当初の

状態が保たれているものと考えられる。このため、葺石裾部には基底石が残存し、その裾部のラインは

ほぼ直線的である。

Ａ区斜面の傾斜は、Ａ－Ａ′・Ｂ－Ｂ′で３０°、Ｃ－Ｃ′ラインで４０°を測る。周濠底と造り出し上面との高

低差は、Ａラインで８０㎝、Ｃラインで１ｍを測る（第１５３図）。

なお、残存状態が良好と考えられるＡ区の葺石であるが、斜面の所々で石の存在しない箇所が認めら

れた（写真図版７６：④）。葺かれた後に崩れたのか、意識的に葺かれなかったのかについては、調査では

明らかにできなかった。ただし、この葺石の認められなかった箇所に、柱穴等は認められなかった。

基底石 ２０㎝～４０㎝大の石が用いられている。特に、前方部に近い一群は４０㎝大の石が横長に据えられ

ている（写真図版７４～７６）。これに対して南側ほど小型になる傾向が認められ、Ｂ区は２０㎝大の方形に近

い石が据えられている（写真図版７３：②）。

基底石下面のレベルは、大半が７７．２０ｍとほぼ水平である。ただし、前方部付近、北東隅付近は７７．６０

第３節 造り出し
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第１５６図 南造り出し東側斜面葺石（Ｂ区）
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ｍと、高くなっている。また、Ｂ区

南側、東南隅付近も７７．４０ｍと高くな

る傾向が認められる。なお、基底石

は周濠底に直接設置されており、設

置のための掘り方等は認められな

かった。

葺 石 一方、葺かれていた石材は、

Ａ区では１０㎝～１５㎝大の河原石と山

石からなる。ただし、石材の大きさ

は均一ではなく、所々に２０㎝～３０㎝

大の石材が認められた。一方、Ｂ区

においては１０㎝大の石材は少なく、

２０㎝～３０㎝大の石材が目立つ傾向に

ある。

斜面自体は均一な傾斜ではなく、

葺石上面の凹凸が顕著であった。こ

れは、葺かれた石自体が同規模でな

いことに起因するもの考えられる。

また、いくつかの斜面中の石が、角

礫を用いて水平な面をもつように葺

かれていた（第１５３図：Ａライン・Ｂ

ライン 写真図版７６：③）。

なお、Ｂ区に関しては、全体的に

崩落傾向にあり、葺かれ方を詳細に

観察できる状態ではなかった。

（６）南側斜面

検出状況 ２次調査と３次調査で検

出されているが、西側については調

査区外までのび、全体は検出されて

いない（第１５７図 写真図版６９～７２）。

検出した長さは、上面で１３．４０ｍ、基

底部付近で１２．５０ｍである。

葺 石 東側斜面同様、斜面全面に

葺石が葺かれた状態で検出されてい

る。しかし、先述したように、斜面

に葺かれた葺石は、全体的に下方（南

側）にずり落ちた状態で検出されて
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第１５７図 南造り出し南側斜面葺石
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第１５８図 南造り出し南側斜面葺石（Ａ区）
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いる。このため、基底石のラインは直線的ではなく、波打った状態となっている（写真図版６９・７０）。造

り出し南側肩部が葺石上端部のラインと平行して溝状に落ち込んでいる（第１６０図）点も、この状況と一

連のものと考えられる。このため、厳密には、南側斜面で検出された葺石は、原位置は保たれていない。

ただし、ずり落ちた規模はわずかであるため、ほぼ当初の状況に近い状態で検出されているものと考え

られる。なお、この葺石のずれは、先述した東側斜面の一部にかけて連続している。

以上の状況を考えると、最下段には４０㎝～５０㎝大の基底石が置かれていたものと判断される。ただ

し、全体的な傾向として東側（Ｂ区）はやや小さい傾向が認められる（第１５９図 写真図版７２：④）。ま

た西側（Ａ区）の基底石については、石材を横長に置く傾向が認められる（第１５８図 写真図版７１：②）。

なお、基底石は東側同様、周濠底に直接設置されており、設置のための掘り方は認められなかった。

基底石の上には５㎝大～２０㎝大の石が葺かれていた。基底石下面と造り出し上面との比高は、西端部

第４章 池田古墳の調査成果
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第１５９図 南造り出し南側斜面葺石（Ｂ区）
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（Ａライン）で５０㎝、中央部（Ｂライン）で４２㎝と、

東側ほど徐々に低くなっている（第１６０図）。また、

その傾斜角は、Ａラインで約３０°、Ｂラインで約

２５°と、東側ほど傾斜が緩くなっている。これは、

東側ほど崩落の規模が大きかったことに起因する

可能性も考えられる。

また、Ａ区においては、２箇所において、目跡

の可能性のある石の葺かれ方の変化点が認められ

た（第１５８図矢印①②）。矢印①においては、その

西側が立方体に近い石材が基底石として使用され

ているのに対して（写真図版７１：②）、東側は横長

の石材が用いられている。東側の目跡（矢印②）

においては、その西側が１０㎝大のほぼ同じ大きさ

の石が葺かれているのに対して、東側においては

２０㎝大の石材も一部で用いられている。

Ｂ区においても１箇所で認められた（第１５９図矢

印③）。Ａ区東側目跡から続くもので、これより西

側は２０㎝大の石材が部分的に用いられている（写

真図版７２：③）。一方、目跡の東側は１０㎝～１５㎝大

の石材が均質に葺かれている（写真図版７２：④）。

第３節 造り出し
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第１６０図 南造り出し南側斜面葺石断面

第１６１図 南造り出し北側斜面葺石
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第１６２図 南造り出し北側斜面葺石（Ａ区）
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第１６３図 南造り出し北側斜面葺石（Ｂ区）

― ―１１７



（７）北側斜面

検出状況 造り出し北側の斜面で、前方部１段目斜面とセットで区画溝をなす南側の斜面である（第１６１

図 写真図版７７・７８・８２～８５）。南造り出しのなかでは唯一、一辺全体が検出された斜面である。基底

部における規模は、北西隅から北東隅間で１８．６０ｍを測る。

斜面には葺石が葺かれ、その状況が保たれていたが、場所により残存状況が異なる。北東隅付近の残

存状況がやや悪く、基底石底部から３０㎝の高さまでしか残存していなかった。また、Ａ区東側でも基底

石底部から３０㎝の高さまでしか残存していない箇所が認められたが、これは昭和４６年度調査（第１７図）

で削平された所である。Ａ区中央部が最も良好に残存しており、基底石底部から８０㎝の高さまで残存し

ていた（第１６２図）。

基底石 基底石については欠くことなく、完存していた。その底部の標高は、北西隅で７８．００ｍ、中央部

で７７．８０ｍ、北東隅で７７．４０ｍとなっている。この標高は、前方部の基底石とほぼ対応するもので、後述

するように、基本的には前方部１段目斜面とセットで造られたものと考えられる。

基底石は、１０㎝大から４５㎝大の石が使われていた。角礫もしくは亜角礫が大半で、河原石の使用はわ

ずかである。しかし、場所によりその大きさ等に差が認められる。

まず、Ａ区西端部、造り出し北西隅付近では、２０㎝大～４０㎝大の角礫が使われている。これらの石材

は、周濠底に横長にして置かれていた。一方、矢印①以東（Ａ区）は、２０㎝以下の石材が使用されてい

る（第１６２図 写真図版８３：①・②）。平均的には１０㎝大の石が目立つ傾向にある。また、石材自体も縦

長にして置かれる傾向が認められる。さらに、矢印②以東（Ｂ区）においては、再び２０㎝大～４５㎝大の

石材が使用され、横長に使用されている（写真図版８４：③・④）。

葺 石 Ａ区においては、基底石の大きさとは無関係に１０㎝大の石材が使用されていた。基底石同様、

角礫もしくは亜角礫が大半で、河原石の使用はわずかである。いずれも、縦長に使用されている。一方、

矢印②以東においては、これら葺石のなかに２０㎝大の石材が目立ち、葺かれた石材に均質性は認められ

ない（写真図版８４：③）。特に矢印③以東は、２０㎝～２５㎝大の石材が主に用いられる傾向が認められる

（第１６３図）。なお、この位置は造り出し上面

埴輪列東端とほぼ一致するものである。

石 材 河原石は閃緑岩、角礫は閃緑岩・斑

れい岩・花崗閃緑岩が使用されている（第６

章第７節）。

（８）西側斜面

検出状況 基底石で１ｍ・４石分、葺石で１．１

ｍ分と、検出した範囲は限られている（第１６４

図）。

基底石 基底石は、４０㎝～５０㎝大の石が横長

に設置されている。基底石底部のレベルは

７５．３６ｍで、検出した限りでは一定している。

葺石の残存状況は良好ではなく、基底石底部

から３５㎝の高さまでしか残存していない。
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第１６４図 南造り出し西側斜面葺石
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（９）区画溝

検出状況 南造り出しは、前方部とは直接接続してい

ない。造り出し４面に斜面を有し、葺石が巡らされて

いる。本来前方部に接続する北側についても斜面を有

し、溝状をなしている。その状態から、本報告では

「区画溝」と称し、この造り出しと前方部が近接する地

区について報告する。

区画溝は、造り出し北側斜面と前方部南側１段目斜

面からなる（第１６６図 写真図版７７～８５）。先述したよ

うに、基底石のライン・レベルから、前方部斜面と造

り出し斜面とは、相互に意識して造られたことは明ら

かである。ただし、前方部側と造り出し側で、互いを

意識したような基底石の配列・使用法等は認められな

い。石材の大きさ、置き方等について、整合性は全く

認められない。造り出しと前方部を近接させることを

意識して造られたようである。

以下、区画溝の底部を中心に報告する。

Ａ 区 平均して５㎝～１５㎝、最大で３０㎝の間隔が認

められる（第１６７図）。この３０㎝の間隔が認められる地

点は、造り出し北西隅と墳丘くびれ部が近接する箇所

である。造り出し北西隅とくびれ部とは正確に対応せ

ず、わずかに後円部側にずれていることによるもので

ある。

なお、両基底石間は基盤層が露出しており、底部に

は石材は置かれていない（第１７１図 写真図版７９：②）。

第３節 造り出し
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第１６５図 区画溝の検出 第１６６図 区画溝
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Ｂ 区 両側の基底石が接している箇所が多いが、場所によっては両者が重なっている箇所も認められ

る（第１６８図 写真図版８０：③）。前方部側の基底石が造り出し側の基底石の上になる箇所と、逆の箇所

とが認められる。以上から、墳丘と造り出しはほぼ同時に造られたものと考えられる。ただし、両者の

基底石が重なっている箇所においても、その重なりはわずかである。少なくとも、Ａ区と同様、底部に

石は置かれていない。

Ｃ 区 ５㎝～１０㎝の間隔が開けられている（第１６９図 写真図版８１：①・８２：②③）。ただし、東端部

造り出し北東隅付近は、両側の基底石間の底部に面を有した石が置かれている（写真図版８２：③・④）。

この石の上側に両側の基底石が置かれている。また、この箇所は、他の地点と比べて底部の傾斜が顕著

となっている。

第４章 池田古墳の調査成果
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第１６７図 区画溝（Ａ区）
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以上のように、墳丘側・造り出し側斜面がセットで造られている。しかし、その底部のラインは直線

的ではなく、わずかに蛇行傾向にある。

区画溝の規模 横断面はＶ字形に近く、造り出し上面レベルでの幅は１．８０ｍ～２．００ｍを測る。そして、

同上面からの深さは、ＡラインからＤラインにかけては６０㎝（第１７１図）、Ｆラインでは４５㎝ を測る。ま

た、造り出し側への立ち上がりは４０°、前方部側への立ち上がりは３５°と、わずかに前方部側のほうが緩

やかな傾向が認められる。ただしＦラインにおいては、両側とも傾斜が緩やかな傾向が認められる。

第３節 造り出し
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第１６８図 区画溝（B区）
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区画溝の埋没 区画溝内は、２層の堆積からなる（第１７２図 写真図版８５：②）。下層は、流水に起因し

た堆積で、細砂を中心に一気に埋没したようである。このため、下層および底部からは埴輪は１点も出

土していない。また、この層は周濠内では認めら

れなかった。このため、当層は古墳築造後あまり

時間を経ない時期の堆積と考えられる。

一方、上層については下層堆積後凹地状をなし

ていた箇所に徐々に堆積し、その後土壌化した層

と考えられる。この層中及び上面からは、埴輪が

まとまって出土している（写真図版８６～９１）。出土

状況については、後述する（第５章第２節）。

第４章 池田古墳の調査成果
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第１６９図 区画溝（C区）

第１７０図 区画溝内上層部断面
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第４章 池田古墳の調査成果
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３．北造り出し（巻首図版１８・１９）

（１）概 要

第２次調査で、西北部を除いては、全体の３/４以上が検出されている（第１７４図 写真図版９２）。ただ

し、斜面全体が検出できたのは、東側（東側斜面）に限られる。前方部とは帯状をなす石敷きにより区

画され（石敷き遺構）、斜面には葺石が葺かれている。造り出し上面は、ほぼ築造当初の面が残存してい

た。

（２）形状・規模

平面形は、基底部・上面ともに方形に近い形態をなすものと考えられる（第１７４図）。ただし、唯一検

出された北東隅は、角張らず隅丸状をなしている（写真図版９４：③）。北側斜面から復元される造り出し

北側ラインは、前方部のラインとほぼ平行する。南北方向については、北側裾部と石敷き遺構北辺部間

で１４．５０ｍ、北側肩部と石敷き遺構北縁間で１２．８０ｍを測る。東西方向については、石敷き遺構北縁ライ

ンにおいて、東側裾部から１３．８０ｍ検出している。上面では、最大（石敷き遺構北側）１２．００ｍ検出して

いる。

横断面・縦断面ともに台形をなし、北周濠との比高は、北側で４０㎝、東側で５５㎝を測る（第１７９図・第

１８０図・第１８２図）。

（３）造り出しの構築

調査終了後、造り出し中央部に、幅１ｍのトレンチを南北方向に設定し、造り出し基盤の土層観察を

行った（第１７３図）。この結果、造り出し上面の下１０㎝は、攪乱が顕著な土壌層を観察することができた。

造り出し上面を整形した際の整地層と考えられる。以下の層については、自然堆積による堆積層となっ

ていた。特に、５層においては、シルトと中砂のラミナが顕著に認められた。池田古墳が立地する谷の

埋没過程における一堆積と考えられる。

以上から、北造り出しの構築は、部分的な整地を伴うが、基盤層の削平によるものと考えられる。

第３節 造り出し
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第１７３図 北造り出し断割り断面
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（４）造り出し上面

概 要 造り出し上面は、ほぼ平坦であるが、西側ほどわずかに高い傾向にある。造り出し中央部にお

ける標高は７７．５６ｍ、西端部中央で７７．８０ｍである。上面からは、散乱した埴輪片と礫が検出されてい

る。礫は、５㎝～１０㎝の小礫が大半である。小礫は、敷きつめられた状況での出土ではなかった（第１７４

図）が、当初は敷きつめられていたものと考えられる。なお、埴輪片の出土状況等については後述する

（第５章第２節）。

埴輪列 南造り出しとは異なり、埴輪列またはその掘り方については、検出されなかった。

第４章 池田古墳の調査成果
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第１７４図 北造り出し

― ―１２６



（５）東側斜面

概 要 北造り出しのなかで、全体が検出された唯一

の斜面である。斜面全面に葺石が葺かれた状態で検出

されている（第１７６図 写真図版９９～１０２）。ただし、中

央部よりわずかに南よりの箇所において後世の攪乱を

受け、幅約１．５０ｍにわたり葺石は残存していなかった。

この箇所を除いては、基底石・葺石ともに当初の状況

が保たれた状況で検出されている。このため、基底石

のラインもほぼ直線的である。他の斜面同様、基底石

は掘り方を伴うことなく、周濠上に置かれている。

基底石下面と造り出し上面を基準とした斜面の傾斜

は、Ａラインで３３°、Ｂラインで３０°、Ｃラインで３１°、

Ｄラインで２９°、Ｅラインで２８°を測る（第１７９図・第１８０

図）。徐々に北側ほど傾斜がゆるくなる傾向が認められ

る。さらに、葺石上面の傾斜を測ると、Ａ～Ｃライン

では３０°であるのに対して、Ｄ・Eラインでは２０°と、そ

の差は顕著である。

基底石のレベルは、Ａ区南端で７６．５０ｍ、Ｂ区北端で

７６．９０ｍと、北側ほど高くなる傾向が認められる。周濠

底と造り出し上面との高低差は、Ａライン・Ｂライン

で６０㎝、Ｃラインで７５㎝、Ｄラインで５５㎝、Ｅラインで

４０㎝と、北側ほど低くなる傾向が認められる（第１７９

図・第１８０図）。

葺 石 後世の攪乱を受けた箇所より南側をＡ区、北

側をＢ区とすると、Ａ区とＢ区とでは、石の積み方が大

きく異なる。

Ａ 区 Ａ区（第１７７図）では、２０㎝～４０㎝大の角礫を

第３節 造り出し
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第１７５図 北造り出し東側斜面の検出 第１７６図 北造り出し東側斜面葺石
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基底石とし、基本的に縦位に置かれている。その後、斜面に葺かれた石も角礫で、５㎝～１０㎝大と小さ

い傾向が認められる。そして、これらの石は基底石の上に直接積まれるのではなく、基底石の背後から

積まれている（第１７５図・第１７９図）。この特徴が顕著なのがＢラインで、最下段の石が基底石の機能を果

たしていない（第１７９図）。したがって、葺石上面のレベルは、基底石の背後で大きく落ち込んでいる。

また、Ａ区の南端部では、目跡と考えられる石の葺き方・大きさに大きな変化点が認められる（第１７７

図矢印① 写真図版１０２：④）。さらに、Ａ区中央部付近では、斜面の一部に葺石が全く認められない箇

所が２箇所認められた。当初から石が葺かれていなかったのかどうかについては、調査では明確にでき

なかった。ただし、周囲の斜面と比較して土色の変化等は認められなかった。

Ｂ 区 Ｂ区では、他の葺石同様、基底石の上に石が直接置かれるようになる（第１８０図）。特に、目跡

（第１７８図矢印② 写真図版１０１：②）を境にして、積み方に大きな変化が認められる。目跡より北側にお

第４章 池田古墳の調査成果
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第１７７図 北造り出し東側斜面葺石（Ａ区）
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第３節 造り出し
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第１７８図 北造り出し東側斜面葺石（Ｂ区）
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第４章 池田古墳の調査成果

造
り
出
し

第１７９図 北造り出し東側斜面葺石断面（１）
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いては、３０㎝大の角礫が多く、基底石として使用されている。目跡付近には９０㎝大の石も用いられてい

る。さらに、Ｂ区中央部付近の目跡（第１７８図矢印③ 写真図版１０１：①）より北側においては、基底石

が周濠側に対して明確な面をもつ傾向が顕著である（第１８０図 Ｅライン）。

なお、造り出し北東隅においても石の積み方が大きく変化している（第１７８図矢印④）。詳細について

は北側斜面の項で報告する。

斜面に葺かれた石材は、Ａ区同様角礫が大半である。ただし、その大きさが１５㎝大と、Ａ区よりやや

大きな傾向が認められる。特に、目跡②と目跡③の間は、より大きな石材が用いられている。Ｂ区全体

に隙間なく葺かれており、石相互がかみ合っている。

（６）北側斜面

概 要 西側は調査区外までのび、全体は検出されていない。検出した長さは、基底石ラインで８ｍで

ある。東側斜面同様、斜面全面に葺石が葺かれた状態で検出されている（第１８１図 写真図版９５～９８）。

全体的に残存状況は良好で、基底石のラインもほぼ直線的である。他の葺石同様、基底石は掘り方を伴

うことなく、周濠上に置かれている。

基底石下面と造り出し上面を基準とした斜面の傾斜は、Ｆラインで２０°、Ｇラインで２１°、Ｈラインで２９°

と、西側ほど傾斜が急になっている（第１８２図）。葺石上面の傾斜を測ると、Ｆラインで１４°、Ｇラインで

第３節 造り出し
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第１８０図 北造り出し東側斜面葺石断面（２）
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第４章 池田古墳の調査成果
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第１８１図 北造り出し北側斜面葺石
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２５°、Ｈラインで３０°と、西側ほど傾斜が急

である。特に、北東隅（Ｆライン）の傾斜

は、際だって緩やかとなっている。

基底石のレベルは、東側斜面と比較して

変化が激しく、北東隅（Ｆライン）で７６．８０

ｍ、Ｇラインで７６．９５ｍ、Ｈラインで７６．９５

ｍ、西端部で７７．００ｍと、そのレベルは波状

をなしている。周濠底と造り出し上面との

高低差は、Ｆラインで３０㎝、Ｇラインで３５

㎝、Ｈラインで５５㎝と、西側ほど大きく

なっている（第１８２図）。ただし、平面的に

は、基底石のラインはほぼ直線状をなして

いる。

基底石 基底石は、北東隅で東側斜面に対

して大きく変化する（写真図版９８：④）。ま

ず、４０㎝～５０㎝大の角礫が使用されてい

る。特に北東隅において、この傾向が顕著

である。北東コーナーを弧状にするための

手段とも考えられる。また、東側斜面北側

では基底石の面が意識されていたが、北側

ではその傾向は認められない。また、Ｈラ

インあたりから西側の基底石は、小型と

なっている。

葺 石 斜面に葺かれた石についても２０㎝

～４０㎝ 大の大きな石が葺かれている。特

に、北東隅付近（Ｆライン以西）は特徴的

で、基底石と同規模の石材が造り出し上面

まで使用されている（写真図版９８：④）。周

濠底部から造り出し上面まで使用された石材は、わずか４石に限られる（第１８２図 Ｆライン）。石を斜

面に貼り付ける傾向が強く感じられる。

ただし、目跡は明確にできなかったが、Ｈラインの東側１．８０ｍのあたりから西側については、斜面に

葺かれる石が１０㎝～１５㎝大と小規模になる。さらに、Ｈラインから西側は、基底石自体が２０㎝以下と小

規模となっている（写真図版９７：①）。

この他、北側斜面全体が、東側斜面と比較して、石の葺き方が稚拙な傾向が伺える。東側では、上下・

左右の石が噛み合っているのに対して、北側では隙間が目立つ傾向にある。

石材は、角礫が中心で、閃緑岩および花崗閃緑岩からなる（第６章第７節）。

第３節 造り出し
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第１８２図 北造り出し北側斜面葺石断面
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（７）石敷き遺構

概 要 北造り出しは、南造り出しとは異なり、南辺全体が前方部に接している。ただし、墳丘との境

は、礫が帯状に敷きつめられていた（写真図版１０５～１１１）。本報告では「石敷き遺構」と呼称し、以下報

告していく。なお、石敷き遺構についても、斜面の葺石同様、保存を前提とした調査ということで、詳

細な断ち割り調査を行うことはできなかった。

石敷き遺構は、前方部のラインと平行して約１３．５０ｍ検出した（第１８３図）。西側については、調査区外

までのび、東側については造り出し北東隅で前方部１段目斜面と造り出し北側斜面に解消されている。

全体的にほぼ完存した状態で検出されているが、西側において１箇所、後世の攪乱を受け、検出できな

かった箇所がある。また、前方部の１段目テラスより北側が後世の削平を受けているため、前方部側と

の関係については明らかにできない。

石敷き遺構は、顕著な溝状をなさず、石の上面が水平になるよう礫が敷き並べられていた。ただし、

後述する東側でレベルが急激に下がる箇所については、溝状をなしている。この他、上面のレベルはわ

ずかに前方部側の方が高くなる傾向が認められる。前方部斜面への立ち上がりの可能性も考えられる

が、前方部との関係は先述したように、後世の削平のため、調査ではその詳細を明らかにすることはで

きなかった。

石敷き遺構底部（礫上面）のレベルは、西端部で７７．９０ｍ、中央部（Ｃライン）で７７．７０ｍ、東部（Ｆラ

イン）で７７．３０ｍと、全体的に東側への傾斜が認められる。ただし、その傾斜はわずかである。しかし、

東端部で７６．７０ｍと急激にそのレベルが低くなっている。

また、平面的な石の敷き並べ方から、大きく４区（西から１区～４区）に分けることができる（第１８３

図）。以下、各区の詳細について報告していく。

１ 区（第１８４図 写真図版１０７） 石敷き遺構西端部にあたる。西側は調査区外へのび、検出した長さは

３．６０ｍ、幅は最大で１ｍである。３０㎝～４０㎝大の石材と、２０㎝大の石材が使用されている。角礫が主体

であるが、大小の石材とも、そのなかに河原石が数石認められる。３０㎝～４０㎝大の石を配置し、その隙

間に１０㎝大の石を埋め込むようにして、敷かれている。ただし、東側の２区付近は３０㎝～４０㎝大の石が

大半で、隙間がやや目立つ。当初からの状態であるのかについては、調査では明らかにできなかった。

両側に石が並べられ水路状をなすようにも感じられる（第１８４図Ｂライン）。

横断面をみると、２種の大きさの石材を含め、各石材の上側が面をもつように並べられている（第１８４

図Ａライン）。さらに、その面のレベルがほぼ揃えられている。わずかに南北両側が高く、横断面が弧状

をなす傾向も認められる。中央部における礫上面の高さは、７７．９４ｍである。

２ 区（第１８４図・第１８５図 写真図版１０８：②・③） 検出した石敷き遺構の中央部西側にあたる。検出

した長さは３．００ｍ、幅は最大で１ｍである。２０㎝大の石材と１０㎝～１５㎝大の石材が使用されている。２０

㎝大の石のうち数石が河原石である以外、全て角礫が使用されている。

当区の石材の使われ方はかなり特徴的である。２区中軸から北側は１０㎝～１５㎝大の石が敷き詰められ、

中軸より南側は２０㎝大の石が置いている。１０㎝～１５㎝大の石が敷きつめられた範囲の幅は、西側で４０

㎝、中央部で６０㎝、東側で４０㎝と、２区全体で一定していない。１０㎝～１５㎝大の石は、その敷きつめ順

が復元できないほど隙間なく敷きつめられ、互いに噛み合った状態であった。このため、特定の石を抜

くことも困難な状況である。

一方、中軸より南側の石はほぼ２列に並べられ、その上面のレベルが北側より高くなっている。加え
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て、石材の上側に面をもたせる意識は認められず、凹凸が顕著である（第１８５図）。一方、北側の小礫群

とはきっちり噛み合った状態で石が敷かれている。

これに対し、南側の大型の石の置き方には、上側に面をもつような意識は認められない。また、１０㎝

～１５㎝大の石の上面が意識的に揃えられていたが、石材が大型であることにもよるが、南側は明らかに

高くなっている。前者とは１０㎝～１５㎝の比高が認められる。

横断面をみると、小石の上側は面をなすように並べられている（第１８５図）。さらに、その面のレベル

がほぼ揃えられている。わずかに南北両側が高く、弧状をなす傾向も認められる。中央部における石上

面の高さは、７７．５０ｍである。また、縦断方向の高さは、西端部で７７．８０ｍ、東端部で７７．６０ｍと、東側へ

緩やかに傾斜している。

３ 区（第１８６図 写真図版１０９・１１０） ２区の東側約４．８０ｍの区間である。一部に空白部が認められる

が、ほぼ全体が検出されている。幅は１．２０ｍ～１．５０ｍを測る。石材は、２５㎝～４０㎝大の石と、１０㎝～１５

㎝大の角礫が使用されている。２種の石材の敷かれ方が２区とは大きく異なり、南側に小石が、北半部

に大型の石が並べられている。まず、大型の石が石敷き遺構の主軸に沿うように縦長に並べられてい

る。その後、南側に小石がわずかな斜面に沿うように積み上げられている（写真図版１０９：①・②）。基

本的に葺き石と同じ積み上げられ方である。

このような並べられ方は、３区西半で顕著である。東半では、南側の小石が１５㎝～２０㎝弱と、若干大

きくなる傾向が認められる。大型の石材の並べられ方は同じである。

横断面（Ｄライン：第１８８図）をみると、大型の石が並べられたあたりは、上側に石の面が揃うように

並べられている。これに対して、小石については面を意識した並べ方は認められない。また、全体的に、

大型の石の上面のレベルが７７．６５ｍであるのに対して、南端部の石の上面のレベルは７７．８０ｍと１５㎝高く

なっている（写真図版１１０：③・④）。

一方、東半部（Ｅライン：第１８８図）になると、石敷き遺構の南側・北側とも中央部より高くなってい

る。南端が７７．８５ｍ、北端が７７．８０ｍであるのに対して、中央部は７７．６５ｍと１５㎝～２０㎝の比高が認められ

る。また、Ｄラインと比較して、南側ほど石の上面が揃えられている傾向が認められる。

さらに、４区との境（Ｆライン：第１８８図）になると、その上面のレベルは南側から北側へわずかに傾

斜する傾向が認められる。南端部で７７．６０ｍ、北端で７７．４０ｍと、２０㎝の比高が認められる。また、上面

が揃えられている意識も認められない。

４ 区（第１８６図 写真図版１１１） その底部が弧状

をなし、東側へ急激にその高さを減じていく。４

区西端での標高が７７．４０ｍであるのに対して、東

端部では７７．００ｍと、４０㎝の比高が認められる。

使用されている石材は、造り出し側と前方部側と

で大きく異なる。造り出し側では２０㎝～４０㎝大と、

比較的大型の石材が用いられている。一方、前方

部側は１５㎝～２０㎝大の石材が主体である。

また、造り出し側と前方部側の境が溝状をなす

が、この底部にも２０㎝～４０㎝大の石材が使用され

ている。墳丘側は葺石の残存状況が良好ではなく、
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石敷き遺構底部との関係を良好に検出することはできなかった。ただし、わずかに検出できた葺石から、

１０㎝大の礫が上記の底部の石の上側に積まれている。

横断面（Ｇライン：第１８８図）をみると、墳丘側の方が造り出し側より傾斜が急である傾向が認められ

る。この傾向は、当遺構の東側ほど顕著である。また、Ｇラインより東側は、底部に用いられた石材が

上側に面をもつように置かれている。
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第４節 渡土堤

１．概 要（巻首図版２０～２６）
渡土堤は、造り出し同様、前方部の南側と北側

の両側で検出されている（第１９０図）。いずれも第

１次調査で検出されたものである。南北両側と

も、前方部と外堤を直線的に結ぶように造られて

いる。加えて、渡土堤の斜面には葺石が葺かれ、

その基底石のラインは前方部１段目斜面基底石ラ

インにほぼ直交する。このため、渡土堤全体が、

平面的に前方部に対して直交している。

ただし、南側・北側ともに、東側の多くが調査

区外へ広がっており、全体を検出することはでき

ていない。このため渡土堤の幅等の規模は明らか

にされていない。全体的に、北渡土堤の方が良好

に残存している。

２．南渡土堤
（１）概 要

東側の大半が調査区外にあたり、検出できたのは全体の約１/３に限られる（第１９１図 写真図版１１４～

１２１）。ただし、西側斜面に関しては、前方部から外堤まで、ほぼ全体が検出されている。このため、縦

断方向に関しては、その規模を明らかにすることが可能である。検出された長さは、基底部レベルで２３．５０

ｍを測る。ただし、外堤の北側、外堤との接合部付近において一部途切れている。このことに関して

は、項を改めて報告する。

一方、横断方向に関しては、全容を明らかにできた箇所はない。横断面は蒲鉾形をなすものと考えら

れる（第１９３図）。検出された基底部を基準とした最大幅は、５．５０ｍである。また、基底部と上面との比

高は、最も良好に残存していたＡラインで、７０㎝を測る（第１９５図）。そして、斜面においては、墳丘・

造り出し同様、葺石が葺かれていた。これに対して、上面においては、顕著ではないが小礫が少なから

ず検出されたことから、礫が敷きつめられていた可能性が考えられる。なお、東側斜面は全く検出され

ていない。
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第１８９図 南渡土堤の調査

第１９０図 渡土堤
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（２）構築方法

渡土堤南端部で、渡土堤の主軸方向およびこれに直交する

方向にトレンチを設定し、断面観察を行った（第１９２図・第

１９３図）。この結果、基本的に盛土によって構築されているこ

とが明らかとなった（第１９３図）。基盤となる８層・９層に対

して６層を盛り、平坦化させている。渡土堤横断面を見ると、

その後渡土堤中心部に４層を盛り上げ、その周囲に１層～３

層を盛り付けている。特に、２層については小礫と粘土を、

３層については粘土をブロック状に混入させ、締め固められ

ている。また、渡土堤縦断方向については、各層がほぼ水平に盛り上げられている。

（３）上面

基本的に上面まで残存していたものと考えている。南側ほど広く検出されているのに対し、北側前方
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第１９２図 南渡土堤横断面（Ａ－Ｂ）

第１９３図 南渡土堤断割り断面
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部付近では、上面全てが調査区外となって

いる。上面は平坦面をなしていたものと考

えられるが、全体が検出されていないこと

もあり、東側ほど調査区外へ向かってわず

かに高くなる傾向が認められる。検出した

上面の最大幅は、南端付近で３．５０ｍを測

る。北渡土堤で検出した上面幅が６．５０ｍで

あることから、南北の渡土堤が同規模であ

ることを前提とすると、全体の１/２強を検

出したことになる。

また、上面における標高は、Ａラインの

最高所で７７．９０ｍを測り、周濠底部との比

高は９５㎝である。

上面においては、顕著な礫は認められな

かったが、少なからず小礫が検出されてい

る。当初は、造り出し同様、小礫が敷きつ

められていた可能性が考えられる。

（４）西側斜面

南端部を除いて、斜面全面に石が葺かれ

ていた（第１９４図 写真図版１１５・１１６）。基

底部において、前方部１段目基底石から

２０．６０ｍ検出されている。基底石について

は、数石分残存していなかったが、ほぼ完

全に近い状態で検出されている。葺石につ

いても、上端部および、北半の一部を除い

てほぼ完全な状態で検出されている。

基底石底部のレベルは、前方部付近が

７７．３０ｍを測り、前方部側から外堤側にかけ

て大きな変化は認められない。また、平面

的にもほぼ直線状をなす。葺石が残存して

いた基底部からの高さについても、北端部

から中央部にかけて７０㎝と、ほぼ同じであ

る。ただし、南端部は一石分のみの残存で

ある。

全体的に石の積み方はやや稚拙である。

この結果、斜面の傾斜についても、Ｃライ

ンで３０°、Ｄラインで３０°、Ｅラインで２０°と、
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一定していない（第１９９図）。さらに、同じライン上においても、その傾斜は一定していない。特に南端

部付近については傾斜が緩やかになり、基底石底部からの高さが１０㎝と低くなっている。なお、墳丘部・

造り出し斜面同様、基底石は掘り方を伴うことなく、周濠底に直接置かれていた。

以下、南渡土堤を３区（北から、１区・２区・３区）に分け、詳細に見ていくことにする。

１ 区（第１９６図）前方部との接合部から目跡②（矢印② 写真図版１１８：③）までである。２０㎝～４０㎝

大の角礫を基底石とし、横長に設置されている。基本的には当初の状態が保たれているが、部分的に周

濠側へ押し出された状態の石も認められた。これらの石を除いては、基底石のラインはほぼ直線的であ

る。また、基底石底部のレベルも、前方部との接合部で７７．３０ｍを測るが、そこから２ｍ南側で７７．１５ｍ

となり、以南はほぼ一定している。

斜面に葺かれた石は、目跡を境に大きく異なる。目跡①（第１９６図：矢印①）より北側は、１０㎝～１５

㎝大の角礫を中心に使用されている。一方、目跡①より南側は２０㎝大の河原石が多く使われている。た

だし、目跡①より北側にも２０㎝大の石が少なからず使われているが、それは全て河原石である。また、

目跡②（第１９６図：矢印②）においては、基底石から肩部まで２０㎝ 大の石が使われている。最も良好に

残存していた目跡①付近で、基底石底部から７０㎝の高さまで葺石が残存していた。

２ 区（第１９７図）１区の南側、矢印②から矢印④（第１９７図：矢印④）の南側までを対象とする（写真

図版１１８：④・１１９：①）。矢印②から矢印③の間は、比較的良好に検出された西側斜面葺石のなかで

は、残存状況がやや悪い区画である。基底石数石分の原位置が保たれておらず、斜面に葺かれた石が抜

けている箇所も目立つ状態である。なお、基底石底部のレベルは、７７．１０ｍと一定している。

残存する範囲でみると、矢印②以南は、以北と比べて使用された石材に顕著な変化が認められる（写

真図版１２０：④・⑤）。基底石・葺石とも大半に角礫が用いられている。まず、基底石は２０㎝大の角礫が

使われている。斜面に葺かれた石は、１０㎝以下の角礫が使われている。ただし、斜面中にも２０㎝大の石
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も使われている。

矢印③（第１９７図）以南になると、以北と様相が変化する。基底石は２０㎝～４０㎝大と大型となり、河原

石が主体となる。また、大きな石材は横長に置かれている。斜面に葺かれた石も、１０㎝～１５㎝大が主と、

大型になる。ただし、石材は、矢印③以北と同様、角礫がほとんどである。
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なお、矢印②－矢印③間及び矢印③－矢印④間の距離は、それぞれ４ｍと２ｍを測る。

３ 区（第１９８図）２区の南側、矢印④以南から南端部までを対象とする（写真図版１１９：②・③）。当区

には、目跡が２箇所（矢印⑤・矢印⑥）認められる。矢印⑤以北については、２区南部から連続するも

のである。基底石底部のレベルは、２区から引き続き７７．１０ｍと一定している。矢印⑤と矢印⑥の間に

ついては、それ以北とは大きく変化する。まず、基底石であるが、５０㎝・６０㎝・１ｍ大の石材が目立

つ。これらの石を横長に置き、基底石としている。１ｍ大の石材は角礫であるが、他の基底石は全て河

原石である。斜面に葺かれた石についても、ほとんどが３０㎝大の石からなる。なかには４０㎝大の石材も

使用されている。いずれも河原石である。なお、矢印⑤と矢印⑥の間の距離は、約３．５０ｍである。
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矢印⑥以南については、全体的に石材が小規模になる。基底石は３０㎝大が主体で、最大でも４０㎝大で

ある。いずれも河原石である。斜面に葺かれた石は、１０㎝～１５㎝大の河原石が主体である。ただし、３０

㎝大の石も少なからず用いられている。なお、矢印⑥から南端までの距離は、約３．５０ｍである。

（５）南端部

当初は、外堤まで直接接続していたと考えられるが、調査の結果、渡土堤とは直交する方向に、溝状

に落ち込んでいた。渡土堤上面における幅は５ｍを測る。この溝により、前方部側から連続して検出さ

れた葺石は、当該箇所においては検出されなかった。しかし、この途切れた箇所には、１０㎝ ～３０㎝ 大

と、なかには基底石大の礫も多く埋もれていた（第２０１図）。調査では、原位置が保たれていない石と判

断して、大半を取り上げていった。これらの礫については、この溝内のみに集中し、外堤に葺かれてい

た葺石の一部と考えることはできない。また、この礫の間からは、奈良時代から平安時代にかけての土

師器や須恵器などが出土している（第５章第１０節 図版１９８）。牛の歯も出土している（第６章第５節）。

底部の深さは渡土堤上面から７０㎝を測り、周濠とほぼ同じレベルである（第２００図）。当溝内に堆積し

ていた土層を観察すると、砂を多く含み、流れ込みにより堆積したものと判断される。また、外堤側の

断面については、攻撃面となった状況が認められる。よって、当初は周濠底より高いレベルであったも

のが、周濠側からの強い流れにより削られ、周濠と同レベルとなったものと考えられる。

このなかで、わずかに原位置に近い状態が保たれていると判断したのが、外堤北側斜面で検出した礫

の一群である。ただし、北側で検出した葺石のように、良好な状態では検出されていない。当初は、北

渡土堤で検出されたように、外堤に接続していたものと考えられる。

ところで、溝状に落ち込む斜面においても、葺石が葺かれている（写真図版１１９：③）。南側より北側

の傾斜が緩やかとなっているが、それぞれの傾斜に合わされている。このことから、当初からこの溝状

の落ち込みが存在していたのではないかと考えられる。落ち込み内で検出された礫についても、北渡土

堤で認められた状況と同様のものの可能性が考えられる。このことについては、後に第８章第３節で検

討する。

（６）前方部との接合部

前方部との接合部については、葺石を除去することができなかったため、十分な調査を行うことはで

きなかった。基底石をみると、前方部の基底石に対して直角になるよう、渡土堤側の基底石が置かれて

第４節 渡土堤

渡

土

堤

第２０１図 南渡土堤南端部溝断面

― ―１５１



いる。さらに、斜面においても葺石が連続し、その積み方等に大きな変化は認められない（写真図版

１１７：②）。また、前方部と渡土堤の斜面が接合するラインは直線的で、当初から両者の接合を意識した

積み方である。以上から、渡土堤と前方部とが一体で造られたものと考えられる。

３．北渡土堤

（１）概 要

東側の大半が調査区外にあたり、検出できたのは

全体の約１/２強に限られる（第２０５図 写真図版１２２）。

南渡土堤同様、西側斜面に関しては、前方部から外

堤までほぼ全体が検出されている。このため、縦断

方向に関しては、その規模を明らかにすることがで

きる。南渡土堤同様、基底部は前方部に対してほぼ

直交している。検出された長さは、基底部レベルで

２３．２０ｍを測る。

一方、横断方向に関しては、南渡土堤とは異なり、

東側斜面についても、北端の一部において検出され

ている。しかし、検出されたのは斜面の一部で、斜

面裾部までは検出されていない。検出された範囲で

は、横断面は蒲鉾形をなす（第２０７図）。検出された

基底部を基準とした最大幅は、９．５０ｍである。上面

における幅は、６．８０ｍである。また、基底部と上面

との比高は、最も良好に残存していたａラインで、

５８㎝を測る（第２０７図）。斜面においては、南渡土堤

同様、葺石が葺かれていた。また、上面においても、

顕著ではないが小礫が少なからず認められたことか

ら、礫が敷きつめられていたものと考えられる。

この他、外堤との接合部においては、わずかに溝

状をなし、巨礫が集石していた（第２１７図 写真図版

１３１～１３３）。この礫の上側には円筒埴輪等が倒れ、そ

の場で押し潰された状態で数本分出土している（第

２１８図）。さらに、渡土堤中位より南側においても、

溝状の落ち込み（溝状遺構）が検出されている（第

２１５図 写真図版１２９）。

（２）構築方法

前方部から北渡土堤にかけて、１本のトレンチを

設定し、渡土堤の構築および渡土堤と前方部との関
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係について明らかにすべく、土層観察を行った（第２０６図）。また、この断面については、土層転写によ

る剥ぎ取りを行い（第２０３図）、調査後の観察を可能にしている（第２０４図）。

これによると、１１層～１４層については墳丘構築前の基盤となる層と考えられる。特に１４層は顕著に土

壌化した層であることから、墳丘構築前の表土層と考えられる。

まず、１０層が積み上げられ、前方部が形成されている。その後、渡土堤側から３層～９層が順次積み

上げられている。各層とも明らかに人為的に積み上げられた層である。特に、８層中には、シルトのブ

ロックが顕著に認められた。調査では、渡土堤上面から１．５０ｍ掘り下げたが、この深度までは盛土から

なることが明らかとなっている。最後に、前方部側に１層と２層が積み上げられ、前方部が形成されて

いる。このように、墳丘側盛土→渡土堤側盛土→墳丘側盛土と、渡土堤と前方部は当初から一体のもの

として造られていることが理解できる。

なお、南側同様葺石を除去することができなかったため、葺石に関して十分な調査を行うことはでき

なかった。基底石は、渡土堤側の基底石が前方部側の基底石のラインより墳丘側に入り込んでいるよう
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にも見える。これは、先述したように（第４章第２節）、墳丘側の葺石がわずかに周濠側にずれているこ

とに起因するものと考えられる。また、斜面の葺石についても、墳丘から渡土堤にかけて連続している。

以上、渡土堤が盛土からなり、渡土堤と前方部とが一体で造られていることが明らかとなった。

（３）上 面

ほぼ上面まで残存していた。特に北端部においては、上面の全幅が検出されている（第２０７図）。上面

は平坦面をなしていたものと考えられるが、面的に水平ではなく、わずかに東側への傾斜が認められる。

また、南渡土堤同様、上面において少なからず小礫が検出されていることから、上面に小礫が敷きつめ

られていたものと考えられる。平面的に最も良好に検出されたａラインにおいて、上面の幅は６．５０ｍを

測る。

両側斜面において葺石が検出されたａラインをみると、西側においては７７．１３ｍの高さまで葺石が検

出されている（第２０７図）。一方、東側においては、７６．３５ｍの高さまでしか検出されていない。当初か

ら、東側の方が低かったのかについては、調査では明確にできなかった。ただし、渡土堤の東側につい

ては、一部後世の削平が認められることから、その影響も考慮に入れる必要があるものと考えられる。

しかし、Ｇラインにおける葺石の傾斜をみると、上端の方がやや緩やかとなっており、大きな削平を

受けた様子は認められない（第２１４図）。また、ｂラインにおいても認められるように、渡土堤の東側が

全体的に低くなっており（第２０７図）、外堤との接合部の溝底部のレベルも東側ほど低くなっている。以

上から、当初から多少の傾斜があった可能性は否定できない。

上面における標高は、Ａラインで７６．９５ｍ、北渡土堤中間部のＢラインで７６．７５ｍ、外堤との接合部付

近のＤラインで７７．０３ｍと、外堤に向かって徐々に高くなる傾向が認められる。また、西側周濠底との比

高は、Ａラインで５８㎝、Ｂラインで３０㎝、Ｃラインで４５㎝、Ｄラインで４３㎝を測る（第２１２図）。

（４）西側斜面

斜面全面に葺石が葺かれていた（第２０８図 写真図版１２５）。基底部において、前方部１段目基底石から

２３．５０ｍ検出されている。基底石については、一石も欠くことなく残存していた。葺石については、上

端部を除いては、ほぼ良好な状態で検出されている。
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基底石底部のレベルは、大きな変化は認めら

れないが、前方部側から外堤側にかけて、徐々

に高くなる傾向が認められる。その標高は、前

方部との接合部で７６．４０ｍ、外堤との接合部で

７６．８０ｍである。また、基底部のラインは、平

面的にほぼ直線的である（第２０８図）。葺石が残

存していた基底石の底部からの高さについて

は、場所により異なり、前方部との接合部付近

で７０㎝、中央部で１５㎝、外堤との接合部付近で

３０㎝である。

基底石底部と肩部葺石上端を結ぶラインを基

準とした斜面の傾斜についても、南渡土堤同

様、Ａラインで４０°、Ｂラインで１５°、Ｃラインで

３０°、Ｄラインで２５°と、一定していない（第２１２

図）。特に、２区Ｂラインの傾斜の緩やかさは、

他の斜面では認められなかった緩やかさであ

る。さらに、Ａラインを除いては、同じライン

上においてもその傾斜は一定していない。

なお、前方部・造り出し斜面同様、基底石は

掘り方を伴うことなく、周濠底に直接置かれて

いた。また、目跡が６箇所において認められた

（第２０９図～第２１１図 矢印①～⑥）。

以下、北渡土堤を３区（南から、１区～３区）

に分割し、詳細に見ていくことにする。なお、

前方部との接合部については、項を改めて報告

する。

１ 区（第２０９図 写真図版１２６：⑤） 前方部と

の接合部から溝状遺構までである。基底石は、

矢印①～矢印②において２０㎝～４０㎝大の河原石

が用いられている以外は、２０㎝～３０㎝大の角礫

が使用されている。ほぼ築造当初の状態が保た

れているが、部分的に周濠側へ押し出された状

態の石も認められた。このため、２区～３区と

比較すると、全体的に基底石のラインがやや乱

れる傾向が認められる。

また、基底石底部のレベルも、前方部との接

合部付近と溝状遺構付近で７６．４０ｍを測るが、

その中間は７６．３０ｍとなり、そのレベルにもや
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や乱れが認められる。中間部のレベルが低い箇所と基底石が乱れている箇所とはほぼ一致することか

ら、基底石の乱れとそのレベルの高低が対応しているものと考えられる。

斜面に葺かれた石は、１０㎝～１５㎝大の角礫と、２０㎝～３０㎝大の河原石が使用されている（第２０９図）。

特に前者の石は、矢印①より墳丘側で顕著に使用が認められる。しかし、矢印①以北においては、２０㎝

～３０㎝大の河原石が用いられ、角礫はほとんど使用されていない。ただし、石の葺かれ方は全体的に粗

く、石と石の間が大きな隙間となっている箇所も認められた。

２ 区（第２１０図 写真図版１２７：①） 溝状遺構から矢印⑤までを対象とする。当区の南端部は溝状遺構

との接合部となっている。溝状遺構以北については、平面的には葺石全体が比較的良好に残存していた

が、斜面の傾斜が極端に緩く、基底石底部からの高さがわずか１５㎝に過ぎない。西側斜面と溝状遺構が

連続するよう意識された結果と考えられる。

溝状遺構から矢印④の間は、２０㎝大～３０㎝大の角礫を基底石としている。これらの石は縦長に置かれ

ているが、１石のみ５０㎝大の石が横長に置かれている。これらの石は、厚みがなく、面をもたせる意識

は認められない。また、斜面に葺かれた石についても、全て角礫が用いられている。２０㎝大～３０㎝大の

角礫が主体であるが、溝状遺構付近は１０㎝大～１５㎝大の角礫が目立つ傾向にある。

矢印④より北側は、西側斜面のなかでも傾斜が極端に緩やかな区間である（第２１０図）。基底石・葺石

ともに河原石が用いられている。最大３０㎝大で、基底石と葺石の規模には、顕著な差は認められない。

３ 区（第２１１図 写真図版１２７：②） ２区の北側、外堤との接合部までを対象とする。当区には、目跡

が１箇所（矢印⑥）認められる。基底石底部のレベルは、外堤との接続部分に向かい徐々に高くなって

いる。

当区では、基底石・葺石ともに角礫が用いられているが、葺石を中心に一部河原石も用いられている。

基底石は、３０㎝大～４０㎝大の石材が使用されている。葺石については、５㎝～１０㎝大の石材が用いられ
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ている。２区と比べて、基底石底部からの傾斜が

急で、４０㎝の高さまで残存している。

また、目跡（矢印⑥）以北については、基底石

が２０㎝大と小型になる。ただし、外堤との接合部

付近は４０㎝大とやや大型の扁平な石材が、外堤斜

面に貼り付けられるように用いられている（写真

図版１２７：③）。また、傾斜も２１°（Ｄライン：第

２１２図）と緩くなる。これは、北端部の溝への取り

付きの影響も考えられる。

（４）東側斜面

先述したように、渡土堤上面が全体的に東側へ傾斜しているため、上面から東側斜面への傾斜変換点

は不明確である。このなかで、渡土堤東北隅、外堤との接合部付近で葺石が検出されており（第２１３図

写真図版１２８）、当該箇所については東側斜面と特定可能である。ただし、当該箇所の東側は調査区外に

あたり、斜面の下端までは検出されていない。つまり、検出されたのは、斜面に葺かれた葺石のみで、

裾部の基底石は検出されていない。

検出された葺石は、１０㎝～２０㎝大の河原石が用いられている。上端部の標高は７６．３５ｍ、下側の標高は

７６．１０ｍで、その比高は２５㎝である。この範囲での斜面の傾斜は、Ｇラインで１５°～２０°と、西側斜面と比

較して明らかに緩やかとなっている（第２１４図）。

（５）溝状遺構

前方部との接合部から６ｍの位置で検出された溝で、渡土堤に対してほぼ直交する（第２１５図 写真図

版１２９）。検出した長さは５．７０ｍである。東側は調査区外まで延びている。ただし、南側斜面については、
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実際にはより抉られており、さらに拡がる状況

であった。しかし、遺構の保存の観点から、全

てを検出することはできなかった。渡土堤上面

における幅は１．１０ｍ～１．８０ｍを測る。横断面は

箱形に近く（第２１６図）、最深部における渡土堤

上面からの深さは８０㎝を測る。西端における底

部の標高は７６．５０ｍを測り、渡土堤基底部との比

高は２０㎝である。一方、東側底部の標高は、東

端で７６．０１ｍと、東側ほど深い傾向にある。

当溝両側の立ち上がりは急であるが、西端付

近は緩やかとなり、渡土堤西側斜面に繋がって

いる。このため、渡土堤斜面自体も、溝との合

流付近は傾斜が明らかに緩やかとなっている。

渡土堤西側斜面の葺石が、溝状遺構の壁面西端

まで連続している。斜面に石を葺く時点、つま

り築造当初から当溝が存在していたものと考え

られる。

当溝内は、５層からなり、いずれも人為的に

埋められた層と考えられる（第２１６図）。下層の

４層と５層については、その層相から判断して

人為的に埋められた層と考えられる。また、３

層についても、２０㎝大の円礫が混入し、埴輪片

が出土することから、人為的に埋められた層と

考えられる。２層については、人為的に埋戻し

後に土壌化した層と考えられる。最上層の１層

については、２層堆積後凹地であった箇所が埋

第４章 池田古墳の調査成果
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堤

第２１５図 溝状遺構

第２１６図 溝状遺構断面
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第４節 渡土堤

渡

土

堤

第２１７図 北渡土堤北端部
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渡

土

堤

第２１８図 北渡土堤北端 埴輪出土状況
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められ、整地された層と考えられる。

（６）外堤との接合

北端部は、北外堤に渡土堤が直接接続するのではなく、外堤と平行する溝状をなしていた（第２１７図

写真図版１３１・１３２）。渡土堤上面における幅は１．８０ｍ～２．２０ｍを測り、Ｅラインにおいては、外堤側横断

面はやや深い皿形をなし、渡土堤側は逆台形傾向をなしている（第２１９図）。溝斜面には葺石は認められ

ない。また、その痕跡も認められなかった。最深部における渡土堤上面からの深さは３５㎝を測る（第２１９

図）。この溝の底部は、渡土堤西側の周濠底の標高が７６．７４ｍであるのに対して、その東側葺石上端部は

７７．００ｍと高くなり、その後Ｅラインでは７６．７０ｍと低くなっている。

この溝の中には多くの石が集石していた（集石群：写真図版１３２）。２０㎝大の角礫が基本であるが、４０

㎝大の角礫も少なからず含まれていた。これらの石は、溝内に並べられた状況、あるいは意識的に置か

れた状況は感じられず、放り込まれたような状況であった。

そして、これらの石の上側・隙間から大量の埴輪が出土している（第２１８図 写真図版１３３）。基本的

に、大きな石が溝中軸ライン上に集中し、その南北両側から埴輪がまとまって出土している。多くの埴

輪は、比較的大きな破片で、１個体がその場

で押し潰された状態で出土している。Ｅライ

ンでは、溝の中心部から北側にかけて礫が集

中し、その南側から埴輪が出土する傾向が認

められる（第２１９図）。また、Ｅラインの東側

では、北側に埴輪が集中して出土する傾向が

認められる。

なお、埴輪の出土状況については、後述す

る（第５章第２節）。

第４節 渡土堤

渡

土

堤

第２１９図 北渡土堤北端 溝状遺構横断面

第２２０図 北渡土堤北端 埴輪の検出作業
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第５節 周 濠

１．概 要
南北両側で検出されている（南周濠・北周濠）。両側とも、造り出し・前方部・渡土堤・外堤に囲まれ

た範囲が検出されている。周濠内は、後世の攪乱を受けることなく、良好な状態で検出されている。

２．南周濠
（１）検出状況

前方部から外堤にかけて、検出されている（第２２１図 写真図版１３４・１３５）。前方部基底部（造り出し

と渡土堤の中間点）から外堤下端までの距離は２３ｍを測る。底部は、全体的にほぼ平坦に仕上げられて

いる。横断面の観察によると、底部がほぼ平坦になるよう、基盤層が成形されている（第２２２図）。この

ため、横断面は逆台形を基本形としている。

縦断方向については、底部の標高が、第２次調査区西側（Ａライン）中央部で７７．９０ｍ、調査区中央部

（Ｂライン）で７７．１０ｍ、南渡土堤裾部で７７．０５ｍを測り、西側から東側への傾斜が認められる。その傾斜

角は２．６°を測る（第２２１図）。縦断面（Ｃライン）をみると、傾斜はほぼ一定しているが、渡土堤付近が

大きく窪んでいる。これは、渡土堤付近（第１次調査区）の調査時に、湧水の影響でヘドロ化したこと

に起因するものである。本来は一定の傾斜であったものと考えられる。

第４章 池田古墳の調査成果

周

濠

第２２１図 南周濠
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（２）埋没状況

周濠内の堆積は、その西側と東側とでは大きく異なり（第２２２図）、共通する堆積層は認められない。

西側（Ａライン）においては、大きく２層からなり、下層は自然堆積によるものと考えられる（写真

図版１３５）。一方、上層については、シルトを多く含む層であるが、人為的に埋められた層と考えられる。

東側（Ｂライン）においては、大きく２層からなるが、少なくとも下層は自然堆積による層である。

湿地性の堆積層で、その下層を中心に有機質および植物遺体が多量に包含されていた。当層は造り出し

北側裾部から前方部裾部・渡土堤裾部にかけての一帯に認められた層で、この上面から多くの埴輪片等

が出土している。上層については、Ａライン同様、人為的に埋められた層である。

（３）遺物の出土

下層から出土している。特に、平面的には造り出し・前方部・渡土堤の縁辺部から集中して出土して

いる。一方、外堤付近からの出土はわずかである。唯一、ｈ２４でまとまって出土している（第２８５図）。

第５節 周 濠

周

濠

第２２２図 南周濠断面
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３．北周濠

（１）概 要

検出範囲は、南周濠と同様である。前方部下端と外堤下端との距離は２３ｍを測り、南周濠と同様であ

る。底部は全体的に平坦に仕上げられ、横断面は逆台形をなす。

縦断面は、底部の標高が、調査区南側（Ｄライン）中央部で７６．９０ｍ、調査区中央部（Ｅライン）で

７６．６５ｍ、渡土堤裾部で７６．６０ｍを測り、南側から北側へのわずかな傾斜が認められる（第２２４図）。その

傾斜角は２°と、南周濠とほぼ同じである。北渡土堤付近の落ち込みが目立つが、南周濠同様、湧水によ

るヘドロ化の影響と考えられ、本来は一定の傾斜であったものと考えられる。

（２）埋没状況（第２２５図）

調査区西側（Ｄライン）と調査区中央部（Ｅライ

ン）とでは、基本的な埋没状況は同じであるが、

西側ほどやや複雑な堆積が認められる。

Ｄラインでは、最下層の６層を除いてはシルト

を基本とした堆積が認められる（第２２５図）。いず

れも、人為的に埋められたもので、１層に関して

は洪水層と考えられる。６層に関しては、層中に

植物遺体が多く含まれた湿地性の堆積層である。

第４章 池田古墳の調査成果

周

濠

第２２４図 北周濠

第２２３図 土層断面実測
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なお、当層からの埴輪の出土は認められな

い。

Ｅラインにおいては、２層と３層は同じ特徴

を有する層で、大きくこの両層と４層の２層か

らなる。１～３層については、Ｄライン同様人

為的に埋められた層である。これらの層から、

埴輪片が出土している。４層は、Ｄラインの６

層に対応する土壌層で、植物遺体が多く含まれ

ていた。

（３）遺物の出土

上層から出土している。また、平面的には造り出し・前方部・渡土堤の縁辺部から集中して出土して

いる。ただし、南周濠と比較すると、その量は明らかに少ない。

第５節 周 濠

周

濠

第２２５図 北周濠断面

第２２６図 北周濠断面（第２次調査西壁）
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第６節 外 堤

１．概 要
南北両側で検出されている。両側とも周濠側からの立ち上がりを中心に検出されており、横断全体は

検出されていない。また、頂部についても、当初の高さまで残存しているのかについては、調査で判断

することはできなかった。

２．南外堤
（１）概 要

３次の調査にわたり、ほぼ東西方向にのびる

外堤が、調査区南端で検出されている（第２２１図

写真図版１３６～１３８）。ただし、南側について

は、その範囲が調査区外へ及ぶと考えられ、明

確ではない。横断面は蒲鉾形をなすものと考え

られ、その北側１／２が検出されているものと理解

している。周濠底からの立ち上がりは明確であ

るが、頂部は、削平を受けているものと考えら

れ、明確ではない。

（２）形状・規模

検出した頂部の標高は、西端（ａライン）で７９．２５ｍ、中央部（ｂライン）で７８．８０ｍ、東端（ｃライ

ン）で７８．１０ｍと、西端（第２次調査）で最も高く、東端が最も低くなっている（第２２８図）。東端につい

ては、後述するように、外堤の主軸が東側ほど南側へ寄る傾向がある。この結果、頂部が検出されてい

ないことに起因するものと考えられる。また、周濠底部との比高は、西端（ａライン）で１．１０ｍ、中央

部（ｂライン）で１．２０ｍ、東端（ｃライン）で１．４０ｍを測る（第２２８図）。

また、外堤基底部を基準とした外堤の検出幅は、西端（ａライン）で５．６０ｍ、中央部（ｂライン）で

３．５０ｍ、東端（ｃライン）で２．８０ｍと、東側ほど狭くなっている（第２２８図）。

（３）外堤の方向性

外堤全体が検出されていないため明確にできないが、外堤基底部のラインをみると、前方部基底部の

ラインとは明らかに平行関係にはない（第２２１図）。西側（後円部側）ほど前方部との距離が開く傾向に

ある。

（４）外堤の構築

基盤層の削り込みと盛土により構築されている。明らかに盛土と確認できたのは、ｂラインの１層

と、ｃラインの１～５層である（第２２８図）。ａラインにおいては盛土層を確認することはできなかった

が、その最上層の１層は、土壌化しており、古墳築造時の表土層である可能性が考えられる。

第４章 池田古墳の調査成果

外
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第２２７図 南外堤の調査（第３次調査）

― ―１７０



第６節 外 堤

外

堤

第２２８図 南外堤断面
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また、盛土層下の各層については、自然堆積による層であることが確認できた。特に、ｃラインの７

層以下については、ラミナ等が認められ、洪水に起因する堆積と考えられる。

なお、斜面には、葺石は認められなかった。外堤基底部付近においても、その転石も認められなかっ

たことから、当初から葺石は存在しなかったものと考えられる。

（５）出土遺物

外堤頂部の直上は後世の堆積層（第８６図）であったため、外堤上からの埴輪の出土はわずかであっ

た。加えて、外堤斜面およびその基底部付近においても、埴輪の出土はわずかである。また、外堤頂部

においても、埴輪を樹立した痕跡を確認することはできなかった。

以上から、外堤上に埴輪が樹立されていた状況を確認することはできなかった。

３．北外堤
（１）概 要

３次の調査にわたり、ほぼ東西方向にのびる外堤が、調査区北端で検出されている（第２２４図 写真

図版１３９～１４１）。南外堤同様、北側については、その範囲は調査区外へ及ぶと考えられ、明確ではない。

横断面は蒲鉾形をなすものと考えられ、その南側約１/２が検出されているものと理解している。また、

東側ほど調査区外へ拡がるため、東端部ではほとんど検出されていない。

（２）形状・規模

検出した頂部の標高は、西端（ｄライン）で７７．８０ｍ、中央部（ｅライン）で７７．４５ｍと、西端が最も

高くなっている（第２２９図）。また、周濠底部との比高は、西端（ｄライン）で２０㎝、中央部（ｅライ

ン）で６５㎝を測る。南外堤と比較して、全体的に低い傾向が認められる。

特に、渡土堤との接合部をみると、渡土堤上面と外堤上面のレベルに顕著な差は認められない。この

ため、外堤自体は、当初の形状に近い状態で検出された可能性も考えられる。

また、外堤基底部を基準とした外堤の検出幅は、西端部（ｄライン）で４．５０ｍ、中央部（ｅライン）

で３．００ｍと、東側ほど狭くなっている（第２２９図）。

（３）外堤の方向性

外堤全体が検出されていないため明確にできないが、外堤基底部のラインをみると、前方部基底部の

ラインとは明らかに平行関係にはない（第２２４図）。わずかではあるが、西側（後円部側）ほど前方部と

の距離が開く傾向にある。

（４）外堤の構築

基盤層の削り込みと盛土から構築されている。明らかに盛土と確認できたのは、ｄラインの１層～３

層と、ｅラインの１層である（第２２９図）。また、盛土層下の各層については、自然堆積による層である

ことが確認できた。なお、北外堤斜面においても葺石は認められなかった。外堤基底部付近において、

転石も認められなかった。よって、当初から葺石はなかったものと考えられる。これは、渡土堤西側斜

面の外堤部との接合部まで葺石が残存するのに対して、これに接続する外堤斜面には葺石が一石も認め
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られなかった点からも、明確である。

（５）出土遺物

外堤頂部の直上は後世の堆積層（第８７図）であったため、外堤上からの埴輪の出土はわずかであっ

た。加えて、外堤斜面およびその基底部付近においても、埴輪の出土はわずかである。また、外堤頂部

においても、埴輪を樹立した痕跡を確認することはできなかった。

以上から、外堤上に埴輪が樹立されていた状況を確認することはできなかった。ただし、渡土堤との

接合部からは多量の埴輪が出土している（第４章第４節）。

第６節 外 堤

外

堤

第２２９図 北外堤断面
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第５章 出土遺物

第１節 概 要

池田古墳に伴う遺物としては、埴輪・小型土製品・木製品・鉄製品が出土している（第２３０図）。量的

には、埴輪が大半を占めている（巻首図版２７）。

埴輪としては、円筒系埴輪と形象埴輪に大きく分類することができる。円筒系埴輪としては、円筒埴

輪・朝顔形埴輪・壺形埴輪・丹後‐因幡型円筒埴輪・その他が出土している。その他については、上記

のいずれかに分類できることは明らかであるが、その種類を特定できないものである。この点について

は、次節で詳説する。

形象埴輪としては、水鳥形埴輪・家形埴輪・柵形埴輪・囲形埴輪・船形埴輪・器財形埴輪が出土して

いる。さらに、器財形埴輪としては、盾形埴輪・靫形埴輪・蓋形埴輪・その他が出土している。その他

としたものについては、甲冑あるいは鞆の可能性が考えられる埴輪と、種類を特定できない不明品が出

土している。

小型土器としては、壺・鉢・高坏のように、当時一般的であった土器を小型化したものが、小形土製

品としては樋形土製品・槽形土製品・棒状土製品・餅状土製品が出土している。

木製品としては、その種類を特定できるものとして、笠形木製品と木樋が出土している。他に、６点

当該期のものと考えられる木製品が出土しているが、用途の特定は困難である。

鉄製品は、鉄斧が出土している。

なお、土器も出土しているが、直接池田古墳に関連するものは認められない。周濠の埋没過程で混入

した平安時代を中心とした土器である。具体的には、土師器・須恵器・灰釉陶器が出土している。

池
田
古
墳

第２３０図 池田古墳関連出土遺物
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第２節 円筒系埴輪

１．概 要（巻首図版３０～３４）

（１）はじめに

円筒系埴輪については、今回の調査のなかで最も多量に出土した埴輪である。円筒埴輪・朝顔形埴

輪・壺形埴輪・丹後‐因幡型円筒埴輪の４種が出土している。本報告では、これらの円筒系埴輪をまと

めるにあたり、まず出土地区単位にまとめていくことにする。次に、上記の器種ごとに報告していく。

報告にあたっては、まず出土地点を明らかにしておきたい。次に、円筒系埴輪の４種についてである

が、完存もしくはそれに近い場合は、器種の特定は容易である。しかし、４種のいずれに分類されるか

特定できないものが多く、特定できる個体はわずかである。以上のことから、器種の特定にあたっての

判定基準を明らかにしておきたい。

第２３１図 主要円筒系埴輪出土位置（南側）
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（２）出土地点

主な出土地点としては、前方部南側２段目斜面・前方部南側１段目テラス・前方部南側１段目テラス

埴輪列・前方部南側１段目斜面・区画溝・南造り出し西側埴輪列・南造り出し北側埴輪列・南造り出し

上面およびその周辺・南渡土堤・南周濠・前方部北側２段目テラスおよび３段目斜面・前方部北側１段

目埴輪列・前方部北側１段目斜面・北造り出しおよびその周辺斜面・北渡土堤およびその周辺・北渡土

堤北端部・北周濠・その他、に分類することができる（第２３１図・第２３２図）。

以下、その出土地点ごとにその概要を報告する。この報告にあたって、樹立位置を特定できる埴輪に

ついては、それぞれの頭に「Ｈ」をつけた番号を付け、これに該当する埴輪を報告していく。また、樹

立位置を特定することはできないが、出土位置・出土状況が明らかなものについては頭に「ｈ」を付け

た番号をつけ、報告していく。

前方部南側２段目斜面 ｈ３を除いては、２段目斜面上から出土したもので、いずれも破片となって出

土している。

第５章 出土遺物

第２３２図 主要円筒系埴輪出土位置（北側）
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前方部南側１段目テラス テラス上には、２段目斜

面から落ち込んだと考えられる一群（ｈ１～ｈ５・ｈ

７）が認められる。さらに、埴輪列から倒れ込んだ

状態で検出された一群（ｈ６）が存在する。厳密に

は、ｈ３は２段目斜面上から出土しているが、ここ

ではテラス出土埴輪として扱うことにする。

前方部南側１段目テラス埴輪列 底部のみではある

が、大半の底部が樹立された状態で出土している。

Ｈ１～Ｈ５３の５３本分（Ｈ３０は報告済・Ｈ５０・Ｈ５１は埴

輪が残存せず）を検出している。

前方部南側１段目斜面 南側１段目テラスから落ち込んだ埴輪群と考えられるものである（第２４８図）。

このため、樹立した状態で検出された埴輪は存在しない。

区画溝 前方部南側１段目斜面と南造り出しからの埴輪が混在している。１本の埴輪が倒れ込んだ状態

で検出された箇所（ｈ８～ｈ１０・ｈ１２・ｈ１４・ｈ１６・ｈ１８）と、小片が散乱した状態で出土した箇所（ｈ１１・

ｈ１３・ｈ１５・ｈ１７）が認められる（第２５４図）。当初の樹立位置については、第７章第７節で検討する。

南造り出しおよびその周辺 造り出し上面から出土した埴輪と南側斜面・東側斜面から出土した埴輪か

らなる。上面においては小片が散乱した状態で出土している。造り出し斜面出土埴輪のなかには、一部

斜面裾部付近の周濠出土埴輪も含まれる。

南造り出し西側埴輪列 南造り出し上面西側縁辺部で検出された埴輪列である。底部のみではあるが、

樹立された状態で検出されている。Ｈ９０～Ｈ９９の１０本からなる。

南造り出し北側埴輪列 南造り出し上面北側縁辺部で検出された埴輪列である。底部のみではあるが、

樹立された状態で検出されている。Ｈ６８～Ｈ８９の２２本からなる。

南渡土堤 渡土堤上面およびその斜面から出土した埴輪群である。樹立した状態で検出された埴輪は認

められない。斜面出土埴輪のなかには、一部斜面裾部付近の周濠出土埴輪も含まれる。

南周濠 前方部・造り出し・渡土堤斜面裾部付近を除く地区から出土した埴輪である。小片のものが多

く、良好な状態で出土したものはわずかである。

前方部北側２段目テラスおよび３段目斜面 樹立された状態で検出された埴輪は認められない。多く

は、小片が散乱した状態で出土している。

前方部北側１段目埴輪列 埴輪列の一部が残存していた。原位置が保たれていないものも多く認められ

たが、一部でほぼ樹立された状態で出土している埴輪も認められた（Ｈ５４～Ｈ６７）。

前方部北側１段目斜面 前方部南側同様、基本的に南側１段目テラスから落ち込んだ埴輪群と考えられ

るものである（ｈ２５・ｈ２６）。このため、樹立した状態で検出された埴輪は存在しない。

北造り出しおよびその周辺 造り出し上面、およびその周囲斜面から出土した埴輪である。前方部との

境をなす石敷き遺構から出土した埴輪も含まれる。一部斜面裾部付近の周濠出土埴輪（ｈ３０）も含まれる。

北渡土堤およびその周辺 渡土堤上面およびその斜面から出土した埴輪群である。樹立した状態で検出

された埴輪は認められないが、一部で倒れ込んだ状態で検出されている（ｈ３１～ｈ３４：第２９４図）。

北渡土堤北端 北外堤との接合部において、多量に出土している（ｈ３５：第２９９図）。

北周濠 南周濠同様、前方部・造り出し・渡土堤斜面裾部付近を除く地区から出土した埴輪である。小

第２節 円筒系埴輪

第２３３図 出土円筒系埴輪
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片のものが多く、良好な状態で出土したものはわずかである。

その他 前方部盛土層内から出土した埴輪である。全て小片で、樹立された位置の復元も困難である。

（３）円筒埴輪・朝顔形埴輪・壺形埴輪・丹後‐因幡型円筒埴輪の判断基準

まず、上記４種の埴輪について、

その種類を特定する判断基準を明

確にしておきたい。

円筒埴輪 底部から口縁部にかけ

てほぼ直線的なもので、直立する

口縁部の形態およびその存在によ

り判断される。

朝顔形埴輪 円筒形の体部に複合

口縁壺の上半部が載せられた形態

をなすものである。よって、複合

口縁をなす口縁部と、肩部の形態

から判断される。

壺形埴輪 底部上端に鍔状の突帯

が貼り付けられ、その上に複合口

縁壺の上半部が載せられた形態を

なすものである。底部には円形透

かしが認められる。底部の円形透

第５章 出土遺物

第２３４図 円筒埴輪・朝顔形埴輪 部分名称

第２３５図 壺形埴輪部分名称
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かし、または鍔状の突帯により判断される。

丹後−因幡型円筒埴輪 半球形の肩部に口縁部が短く立

ち上がるもので、口縁部形態から判断される。

以上が、４種の円筒系埴輪の特徴と、その判断基準で

ある。よって、体部片については、円筒埴輪・朝顔形埴

輪・丹後‐因幡型円筒埴輪の可能性が考えられる。透か

しを伴わないと判断できない底部については、４種すべ

ての可能性が考えられる。肩部片については、朝顔形埴

輪・丹後‐因幡型円筒埴輪・壺形埴輪の可能性が考えら

れる。複合口縁および頸部片については、朝顔形埴輪も

しくは壺形埴輪の可能性が考えられる。

以上から、出土地点ごとに、（１）円筒埴輪、（２）体

部片、（３）底部片、（４）丹後−因幡型円筒埴輪、（５）

朝顔形埴輪、（６）肩部片、（７）口縁部片・頸部片、（８）壺形埴輪に分類し、報告していく。なお、円

筒系埴輪の部分名称等は第２３４図～第２３６図の通りである。

２．前方部南側２段目斜面
（１）概 要

円筒埴輪・底部片・朝顔形埴輪・肩部片が出土しているが、出土量はわずかである。良好な状態で出

土したものは認められず、全体的に小片での出土が目立つ。

（２）円筒埴輪（図版１ 写真図版１８２ 観察表１）

１～７が出土している。

１は、口縁部から４段目にかけて残存する。口縁部は、体部から直線的に立ち上がり、端部を逆Ｌ字

形に屈曲させている。端部は、内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げられている。４段目には円形の

透かしが１箇所残存する。４段目は、外面が縦方向のハケ、内面がナデとユビオサエにより仕上げられ

ている。突帯は、断面形が方形に近い台形をなし、端面はわずかにＭ字状をなす。

２は、口縁部から２段目にかけて残存する。４段目と２段目には、透かし穴が各１箇所わずかに残存

する。体部から口縁部にかけて直立し、口縁端部が外方に屈曲する。上下から押圧するヨコナデにより

仕上げられ、端面は認められない。

内外面ともハケを基調とし、最後に口縁部がヨコナデにより仕上げられている。外面は２段目を除い

てタテハケの後ヨコハケが施されているが、２段目はタテハケのみである。ただしヨコハケについては、

静止痕は認められない。内面は、タテハケが主体であるが、口縁部に限りヨコハケが加えられている。

突帯は３条残存する。いずれも断面形が長方形に近い台形をなし、突帯高が１．１０㎝と突出傾向にある。

３～７は、口縁部のみ残存する。３は、わずかに外反傾向にある口縁部に対して、端部は逆Ｌ字形に

折り返されている。外面はヨコハケにより仕上げられているが、内面は全体的に剥離傾向にある。最後

に、端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。なお、外面には赤色塗布が認められる。４の口縁

端部は逆Ｌ字形をなし、ヨコナデにより口縁部より明らかに薄く仕上げられている。外面は縦方向のハ

第２節 円筒系埴輪

第２３６図 丹後‐因幡型円筒埴輪 上部名称
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ケにより仕上げられている。内面の調整は、磨滅のため観察できない。５の口縁端部は、断面長方形に

肥厚する。この結果、口縁部外面は帯状をなす。磨滅のため調整は観察できない。６は、直立する口縁

部に対して、端部は逆Ｌ字形に折り返されている。内外面とも、磨滅のため調整は観察できない。外面

の一部に赤色塗布が認められる。７は直立する口縁部に対して端部がわずかに外反する。外面はタテハ

ケの後ヨコハケ、内面はヨコハケにより仕上げられている。

（３）体部片（図版１・２ 観察表１）

８～１３が出土している。

８と９は、体部の小片である。８の外面はハケにより仕上げられ、弧状をなす線刻が認められる。内

面は縦方向のハケにより仕上げられている。９は、体部の小片である。外面はタテハケの後ヨコハケに

より仕上げられ、２本の平行する線刻が描かれている。内面は、ハケの後ナデが加えられている。外面

の一部には赤色塗布が認められる（写真図版１８２）。

１０と１２は、体部２段と突帯１条が残存する。１０の上段には円形の透かしが１箇所残存する。外面は、

上段がヨコハケにより仕上げられ、静止痕が認められる。下段はタテハケにより仕上げられている。内

面は、上段がユビオサエの後ユビナデ、下段がハケの後ナデにより仕上げられている。ユビオサエにつ

いては、突帯貼り付け位置内面上側に顕著に認められる。突帯は、断面形が台形をなすが、突帯高が８

㎜と低い傾向にある。なお、外面全面に赤色塗布が認められる。

１２は、体部２段と突帯１条が残存する。上段外面はタテハケの後ヨコハケ、下段内面はヨコハケによ

り、内面はナデにより仕上げられている。突帯は断面台形をなし、端部は丸味を帯びている。

１１は、体部３段と突帯２条が残存する。外面は、全体的に磨滅傾向にあるが、中段はタテハケの後ヨ

コハケにより仕上げられている。内面は、各段ともナデにより仕上げられている。突帯は、上段と下段

ではその断面形状が異なる特徴が認められる。また、最上段には円形の透かしが１箇所残存する。

１３は、体部１段と突帯１条が残存する。外面はストロークの長いヨコハケ、内面はナデにより仕上げ

られている。突帯は、断面台形をなす。

（４）底部片（図版２ 観察表１）

１４の１点に限られる。１４は、底部のみ残存する。外面はヨコハケ、内面は縦方向のユビナデにより仕

上げられている。基底部下面は未調整である。

（５）朝顔形埴輪（図版２ 写真図版１８３ 観察表１）

１６の１点に限られる。１６は、口縁部から肩部にかけて残存する。口縁部は１次口縁のみの残存で、内

外面ともハケにより仕上げられている。内面は斜方向、外面は縦方向である。頸部内面はヨコナデによ

り仕上げられ、外面には断面鈍角三角形の突帯が貼り付けられている。肩部内面は、上半がユビナデ、

下半がハケの後ナデにより仕上げられている。外面の調整については、磨滅のため観察できない。

（６）肩部片（図版２ 観察表１）

１５の１点に限られる。１５は、肩部から体部にかけて残存する。外面肩部と体部の境には、突帯が貼り

付けられている。内外面ともナデにより仕上げられている。
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３．前方部南側１段目テラス
（１）概 要

南側１段目テラス上から出土した円筒系埴輪群である。円筒埴輪・体部片・底部片・朝顔形埴輪・肩

部片・口縁部片・丹後型円筒埴輪が出土している。このなかで、６箇所（ｈ１～ｈ５・ｈ７）でまとまっ

た出土が認められる（第２３１図・第２３７図）。他に、小片ではあるが円筒埴輪や体部片等が出土している。

埴輪列出土埴輪については次項で報告する。

第２節 円筒系埴輪

第２３７図 前方部南側１段目テラス 主要埴輪出土位置
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主な埴輪の出土状況は以下の通りである。

ｈ１（第２３８図 写真図版３９：①・② 観察表２）２７が、後円部側に近い１段目テラス上面から出土し

ている。厳密には、テラス直上ではなく、わずかに転石層が堆積した後に倒れたものである。一部、２

段目葺石基底石までおよんでいるが、基本的にはテラス上での出土である。ただし、その位置は、テラ

ス上でも２段目斜面付近にあたる。体部がその場で押し潰された状況で出土している。これらの出土状

況から考えて、２段目斜面上部から倒れ、その場で潰れたものと考えられる。

ｈ２（第２３９図 写真図版３９：③ 観察表２）２０・３６が、２段目葺石転石層および１段目テラスにかけ

て出土している。ただし、テラス上でも２段目斜面付近に集中し、埴輪列側までは及んでいない。南北

で３ｍの範囲から出土しており、破片も比較的小片のものも目立ち、全体的に散乱した状態での出土傾

向にある。葺石直上からの出土ではなく、上部の崩壊とともに倒れ込んだものと考えられる。

ｈ３（第２４０図 写真図版４０：⑥ 観察表２）２６が２段目葺石基底石直上から出土している。ｈ２の東

側、ｈ４の西側にあたる。一箇所に集中し、円筒埴輪が押しつぶされた状態で出土している。このよう

な状況から、２段目テラス埴輪列の一部が２段目斜面に倒れ込み、押し潰されたものと考えられる。

ｈ４（第２４１図 写真図版４０：④⑤ 観察表３）３７が、平面的には１段目テラス上から出土している。

ただし、その位置は、テラス上でも２段目斜面付近である。口縁部を２段目基底石側に向け、倒れた状

態で出土している。１箇所でまとまった状態での出土で、倒れた埴輪がその場で押し潰された状況である。
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第２節 円筒系埴輪

第２３９図 ｈ２ 埴輪出土状況
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第２４０図 ｈ３ 埴輪出土状況
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ｈ５（第２４３図 写真図版４１：① 観察表１）１８

が、平面的には１段目テラス上から出土してい

る。その位置は、テラス上でも２段目斜面付近

で、テラス直上ではなく、２段目葺石転石層上

から出土している。１箇所でまとまった状態で

の出土で、倒れた埴輪がその場で押し潰された

状況である。

ｈ７（第２４２図 観察表３） 円筒埴輪列Ｈ群北

側のテラス中央部に位置する（第２３１図）。３８が

１箇所に集中して出土している。比較的破片が

大きいことから、倒れたものがその場で押し潰

されたものと考えられる。

第５章 出土遺物

第２４１図 ｈ４ 埴輪出土状況
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（２）円筒埴輪（図版２～４ 観察表１・２）

１７と２０は、口縁部から４段目にかけて残存する。

１７の口縁部外面には、赤色塗布が認められる。直立する体部に対して、口縁部は全体的に外反傾向に

ある。外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。特に、口縁部において静止痕が認めら

れる。ただし、静止痕の間隔は一定せず、ハケ目自体が波打っており、全体的に稚拙である（写真図版

１８２）。内面は、ハケの後ナデが加えられている。この他、突帯貼り付け位置下側の内面はユビオサエ痕

が顕著である。最後に、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

２０は、直立する口縁部に対して端部が大きく外反する。口縁部から体部にかけての内面は、ナデとハ

ケにより仕上げられ、その後口縁端部がヨコナデにより仕上げられている。また、突帯貼り付け位置の

内面上側は、ユビオサエが顕著に認められる。外面の調整については、磨滅のため観察できない。突帯

は、断面形が長方形に近い台形をなし、突帯高が１．００㎝と突出する。また、端部もシャープに仕上げら

れている。

１９・２１～２５は、口縁部を中心に残存する。

１９の下端には突帯の貼り付け痕が認められるが、突帯自体は剥離している。体部から口縁部にかけて

は、斜上方に開き気味にのび、端部を逆Ｌ字形に屈曲させている。外面はハケ、内面は横方向を主体と

したナデにより仕上げられている。

２１は、体部に対して大きく外反し、端部を肥厚させている。端部内面は、帯状に肥厚している。内外

面ともヨコナデにより仕上げられている。体部内面にはヨコハケが認められる。

２２は、口縁部から端部にかけて外反傾向にあり、端部はやや丸く仕上げられている。内外面ともタテ

ハケにより仕上げられている。最後に、端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。なお、外面の

一部に赤色塗布が認められる。

第２節 円筒系埴輪

第２４３図 ｈ５ 埴輪出土状況
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２３の口縁端部は、外端部を中心としたヨコナデにより、外端部が斜上方につまみだされている。外面

は縦方向のハケ、内面は斜方向のユビナデにより仕上げられている。全体的に器壁が厚く仕上げられて

いる。

２４は、外傾する口縁部に対して、端部が短く外反する。内外面の調整は、磨滅のため観察できないが、

端部は内外面ともヨコナデにより仕上げられている。

２５は、端部にかけて大きく外反し、端部は垂直な端面が形成されている。外面はタテハケの後ヨコハ

ケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。外面には赤色塗布が認め

られる。出土位置・色調・胎土等の特徴から、２８と同一個体の可能性が考えられる。

１８・２６・２７は、口縁部から２段目にかけて残存する。

１８は、ほぼ全面に赤色塗布が認められ、口縁部を中心に黒斑が認められる。４段目には円形の透かし

が２方に開けられている。体部から口縁部にかけやや開き気味に直線的にのび、口縁端部は逆Ｌ字形に

屈曲する。

口縁部は、内外面ともタテハケを基調とし、最後に口縁端部がヨコナデにより仕上げられている。４

段目外面はタテハケ、３段目外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。３段目のヨコハケ

は波打つようなヨコハケで、静止痕は認められない。内面は、タテハケを基調とし、突帯貼り付け位置

の内面に限り、ヨコナデが加えられている。また、突帯貼り付け位置内面の下側には、ユビオサエ痕が

顕著に認められる。

突帯は３条分残存する。各突帯の断面形は方形に近い台形を基本形とするが、厳密には同じではない。

突帯高が１．１５㎝～１．３０㎝と突出傾向にある点は、共通して認められる特徴である。

２６は、２段目から４段目にかけて黒斑が認められる。４段目に円形透かしが１箇所残存し、２段目に

もその一部が残存する。各段に千鳥に配されたものと考えられる。

口縁部は外反傾向にあり、内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げられている。口縁部外面はヨコハ

ケにより仕上げられているが、静止痕は認められない。内面は、ハケの後ナデが加えられている。２段

目から４段目外面は、いずれもヨコハケにより仕上げられているが、静止痕は認められず、ストローク

の長いヨコハケと考えられる。内面は、縦方向（下→上）のハケの後ナデが加えられている。なお、３

段目と４段目の高さは、いずれも１２．００㎝と１１．９０㎝とほぼ同じである。突帯は、断面方形に近い台形を

なし、強いヨコナデにより貼り付けられている。

２７は、各段に黒斑が認められる。４段目と２段目には円形の透かしが２箇所ずつ開けられているが、

各段とも相対する位置よりわずかにずれた位置に開けられている。このため、２段目と４段目の透かし

の位置関係は、整った千鳥の関係とは言い難い。このほか、口縁部外面には、斜行する１本の線刻が認

められる（写真図版１８４：ａ）。

口縁部は、内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げられ、外端面が形成されるとともに、内面も直線

的に仕上げられている。この結果、口縁部が外側に短く屈曲した形態となっている。

外面はハケにより仕上げられているが、口縁部は縦方向を基調とし、４段目以下はタテハケの後ヨコ

ハケにより仕上げられている。特に４段目と３段目には斜行する静止痕が認められる（第２４４図 写真

図版１８４：ｂ）。また、ハケ目が細かい傾向が認められる。内面は、口縁部にハケ痕がわずか認められる

が、全体的にナデとユビオサエにより仕上げられている。

突帯は３条残存する。いずれも断面形が長方形に近い台形で、突帯高が１．１㎝と突出する。

第５章 出土遺物
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（３）体部片（図版４ 観察表２）

２８と３０は、体部２段と突帯１条が残存する。２８の内面は、ナデとユビオサエにより仕上げられてい

る。突帯は、断面形が上端部を突出させる台形をなし、その剥離面には縦方向のハケ目が認められる。

この他、上段には円形透かしの一部が残存する。出土位置・色調・胎土等の特徴から、２５と同一個体の

可能性が考えられる。３０は、内面がタテハケの後ヨコハケ、外面上段がヨコハケにより仕上げられてい

る。突帯は、断面形が長方形に近い台形をなし、突出傾向にある。

２９は、体部１段が残存する。外面はヨコハケにより仕上げられている。内面の調整は、磨滅のため観

察できない。また、円形の透かしの一部が残存する。

（４）底部片（図版４ 観察表２）

３１は、底部が残存する。全体的に磨滅傾向にあるが、内面はナデにより仕上げられている。また、下

端内面はユビオサエ痕が顕著である。下面は未調整である。

３２は、底部と１段目突帯が残存する。底部外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内

面については磨滅が著しく、調整を観察することはできない。底部下面は未調整である。突帯は、上端

部を欠く。

（５）朝顔形埴輪（図版６ 観察表３）

３７は、口縁部から体部（２段目）にかけて残存する。体部は、内面がタテハケの後ていねいなナデに

より仕上げられている。外面は、３段目・４段目がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。両

段ともに静止痕が認められる（写真図版１８６：ａ）。なお、２段目については、磨滅のため観察できない。

また、３段目と４段目には円形の透かしが開けられている。３段目は２箇所残存し、ほぼ相対する位置

に開けられている。４段目も２箇所残存する。突帯は３条残存する。いずれも断面形が台形をなすが、

突出度はわずかで、全体的に丸味を帯びている。

肩部は、外面がヨコハケ、内面がユビオサエとユビナデにより仕上げられている。また、径１．４㎝の小

孔が１箇所に開けられている（写真図版１８５）。頸部との境外面には断面長方形の突帯が貼り付けられて

いる。

第２節 円筒系埴輪
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口縁部は、１次口縁の上端やや内側に２次口縁が載せられている。１次口縁の端部は突出し、突帯状

をなす。外面は、１次・２次ともに縦方向のハケにより仕上げられている。内面は、１次口縁が横方向

のハケにより仕上げられている。２次口縁については、磨滅のため観察できない。最後に、外面のハケ

の後、端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

（６）肩部片（図版５ 観察表２）

３６は、肩部から体部（３段目）にかけて残存する。肩部から体部にかけて、外面はヨコハケにより仕

上げられている。特に４段目においては静止痕が認められる。内面の調整は、磨滅のため観察できない。

３段目と４段目に突帯が貼り付けられているが、断面形状は異なり、４段目突帯の方が突出傾向にある。

この他、４段目には円形の透かしが１箇所残存する。

（７）口縁部片 （図版５ 観察表２）

３３は、１次口縁の一部と２次口縁が残存し、１次口縁の上端部に２次口縁が載せられている。そして、

当該箇所外面はわずかに断面三角形状の突帯をなす。１次口縁・２次口縁とも、内外面はナデにより仕

上げられている。また、内面の一部にはハケ目が残存する。この他、１次口縁と２次口縁の接合部内面

を中心に、ユビオサエ痕が顕著に認められる。

３４は、１次口縁の大半と２次口縁が残存し、１次口縁の上端部に２次口縁が載せられている。剥離し

た１次口縁の接合面には、貼り付けのための刻み目が顕著に認められる（写真図版１８３：ａ）。内面は１

次口縁・２次口縁ともナデ、外面は２次口縁がハケ、１次口縁がナデにより仕上げられている。また、

外面には、部分的ではあるが赤色顔料が残存する。

３５は、１次口縁上端から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の上端部に２次口縁が載せられ、その

境外面が１次口縁端部により突帯状をなす。２次口縁内外面はハケにより仕上げられている。１次口縁

内外面の調整は、磨滅により観察できない。

（８）丹後−因幡型円筒埴輪（図版７ 観察表３）

３８は、口縁部から２段目下端まで残存する。３段目に円形の透かしが２箇所残存し、４段目外面には

線刻が認められる（写真図版１８７：ｃ）。

やや扁平傾向にある肩部に対して、口縁部がやや外傾気味に屈曲する。端部は外傾する端面が形成さ

れている。肩部に対して口縁部の器壁が極端に薄く仕上げられている点が、特徴的である。肩部外面は

ヨコハケ、内面は縦方向のユビナデにより仕上げられ、最後に口縁部内外面がヨコナデにより仕上げら

れている。また、頸部内面はナデにより仕上げられている。

体部は、４段目がタテハケの後ヨコハケ、３段目がヨコハケ、２段目がタテハケとヨコハケにより、

仕上げられている。特に、４段目と３段目のヨコハケには静止痕が認められる（写真図版１８７：ｅ）。内

面は、４段目から２段目にかけてタテハケにより仕上げられている。なお、４段目上端部において、内

面のハケ目の上側に肩部の粘土が継ぎ足されている（写真図版１８７：ｄ）。断面観察の結果を合わせると、

この箇所で成形上の時間差が認められる。

突帯は、３条残存するが、いずれも断面形が長方形に近い台形をなし、突出傾向にある。１段目突帯

は、剥離痕のみ認められる。

第５章 出土遺物
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４．前方部南側１段目テラス埴輪列
（１）出土状況

現位置が保たれた状態で出土した埴輪の

具体的な出土状況（第１１５図～第１１８図・第

１２０図～第１２２図）については、第４章で報

告したとおりである。上記以外にも、ｈ６

についても、その出土状況（第２４５図）か

ら、埴輪列が倒壊したものと考えられる。

ｈ６は、Ｈ２７の東側に散乱した状況での出土

であるが、Ｈ２７を中心に拡散している。Ｈ２７

もしくは、Ｈ２６の可能性が高い一群である。

なお、本項に限り埴輪の種類ごとではな

く、樹立位置単位で報告していく。

（２）Ａ群

Ｈ１ 底部の１０９が該当する（図版１８ 観察

表７）。基底部から２段目にかけて残存す

る。内外面ともナデを基調とし、内面下端

部はユビオサエにより仕上られている。底部下面もナデにより仕上げられている。突帯は、断面台形を

なし、比較的突出している。突帯の貼り付けはヨコナデにより、端部はシャープに仕上げられている。

Ｈ２ 底部の９５と肩部の１３８からなる（図版１６・２２ 観察表６・８）。両個体から、Ｈ２は朝顔形埴輪も

しくは丹後−因幡型円筒埴輪が樹立されていたものと判断される。

９５は、底部から２段目にかけて残存するが、残存する範囲では黒斑は認められない。内外面の調整

は、磨滅が著しく観察できない。底部は未調整で、溝状の圧痕が認められる（写真図版１９１）。突帯は、

その高さ１．４㎝と突出し、断面は長方形をなす。

１３８は、肩部が残存する。下端には４段目突帯が残存する。基本的に内外面とも磨滅のため調整は観

察できないが、突帯貼り付け位置内面上側にはユビオサエ痕が顕著に認められる。突帯は、断面形が長

方形に近い台形をなし、突出している。

Ｈ３ 底部の１１４の１個体である（図版１９ 観察表７）。１１４は、底部から２段目にかけて残存する。底部

と２段目の境をなす突帯は剥離しており、その剥離痕のみ認められる。内外面とも磨滅が顕著である

が、部分的にハケの痕が認められる。底部下面はナデにより仕上げられているが、部分的に棒状の圧痕

も認められる（写真図版１９６）。

Ｈ４ 底部の１２８と、口縁部の１３６からなる（図版２１ 観察表８）。

１３６については、出土位置からＨ５の可能性も考えられたが、胎土の特徴から、１２８と同一個体の可能

性が高いと判断したものである。よって、Ｈ４は、朝顔形埴輪が樹立されていたものと判断される。

１３６は２次口縁が残存する。内外面ともハケの後、端部がヨコナデにより仕上げられている。１２８は、

底部から２段目にかけて残存する。外面はヨコハケにより、内面はナデにより仕上げられている。底部

外面のヨコハケは、静止痕が認められず、ストロークの長いヨコハケである。底部下面は、ナデにより

第２節 円筒系埴輪

第２４５図 ｈ６ 埴輪出土状況
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仕上げられている。

Ｈ５ 底部の８２が出土している（図版１４ 観察表５）。８２は、底部から２段目にかけて残存する。２段目

下部に円形の透かしが１箇所残存する。底部外面上部は斜方向のハケ、下部はナデにより仕上げられて

いる。他の部位の調整については、磨滅が著しく観察することはできない。底部下面はナデにより仕上

げられている。突帯は、比較的突出し、断面形は方形に近い台形をなす。

Ｈ６ 底部の８７が該当する（図版１５ 観察表５）。底部から２段目にかけて残存する。内外面とも磨滅が

著しく、調整を詳しく観察することはできない。ただし、突帯貼り付け位置の内面やや上側は、ユビオ

サエ痕が帯状に認められる。底部下面は、ナデにより仕上げられている。突帯は断面台形をなすが、下

端の突出が弱い傾向にある。器壁が１㎝と、他の埴輪と比較して薄い傾向が指摘できる。

その他 ４５と５２の円筒埴輪が出土している（図版１０・１１ 観察表３）。

４５は、口縁部を中心に残存する。口縁部は、体部に対して外反傾向にあり、端部はさらに短く外反し

ている。端部は、ヨコナデにより断面に対して直角な端面をなしている。体部は、内外面とも縦方向に

近い斜方向のハケにより仕上げられている。

５２は、口縁部のみ残存する。内外面をハケの後、端部を中心にヨコナデにより短く外反し、明確な端

面が形成されている。

（３）Ｂ群

円筒埴輪の４０・６２、体部の６９、底部の１２２・１３３、肩部の１３９が出土している（図版９・１３・２０～２２

観察表３・４・７・８）。散乱した状態で出土しており、樹立状態は保たれていない。

４０は、口縁部から４段目にかけて残存する。口縁部の一部には、赤色塗布が認められる。口縁部は外

反気味に立ちあがり、端部はさらに短く外反する。内外面とも磨滅傾向にあるが、内面にはナデとユビ

オサエの痕跡が認められる。さらに、一部にハケ目が認められる。また、外面については、口縁端部付

近に線刻状の平行する弱い沈線が認められる。

６２は、口縁部が残存する。端部は短く外反し、ヨコナデにより仕上げられている。

６９は、体部２段分と突帯１条が残存する。外面はナデ、内面はハケとナデにより、仕上げられている。

突帯は、断面形が台形をなし、比較的突出する。出土位置・胎土・色調等の特徴から、６２と同一個体の

可能性が考えられる。

１２２は底部が残存する。内外面の調整は、磨滅により観察できない。ただし、底部下面は弱いナデが加

えられている。１３３は底部が残存する。内外面の調整は磨滅により観察できないが、下端部付近内面には

ユビオサエ痕が顕著に認められる。また、底部下面は未調整である。

１３９は、肩部下端の小片である。外面がナデにより仕上げられ、線刻が加えられている（写真図版１９８）。

内面の調整は磨滅のため観察できない。

（４）Ｃ群

Ｈ７ 底部片が出土しているが、小片のため図化できなかった。

Ｈ８ 体部片の６８と、底部片の９８が出土している（図版１３・図版１７ 観察表４・６）。

６８は３段分残存する。上段が口縁部から３段目の可能性が考えられるが、どの部位かの確定は困難で

ある。中段には円形の透かしが２箇所認められる。外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられて

第５章 出土遺物

円
筒
系
埴
輪

― ―１９０



いる。内面は、ハケの後ナデとユビオサエにより仕上げられている。ヨコハケは、静止痕が認められず、

ストロークの長いヨコハケである。

９８は、底部から２段目にかけて残存する。外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。内面は、ナデ

とユビオサエにより仕上げられている。底部下面もナデにより仕上げられている。突帯は、断面台形を

なすが、突出度は低い傾向にある。

Ｈ９ 底部の９３が出土している（図版１６ 観察表６）。９３は、底部から２段目にかけて残存する。底部下

端には半円形に抉られた箇所が認められる。外面はハケ、内面はユビナデとユビオサエにより仕上げら

れている。特に内面のナデは丁寧とはいえず、下部を中心に粘土紐痕が顕著に認められる。また、底部

下面は未調整である。突帯は、断面台形をなすが、下面に対して上面が広い特徴が認められる。

Ｈ１０ 底部の１０３が出土している（図版１７ 観察表６）。内面はユビナデとユビオサエにより仕上げられ

ているが、外面の調整は磨滅が著しく観察することはできない。底部下面は未調整である。

Ｈ１１ 円筒埴輪の５５が出土している（図版１１ 観察表４）。５５は、口縁部の小片である。直立する口縁部

に対して、端部が短く外反する。口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。他の箇所の調整

は、磨滅のため観察できない。

また、円筒埴輪の４７（図版１０ 観察表３）がＨ１１の北側から出土している。４７は、口縁部から４段目

にかけて残存する。口縁部は、端部付近を中心にヨコナデにより仕上げられ、外反傾向にある。他の部

位の調整については、内外面とも磨滅が著しく観察できない。ただし、突帯貼り付け位置の内面やや上

側は、ユビオサエ痕が帯状に認められる。突帯は断面台形をなす。突出度は顕著ではないが、上端部は

強いヨコナデによりシャープに仕上げられている。器壁が８㎜と、他の埴輪と比較して薄い点が特徴的

である。

その他 底部片の１３０と、口縁部片の１３５が出土している（図版２１ 観察表８）。１３０は、底部が残存する。

内面は、ナデとユビオサエにより仕上げられている。特に下端部付近内面は、ユビオサエ痕が顕著であ

る。外面の調整は磨滅により観察できない。また、底部下面は弱いナデが加えられている。

１３５は、口縁部が残存する。１次口縁の一部と２次口縁が残存し、１次口縁の延長上に２次口縁がつ

くられている。さらに、当該箇所外面には断面台形の突帯が貼り付けられている。１次口縁・２次口縁

とも、内外面はナデにより仕上げられている。

（５）Ｄ群

Ｈ１２ 底部の９１が出土している（図版１６ 観察表６）。９１は、底部から２段目の下端にかけて残存する。

底部から体部にかけて開き気味に立ち上がり、底部と体部の境には突帯が貼り付けられている。突帯は

その貼り付け部のみ残存する。外面はタテハケ、内面はユビナデとユビオサエにより仕上げられている。

下端部はナデにより仕上げられている。

Ｈ１３ 底部片の１１２が出土している（図版１９ 観察表７）。１１２は、底部から１段目突帯まで残存する。全

体的に歪んでおり、平面形が２５㎝×２３㎝の楕円形をなす。底部外面はヨコハケ、内面はナデとユビオサ

エにより仕上げられている。底部下面は未調整である（写真図版１９５）。突帯は断面台形をなし、強いヨ

コナデにより貼り付けられている。

Ｈ１４ 体部片の８０と、底部片の８１が出土している（図版１４ 観察表５）。

８０は、体部１段分と突帯１条が残存する。外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられている。突
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帯は、断面形がＭ字形に近い台形をなすが、全体的に丸みを帯びている。出土位置・色調・胎土等の特

徴から、８１と同一個体の可能性が考えられる。

８１は、底部が残存する。内面はナデとユビオサエにより、外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げ

られている。特にヨコハケについては、静止痕が認められる。また、底部下面は弱いナデが加えられて

いる。出土位置・色調・胎土等の特徴から、８０と同一個体の可能性が考えられる。

Ｈ１５ 底部片の１０２が出土している（図版１７ 観察表６）。１０２は、底部から２段目にかけて残存する。底

部を中心に黒斑が認められる。底部は、その立ち上がりがやや歪んでおり、直線的ではない。また、底

部下端内面は、自重により肥厚傾向にある。全体的に磨滅傾向にあるが、外面の一部にはハケ目が認め

られる。内面はナデとユビオサエにより仕上げられ、部分的にハケ目が認められる。底部下端はナデに

より仕上げられている。

その他 円筒埴輪の５９と、底部片の１２５が出土している（図版１１・２０ 観察表４・７）。

５９は、大きく２体からなる。１つは口縁部から４段目にかけて残存するもので、もう一つは体部のみ

が残存する。両者は、出土位置・色調・胎土等の特徴から同一個体と考えられるものである。そこで両

者を図上で復元したのが図版１１の実測図である。結果として、口縁部から２段目まで残存する円筒埴輪

となる。このため、円形の透かしが２段目と確認できる。

４段目を中心に黒斑が認められる。体部から口縁部にかけて直立し、口縁部は短く屈曲気味に外反す

る。外面は、ハケの後ヨコナデにより明確な外端面が形成されている。外面は、口縁部がタテハケの後

ヨコハケ、４段目がヨコハケにより仕上げられている。内面は、４段目から口縁部にかけてナデにより

仕上げられている。突帯は断面長方形に近い台形をなし、突帯高１．１０㎝と比較的突出している。

１２５は、底部が残存する。底部外面はタテハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。ま

た、底部下面は未調整で、粘土の継ぎ目も認められる。

（６）Ｅ群

Ｈ１６ 円筒埴輪の４４と、底部片の８８が出土している（図版１０・１６ 観察表３・５）。

４４は、口縁部のみが残存する。直立する体部に対して外反し、外面のハケの後ヨコナデにより仕上げ

られている。内面はナデにより仕上げられている。外面のヨコハケには、明確な静止痕は認められない。

８８は、底部を中心に残存する。下端部から突帯までの高さが３㎝と極端に低く、円筒埴輪以外の可能

性も考えられる。突帯下外面はナデにより仕上げられているが、突帯より上側の調整は不明である。内

面は、ハケの後ナデとユビオサエにより仕上げられている。特に下端部付近は、ユビオサエ痕が顕著で

ある。底部下面はナデにより仕上げられているが、圧痕も認められる。突帯は、断面形が方形に近い台

形をなし、強いヨコナデにより貼り付けられている。

Ｈ１７ 底部片の９０が出土している（図版１６ 観察表５）。９０は、底部から２段目にかけて残存する。１段

目突帯を中心に黒斑が認められる。内外面とも磨滅が著しいが、内外面にわずかにハケ目が認められ

る。また、内面はユビオサエとナデにより仕上げられている。底部下端はナデにより仕上げられている。

１段目突帯は、強いナデにより貼り付けられ、断面形は台形をなすが、突出度はわずかである。

Ｈ１８ 体部片の７７と、底部片の９４が出土している（図版１４・１６ 観察表５・６）。

７７は、体部２段分と突帯１条が残存する。上段には円形の透かしの一部が残存する。復元される径は

７．５㎝と大型の透かしである。外面は、ヨコハケにより仕上げられているが、下段には斜行する静止痕が
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認められる。内面は、突帯貼り付け位置の下側にユビオサエ痕が顕著に認められ、その後ハケとナデに

より仕上げられている。

９４は、底部のみ残存する。内外面とも磨滅が著しいが、ハケの痕が認められる。底部下面は、ナデに

より仕上げられている。

その他 樹立場所は特定できないが、Ｅ群から出土した埴輪として、底部片の８６と１１８が挙げられる（図

版１５・２０ 観察表５・７）。

８６は、底部から２段目にかけて残存する。２段目を中心に黒斑が認められる。底部・２段目とも、外

面はヨコハケの後斜方向のハケにより仕上げられている。静止痕は認められず、ストロークの長いヨコ

ハケである。内面は全体的に磨滅傾向にあるが、部分的にタテハケが認められる。底部下端は、ナデと

ユビオサエにより仕上げられている。突帯は、ナデにより貼り付けられ、断面は方形に近い台形をなす。

１１８は、底部のみ残存する。外面はタテハケ、内面はユビナデとユビオサエにより仕上げられている。

特に内面下端部はユビオサエ痕が顕著に認められる。

さらに、場所を特定することは困難であるが、Ａ群からＥ群に及ぶ範囲から出土した埴輪として、円

筒埴輪の４６と５６、体部片の７４がある（図版１０・１１・１４ 観察表３～５）。

４６は、口縁部が残存する。直立する口縁部に対して、端部が緩やかに外反する。外面はヨコハケ、内

面はユビオサエとハケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

５６は、口縁部の小片である。全体的に外反傾向にあり、端部が内側に肥厚する。内外面ともナデによ

り仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

７４は、体部１段と突帯１条が残存する。体部外面には径１㎝の円形刺突が１箇所認められる。貫通は

していない。外面は、タテハケとヨコハケが部分的に残存し、内面は磨滅が著しく調整を観察すること

はできない。

（７）Ｆ群

Ｈ１９ 底部片の１１６が出土している（図版１９ 観察表７）。１１６は、底部から２段目にかけて残存する。内

外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。わずかに、内面下端部がユビオサエにより仕上げられてい

る。底部下面もナデにより仕上げられている。突帯は断面台形をなすが、突出度は低い傾向にある。

Ｈ２０ 底部片の１０１が出土している（図版１７ 観察表６）。１０１は、底部のみ残存する。内外面ともタテハ

ケにより仕上げられている。

Ｈ２１ ９７が出土している（図版１７ 観察表６）。９７は、底部から体部にかけて残存する。底部から２段目

にかけて残存する。２段目下部には、円形の透かしが１箇所に残存する。外面は、タテハケの後ヨコハ

ケにより仕上げられている。ハケには静止痕は認められないが、全体的に目が細かい（８～９本/㎝）傾

向が認められる。内面はナデを基調とし、下端部はユビオサエにより仕上げられている。底部下面は、

ナデにより仕上げられている。

Ｈ２２ 円筒埴輪の５４と、底部片の８４が出土している（図版１１・１５ 観察表３・５）。

５４は、口縁部の小片である。直立する口縁部に対して、端部が短く屈曲し逆Ｌ字形をなす。外面をハ

ケの後、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。内面の調整は、磨滅のため観察できない。

外面には径１㎝の円形刺突が認められる（写真図版１８９）。また、赤色塗布が部分的に認められる。

８４は、底部から２段目にかけて残存する。全体的に、底部から斜方向に立ち上がっている。底部外面
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はタテハケの後ヨコハケにより、内面はハケの後ナデとユビオサエにより仕上げられている。特に内面

下端部は、強いユビナデにより仕上げられている。また、底部下面は未調整である。突帯は、断面台形

をなすが、突出度は低い傾向にある。

Ｈ２３ ８９が出土している（図版１６ 観察表５）。底部から体部にかけて残存する。底部から２段目にかけ

て直立し、２段目には円形の透かしが１箇所残存する。底部外面はタテハケ、内面はハケの後ナデとユ

ビオサエにより仕上げられている。底部下面はナデにより仕上げられている。２段目外面の調整は、磨

滅のため観察できない。突帯は断面台形をなすが、退化傾向にあり突出度はわずかである。

Ｈ２４ １１１が出土している（図版１９ 観察表７）。底部から２段目の一部にかけて残存する。底部を中心

に黒斑が認められる。底部外面はヨコハケとタテハケにより、２段目はヨコハケにより仕上げられてい

る。タテハケ・ヨコハケともに、他の埴輪と比較してハケ目が細かい（８本/㎝）点が特徴的である。内

面は、底部から２段目にかけてナデにより仕上げられている。また、底部付近はユビオサエ痕が顕著で

ある。底部下端は未調整で、刻み目状の圧痕が多く認められる。突帯は、断面形が長方形に近い台形を

なし、突帯高が１．２㎝と突出している。

Ｈ２５ ９２が出土している（図版１６ 観察表６）。底部から２段目の一部にかけて残存する。突帯を中心に

黒斑が認められる。外面の調整は、磨滅が著しく観察することはできない。内面は、ナデにより仕上げ

られている。また、突帯貼り付け位置の内面やや下側には、ユビオサエ痕が帯状に認められる。底部下

面は、ナデにより仕上げられている（写真図版１９０）。突帯は、断面台形をなすが、突出度はわずかであ

る。全体的に、器壁が８㎜と薄い傾向にある。

Ｈ２６ 円筒埴輪の４９が出土している（図版１０ 観察表３）。４９は、口縁部から３段目にかけて残存する。

円形の透かしが４段目に２方向に開けられ、３段目にも１箇所その一部が残存する。３段目と４段目の

透かしは、基本的に千鳥に配されていたものと考えられる。また、口縁部には直線状の線刻が認められ

る。さらに、３段目から４段目にかけて黒斑が認められる。

口縁部は、体部から直立し、端部がわずかに外反する。ハケの後ヨコナデにより仕上げられている

が、端面はやや丸味を帯びている。口縁部高が１８．８０㎝と高い点が、特徴的である。

４段目と３段目は、外面がハケにより仕上げられている。また、内面についても磨滅が著しいが、わ

ずかにハケ目が認められる。また、４段目突帯貼り付け位置の内面下側にはユビオサエ痕が顕著に認め

られ、その後ハケが加えられている。

突帯は、３段目と４段目の２条残存するが、いずれも断面台形をなす。ただし、３段目突帯のほうが

歪んだ台形をなし、４段目とは特徴を異にしている。

Ｈ２７ １０５が出土している（図版１８ 観察表６）。底部から２段目にかけて残存する。２段目には、円形

の透かしが１箇所わずかに残存する。このほか、底部には２箇所径１．１㎝と径１．５㎝の小穴が開けられて

いる。ただし、両小穴は相対する位置関係にはない。また、円形の透かしとの位置関係についても、千

鳥の関係にはなく、明確な規則性は認められない。

外面は、全体的に磨滅が著しく、調整を観察することは困難である。わずかに、２段目にヨコハケが

認められる。内面は、全体的にナデにより仕上げられ、特に下端部付近は縦方向のユビナデにより仕上

げられている。また、突帯貼り付け位置内面には、ユビオサエ痕が帯状に認められる。底部下面は、ナ

デにより仕上げられている。

Ｈ２８ １０８が出土している（図版１８ 観察表６）。底部から２段目にかけて残存する。外面はタテハケ、
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内面はナデとユビオサエにより、仕上げられている。外面には部分的にヨコハケも認められる。ただ

し、２段目外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。また、内面下半はナデが不十分で、粘土紐痕が

顕著に認められる（写真図版１９４：ａ）。底部下端はナデにより仕上げられているが、部分的に圧痕が認

められる（写真図版１９４）。突帯は、断面形が長方形に近く、比較的突出している。

Ｈ２９ 体部片の６５と、底部片の９６が出土している（図版１２・１７ 観察表４・６）。

６５は、体部２段分と突帯１条が残存する。内外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。突帯は、断

面形が長方形に近い台形をなし、比較的突出する。この他、下段には円形透かしの一部が残存する。

９６は、底部から２段目にかけて残存する。内外面とも磨滅が著しく、調整は観察できない。わずか

に、底部下面がナデにより仕上げられている（写真図版１９１）。突帯は、断面台形をなすが、突出度は低

い傾向にある。

（８）Ｇ群

Ｈ３０ 昭和４６年度の調査により取り上げられ、すでに報告されている。

Ｈ３１ 円筒埴輪の５３、体部片の７８、底部片の１１９が出土している（図版１１・１４・２０ 観察表３・５・７）。

５３は、口縁部の小片である。直立する口縁部に対して、端部が短く屈曲している。内外面の調整は、

磨滅が著しく観察できない。

７８は、体部２段分と突帯１条が残存する。体部上段には円形の透かしが１箇所残存する。内外面とも

磨滅が著しく、調整を詳しく観察できないが、内面にはナデの痕跡が認められる。突帯は、断面形が台

形傾向にあるが、端部にシャープさは認められない。

１１９は、底部のみ残存する。直立気味に立ち上がり、外面はヨコハケ、内面はハケの後ナデとユビオ

サエにより仕上げられている。外面のヨコハケには、少なくとも２段におよぶ静止痕が認められる。底

部下面にはナデが加えられているが、刻み目状の圧痕が認められる。

Ｈ３２ 円筒埴輪の５０と、底部片の１３４が出土している（図版１１・２１ 観察表３・８）。

５０は、口縁部と４段目突帯が残存する。口縁部は全体的に外反傾向にあり、さらに端部はより大きく

外反している。端部はヨコナデにより仕上げられ、明確な端面が形成されている。外面には、平行する

２本の直線状の線刻が鍵形に描かれている。

また、内外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。突帯は、残存が一部に限られるが、断面形は台

形をなすものと考えられる。

１３４は、底部のみ残存する。外面はヨコハケ、内面はユビ

ナデとユビオサエにより仕上げられている。また、下端部

内面には横方向のナデが加えられている。底部下面は未調

整である（第２４６図）。

Ｈ３３ 底部の１１７が出土している（図版２０ 観察表７）。内

面は、縦方向のハケにより仕上げられている。外面は磨滅

が著しく、調整は観察できない。下端部は自重で肥厚し、

その箇所を中心にユビオサエにより粗く成形されている。

下面もユビオサエとナデにより仕上げられている。

Ｈ３４ １０４が出土している（図版１８ 観察表６）。底部から
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２段目にかけて残存し、２段目を中心に黒斑が認められる。全体的に磨滅傾向が著しく、調整の観察は

困難である。このなかで、底部外面にはタテハケが認められる。また、内面にもタテハケが認められ

る。突帯は、突出度が低く、断面形は台形をなす。底部下端は、自重により肥厚傾向にある。

Ｈ３５ ３９は、出土位置から判断して、口縁部から２段目まで残存する個体と、底部を中心に残存する個

体から、１個体に復元したものである（図版８ 観察表３）。

口縁部は、外面がヨコハケ、内面がナデにより仕上げられている。外面のヨコハケは、ストロークの

長いヨコハケである。最後に、端部がユビオサエとナデにより仕上げられ、わずかに外反傾向にあると

ともに、明確な端面が形成されている。

体部はいずれも、外面がヨコハケ、内面がナデにより仕上げられている。外面のヨコハケには、静止

痕は認められない。２段目においては、径４．５㎝と復元される円形透かしの一部が残存する。また、２段

目において黒斑が認められる。

突帯は、いずれも突出傾向にあり、断面形は長方形に近い。突帯は上下からの押さえ込みにより成形

されており、端面はＭ字状をなす。また、突帯貼り付け位置の内面は、他より肥厚傾向にある。

底部は完存するが、全体的に整った円筒形をなさず、下端部が２４㎝×２０㎝と楕円傾向にある。下端部

は自重により肥厚している。ただし、下面には溝状の圧痕が認められる。外面はヨコハケにより、内面

はユビオサエにより仕上げられている。外面のヨコハケには静止痕が認められる。静止痕は少なくとも

２段におよんでいる。また、ヨコハケと肥厚部分との関係から、ヨコハケは自重による肥厚前に施され

ている。

Ｈ３６ 体部片の６７と、底部片の１２４が出土している（図版１２・２０ 観察表４・７）。

６７は、体部２段分と突帯１条が残存する。外面は、上段がヨコハケ、下段がナデにより仕上げられて

いる。内面の調整は、磨滅が著しく観察できない。突帯は、断面形がＭ字形に近い台形をなす。この

他、下段には円形透かしの一部が残存する。

１２４は、底部が残存する。外面はタテハケにより仕上げられているが、他の埴輪と比較して目の細かい

ハケにより仕上げられている。内面は縦方向のナデにより仕上げられている。また、下端内面はユビオ

サエ痕が顕著である。下面は未調整で、圧痕が認められる。

Ｈ３７ 体部片の７９と、底部片の１０６が出土している（図版１４・１８ 観察表５・６）。

７９は、体部４段と突帯３条が残存する。上から２段目に円形の透かしが開けられていることから、４

段目にあたるものと考えられる。円形の透かしについては、３段目にも認められる。４段目と３段目の

透かしは、互いにほぼ千鳥の関係に配されている。外面は、各段ともヨコハケにより仕上げられてい

る。特に３段目と２段目において、斜行する静止痕が認められる。内面は、ナデを基調としている。ま

た、２段目突帯内面上側と３段目突帯内面下側においては、ユビオサエ痕が顕著である。

１０６は、底部から２段目にかけて残存する。底部と２段目に黒斑が認められる。全体的に磨滅傾向が

著しく、調整の観察は困難である。わずかに、底部内面にヨコハケが認められる。また、底部には径

２．４㎝～２．６㎝の小穴が開けられている。突帯は、突出度は低く、断面形は緩やかな三角形状をなしている。

Ｈ３８ 円筒埴輪の４１、体部片の４２、底部から体部片の１０７が出土している（図版９・１８ 観察表３・６）。

４１と４２は、出土位置が一致し、色調・胎土等の特徴の類似から、同一個体の可能性が高いものと考えら

れる。ただし、両者間の直接的な接合関係が認められなかったこと、および４２の具体的部位が不明なこ

とから、別の番号を付けて報告する。ただし、両個体の復元された径から判断すると、４２の最上段が４１
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の口縁部に相当する可能性が高いものと考えられる。

４１は、口縁部から４段目にかけて残存する。外反気味に立ち上がる口縁部に対して、端部はさらに大

きく外反している。４段目には円形の透かしが１箇所残存するとともに、弧状をなす線刻が認められ

る。口縁部は縦方向と横方向のハケ、内面は斜方向のハケにより仕上げられている。その後、口縁端部

内外面が、ヨコナデにより仕上げられている。４段目は、内面がハケとナデにより仕上げられている。

外面については、磨滅のため調整は観察できない。突帯は、１条残存するが、断面形が蒲鉾形に近く、

退化傾向にある。

４２は、体部３段と突帯２条が残存する。中段には円形の透かしが１箇所認められる。外面は、最下段

が磨滅している以外、ヨコハケにより仕上げられている。特に中段外面には静止痕が認められる。ま

た、中段にはタテハケも部分的に認められる。内面は、全体的にナデにより仕上げられている。突帯

は、断面形が台形傾向にあるが、端部がシャープさを欠き、退化傾向にある。

１０７は、底部から３段目にかけて残存する。底部から２段目にかけて黒斑が、３段目に赤色塗布が認

められる。

底部は、外面がヨコハケ、内面が工具を用いた縦方向のナデにより仕上げられている。下端は未調整

であるが、自重により平坦となっている。体部外面は磨滅傾向にあり、２段目外面のタテハケと３段目

外面のヨコハケがわずかに認められる。内面は、底部と同様、ナデにより仕上げられている。また、２

段目には円形の透かしが、相対する位置に２箇所開けられている。

突帯は、２条とも比較的突出傾向にある。強いヨコナデにより貼り付けられた結果、断面形が三角形

に近い傾向にある。

Ｈ３９ 底部片の１２６が出土している（図版２０ 観察表７）。内面は、ユビナデを中心に仕上げられている。

外面の調整については、磨滅のため観察できない。

Ｈ４０ 底部片の１１３と、口縁部片の１３７が出土している（図版１９・２２ 観察表７・８）。

１１３は、底部から２段目にかけて残存する。底部に黒斑が認められる。内外面の調整は、磨滅が著し

く観察できない。わずかに、下端部付近がにナデにより仕上げられている。突帯も磨滅傾向にあり、突

出度は弱く、断面形は緩やかな台形をなす。１３７は２次口縁が残存する。内外面ともハケにより仕上げ

られている。また、口縁部外面には、赤色塗布が認められる。

Ｈ４１ 体部片の６４と、底部片の８５が出土している（図版１２・１５ 観察表４・５）。

６４は、突帯１条とその上下の段が残存する。外面はハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられ

ている。また、内面の一部にはハケ目が認められる。

８５は、底部から２段目にかけて残存する。全体的に内外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。底

部下面はナデにより仕上げられている。また、底部には径２．３㎝の小穴が１箇所開けられている。２段

目との境となる突帯は断面台形をなし、ナデにより貼り付けられている。

Ｈ４２ 体部片の７５と、底部片の１１０が出土している（図版１４・１９ 観察表５・７）。

７５は、体部２段分と突帯１条が残存する。上段外面はタテハケの後ヨコハケにより、内面は突帯貼り

付け位置上側を中心としたユビオサエの後、ナデとハケにより仕上げられている。下段外面はわずかに

ハケ目が認められる。また、上段外面には線刻が認められる。

１１０は、底部から２段目にかけて残存する。底部には黒斑が認められる。底部外面はヨコハケにより、

内面はユビオサエとナデにより仕上げられている。外面は、下端部付近に限りタテハケが認められる。
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自重で肥厚した箇所との関係から、タテハケの後に自重で肥厚したものと考えられる。２段目は、外面

の調整が磨滅のため観察できない。内面は、底部と同様、ナデとユビオサエにより仕上げられている。

突帯は、比較的突出し、断面形は台形をなす。突帯の剥離部分には、突帯割り付けのためのヘラよる

沈線が認められる。

Ｈ４３ １００が出土している（図版１７ 観察表６）。底部から２段目にかけて残存し、底部に黒斑が認めら

れる。底部外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられている。ヨコハケの一部には静止痕が認めら

れ、その特徴からＢｂ種ヨコハケと判断される。突帯は、突出度はわずかであるが、断面形は整った台

形をなす。底部付近内面は、自重で肥厚した部分がユビオサエにより整形されているが、底部下端は未

調整である。

Ｈ４４ 底部片の８３が出土している（図版１５ 観察表５）。底部のみ残存する。残存する限りにおいては、

黒斑は認められない。磨滅が著しく、内外面とも調整を観察することは困難である。ただし内面下端部

付近は、ユビオサエにより仕上げられている。底部下面は未調整で、圧痕が多く認められる。

Ｈ４５ 円筒埴輪の４３、体部片の７３、底部片の１２１が出土している（図版１０・１３・２０ 観察表３・５・７）。

４３は、口縁部が残存する。斜外方に直線的に立ち上がり、端部が短く外反する。外面をハケの後、端

部がヨコナデにより仕上げられている。特に外面のハケは、１０本/㎝と他の埴輪のハケ目と比較して大変

細かい特徴が認められる。

７３は、体部のみ残存する。上段部には、円形透かしが相対する位置に２箇所認められる。下段は、外

面がタテハケの後ヨコハケ、内面がヨコハケにより仕上げられている。上段は、外面がヨコハケ、内面

がタテハケにより仕上げられている。また、突帯貼り付け部の上側には、貼り付けの際のユビオサエ痕

が帯状に認められる。突帯は、断面台形をなし、強いナデにより貼り付けられている。

１２１は、底部のみ残存し、黒斑が認められる。径２．７㎝の小穴が１箇所開けられている。内外面ともナ

デを基調とし、内面にわずかにハケ目が認められる。

Ｈ４６ 体部片の６３と、底部片の１３２が出土している（図版１２・２１ 観察表４・８）。

６３は、体部２段と突帯１条が残存する。上段には円形の透かしが開けられている。外面はハケ、内面

はナデとユビオサエにより仕上げられている。突帯は、断面形が方形に近い台形をなしている。

１３２は、底部のみの残存であるが、大きく外反する傾向が認められる。外面はタテハケ、内面はユビオ

サエとユビナデにより仕上げられている。底部下面は弱いナデにより仕上げられているが、ヘラ状の圧

痕が認められる。

Ｈ４７ 体部片の７０と、底部片の１２９が出土している（図版１３・２１ 観察表４・８）。

７０は、体部２段分と突帯１条が残存する。下段外面はタテハケの後ヨコハケにより、内面はハケとナ

デにより仕上げられている。突帯は、断面形が長方形に近い台形をなし、突帯高１．３０㎝と突出する。こ

の他、わずかに残存する上段には、円形透かしの一部が認められる。

１２９は、底部が残存する。外面はタテハケにより仕上げられている。内面は、磨滅が著しいが、わずか

にナデの痕が認められる。また、底部下面にはナデが加えられている。

Ｈ４８ 底部片の１２７が出土している（図版２０ 観察表８）。外面はタテハケのちヨコハケ、内面は縦方向

のユビナデとユビオサエにより仕上げられている。一部に斜方向のハケ目も残存する。底部下面は弱い

ナデにより仕上げられている。

Ｈ４９ 円筒埴輪の５１と６０、体部片の６１、底部片の１２０の４体からなる（図版１１・２０ 観察表３・４・７）。
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このなかで、６０と６１は、出土位置・色調・胎土等の特徴から、同一個体である可能性が高いものと考え

られる。

５１と６０は、口縁部が残存する。５１は全体的に外反傾向にあり、さらに端部は外方へ短く屈曲する。内

外面とも磨滅が著しいが、端部はヨコナデにより仕上げられている。６０は、わずかに開き気味に立ち上

がる口縁部に対して、端部が短く外反する。内面がナデ、外面がハケの後端部がヨコナデにより仕上げ

られている。他の円筒埴輪と比較して、全体的に器壁が薄い点が特徴的である。

６１は、体部１段と突帯２条が残存する。下側の突帯は剥離痕のみで、突帯そのものは残存しない。体

部には、円形の透かしの一部がわずかに残存する。内面はナデにより仕上げられているが、外面の調整

については磨滅が著しく観察できない。残存する突帯は、断面形が蒲鉾形に近い特徴が認められる。

１２０は、底部のみ残存する。内面はナデとユビオサエにより仕上げられているが、外面の調整は磨滅の

ため観察できない。底部下面はナデにより仕上げられている（写真図版１９６）。

Ｈ５０ 体部片の７２と、底部片の１１５が出土している（図版１３・１９ 観察表４・７）。

７２は、体部１段分と突帯１条が残存する。内外面とも磨滅が著しく、調整は観察できない。突帯は、

断面形が台形をなすが、全体的に丸みを帯びている。

１１５は、底部から２段目にかけて残存する。外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。内面はユビオ

サエの後ナデにより仕上げられている。端部下面もナデにより仕上られている。

その他 円筒埴輪の５７と、体部片の５８が出土している（図版１１ 観察表４）。両個体は、出土位置・胎

土・色調等の特徴から同一個体の可能性が考えられるものである。

５７は、口縁部から４段目にかけて残存する。体部から口縁部にかけて直立し、口縁端部が短く外反す

る。端部は、内外面の調整後ヨコナデにより仕上げられ、明確な端面が形成されている。また、４段目

には円形の透かしが１箇所残存する。外面は、体部・口縁部とも縦方向を主体としたハケにより仕上げ

られているが、口縁部にはわずかにヨコハケも認められる。外面のハケ目は、１０本/㎝と大変細かい点が

特徴的である。内面は、口縁部から体部にかけてナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が方形

に近い台形をなし、突帯高が１．１０㎝と突出傾向にある。

５８は、体部２段分と突帯２条が残存する。体部上段には、円形透かしが１箇所認められる。外面は、

上段がヨコハケの後タテハケ、下段がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。外面のハケ目は、

１０本/㎝と大変細かい点が特徴的である。内面は、ナデを基調とし、突帯貼り付け位置内面にはユビオサ

エ痕が顕著に認められる。突帯は、２条とも断

面形が長方形に近い台形をなし、突帯高は下段

が１．２５㎝・上段が１．２０㎝と突出傾向にある。

（９）Ｈ群

Ｈ５２ 底部片の１２３が出土している（図版２０ 観

察表７）。１２３は底部のみ残存し、黒斑が認めら

れる。下端部から上部にかけて、内湾気味に立

ちあがる傾向が認められる。全体的に磨滅が著

しいが、外面下端にはヨコハケが認められる。

さらに、内面下端付近には縦方向のユビナデ痕
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が顕著に認められる。全体的に下端部を中心に歪んでいる。下端面には溝状の圧痕が認められる（写真

図版１９７）。

Ｈ５３ 底部片の９９が出土している（図版１７ 観察表６）。外面はハケ、内面はナデとユビオサエにより仕

上げられている。底部下面は未調整で、溝状の圧痕が認められる。

その他 底部片の１３１が出土している（図版２１ 観察表８）。全体的に磨滅傾向にあるが、内面はナデに

より仕上げられている。また、下面もナデにより仕上げられている。

（１０）ｈ６（第２４５図）

円筒埴輪の４８、体部片の６６・７１・７６が出土している（図版１０・１２～１４ 観察表３～５）。

４８は、口縁部が残存する。直立する口縁部に対して、端部は短く屈曲し、逆Ｌ字形をなす。内外面の

調整は、磨滅が著しく観察できない。

６６・７１・７６は、体部２段と突帯１条が残存する。６６は、内外面とも磨滅傾向にあるが、上段外面のみ

タテハケが認められる。突帯は、断面形が台形をなすが、全体的に丸味を帯びている。この他、下段に

は円形の透かしが１箇所残存する。

７１の外面は、上段がタテハケ、下段がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面は、上段

がハケとナデ、下段がナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が台形をなすが、全体的に丸味を

帯びている。突帯剥離面にはタテハケが認められる。この他、上段には円形の透かしが１箇所残存する。

７６は、内外面とも磨滅傾向にあるが、上段外面のみタテハケが認められる。また内面突帯貼り付け位

置の下側には、ユビオサエ痕が顕著に認められる。突帯は、断面形が台形をなすが、全体的に丸味を帯

びている。この他、下段には円形の透かしが１箇所残存する。

５．前方部南側１段目斜面
（１）出土状況

西側から東側にかけて、ほぼ全面的に出土している。しかし、いずれも小片での出土で、完形に近い

状態あるいは集中して出土したものは認められない（第２４８図）。いずれも、転石層中から出土している

ことから、１段目埴輪列の倒壊に起因するものと考えられる。器種としては、円筒埴輪・体部片・朝顔

形埴輪・壺形埴輪が出土している。

（２）円筒埴輪（図版２２・２３ 観察表８・９）

１４０・１４１・１４３～１４８は、口縁部のみ残存する。

１４０は直線的に立ち上がり、端部が逆Ｌ字形に屈曲する。内外面のハケの後端部がヨコナデにより仕上

げられ、明確な端面が形成されている。１４１は直立する口縁部に対して、端部が短く外反する。内外面と

もナデにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。端部は丸く仕上げら

れている。また、外面には２本の直線からなる線刻が認められる。出土位置・胎土・色調等の特徴から、

１４２と同一個体の可能性が考えられる。

１４３は、直立する口縁部に対して端部がわずかに外反する。外面の調整は磨滅により観察できない

が、２本の直線的な線刻が認められる（写真図版１９８）。内面はナデにより仕上げられ、最後に端部内外

面がヨコナデにより仕上げられている。１４４は、直立する口縁部に対して端部が短く外反する。外面は
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タテハケ、内面はナデにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。１４５

は、口縁端部が大きく外反する。内外面ともナデにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデによ

り仕上げられている。端部には端面が形成され、その上下両端部はシャープに仕上げられている。

１４６は、下端部に突帯の剥離痕が認められる。口縁部外面には、２本の平行する線からなる鍵括弧形

の線刻が認められる（写真図版１９８）。口縁部は直線的に立ち上がり、端部が短く屈曲する。内外面のハ

ケの後端部がヨコナデにより仕上げられているが、端面は形成されていない。また、外面のハケは、縦

方向の後横方向に、内面は縦方向から斜方向に、それぞれ施されている。

１４７と１４８は、口縁部の小片である。１４７は、直立する口縁部に対して端部が逆Ｌ字形をなす。内面はナ

デ、外面はストロークの長いヨコハケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げら

れている。このため、明確な端面が形成されている。この他、外面全面に赤色塗布が認められる。

１４８は、斜外方に開き気味の口縁部に対して、端部は一旦上方に立ち上がり、その後外方につまみ出さ

れている。外面はナデ、内面は斜方向のハケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕

上げられている。

（３）体部片（図版２２～２４ 観察表８～１０）

１４２は、体部１段と突帯１条が残存する。外面はヨコハケ、内面はユビオサエの後ナデにより仕上げら

れている。突帯は断面形が台形をなすが、突出度は大きくはない。出土位置・胎土・色調等の特徴から、

１４１と同一個体の可能性が考えられる。

１４９～１５３と１５５～１５７は、体部２段分と突帯１条が残存する。

１４９の下段下端部には円形透かしの一部が認められる。外面はハケ、内面はハケの後縦方向を主体と

したナデにより仕上げられている。上段のヨコハケには静止痕が認められる。１５０は、突帯の大半が剥

離し、その基部のみ残存する。下段には、円形の透かしの一部が１箇所に認められる。さらに、弧状を

なし平行する２本の線刻と１本の線刻の一部が認められる（写真図版１９８）。外面は、上段がハケ（タテ

ハケ→ヨコハケ）により、下段がタテハケにより仕上げられている。内面は、全体的に磨滅が著しいが、

下段においてハケ目が残存する。突帯貼り付け位置下側の内面には、ユビオサエ痕が顕著に認められる。

１５１は、上段外面に赤色塗布と黒斑が認められる。下段には円形の透かしが１箇所認められる。内外

面ともハケにより仕上げられている。特に、外面はタテハケの後ヨコハケが加えられ、上段の一部に静

止痕がわずかに認められる。また、内面はユビオサエの後タテハケにより仕上げられ、最後にナデが加

えられている。突帯は、断面台形をなすが、突帯高は７．５㎜と突出はしていない。

１５２の下段には、円形の透かしの一部が残存する。また、上段には赤色塗布と黒斑が認められる。外面

はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。特に下段のヨコハケは、ハケ原体が数度器面から離

れている。内面は、ハケの後部分的にナデが加えられている。また、突帯貼り付け位置の上側及び下側

内面にはユビオサエ痕が顕著に認められ、その後ハケにより仕上げられている。

１５３の外面はハケ（タテハケ→ヨコハケ）により、内面はハケの後ナデにより仕上げられている。特に

内面には、縦方向の工具の当たりが認められる。突帯は、下端の幅が広い傾向にあるが、突帯高は９㎜

と突出度はわずかである。

１５４は、体部１段分と突帯１条が残存する。体部外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はタテハケの後縦

方向のナデにより、仕上げられている。外面のヨコハケには静止痕が認められる。また、突帯貼り付け
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位置内面には、ユビオサエが顕著に認められる。

１５５～１５７と１５９も、体部２段と突帯１条が残存する。１５５

外面はヨコハケ、内面はユビオサエとナデにより仕上げら

れている。特に上段のヨコハケには静止痕が認められる（写

真図版１９８）。また、突帯貼り付け位置の内面には、強いヨ

コナデが加えられている。１５６は、突帯の大半が剥離し、そ

の基部のみ残存する。下段には、直線状の線刻３本が認め

られる。内外面とも磨滅が著しく、調整は観察できない。

１５７は、内面がナデにより仕上げられている。外面は磨滅傾

向にあるが、線刻がわずかに残存する。１５９は、上段外面が

ヨコハケにより、下段外面がタテハケの後ヨコハケにより、

内面がナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が方

形に近い台形をなし、突帯高１．０５㎝と突出する。

１５８は、体部の小片である。突帯の断面形が方形に近い台

形をなし、比較的突出している。内面はナデにより仕上げ

られている。外面には、わずかにヨコハケが認められる。

１６０は、体部の小片と突帯が残存する。体部には、直線状の線刻３本が認

められる（第２４９図・写真図版１９８）。内外面とも磨滅が著しいが、外面にわ

ずかにハケ目が認められる。突帯は、基部のみ残存する。

１６１は、体部の小片と突帯が残存する。体部には、直線と弧状からなる線

刻３本が認められる（第２５０図）。外面はタテハケ、内面はユビオサエとナ

デにより仕上げられている。突帯は断面形が長方形に近い台形をなし、突

帯高は１．２０㎝と突出している。１６２～１６５は、体部の小片である。１６２の外面

には波状をなす１条の線刻が認められる（第２５２図）。他より太い線刻であ

る。１６３は、外面がナデ、内面がハケにより仕上げられ、外面には線刻が施

されている（第２５１図）。６本の直線状の線刻からなる（写真図版１９９）が、

その内容は不明である。１６４は、２本の直線状をなす線刻が認められる（写

真図版１９９）。１６５は径７㎜の円孔が開けられている。

（４）底部片（図版２４ 観察表１０）

１６６～１７０が該当し、いずれも底部が残存する。

１６６は内外面とも磨滅が著しいが、外面にはタテ

ハケが、内面下端部付近にはユビオサエ痕が、底

部下面には、弱いナデが加えられている。１６７は、

外面がヨコハケ、内面がユビオサエにより仕上げ

られている。底部下面は弱いナデが加えられてい

るが、圧痕も認められる。１６８は、内外面とも磨滅

が著しく、調整は観察できない。底部下面には弱
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いナデが加えられているが、圧痕も認められる。１６９は、斜外方に直線的にのび、下端部の幅が極端に広

くなっている。内外面の調整は、磨滅が著しいため観察できない。ただし、内面下端部付近はユビオサ

エにより仕上げられている。なお、底部下面は未調整で圧痕が認められる。１７０は内外面とも磨滅が著し

く、調整は観察できない。底部下面は未調整である。また、残存する範囲においては、黒斑は認められ

ない。

（５）口縁部片・頸部片（図版２４ 観察表１０）

１７１と１７２は、１次口縁上端から２次口縁にかけて残存する。１

次口縁の延長上に２次口縁が継ぎ足され、その境外面には断面台

形をなす突帯が貼り付けられている。１７１は、１次口縁・２次口縁

とも外面がタテハケ、内面がヨコハケにより仕上げられている。

１７２は、１次口縁外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がナデによ

り仕上げられている。２次口縁内面はヨコハケ、外面はタテハケ

の後ヨコハケ、その後ナデにより仕上げられている。口縁部外面

には赤色塗布が認められる。

１７３と１７４は、２次口縁の小片である。

１７３は、内外面の調整が磨滅のため観察できないが、端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。ま

た、端部断面は方形をなし、明確な端面が認められる。１７４は、内外面がハケにより仕上げられている。

特に内面はヨコハケを基調としている。さらに、内面には線刻が認められる（第２５３図・写真図版１９９）

とともに、その線刻内には赤色塗布が残存する。

（６）肩部片（図版２４ 観察表１０）

１７６と１７７の２点が該当する。

１７６は、４段目から肩部にかけて残存する。４段目の上段が内湾傾向にあることから、肩部と判断した

ものである。肩部・４段目ともに外面は磨滅のため調整は不明である。内面はナデを基調として仕上げ

られている。突帯は、断面形が長方形に近く、突出傾向にある。ただし、他の突帯と比較して全体的に

薄く仕上げられている。

１７７は、４段目から肩部にかけて残存する。体部には円形の透かしが１箇所残存する。肩部は、外面が

ヨコハケ、内面が斜方向のハケにより仕上げられている。体部は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面

がナデと斜方向のハケにより、仕上げられている。また、４段目突帯貼り付け位置内面には、ユビオサ

エ痕が顕著に認められる。そして、この箇所を境に製作時の時間差が認められる（写真図版２００）。この

他、体部の一部に赤色塗布が認められる。

（８）壺形埴輪（図版２４ 観察表１０）

１７５は、肩部とその下端の突帯の一部が残存する。残存する突帯の規模から鍔状をなすと考えられ、壺

形埴輪と判断したものである。内外面ともナデにより仕上げられ、内面にはユビオサエ痕も認められ

る。外面には１４条の直線からなる線刻が認められる（写真図版１９９）。色調・胎土・線刻の特徴等から、

４１７（２３８頁）と同一個体の可能性が考えられる。
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６．区画溝
（１）出土状況

区画溝内からは、多量の埴輪が出土している。

ただし、区画溝底部から出土した埴輪は皆無で、

いずれも１層中および１層上面（第１７２図）から出

土している。このなかで、ｈ１１（第２５９図）とｈ１５

が１層上面出土埴輪群の代表例で、比較的広い範

囲に小片が散乱した状態で出土している。出土埴

輪は、円筒系埴輪に限らず、家形埴輪等も出土し

ている。平面的には、中央部より東側でまとまっ

て出土している（第２５４図）。その代表例が、ｈ１１

～ｈ１６である。この他、くびれ部付近においても

１箇所集中箇所が認められる（ｈ８）。

また、区画溝内から出土した埴輪については、墳丘側から落ち込んだ埴輪と、造り出し側から落ち込

んだ埴輪が混在して出土しているものと考えられる。その樹立位置の復元については、章を改めて検討

することにする（第７章第７節）。

ｈ８ くびれ部付近にあたる（第２５４図）。朝顔形埴輪１個体（２４３）が倒れ、その場で押し潰れた状態で

出土している。このため、比較的大きな破片が１ｍ四方の範囲から出土している（第２５６図 写真図版
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８６：③④・８７：①）。

ｈ９ 円筒埴輪（１８６・１９５） と体部片（２２５）

が落ち込み、その場で潰れた状態で出土してい

る。このため、各破片が比較的大きな状態で出

土している（第２５７図 写真図版８７：②）。

ｈ１０ ｈ９の下層に位置する（第２５４図）。朝顔

形埴輪１個体（２４２）が区画溝内に倒れ、その場

で押し潰された状態で出土している。比較的小

片となっているが、１ｍの範囲内に集中して出

土している（第２５８図 写真図版８８：④）。

ｈ１１ 区画溝のほぼ中央部にあたる（第２５４図）。

家形埴輪・水鳥形埴輪等とともに、小片となっ

て散乱した状態で出土している（第２５９図）。こ

のため、ｈ１１から出土した埴輪で、完形もしく

はそれに近い状態まで復元できた個体は認めら

れない。層位的に区画溝がほぼ埋没した段階の

層から出土している。その出土位置において、

レベル差は認められない。

このなかで、円筒系埴輪の出土位置は、第２６０

図のとおりである。破片の数は多いが、接合関
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係の認められる個体はわずかである。この他、ｈ１１と他地点との接合関係も、わずかではあるが認めら

れる。

ｈ１２ ｈ１１とｈ１３の間に位置する（第２５４図）。円筒埴輪１体分（１９２）が落ち込み、その場で押し潰され

た状態で出土している（第２６１図 写真図版８９：①～④）。口縁部が墳丘側を向いていることから、造り

出し側から倒れ込んだ可能性が考えられる。

ｈ１３ ｈ１４の上層にあたる（第２５４図）。ｈ１１同様、層位的に区画溝がほぼ埋没した段階の層から出土して

いる。家形埴輪等とともに、小片が散乱した状態で出土している（写真図版９０：⑦）。このため、完形に

第５章 出土遺物

第２５９図 ｈ１１ 埴輪出土状況
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第５章 出土遺物

復元された個体は認められない。唯一、１９６がｈ１１との接合関係をもって出土している。

ｈ１４ 平面的にｈ１３の下層にあたる（第２５４図）。円筒埴輪（１８０・２１１）と頸部片（２４８）が倒れ込み、そ

の場で押し潰された状態で出土している（第２６３図）。２４８は、造り出し側に近い位置で出土している。ま

た、２１５がｈ１４とｈ１０との接合関係をもって出土している。

ｈ１５ 区画溝の東端部、埋土上面から出土している（第２５４図）。多くの小片が３ｍ×３．５０ｍの範囲に散

乱した状態で出土している（写真図版９１）。このため、完形近くまで復元できた個体は認められない。

１９８・２３４・２３７～２３９が出土している。

ｈ１６ 平面的にｈ１５の下層にあたる（第２５４図）。円筒埴輪（１９１・１９９・２３３）が、倒れた後押し潰された

状態で出土している（第２６２図 写真図版９１：②）。これらの出土状況は、ほぼ区画溝の中央部で、その

主軸とほぼ平行している。口縁部は後円部側を向いている。この出土状況から、１９９と２３３は直接的な接

合関係を確認することはできなかったが、同一個体の可能性が考えられる。さらに、１９９の一部は造り

円
筒
系
埴
輪

第２６３図 ｈ１４ 埴輪出土状況
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出し上面から出土している。１９１は、口縁部を中心に倒れ込み、その場で潰れた状態で出土している（第

２６４図）。また、１９１の一部は、南周濠底からも出土している（ｈ２１：第２６４図 写真図版１４５：③）。ｈ２１で

は、体部が押しつぶされた状態で出土している。ｈ２１については、本来区画溝内にあったものが、押し

流されたものと考えられる。

ｈ１７ ｈ１６の東側、区画溝の東端部にあたる（第２５４図）。埋土の上層から出土している。

（２）円筒埴輪（図版２５～図版３１ 観察表１０～１２）

１７８と１７９は、口縁部から４段目にかけて残存する。

１７８は、体部から口縁部にかけてほぼ直立し、端部が逆Ｌ字形に屈曲する。内外面の調整は、磨滅が著

しく詳細な観察はできないが、口縁部外面がナデにより仕上げられている。内面についても、ナデが認

められる。口縁端部は、内外面ともヨコナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が台形をなすが、

全体的に丸みを帯びている。この他、４段目には円形の透かしの一部が残存する。また、口縁部と４段

目外面に、赤色塗布が部分的に認められる。

１７９は、体部から口縁部にかけてほぼ直立し、端部が短く外反する。端部は、明確な端面が形成されて

いる。外面は、口縁部がタテハケ、４段目がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。４段目の

ヨコハケは、ストロークの長いヨコハケである。内面は、口縁部から４段目にかけて、ナデとユビオサ

エの後ハケが加えられている。最後に、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。突帯は、

断面形が台形をなすが、端部はシャープさを欠く。また、４段目外面には、弧状をなす１本の線刻が認

められる（写真図版２００）。この他、ハケ目内に赤色塗布が残存している。

１８０は、口縁部から３段目まで残存する。口径が３４㎝と他の円筒埴輪より大型である点が特徴的であ

る。体部から口縁部にかけてほぼ直線的で、口縁部は直立傾向にある。端部はヨコナデにより仕上げら

れ、ほぼ水平な端面が形成されている。円形の透かしが、４段目に相対する２箇所に開けられている。

外面は、口縁部から３段目にかけてタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。口縁部と４段目

はストロークの長いヨコハケであるのに対して、３段目はＢ種ヨコハケにより仕上げられている。内面

は、口縁部から３段目にかけて、ナデとユビオサエにより仕上げられている。突帯は、断面長方形に近

い台形をなし、突出している。

１８１～１８５は、口縁部を中心に残存する。

１８１の外面には、弱い線刻が認められ、その溝には赤色塗布が残存する。直立する口縁部に対して、端

部が逆Ｌ字形状に短く外反する。外面のナデ、内面のハケの後、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上

げられている。１８２は、外傾傾向にある口縁部に対して、端部が水平方向に屈曲している。全体的に内

外面とも磨滅傾向にあり、調整は観察できない。１８３は、全体的に直立傾向にあり、端部がヨコナデに

よりわずかに外反する。口縁部外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられている。

１８４は、直立する口縁部に対して端部が緩やかに外反する。外面のタテハケ、内面のナデ・ユビオサ

エの後、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。１８５も直立する口縁部に対して、端部が

外反する。外面はタテハケ、内面はナデにより仕上げられ、最後に端部内外面が強いヨコナデにより仕

上げられている。このため、端部は口縁部より薄く仕上げられている。

１８６は、口縁部から２段目まで残存する。体部から口縁部にかけてほぼ直線的にのび、口縁部が短く外

反する。口縁端部は、内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げられ、明確な端面が形成されている。４
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段目には円形透かしが２箇所に開けられている。他に、口縁部外面にはＸ字形の線刻が認められる。

外面はタテハケを基調とし、４段目と３段目は２次調整としてヨコハケが加えられている。ハケ目が、

他の埴輪と比較して細かい傾向（７～８本/㎝）が認められる。内面は、ハケの後、ナデとユビオサエに

より仕上げられている。突帯は、３段とも断面長方形に近い台形をなし、突出傾向にある。特に４段目

突帯の上端部はシャープに仕上げられている。

１８７は、口縁部が残存する。直立する口縁部に対して、端部が短く外反する。外面はナデ、内面はユビ

オサエの後ナデにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。このため、

端部には端面が形成され、その下端部はシャープに仕上げられている。

１８８は、口縁部から３段目にかけて残存する。体部から口縁部にかけて直線的に立ち上がり、口縁部も

直立する。ただし、内外面のハケの後、ヨコナデにより上端部が外方へ突出し、ほぼ水平な端面が形成

されている。４段目と３段目には円形の透かしが各１箇所、わずかに残存する。このほか、口縁部を中

心に、赤色塗布が認められる。

外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。４段目・３段目とも、静止痕は認められず、

ストロークの長いヨコハケにより仕上げられている。内面は、縦方向を中心としたハケの後ナデにより

仕上げられている。ただし、突帯貼り付け部内面は、その貼り付けの際にヨコナデが加えられている。

突帯は、断面台形をなし、強いヨコナデにより貼り付けられている｡

１８９は、口縁部を中心に残存する。口縁部はわずかに外反傾向にあり、端部がやや大きく外反する。内

外面ともハケにより仕上げられ、最後に端部がヨコナデにより仕上げられている。口縁部下端は、突帯

の剥離痕のみが認められる。なお、この剥離面には縦方向のハケ目が明確に認められる（写真図版２０１）。

１９０は、口縁部から４段目にかけて残存する。口縁部から体部にかけて黒斑が認められるとともに、口

縁部と体部の一部に赤色塗布が認められる。

口縁部は、内外面ともハケにより仕上げられている。特に外面は、ストロークの長いヨコハケが主体

で、さらに上半部には斜方向のハケが加えられている。その後、端部を中心にヨコナデにより仕上げら

れ、端部が水平方向に引き伸ばされている。最後に、径１．０～１．２㎝の小穴が１穴、外側から内側に向け

て開けられている。さらに、４段目においては、径５．５㎝の透かしの一部が１箇所で認められる。対とな

る透かしは残存しない。

４段目は突帯が残存し、断面形は台形をなす。ただし、下端部がやや下がり気味である。また、この

突帯の貼り付け面の幅が一定していない点も、この埴輪の特徴である。内外面ともヨコハケを基調とし

て仕上げられている。

１９１は、体部３段目から口縁部まで残存する。口縁部から体部にかけて黒斑が認められる。また、外面

には赤色塗布も認められる。３段目は下部を欠き、４段目は完存する。両段ともに２方に円形の透かし

が開けられている。両段の透かしは千鳥に配されている。外面は、両段とも縦方向のハケを基調とし、

部分的にナデが加えられている。内面はナデにより仕上げられている。各段の突帯は、断面台形をなし、

ハケの後ヨコナデにより貼り付けられている。また、剥離部分には、割り付け用と考えられる弱い沈線

が認められる。

口縁部は完存し、端部は外方に折り返され、逆Ｌ字形をなす。ヨコナデにより仕上げられ、明確な端

面が形成されている。外面は、タテハケにより仕上げられ、その後径１㎝の円形刺突文が施されている。

円形刺突文は２．５㎝から３．５㎝の間隔で９箇所に施文され、全周の約１/２弱の範囲に偏在している。
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１９２は、口縁部から２段目まで残存する。体部から口縁部にかけてほぼ直線的で、口縁部は直立する。

口縁端部は、内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げられ、ほぼ水平な端面が形成されている。４段目

には、円形の透かしが２箇所に開けられている。また、２段目下端にも円形透かしの一部が１箇所残存

する。さらに、口縁部には径１㎝大の小穴が１箇所開けられている。このほか、口縁部と３段目を中心

に赤色塗布が認められる。

外面は、口縁部がタテハケ、３段目と４段目がタテハケの後ヨコハケにより、仕上げられている。ま

た、２段目もヨコハケにより仕上げられている。ただし、４段目のヨコハケは短いタッチで、やや斜行

気味である。さらに、３段目のヨコハケには静止痕が認められず、ストロークの長いヨコハケにより仕

上げられている。内面は、口縁部がヨコハケ、３段目・４段目がタテハケを基調として仕上げられてい

る。２段目は、ナデにより仕上げられている。

１９３は、口縁部がわずかに残存する。外反傾向にあり、内端部を中心としたヨコナデにより仕上げられ

ている。端部以外は、内面がナデ、外面がハケにより仕上げられている。

１９４は、口縁部から４段目にかけて残存する。体部から口縁部にかけて直立し、端部は逆Ｌ字形をなす。

口縁部・体部ともに、外面はヨコハケにより、内面はナデとハケにより仕上げられている。突帯貼り付

け位置の上側内面においては、ユビオサエが顕著に認められる。最後に口縁端部内外面がヨコナデによ

り仕上げられている。突帯は断面形が台形をなし、端部が比較的シャープに仕上げられている。

１９５は、口縁部から２段目まで残存する。体部から口縁部にかけては直立傾向にあるが、口縁部はわず

かに外反する。内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げられ、明確な端面が形成されている。また、口

縁部には菱形状の線刻が認められる。円形の透かしは、２段目と４段目に各２箇所開けられ、２段目と

４段目とは千鳥に配されている。

口縁部外面はタテハケの後ヨコハケにより、２段目から４段目はヨコハケにより仕上げられている。

内面は、２段目から口縁部にかけて縦方向を基調としたハケにより仕上げられている。突帯は、断面台

形をなすが、突出度もわずかで全体的に退化傾向が認められる。

１９６～１９８は、口縁部が残存する。

１９６は、直立する口縁部に対して、端部が大きく外反する。内外面とも横方向のハケの後、端部内外面

がヨコナデにより仕上げられている。外面のハケはストロークの長いヨコハケである。１９７は、口縁部が

体部に対して外反し、端部は下端部を中心にヨコナデが加えられている。端部以外は、内外面とも磨滅

が著しく、調整は観察できない。１９８は、直立する口縁部に対して、端部が大きく外反する。外面はヨコ

ハケ、内面はハケの後ナデにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

外面のヨコハケは、ストロークの長いヨコハケである。

１９９は、体部３段目から口縁部まで残存する。口縁部から４段目にかけて黒斑が認められ、同じく口縁

部と４段目の一部に赤色塗布が認められる。

口縁部は、わずかに外反傾向にあり、タテハケの後両端部をつまむようなヨコナデにより仕上げられ

ている。４段目外面は、１次調整のタテハケの後ヨコハケが加えられているが、単位等は不明である。

楕円傾向にある透かしが１穴残存する。３段目外面は、磨滅のため調整は全く観察できない。また、円

形透かしが１箇所認められるが、４段目とは千鳥の位置関係にある。ただし、正確に９０°の位置関係にあ

るのではなく、約１１５°違えている。内面は、口縁部から体部にかけてナデを基調として仕上げられてい

る。部分的に工具を用いた強い縦方向のナデが加えられている。
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突帯は２段分残存する。いずれも断面長方形に近い台形をなし、強いヨコナデにより上端部が突出す

る傾向にある。また、４段目突帯の剥離部分には、ヘラによる割り付け用の沈線が認められる（写真図

版２０５：ａ・ｂ）。

２００は、口縁部から４段目にかけて残存する。口縁部に黒斑と線刻が認められる。口縁部は、短く外反

し、明確な端面が認められる。強いヨコナデにより仕上げられている。口縁部と４段目外面は、磨滅が

著しくないにもかかわらずハケは認められず、基本的にナデにより仕上げられたものと考えられる。内

面は、ユビオサエとナデの後ハケが加えられ、最終的に部分的なナデにより仕上げられている。突帯は、

断面台形をなすが、突出度はわずかである。強いヨコナデにより貼り付けられている。

２０１と２０２は、口縁部を中心に残存する。２０１の口縁端部は、短く外反する。内端部を中心としたヨコナ

デにより、垂直な端面が形成されている。外面はタテハケにより仕上げられている。内面の調整は、磨

滅のため観察できない。２０２は、端部がヨコナデにより短く外反し、端部をとがらせている。外面はタテ

ハケ、内面は粗いハケの後ナデにより仕上げられている。

２０３は、口縁部から４段目にかけて残存する。体部から口縁部にかけて直線的に立ち上がり、口縁端部

がわずかに外反する。内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げられ、明確に端面が形成されている。４

段目には、円形の透かしが１箇所残存する。

外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はヨコハケにより仕上げられている。特に口縁部外面のヨコハケ

は、ストロークの長いヨコハケが中心である（第２６５図）。しかし、部分的にではあるが静止痕らしきも

のが認められる。また、内面はヨコハケを基調とするが、突帯貼り付け部は、その貼り付けの際のナデ
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により消されている。

突帯は全体的に剥離し、全く残存しない。その剥離部分を観察すると、その下端に相当する位置に割

り付け用と考えられる沈線が認められる（写真図版２０４）。

２０４は、口縁部から３段目にかけて残存する。口縁部に黒斑と赤色塗布が認められる。また、４段目に

は円形の透かし（径６㎝）が開けられている。さらに３段目にもその痕跡が認められ、４段目とは千鳥

の位置に配されている。

口縁部はわずかに外反傾向にあり、斜行する端面が形成されている。口縁部内外面のハケの後、ヨコ

ナデにより仕上げられている。外面はタテハケの後ストロークの長いヨコハケにより仕上げられている。

内面は、斜方向のハケの後、ナデが加えられている。ハケはいずれも同じ原体（５本/㎝）が使用されて

いる。

体部の４段目と３段目についても、口縁部同様、外面はタテハケの後ストロークの長いヨコハケによ

り仕上げられている。内面についても、口縁部と同様に仕上げられている。特に、４段目突帯貼り付け

位置の下側にユビオサエ痕が帯状に認められ、突帯貼り付けに伴うものと考えられる。

突帯は、断面形が長方形に近い台形をなし、比較的突出する。強いヨコナデにより貼り付けられ、上

下からの押圧が加えられている。

２０５は、口縁部を中心に残存する。全体的に外傾傾向にあり、端部はヨコナデにより外側につまみ出さ

れている。外面はヨコハケにより仕上げられている。内面は、磨滅のため観察できない。

２０６は、口縁部から４段目にかけて残存する。体部から口縁部にかけて直線的に立ちあがり、口縁部は

短く外反する。内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げられ、端部は全体的に丸みを帯びている。４段

目に円形の透かしが１箇所認められるが、わずかに残存するのみである。その残存状況から、径が５．５㎝

と復元され、楕円形傾向にあるものと考えられる。また、口縁部内面には２条の線刻が認められる（写

真図版２０５：ｃ）。

内外面とも、タテハケを基調として仕上げられている。ただし、内面のタテハケは部分的なもので、

粘土紐痕が顕著に認められる。

突帯は、比較的突出し、断面形は台形をなす。突帯剥離面の突帯裾部にあたる位置には、割り付け用

と考えられるヘラによる沈線が認められる（写真図版２０５：ｄ）。

２０７～２１４は口縁部の小片である。

２０７は、直立する口縁部に対して、端部が大きく外反する。上端部をつまむようなヨコナデにより、垂

直な端面が形成されている。外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はハケにより仕上げられ、最後に端部

内外面がヨコナデにより仕上げられている。また、一部に径７㎜の小穴の一端が認められる。出土位置・

胎土・色調等の特徴から、２２０と同一個体の可能性が考えられる。

２０８は、口縁部の小片である。端部がヨコナデにより短く外反する。外面には３重の山形をなす線刻が

認められる（写真図版２０４）。２０９は直立する口縁部に対して、端部が短く外反する。外面はヨコハケ、内

面はハケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。このため、端部に

は端面が形成されている。２１０は直立する口縁部に対して、端部が大きく外反する。ただし、端部には

明確な端面は認められず、全体的に丸みを帯びている。外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられ

ている。

２１１は、口縁部全体が外反傾向にあり、端部はさらに外反する。外面はタテハケ、内面はハケにより仕
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上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。このため、端部には端面が形成され

ている。２１２は、直立する口縁部に対して端部が短く屈曲する。ヨコナデにより仕上げられ、口縁部より

薄く仕上げられている。口縁部内外面の調整は、磨滅のため観察できない。

２１３と２１４は、直立する口縁部に対して端部がわずかに外反する。２１３はやや肥厚傾向にあり、外傾する

端面が認められる。２１３は、内外面ともヨコハケにより仕上げられている。最後に端部がヨコナデにより

仕上げられている。２１４は、外面がヨコハケにより仕上げられ、ハケ原体が器面から離れた箇所が認めら

れる。最後に端部がヨコナデにより仕上げられている。内面の調整は、磨滅のため観察できない。

（３）体部片（図版３１・３２ 観察表１２・１３）

２１５～２１９は、体部２段と突帯１条が残存する。

２１５は、上段外面がストロークの長いヨコハケにより仕上げられている。内面は、全体的にタテハケに

より仕上げられている。下段外面は磨滅傾向にある。突帯は、比較的シャープに仕上げられ、上端部が

突出する傾向にある。２１６は、上段外面がタテハケ、下段内面がヨコハケにより仕上げられている。内面

はナデにより仕上げられている。下段外面には赤色塗布が認められる。

２１７は、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。上段には静止痕が認められる。内面は

斜方向のハケの後ナデにより仕上げられている。また、突帯はヨコナデにより貼り付けられているが、

直線的ではなく波打つように貼り付けられている。この他、上段と下段において円形の透かしがそれぞ

れ１箇所残存する。両者はほぼ千鳥に配されている。

２１８は、上段外面はタテハケの後ヨコハケ、下段外面はヨコハケにより仕上げられている。下段内面の

調整は、磨滅のため観察できない。内面は、タテハケの後ナデが加えられている。上段外面には赤色塗

布が認められる。

２１９は、上段外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。下段はヨコハケにより仕上げられ

ている。また、円形透かしの一部が残存するとともに、線刻が認められる（写真図版２０６）。内面は、上

段・下段とも磨滅傾向にあるが、部分的にハケ目が認められる。突帯は、突出度が弱く、全体的に丸味

を帯びている。

２２０は、体部２段が残存する。上段には、円形透かしの一部が残存する。内外面ともヨコハケを基調と

して仕上げられている。なお、突帯そのものは残存しないが、その剥離痕が認められる。その剥離面に

は斜方向のハケ目が認められる。出土位置・胎土・色調等の特徴から、２０７と同一個体の可能性が考えら

れる。

２２１と２２２は、体部１段と突帯１条が残存する。

２２１外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。その後、径１㎝の円形刺突がほぼ同じ高

さに３個残存する（写真図版２０６）。未貫通である。刺突間の距離は一定していない。内面は縦方向を主

体としたハケにより仕上げられている。この他、外面に赤色塗布が認められる。

２２２は、体部１段と突帯１条が残存する。体部外面はヨコハケ、内面はハケとナデにより仕上げられて

いる。外面のヨコハケについては、わずかに静止痕が観察できる。ただし、静止痕の上下端を確認する

ことはできない。突帯は、全体的に丸味を帯び、退化傾向にある。外面には、わずかではあるが赤色塗

布も認められる。この他、体部には円形の透かしの一部が残存する。

２２３～２２５は、体部２段と突帯１条が残存する。
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２２３外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。ただし、上段のヨコハケには静止痕が認

められるが、下段のヨコハケには静止痕は認められず、波打つようなヨコハケである。内面はタテハケ

の後ナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が方形に近い台形をなし、突帯高が１．７０㎝とかなり

突出している。また、上段には円形の透かしが１箇所残存する。

２２４は、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。上段・下段とも波打つようなヨコハケ

である。内面は斜方向のハケの後ナデにより仕上げられている。また、突帯貼り付け位置の上側内面に

は、１条のヨコナデ痕が認められる。この他、上段には円形の透かしが１箇所残存する。

２２５は、外面上段がタテハケの後ヨコハケ、下段がヨコハケにより仕上げられている。内面の調整は、

磨滅のため観察できない。突帯は、断面形が長方形に近い台形をなす。全体的に丸味を帯びているが、

比較的突出している。

２２６と２２７は、体部１段と突帯１条が残存する。２２６の体部外面はタテハケ、内面はユビナデにより仕上

げられている。突帯は断面台形をなし、端部が比較的シャープである。２２７は、内面がハケの後ナデによ

り仕上げられている。体部は全体的に磨滅傾向にあるが、下段には円形透かしの一部が残存する。突帯

は、突出がわずかで、特に上側は体部と一体化している。

２２８は、体部２段と突帯１条が残存する。上段外面はナデにより仕上げられ、２本の線刻が加えられ

ている（写真図版２０６）。下段外面の調整は、磨滅のため観察できない。内面は、ヨコハケにより仕上げ

られている。

２２９～２３１は、体部の小片である。２２９は、内外面ともヨコハケにより仕上げられている。鋭角に接合す

る２本の弧状をなす線刻が認められる。２３０も線刻が認められる。ハケの後に施されている。線刻の内容

は不明である。２３１も線刻が認められる。線刻の内容は不明であるが、６８２の線刻と同じモチーフの一部

である可能性が考えられる。

２３２は、体部２段と突帯１条が残存する。外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面

はナデにより仕上げられている。突帯の断面形は長方形に近い台形をなす。突帯高１㎝と比較的突出し、

上下両端部はシャープに仕上げられている。外面全面に赤色塗布が認められる。

この他、２３３は、鋭角をなす２本の線刻が認められる（写真図版２０６）。２３４は、体部の小片で、径１㎝

の円形刺突文が１箇所認められる（写真図版２０６）。２３５は、鋭角に接合する２本の線刻が認められる（写

真図版２０６）。

（４）底部片（図版３２・３３ 観察表１４）

２３６～２４１の６個体図化したが、いずれも底部のみ残存する。

２３６は、下端部から斜上方に直線的に開く傾向にある。外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はハケの後

ユビナデにより仕上げられている。外面のヨコハケの一部には静止痕が認められる。静止痕は斜行する

タイプであるが、ハケの単位は短く、Ｂｄ種とは異なる特徴を示している。底部下面はナデにより仕上げ

られている。

２３７は直立傾向にあり、内面下端付近はユビオサエとナデにより仕上げられている。他の箇所の調整に

ついては、磨滅のため観察できない。また、底部下面も弱いナデが加えられている。２３８は、内湾気味に

立ち上がる傾向にあり、内面下端付近はユビオサエ、その上側はナデにより仕上げられている。外面の

調整については、磨滅のため観察できない。また、底部下面にも弱いナデが加えられている。
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２３９は、下端部が自重により外側に開いている。内面はナデとユビオサエにより、外面はタテハケによ

り仕上げられている。なお、底部下面は未調整である。２４０は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がユ

ビオサエとナデにより、仕上げられている。また、底部下面にはナデが加えられている。２４１は、斜外方

に開く傾向にあり、内外面ともナデにより仕上げられている。また、底部下面にもナデが加えられている。

（５）朝顔形埴輪（図版３３～３５ 観察表１４）

２４２は、口縁部から体部（２段目）にかけて残存す

る。３段目と４段目には円形の透かしが開けられ、

それぞれの段に２箇所残存する。各段とも相対する

位置に開けられているが、３段目と４段目の透かし

の配置は直交関係にはなく、約６４°違えた位置関係に

ある。この他、１次口縁外面には赤色塗布が認めら

れる。さらに、２段目外面には線刻が認められる（第２６７図）。

口縁部は複合口縁状をなし、外反する１次口縁の上端部に２次口縁が載せられている。１次口縁上端

面には、接合のための刻み目が顕著に認められる（第２６６図）。１次口縁の端部は外方に突出し、突帯状

をなす。１次口縁・２次口縁とも、外面はタテハケ、内面はヨコハケにより仕上げられている。最後に、

２次口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。また、１次口縁と２次口縁の接合部は、内外

面ともヨコナデにより仕上げられている。

頸部内面はヨコナデにより仕上げられ、外面には断面三角形の突帯がヨコナデにより貼り付けられて

いる。肩部は、外面が横方向・斜方向のハケにより仕上げられている。内面は、上半部がユビオサエと

ナデにより仕上げられ、粘土紐痕が顕著に認められる。下半部はハケにより仕上げられている。

体部は、２段目から４段目とも、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。ヨコハケは、

ストロークの長いヨコハケである。内面は、各段ともハケの後、ナデとユビオサエにより仕上げられて

いる。このなかで、３段目上半部においては、斜方向のハケ目の上に粘土が貼り付けられている。当該

箇所の断面観察と合わせると、ハケ部分まで一旦仕上げた後、その上部が積み上げられている。突帯は、

断面形が上端を突出させた台形をなし、全体的に突出した傾向にある。

２４３は、口縁部から体部（２段目）にかけて残存する。口縁部は複合口縁状をなし、１次口縁の延長上

に２次口縁が載せられている。そして１次口縁と２次口縁の境外面には、断面台形をなす突帯が貼り付

けられている。１次口縁・２次口縁とも、外面はタテハケにより仕上げられている。内面は、斜方向の

ハケにより仕上げられている。

最後に、２次口縁端部内外面が

ヨコナデにより仕上げられている。

また、頸部内面はナデにより仕

上げられ、外面には断面三角形

の突帯が貼り付けられている。

肩部は、外面上半がヨコハケ、

下半がヨコナデにより仕上げら

れている。

第２節 円筒系埴輪
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内面は、上半が頸部と一体のナデ、下半がタテハケにより仕上げられている。このため、肩部の中位

において、製作時の時差が存在するものと考えられる。

体部外面は、４段目がタテハケ、３段目・２段目がタテハケの後ヨコハケにより、仕上げられている。

内面は、各段ともに斜方向からタテ方向のハケにより仕上げられている。また、突帯貼り付け位置の内

面には、ヨコナデが加えられている。この他、４段目には円形の透かしが相対する位置に２箇所残存す

る。また、体部外面には赤色塗布が認められる。

２４４は、口縁部から３段目の上部にかけて残存する。口縁部は複合口縁状をなし、１次口縁と２次口縁

の一部が残存する。外反する１次口縁の上端部やや内側に２次口縁が載せられ、１次口縁端が突出し突

帯状をなす。１次口縁は、外面がハケの後ナデ、内面がハケにより仕上げられている。２次口縁は、内

外面ともナデにより仕上げられている。また、頸部内面はナデにより仕上げられ、外面には断面三角形

の突帯が貼り付けられている。

肩部は、外面がハケの後ナデ、内面がユビオサエの後ハケ、最後にナデにより仕上げられている。４

段目は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がハケとナデにより、それぞれ仕上げられている。また、

４段目には円形の透かしが相対する２方向に開けられている。

２４６は、口縁部下半から体部にかけて残存する。口縁部から肩部にかけて黒斑が認められる。また、口

縁部下半外面には赤色塗布が認められる。

体部は、４段目のみ残存する。円形透かしの一部が１穴残存し、外面はヨコハケにより仕上げられて

いる。不連続痕は認められるが、静止痕は認められない。内面は、ハケの後ナデにより仕上げられてい

る。肩部は、全体の３/４が残存する。外面は全体的に磨滅が著しいが、ナデを基調に仕上げられている。

内面はユビオサエとナデにより仕上げられている。

口縁部は下半部が完存する。外面は縦方向のハケにより、内面は横方向のハケにより仕上げられてい

る。内面には部分的にナデが加えられている。また、頸部には断面台形の突帯が貼り付けられている。

突帯は、口縁部へのハケの後沈線による割り付け、さらに斜行する刻み目を入れた後、貼り付けられて

いる（写真図版２０６：ａ）。

（６）肩部片（図版３６ 観察表１４）

２５０は、肩部の小片である。外面がヨコハケ、内面がハケにより仕上げられている。また、外面には弧

状をなす２本の線刻が認められる（写真図版２０９）。２５１は体部から肩部にかけての小片である。内外面

ともヨコナデにより仕上げられている。円筒埴輪の可能性も否定できない。

（７）口縁部片・頸部片（図版３５・３６ 観察表１４）

２４５は、２次口縁が残存する。内外面とも丁寧なハケの後、端部はヨコナデにより仕上げられている。

特に外面は、ヨコハケの後タテハケが施されている（第２６８図・写真図版２０８）。

２４７は、１次口縁から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の上端部やや内側に２次口縁が載せられ、

１次口縁端部が突帯状をなす。１次口縁と２次口縁の接合部にあたる１次口縁上端面には、刻み目が認

められる。外面は、１次口縁・２次口縁ともにタテハケにより仕上げられている。内面は、１次口縁が

斜方向、２次口縁が縦方向のハケにより仕上げられている。最後に、２次口縁端部がヨコナデにより仕

上げられている。また、口縁部外面には赤色塗布が認められる。
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２４８は、肩部から２次口縁にかけて残存す

る。１次口縁の上端部やや内側に２次口縁が

載せられ、１次口縁端部が突帯状をなす。口

縁部内面は１次・２次ともに横方向のハケに

より仕上げられている。

外面は、１次口縁がタテハケの後ヨコハケ、

２次口縁がタテハケにより仕上げられてい

る。頸部は、内面がナデにより仕上げられ、

外面には断面長方形の突帯がヨコナデにより

貼り付けられている。肩部は、外面がヨコハ

ケ、内面がユビオサエとナデにより仕上げられている。また、口縁部外面には、赤色塗布が認められる。

２４９は、肩部から１次口縁にかけて残存し、頸部には突帯が貼り付けられている。内外面ともハケを基調

とし、内面にはナデが加えられている。突帯は断面三角形をなし、ヨコナデにより貼り付けられている。

（８）壺形埴輪（図版３６・３７ 観察表１４・１５）

２５２は、底部のみ残存する。下端部から斜上方に直線的に開き、上部には円形透かしの一部が残存す

る。この透かしの存在から壺形埴輪と判断したものである。外面はハケ、内面はユビナデにより仕上げ

られている。底部下面はナデにより仕上げられている。

２５３は、完形に復元できた個体である。底径２２．６㎝に対して口径４８．７㎝と、全体的にバランスの悪い形

態をなしている。１次口縁外面には赤色塗布が認められる。

底部はほぼ直立する円筒形をなすが、下端部付近はわずかに外側に開いている。下端部は外側にわず

かに肥厚し、外面は帯状をなす。この部位は、下面も含め、内外面がヨコナデにより仕上げられている。

この部位より上側の底部外面についてはハケ、内面はナデとユビナデにより仕上げられている。外面の

ハケは、下半が斜方向、上半がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。特に、ヨコハケについ

ては静止痕が認められる。なお、底部上端付近には円形の透かしが１箇所残存する。

底部と肩部の境外面には、円盤状の鍔が貼り付けられている。幅５．４㎝を測り、わずかに下側へ傾斜す

る傾向にある。端部は、ほぼ垂直な端面が形成されている。上面がハケにより仕上げられ、最後に上面・

下面がヨコナデにより仕上げられている。

肩部は、外面がハケにより仕上げられている。横方向が主体であるが、斜方向・縦方向も認められる。

内面は、斜方向のユビナデを基調に仕上げられている。ただし、鍔貼り付け位置の内面上側は、ユビオ

サエの後ヨコハケにより仕上げられている。この箇所に成形時の時間差があるものと考えられる。

頸部外面には、断面鈍角三角形状の突帯がヨコナデにより貼り付けられている。なお、この突帯剥離

面には、縦方向のハケ目が認められる。内面は、ユビオサエとナデにより仕上げられている。

口縁部は複合口縁状をなす。１次口縁の上端部やや内側に２次口縁が載せられ、１次口縁端部が突出

し突帯状をなす。突帯は、ヨコナデにより仕上げられている。１次口縁・２次口縁外面はタテハケを基

調とし、その後１次口縁にはヨコナデが部分的に加えられている。内面は、１次口縁・２次口縁ともヨ

コハケにより仕上げられている。最後に、端部内外面がヨコナデにより仕上げられ、口縁部に直交する

端面が形成されている。

第２節 円筒系埴輪
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７．南造り出し北側埴輪列
（１）概 要

Ｈ６８～Ｈ８９の２２本分からなる（第２６９図）。この

なかで、Ｈ７９とＨ８０については、底部が小片のた

め図化されていない。また、樹立状態を確認する

ことはできなかったが、明らかに埴輪列に伴うと

考えられる埴輪についても、ここで報告する。

（２）埴輪列と出土埴輪

Ｈ６９ ２５７が出土し（図版３８ 観察表１５）、底部の

み残存する。２５７は、内面はユビナデにより仕上げ

られているが、外面の調整は磨滅のため観察できない。底部下面はナデにより仕上げられている。他の

円筒埴輪と比較して、器壁が薄い特徴が認められる。

Ｈ７０ ２５８が出土している（図版３８ 観察表１５）。底部から１段目突帯まで残存する。２５８は、外面がタテ

ハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面はナデを基調とし、特に下端部付近はユビオサエによ

り仕上げられている。底部下面はナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が長方形に近い台形を

なし、比較的突出している。ヨコナデにより貼り付けられ、端部がシャープに仕上げられている。

Ｈ７１ ２６２が出土している（図版３８ 観察表１５）。底部のみ残存し、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面

がナデにより仕上げられている。内面底部付近はユビオサエが顕著である。底部下面は未調整である。

Ｈ７２ ２５９が出土している（図版３８ 観察表１５）。底部のみ残存し、外面はタテハケ、内面はユビナデと

ユビオサエにより仕上げられている。特に外面下端部は、自重で肥厚後にハケが加えられている。

Ｈ７３ ２６１は底部のみ残存する（図版３８ 観察表１５）。内外面ともハケにより仕上げられている。特に外

面のハケは短いタッチで施されている。底部下面は弱いナデにより仕上げられている。

Ｈ７４ ２６０は底部のみ残存する（図版３８ 観察表１５）。全体的に磨滅傾向にあるが、内面はハケとナデ・

ユビオサエにより、外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。特に底部付近内面は、ユビ

オサエにより整形されている。底部下面はナデにより仕上げられている。

Ｈ７５ ２６３が出土し（図版３８ 観察表１５）、底部から２段目にかけて残存する。外面は、底部がタテハケ

の後ヨコハケにより、２段目がヨコハケにより仕上げられている。静止痕は認められない。内面は、底

部から２段目にかけてナデを基調として仕上げられている。突帯貼り付け部内面には、貼り付けの際に

横方向のナデが加えられている。底部下面はナデにより仕上げられているが（写真図版２１０）、溝状の圧

痕が認められる。突帯は突出度が低く、断面形は台形が崩れ三角形に近い形状をなしている。

Ｈ７６ ２６４が出土し（図版３９ 観察表１５）、底部から２段目にかけて残存する。底部を中心に黒斑が認め

られる。２段目には径６㎝と推定される円形透かしが、底部には径１．５㎝の小穴が開けられている。各

１箇所残存する。底部外面はハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。底部下端は未調

整である。突帯は断面台形をなすが、突出度は低い。強いナデにより貼り付けられている。

Ｈ７７ 底部片の２６５が出土している（図版３９ 観察表１５）。やや外側に開き気味に立ち上がり、外面はハ

ケ、内面はナデにより仕上げられている。底部下面は未調整である。

Ｈ７８ ２６６が出土している（図版３９ 観察表１５）。底部が残存し、内面は横方向を主体としたハケにより
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仕上げられている。外面は、下端部付近がタテハケにより仕上げられているが、上半部は磨滅のため観

察できない。底部下面は、ナデにより仕上げられている。数箇所で強い溝状の圧痕が認められる。

Ｈ８１ 円筒埴輪の２５４と、底部片の２６７が出土している（図版３８・図版３９ 観察表１５）。

２５４は、口縁部が残存する。斜方向に開く口縁部に対し、端部が短く外反する。外面はタテハケ、内面

はヨコハケにより仕上げられている。最後に、内外面ともヨコナデにより仕上げられている。この他、

下端部には突帯貼り付け時のヨコナデ痕が認められる。

２６７は、底部から２段目にかけて残存し、この範囲に黒斑が認められる。底部外面はハケを基調と

し、内面はハケとナデにより仕上げられている。底部は未調整で、溝状圧痕が認められる（写真図版

２１１）。突帯は断面台形をなし、強いヨコナデにより貼り付けられている。

Ｈ８２ 体部片の２５６（図版３８ 観察表１５）と、底部片の２６８（図版３９ 観察表１５）が出土している。

２５６は、体部２段と突帯１条が残存する。体部は２段分ともわずかに残存する程度である。外面下段は

タテハケの後ヨコハケにより、上段はヨコハケにより仕上げられている。突帯断面は方形をなす。

２６８は、底部から２段目にかけて残存し、底部を中心に黒斑が認められる。底部外面はタテハケの後ヨ

コハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。底部下端は未調整である（写真図版２１２）。

Ｈ８３ ２６９と２７６が出土している（図版３９ 観察表１５・１６）。２６９は、底部から２段目にかけて残存し、底部

を中心に黒斑が認められる。外面はタテハケ、内面はユビオサエとユビナデにより仕上げられている。

底部は未調整である。突帯は突出し、断面形は長方形に近く、強いナデにより貼り付けられている。

２７６（図版４０ 観察表１６）は、底部のみ残存する。外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はナデを基調と

して仕上げられている。内面下端は、ユビオサエが顕著である。底部下面は部分的にナデにより仕上げ

られているが、溝状の圧痕も認められる。

Ｈ８４ ２７０が出土している（図版４０ 観察表１５）。底部のみ残存し、内外面ともナデを基調とし、内面下

端部はユビオサエ痕が顕著である。底部下面は未調整で、溝状の圧痕が認められる。

Ｈ８５ ２７１が出土している（図版４０ 観察表１６）。底部のみ残存し、外面はタテハケの後ヨコハケにより

仕上げられている。内面は全体的に磨滅傾向にあるが、下端部のみヨコナデが加えられている。

Ｈ８６ ２７２が出土している（図版４０ 観察表１６）。底部のみ残存し、径２．５㎝の小穴が１箇所に開けられて

いる。外面はストロークの長いヨコハケ（５本/㎝）、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。

底部下面は未調整で、刻み目状の圧痕が認められる。

Ｈ８７ ２７３が出土している（図版４０ 写真図版２１２ 観察表１６）。底部のみ残存し、外面はタテハケ、内面

はナデとユビオサエにより仕上げられている。底部下面は未調整で、溝状の圧痕が認められる。

Ｈ８８ ２７４が出土している（図版４０ 観察表１６）。底部のみ残存し、内外面ともハケの後ナデにより仕上

げられている。さらに下端付近内面は、ユビオサエにより仕上げられている。底部下面は未調整で、溝

状の圧痕が認められる。

Ｈ８９ ２７５が出土している（図版４０ 観察表１６）。底部のみ残存し、内外面とも磨滅のため調整を観察す

ることは困難であるが、外面にわずかにヨコハケが認められる。また、底部付近内面は、ユビオサエに

より整形されている。

Ｐ群 ２５５が出土している（図版３８ 観察表１5）。２５５は、体部２段と突帯２条が残存する。透かしは残存

しないが、上段部に黒斑が認められる。外面はヨコハケにより仕上げられ、上段の下部にはハケ目に対

して直交する静止痕が認められる。内面は、ハケとナデ・ユビオサエにより仕上げられている。
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８．南造り出し西側埴輪列
（１）概 要

Ｈ９０～Ｈ９９の１０本分からなる（第２７０図）。このなかで、Ｈ

９２・Ｈ９７については、底部が出土しているが、小片のため

図化されていない。

（２）埴輪列と出土埴輪

Ｈ９０ ２７８が出土している（図版４０ 観察表１６）。底部のみ

残存し、外面はハケ、内面はナデにより仕上げられている。

外面のハケは、細めの原体（８本/㎝）が使用されている。

底部下端付近はユビオサエにより整形され、下面はナデにより仕上げられている。

Ｈ９１ ２７７が出土している（図版４０ 観察表１６）。２７７は、底部から２段目まで残存する。全体的に、下端

部から斜方向に直線的に広がる傾向が認められる。内外面ともヨコハケを基調とするが、内面下端部は

ユビオサエが顕著である。外面のヨコハケは、静止痕が認められず、ストロークの長いヨコハケである。

また、内面上半は磨滅傾向が著しく、下部には工具の当たりが集中して認められる（写真図版２１２：ａ）。

Ｈ９３ ２７９が出土している（図版４０ 観察表１６）。底部のみ残存し、外面がタテハケ、内面がユビナデに

より仕上げられている。下端付近はユビオサエにより整形され、下面は弱いナデにより仕上げられてい

る。

Ｈ９４ ２８０が出土している（図版４０ 観察表１６）。底部のみ残存し、底部から内側に内傾気味に立ち上が

る傾向が認められる。全体的に磨滅傾向にあるが、内面はナデとユビオサエ、外面は縦方向のハケによ

り仕上げられている。

Ｈ９５ ２８１が出土している（図版４０ 観察表１６）。底部のみ残存し、やや内湾気味に斜外方に立ち上がる。

外面はタテハケ、内面は下部を中心に縦方向のユビナデにより仕上げられている。外面のハケは細めの

原体（８本/㎝）が使用されている。底部下面は未調整で、圧痕が多く認められる（写真図版２１５）。

Ｈ９６ ２８３が出土している（図版４１ 観察表１６）。底部のみ残存し、外面は縦方向のハケ、内面はナデに

より仕上げられている。また、底部中位内面には、ユビオサエ痕が帯状に認められる。外面のハケは細

めの原体（８本/㎝）が使用されている。底部下面は粗いナデにより仕上げられ、凹凸が顕著である（写

真図版２１５）。

Ｈ９８ 底部の２８４と、体部小片の２８５が出土している（図版４１ 観察表１６）。

２８４は、底部のみ残存する。外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はナデにより仕上げられている。特に

内面下端部はユビオサエ痕が顕著である。底部下面はナデにより仕上げられているが、圧痕が多く認め

られる。２８５は、体部１段と突帯１条が残存する。外面はヨコハケにより仕上げられている。内面は磨

滅のため観察できない。突帯下部に赤色塗布が認められる。

Ｈ９９ 底部のみ残存する２８２が出土している（図版４１ 観察表１６）。２８２の底部は、やや内湾気味に斜外方

に立ち上がる。内外面とも横方向を主体としたハケにより仕上げられている。外面のヨコハケは、スト

ロークの長いヨコハケとタッチの短いハケが併用されている。一部斜行する静止痕が認められるが、そ

の長さは３．５㎝ほどである。また、内面下端部はユビオサエにより仕上げられている。底部下面はナデに

より仕上げられているが、圧痕も認められる（写真図版２１３）。
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９．南造り出し上面・周辺斜面
（１）概 要

南造り出しにおいては、先述した埴輪列以外に、その上面および周辺斜面・周濠底から多量に埴輪が

出土している。

（２）出土状況

ｈ１８ 南造り出し南辺中央部、斜面裾から周濠底にかけて出土している（第２３１図）。全体的に破片が大

きく、ほぼ１体が倒れ、その後押し潰された状態での出土状況である（第２７１図 写真図版１４３：①）。斜

面においては、葺石直上ではなく、転石層中から出土している。２９１と２９８が出土している。

ｈ１９ 南造り出し南東隅、斜面裾部に近接した周濠底から出土している（第２３１図）。南造り出し裾部か

ら５０㎝と、造り出しにほぼ近接した位置にあたる。このため、造り出しに伴うものとして報告する。ｈ

１９は、２８９の体部が倒れ込み、その場で押し潰された状況を呈している（第２７２図 写真図版１４５：①

②）。この他２８９は、造り出し東側斜面中央部から南周濠にかけての一定の範囲の転石層中に、散乱した

状態で出土しており、最終的には完形に復元されている（図版４３）。

ｈ２０ 南造り出し東辺中央部斜面裾部から１．８０ｍ北側の周濠底から出土している（第２３１図）。円筒形の

体部がその場で押し潰された状況で出土している（第２７３図）。

第２節 円筒系埴輪
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（３）円筒埴輪

２８６は、口縁部から２段目にかけて残存する（図版４１ 観察

表１６）。口縁部から２段目にかけて黒斑が認められ、口縁部か

ら４段目にかけて赤色塗布が認められる。また、４段目に２

箇所、３段目に１箇所円形透かしが残存する。さらに、４段

目には線刻が１箇所認められる（第２７４図）。

口縁部は、内外面のナデの後外端部を中心としたヨコナデ

により仕上げられている。このため、外端部が外方につまみ

出され、ほぼ水平な端面が形成されている。外面のハケは、

タテハケの後ヨコハケが加えられている。ヨコハケには静止

痕が認められる（写真図版２１４：ｃ）。内面は斜方向のハケの

後ナデが加えられている。

４段目も、内外面とも口縁部と同様に仕上げられている。

また、４段目には、相対する位置に径６㎝の円形透かしが開

けられている。２段目と３段目は、外面がタテハケの後ヨコ

ハケにより仕上げられているが、明確な静止痕は認められず、

ストロークの長いヨコハケにより仕上げられている。内面は、

４段目・口縁部と同様である。なお、３段目と４段目の高さ

は、１０．００㎝・１０．４０㎝とほぼ一定している。
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突帯は、断面台形をなし、比較的突出している。また、２段目と３段目の境にある突帯剥離箇所で

は、割り付け用の沈線が認められる（写真図版２１４：ａ・ｂ）。

２８７は、完形に復元できた数少ない個体である（図版４２ 観察表１６）。全体で５段４条からなり、器高

は６８．７㎝を測る。４段目と３段目に円形の透かしがそれぞれ１箇所残存し、両者は千鳥に配されてい

る。

底部は、全体的には直立傾向にある。外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はタテハケにより仕上げら

れている。また、下端部内面には横方向のナデが加えられている。なお、１段目突帯は剥離して残存し

ないが、その剥離面にはタテハケの痕跡が認められる。体部外面は、各段ともタテハケの後ヨコハケに

より仕上げられている。特に２段目と３段目においてはハケ目に対してやや斜行する静止痕が認められ

る（写真図版２１４：ｄ・ｅ）。内面は、縦方向のハケを基調として仕上げられている。

口縁部は、全体的には外傾傾向にあるが、端部付近はわずかに直立し、端部にはほぼ水平な端面が形

成されている。内外面とも縦方向を主体としたハケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデに

より仕上げられている。ただし、外面の一部にはタテハケの後ヨコハケが加えられている。なお、口縁

部には１箇所、径１．４㎝の小穴が開けられている。

突帯は、剥離した１段目突帯を除いて、３段とも残存する。断面形はＭ字形に近い台形をなし、ヨコ

ナデにより貼り付けられている。

２８８は、完形に復元された個体である（図版４２ 観察表１６）。５段４条からなり、器高６７．８０㎝を測る。

直立する体部に対して、口縁部が大きく外反する。端部は、内外面のハケの後強いヨコナデにより仕上

げられ、わずかに端面が形成されている。円形の透かしが、４段目と３段目にそれぞれ２箇所開けられ

ている。また、４段目と３段目とは千鳥に配されている。

口縁部外面はタテハケにより仕上げられ、４段目以下はヨコハケにより仕上げられている。また、底

部と２段目においては、１次調整としてのタテハケが認められる。いずれのヨコハケも、静止痕は認め

られない。内面は、３段目から口縁部がヨコハケの後ナデにより仕上げられている。底部と２段目はナ

デにより仕上げられている。また、各突帯の貼り付け部内面においては、貼り付けの際にヨコナデが加

えられている。底部下面は未調整である。

突帯は、各段とも比較的突出し、断面形は長方形に近い台形をなす。ただし、突帯端面は体部と平行

せず、突帯全体が斜下方に傾く形となっている。

２８９は、口縁部から底部にかけて残存し、完形に復元された個体である（図版４３ 観察表１７）。５段４

条からなり、器高８０．３０㎝と、復元された円筒埴輪のなかでは最も大型である。底部から口縁部にかけて

直線的に立ち上がり、口縁部が短く屈曲する。口縁部内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げられ、外

端面が形成されている。円形の透かしが２段目に２箇所開けられ、４段目では１箇所残存する。口縁部・

４段目・３段目外面・１段目突帯には赤色塗布が認められる。

口縁部～底部は、基本的にタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。口縁部のヨコハケには、

静止痕は認められない。また、４段目～２段目は、ストロークの長いヨコハケである（写真図版２１８）。

一方、底部のヨコハケは静止痕が多く認められ、Ｂｂ種に分類されるものである（写真図版２１８）。内面

は、口縁部が横方向を主体としたハケにより仕上げられている以外は、ナデにより仕上げられている。

底部下端はユビオサエにより仕上げられている。また、３段目内面には、工具痕が比較的顕著に認めら

れる。さらに、底部下面はナデにより仕上げられている。
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２９０は、口縁部から体部（３段目）にかけて残存する（図版４３ 観察表１７）。口縁部のハケ目内には赤

色塗布がわずかに認められる。円形の透かしは、４段目に２箇所開けられ、３段目に１箇所残存する。

４段目と３段目は千鳥に配されている。

体部から口縁部にかけて外傾気味にほぼ直線的に立ち上がり、口縁端部が短く直立後、逆Ｌ字形に屈

曲する。体部から口縁部外面はタテハケの後ヨコハケ、内面は横方向から斜方向のハケにより仕上げら

れている。最後に口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

突帯は２条残存するが、いずれも断面形が方形に近い台形をなす。

２９１は、口縁部から２段目まで残存する（図版４３

観察表１７）。口縁部に黒斑が認められる。４段目と

３段目には、円形の透かしがそれぞれ２方向に開

けられている。各段の透かしは相対する位置に開

けられ、４段目と３段目とは千鳥に配されている。

体部から口縁部にかけて直立し、口縁部が短く外

反する。内外面のハケの後ヨコナデにより仕上げ

られ、斜行する端面が形成されている。

口縁部から体部外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。静止痕は認められず、全体

的にストロークの長いヨコハケである（第２７５図 写真図版２１９：ｃ）。内面は、斜方向のハケを基調とし、

その後ナデが加えられている。ただし、ナデは丁寧とはいえず、下部ほど粘土紐痕が顕著に認められる

（写真図版２２０：ａ）。また、各突帯貼り付け部のやや上側には、強いヨコナデ痕が認められる。

突帯は、断面形が方形に近い台形をなし、比較的突出している。特に、２段目突帯の剥離部分おいて

は、割り付け用の沈線が認められる（写真図版２１９：ｂ）。また、剥離面に１次調整のタテハケが残存す

る箇所も認められる（写真図版２１９：ａ）。

２９２は、体部から口縁部にかけて残存する（図版４４ 観察表１７）。口縁部から体部にかけて黒斑が認め

られる。

体部は、２段目の一部と３段目・４段目が

残存する。このなかで、４段目のみに円形の

透かし（復元径５．０～５．３㎝）が２方に開けら

れている。２段目は上端部の一部が残存し、

外面はヨコハケにより仕上げられている。残

存範囲が限られるが、その特徴からストロー

クの長いヨコハケと考えられる。３段目と４

段目は、１次調整のタテハケの後、各段の下

側はＢｂ種ヨコハケ（第２７６図）、上側がスト

ロークの長いヨコハケにより仕上げられてい

る。両段ともヨコハケがほぼ全面に施され、

タテハケが観察できるのは一部に限られる。

内面は、各段とも縦方向を主体としたハケの

後ナデにより仕上げられている。
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口縁部は１/２以上残存する。端部はほぼ直

立するが、外端部を中心に強いヨコナデによ

り仕上げられたため、やや外方に開く傾向に

ある。外面は、１次調整のタテハケの後、ス

トロークの長いヨコハケにより仕上げられて

いる（写真図版２２０：ｃ）。なお、ハケ調整は、

口縁端部のヨコナデの前に行われている。ま

た、ヨコハケ後、「Ｘ」字形の線刻が１箇所に

施されている（写真図版２２０：ｂ）。

２９３は、体部から口縁部にかけて残存する

（図版４４ 観察表１７）。口縁部から体部にかけ

て黒斑が認められ、外面全面にわずかではあるが赤色塗布も認められる。

体部は、３段目の一部と４段目が残存する。３段目は、外面が連続するヨコハケにより、内面がナデ

により仕上げられている。４段目は、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。静止痕は

認められず、ストロークの長いヨコハケ（第２７７図）である。内面は、斜方向のハケの後ナデが加えられ

ている。また、４段目には、径４．１～４．５㎝の円形の透かしが相対する位置に２孔開けられている。

体部に１条、体部と口縁部の境に１条の突帯が残存する。いずれも断面形は台形を基本形とするが、

最終的に上端部を中心にヨコナデが加えられているため、上側が突出した変則的な台形である。

口縁部は完存し、端部は外方に折り返され、逆Ｌ字形をなす。口縁部中位やや下側には、径２．４㎝～

２．６㎝の円形の透かしが１箇所認められる（写真図版２２１）。体部の円形の透かしとは千鳥に配されている

が、その規模は明らかに小型である。

口縁端部はヨコナデにより仕上げられ、明確な端面が形成されている。外面は、タテハケの後ヨコハ

ケにより仕上げられている。ヨコハケは全面ではなく、タテハケが顕著に認められる。口縁部直下には

静止痕が認められる（第２７７図上端 写真図版２２０：ｄ）。その間隔が１．８０㎝～２．８０㎝と、短い点が特徴的

である。以下のヨコハケには、静止痕は認められない。内面は、斜方向のハケの後部分的にナデが加え

られている。

２９４は、口縁部から４段目まで残存する（図版４５ 観察表１７）。体部から口縁部にかけてわずかに外反

傾向にあり、口縁端部が短く屈曲する。口縁部は、外面がタテハケ、内面が斜方向のハケにより仕上げ

られ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。４段目は、内外面とも縦方向のハケによ

り仕上げられている。突帯は、断面形が台形をなすが、突出度はわずかである。この他、４段目には円

形の透かしの一部が残存する。

２９５は、口縁部から４段目にかけて残存する（図版４５ 観察表１７）。各段に黒斑が認められる。口縁部

には直線状の線刻が３条、Ｙ字形に描かれている。ただし、一部を欠くため、全体像を明らかにするこ

とはできない。この他、４段目には円形の透かしが２方向に開けられている。基本的には相対する位置

関係にあるが、両者は相対する位置にはなく、１６０°とその位置がややずれている。

体部から口縁部にかけて直立し、口縁部がわずかに外反する。口縁部内外面のハケの後ヨコナデによ

り仕上げられ、明確な端面が形成されている。口縁部から体部にかけての外面はヨコハケにより仕上げ

られている。ただし、口縁部はストロークが長く、体部は短いタッチと、特徴を異にしている。内面
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は、ハケの後ナデとユビオサエにより仕上げられている。突帯は、１条残存し、断面台形をなす。

２９６は、口縁部から４段目突帯まで残存する（図版４５ 観察表１７）。体部から口縁部にかけて斜外方に

開き、口縁端部がわずかに外反する。内面は斜方向のハケにより仕上げられている。外面の調整につい

ては、磨滅のため観察できない。突帯は、断面形が台形をなし、突帯高が１．２０㎝と突出している。

２９７は、口縁部から４段目まで残存する（図版４５ 観察表１７）。体部から口縁部にかけてわずかに外傾

し、口縁端部が外反する。口縁部は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面が斜方向のハケにより仕上げ

られ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。４段目についても、外面がヨコハケ、内

面がハケにより仕上げられている。突帯は、断面形が台形をなすが、丸味を帯び退化傾向にある。

２９８は、口縁部から３段目にかけて残存する（図版４５ 観察表１７）。４段目には円形の透かしが２方向

に開けられている。３段目外面の一部には、赤色塗布が認められる。特にこの埴輪は、比較的高温で焼

成されている。

口縁部は直立する体部の延長上にあり、わずかに外反気味ではあるが、ほぼ直立する。端部は、内外

面のハケの後、外端部を挟み込むようなヨコナデにより仕上げられている。このため、ほぼ水平な端面

が形成されている。

内外面は、ともにハケを基調として仕上げられている。外面は、タテハケの後ヨコハケが基調である

が、３段目に限りタテハケは認められない。口縁部下半のヨコハケにおいては、静止痕およびヨコハケ

を一時停止した痕跡が認められる（写真図版２２１：ａ）。一方、４段目のヨコハケは、ストロークの長い

ヨコハケである。内面は、ヨコハケの後、口縁部には縦方向のユビナデが加えられている。また、４段

目突帯の貼り付け部のやや上側内面には、ユビオサエ痕が顕著に認められる。

突帯は、２条残存する。いずれも断面台形をなすが、上端部より下端部のほうが低い傾向にある。突

出度もわずかで、退化傾向にある。

２９９～３１５は、口縁部のみ残存する（図版４５・４６ 観察表１７・１８）。

２９９は、斜方向に開く口縁部に対して端部が大きく外反する。端部は、内外面ともヨコナデにより仕上

げられている。３００は、わずかに外傾する口縁部に対して端部が短く屈曲する。外面はヨコハケ、内面は

斜方向のハケにより仕上げられている。最後に、端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。また、

径１．２㎝の小穴が１穴認められる。３０１は、直立する口縁部に対して端部が短く屈曲し、逆Ｌ字形をなす。

内外面ともハケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。比較的しっ

かりしたヨコナデで、端部の器壁は口縁部より薄く仕上げられている。３０２は、直立する口縁部に対して

端部が短く外反する。外面はタテハケ、内面は斜方向のハケにより仕上げられている。最後に、端部内

外面がヨコナデにより仕上げられている。

３０３は、端部が斜下方に折り返され、端部がヨコナデにより薄く仕上げられている。口縁部は、内外面

ともナデを基調とし、外面には線刻が認められる（写真図版２２２）。線刻は、三重の山形からなるもので、

各山形は連続するものではない。３０４は、外傾傾向にある口縁部に対し、端部はさらに外反している。端

部はヨコナデにより丸く仕上げられている。口縁部外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられてい

る。３０５は、斜方向に開く口縁部に対して、つまむようなヨコナデにより端部が逆Ｌ字形をなす。内面は

ナデ、外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。３０６は、斜方向に開く口縁部に対して、端

部が逆Ｌ字形に屈曲する。つまむようなヨコナデにより、端部は丸く仕上げられている。内面はハケ、

外面はハケとナデにより仕上げられている。３０７は、口縁部全体が外反傾向にあり、口縁端部が短く屈曲
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する。外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面については、磨滅のため観察できな

い。最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられ、端面が形成されている。端面は丁寧に仕上げられ、

端部はシャープに仕上げられている。

３０８は、斜方向に開く口縁部に対して端部が短く外反する。端部は、内外面ともヨコナデにより仕上げ

られている。他は磨滅のため調整を観察することはできない。３０９は、外傾する口縁部に対して端部が斜

下方へつまみ出されている。内外面とも磨滅のため調整を観察することはできない。３１０は、直立する口

縁部に対して端部が短く外反する。端部は、内外面ともヨコナデにより仕上げられている。内面はヨコ

ハケにより仕上げられている。外面の調整は、磨滅のため観察することはできない。３１１は、斜方向に開

く口縁部に対して端部がわずかに外反する。外面はヨコハケの後タテハケ、内面はヨコハケにより仕上

げられている。最後に、端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。この他、下端部には突帯貼り

付け時のヨコナデ痕が認められる。

３１２は、直立する口縁部に対して、端部が逆Ｌ字形に屈曲する。外面はタテハケの後ヨコハケにより仕

上げられ、一部ハケ目に対して直交する静止痕が認められる。内面は磨滅傾向にあるが、わずかにハケ

目も認められる。３１３は、ほぼ直立する口縁部に対して、端部がヨコナデにより斜外方に短く屈曲してい

る。口縁部内面はナデにより仕上げられているが、外面は磨滅のため観察できない。３１４は、直立する口

縁部に対して端部が大きく外反する。端部は、内外面ともヨコナデにより仕上げられている。内面はヨ

コハケにより仕上げられている。外面には、ユビオサエ痕がわずかに観察できる。３１５は、直立する口縁

部に対して端部が短く外反する。外面はタテハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。

最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられ、端面が形成されている。

３１６～３２１は、口縁部の小片である（図版４７ 観察表１８）。

３１６は、内外面の調整が磨滅のため観察できないが、端部は内外面ともヨコナデにより仕上げられてい

る。また、外面には２本の線刻が認められるが、他の線刻と比較して鋭利な工具によっている。３１７は、

直立傾向にある口縁部に対して、端部が逆Ｌ字形に屈曲する。内面はハケの後ナデにより仕上げられて

いる。最後に、口縁端部がヨコナデにより仕上げられている。外面については、磨滅のため調整は観察

できないが、赤色塗布が認められる。３１８はやや外傾気味に立ち上がり、端部はその延長上でヨコナデに

より丸くおさめられている。内外面とも磨滅傾向にあるが、外面にはわずかにハケ目が観察できる。３１９

は、外傾する口縁部に対して端部が逆Ｌ字形に屈曲する。端部は、内外面ともヨコナデにより仕上げら

れている。外面はナデにより仕上げられ、内面は磨滅のため調整を観察できない。３２０は、直立する口縁

部に対して、端部がヨコナデにより外方につまみ出されている。この結果、外傾する端面が形成されて

いる。内外面とも磨滅傾向にあるが、内面にはナデが加えられている。３２１は、斜方向に開く口縁部に対

して、端部が大きく折り返されている。内外面ともヨコナデにより仕上げられ、端部は肥厚するととも

に内傾する端面が形成されている。

（４）体部片（図版４７～４９ 観察表１８～２０）

３２２～３２６・３３１は、体部２段と突帯１条が残存する。

３２２は、下段には方形状の透かしの一部が残存する。内面はナデにより仕上げられているが、外面は磨

滅のため観察できない。突帯は断面方形をなし、端部は比較的シャープに仕上げられている。３２３は、下

段には円形透かしの一部が残存する。外面はタテハケ、内面はタテハケの後ナデにより仕上げられてい
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る。また、突帯貼り付け位置の内面下側には、ユビオサエが顕著に認められる。突帯は、断面形が方形

に近い台形をなし、比較的突出している。３２４は下段に円形透かしの一部が残存する。外面は、上段がタ

テハケの後ヨコハケ、下段がヨコハケにより仕上げられている。内面は、ユビオサエにより仕上げられ

ている。突帯は、断面台形を基本形とするが、上辺が強いヨコナデにより抉られた形となっている。

３２５は、上段と下段には円形透かしの一部が残存し、両者はほぼ千鳥に配されている。また、上段外面

には赤色塗布が認められる。内外面とも磨滅が著しいが、外面はハケ、内面はナデとユビオサエにより

仕上げられている。突帯は、断面台形をなすが、端部は丸みを帯び、退化傾向が認められる。

３２６は、体部２段と突帯１条が残存する。下段外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられてい

る。ヨコハケには斜行する静止痕が認められる（写真図版２２２）。上段外面は、磨滅のため観察できない。

内面は、上段・下段ともハケの後ナデとユビオサエにより仕上げられている。また、上段には、円形の

透かしの一部が残存する。

３３１の内面は、突帯貼り付け位置の下側を中心にユビオサエの後ナデ、外面下段はヨコハケにより仕上

げられている。外面上段の調整は、磨滅のため観察できない。突帯は、断面形が台形をなすが、全体的

に丸味を帯びている。

３２７は、体部１段と突帯１条が残存する。外面はストロークの長いヨコハケにより、内面はハケとナデ

により仕上げられている。また、体部下端には円形の透かしがわずかに残存する。突帯は、断面台形を

なすが、下端が低く、三角形に近い形状をなしている。

３２８～３３０・３３２は、体部２段と突帯１条が残存する。

３２８は、下段には円形透かしの一部が残存する。外面は、下段がヨコハケにより仕上げられているが、

上段は磨滅のため観察できない。内面は、上段・下段とも斜方向のハケにより仕上げられている。突帯

は、基本的には蒲鉾形をなすが、その形状は一定していない。３２９は、下段には円形透かしの一部が残存

する。外面は、上段・下段ともタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面は、両段とも斜方

向のハケにより仕上げられている。突帯は、断面台形をなすが、全体的に丸味を帯びている。３３０は、体

部上端には円形透かしの一部が残存する。内面は、上段・下段ともナデにより仕上げられているが、外

面は磨滅のため観察できない。突帯は、断面長方形に近く、顕著に突出する。３３２外面は全体的に磨滅傾

向にあり、上段にわずかにタテハケが認められる。内面はナデを基調として仕上げられている。

３３３と３３４は、体部２段と突帯１条が残存する。３３３は、下段外面がナデ、上段外面がヨコハケにより、

内面が上段・下段ともナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が長方形をなすが、全体的に垂下

傾向にある。３３４の外面は、外面下段のタテハケ以外、ナデにより仕上げられている。

３３５は、体部１段と突帯１条が残存する。外面はヨコハケにより仕上げられている。内面は、突帯貼り

付け位置にユビオサエが認められる。突帯は、断面形が台形をなし、突帯高１．２０㎝と突出している。

３３６・３３７・３３９は、体部２段と突帯１条が残存する。３３６の下段外面はハケ、上段外面はタテハケの後

ヨコハケにより仕上げられている。内面は、上段・下段ともハケとナデにより仕上げられている。また、

突帯貼り付け位置の上側と下側には、ユビオサエ痕が顕著に認められる。突帯は、断面形が台形をなす

が、突出度はわずかである。３３７は、上段外面がタテハケの後ヨコハケ、下段外面がヨコハケにより仕上

げられている。内面は、斜方向のハケにより仕上げられ、部分的にナデが加えられている。下段外面に

は赤色塗布が認められる。３３９の下段外面はヨコハケ、上段外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げ

られている。内面は、上段・下段ともナデにより仕上げられている。突帯貼り付け位置の下側には、ユ
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ビオサエ痕が顕著に認められる。突帯は、断面形が台形をなすが、突出度はわずかである。

３３８と３４０は、体部１段と突帯１条が残存する。３３８外面は、タテハケの後ヨコハケ、内面はナデにより

仕上げられている。突帯は、断面形が方形に近いが、全体的に下方に垂下している。３４０内面は、全体的

に磨滅傾向にあるが、突帯貼り付け位置の内側にはユビオサエ痕が認められる。外面はナデにより仕上

げられ、１本の線刻が認められる。

３４１～３４８は、体部２段と突帯１条が残存する。

３４２は、内外面の調整が磨滅のため観察できない。突帯は、断面形が台形をなすが、突出度はわずかで

ある。３４３は、透かしも認められないため、埴輪全体における位置は不明である。内外面ともハケにより

仕上げられている。突帯は断面形が台形をなすが、突出度は顕著でない。

３４１は、内外面ともナデにより仕上げられている。また、突帯貼り付け位置内面には、ユビオサエ痕が

顕著に認められる。突帯は、断面台形をなし、比較的突出している。

３４４内面は、ハケとナデにより仕上げられているが、突帯貼り付け位置を中心に強いヨコナデにより仕

上げられている。外面はヨコハケにより仕上げられている。突帯は、上面が傾斜し、全体的に丸味を帯

びた形状をなしている。

３４５は、上段外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がナデにより仕上げられている。外面のヨコハケには

ハケ目に対して直交する静止痕が認められる。また、突帯貼り付け位置内面には強いヨコナデ痕が認め

られる。突帯は、突帯高が６㎜と、突出はわずかである。なお、外面のハケ目内に赤色塗布がわずかに

認められる。

３４６の内面は、ナデにより仕上げられている。わずかにハケ目も残存する。外面は、下段がタテハケの

後ヨコハケにより、上段がヨコハケにより仕上げられている。突帯は、断面形がＭ字形をなす。

３４７の外面はタテハケ、内面はナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が台形をなし、端部が

シャープに仕上げられている。

３４８は、外面の調整が磨滅のため観察できない。内面は、ユビナデとユビオサエにより仕上げられてい

る。突帯は、端部がシャープに仕上げられているが、下辺の突出はわずかである。

３４９は、体部１段分のみ残存する。外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面の調

整は、磨滅のため観察できない。上側はストロークの長いヨコハケ、下側は直立する静止痕となってい

る。

３５０・３５１・３５３・３５４は、体部１段と突帯１条が残存する。

３５０の体部外面はヨコハケにより仕上げられ、ハケが器面から離れた痕が認められる。上端には円形透

かしの一部が認められる。突帯は、断面形が変則的な台形をなし、退化傾向にある。３５１は、外面がヨコ

ハケ、内面がナデにより仕上げられている。ヨコハケの一部にはハケ目に対して斜行する静止痕が認め

られる。突帯は、断面形が台形をなすが、上端が低く、突出度はわずかである。

３５３は、外面がヨコハケにより仕上げられている。内面は磨滅のため観察できない。体部片下端には円

形透かしの一部が残存する。

３５４は、外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられてい

る。内面は斜方向のハケとナデにより仕上げられている。ハ

ケ目の溝内には、赤色塗布が認められる。

３５２は、体部の小片で突帯は残存しない。外面はヨコハケに

より仕上げられている。また、外面には２本の弧線からなる
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線刻が認められ（第２７８図 写真図版２２２）、船を表現したものと考えられる。なお、内面の調整は磨滅の

ため観察できない。

３５５～３６５は、体部の小片である（写真図版２２２～２２４）。

３５５は、外面に鍵形に平行する線刻が認められる。３５６は、外面に鍵形をなす２本の平行する線刻が認

められる。３５７は、外面には２本の弧状をなす線刻が認められる。船を表現した可能性も考えられる。

３５８は、外面に鍵形をなす２本の平行する線刻が認められる。３５６と同文である。３５９は、Ｕ字形をなす線

刻が認められる。

３６０は、１本の直線と２本の弧状をなす線刻が認められる。３６１は、Ｔ字形をなす２本の直線からなる

線刻が認められる。３６２は、１本の直線からなる線刻が認められる。ただし、当片の線刻は浅く、幅も狭

く、他の個体の線刻とは特徴を異にする（写真図版２２３）。３６３は、外面がヨコハケにより仕上げられ、静

止痕が認められる。３６４の外面には山形をなす３本の線刻が認められる（写真図版２２４）。３６５は、「Ｘ」字

形の一部と考えられる線刻が認められる（写真図版２２４）。線刻の下側には突帯の剥離痕が認められる。

（４）底部片（図版４９～図版５２ 観察表２１～２３）

３６６は、底部から３段目にかけて残存する。２段目には、円形の透かしが１箇所残存する。その側面

は、ヘラ削りにより丁寧に仕上げられている。外面は、各段ともヨコハケにより仕上げられている。特

に底部と２段目は、ストロークの長いヨコハケで、静止痕は認められない。内面は、ナデを基調とし、

下端部付近に限りヨコナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が方形に近い台形をなし、両端部

は丸みを帯びている。

３６７は、底部から１段目突帯まで残存する。底部は、内外面ともハケにより仕上げられている。さら

に、内面下端付近はユビオサエにより整形されている。底部下面は未調整で、圧痕が認められる。突帯

は、断面台形をなすが、突出度はわずかである。

３６８～４０３は、底部のみ残存する。

３６８は、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面は縦方向のナデと横方向のハケを

基調とし、下端部はユビオサエにより仕上げられている。底部下面は弱いナデにより仕上げられている

が、圧痕が認められる。３６９は、外面がハケ、内面がユビナデにより仕上げられている。外面は全体的に

磨滅傾向にあるが、タテハケとヨコハケが認められる。底部下面は未調整で、圧痕が顕著に認められる。

３７０は、外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。特に下端部内

面は、強いヨコナデが加えられている。底部下面はナデにより仕上げられている。３７１は、外面がタテハ

ケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面はナデを基調とし、下端部はユビオサエにより仕上げら

れている。底部下面から外面下端部にかけてはナデにより仕上げられている。

３７２は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がナデにより仕上げられている。また内面下端にはユビオ

サエ痕が顕著に認められる。底部下面は弱いナデが加えられている。３７３は、内外面ともハケにより仕上

げられ、内面にはナデが加えられている。他の埴輪と比較して目の細かいハケ（７～８本/㎝）が使用さ

れている。底部下端付近は自重で肥厚気味である。底部下面は未調整であるが、内面は強いヨコナデ、

外面はヘラ削りにより仕上げられている。

３７４は、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面は縦方向のナデを基調とし、下端

部はユビオサエにより仕上げられている。底部下面は未調整である。３７５は、下端から内湾気味に斜外方
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に立ち上がり、器壁が厚く仕上げられている。内外面ともハケにより仕上げられている。底部下面はナ

デにより仕上げられている。３７６は、残存する範囲では斜上方に立ち上がる。外面はハケ、内面はユビナ

デとユビオサエにより仕上げられている。底部下面は未調整で、圧痕が顕著に認められる。また、底部

付近内面は、自重による肥厚部がユビオサエにより整形されている。

３７７は、やや斜上方に立ち上がる傾向が認められる。外面はハケ、内面は強い縦方向のユビナデによ

り、仕上げられている。底部下面は未調整で、圧痕が認められる。３７８は、内面が縦方向、外面が横方向

を主体としたハケにより仕上げられている。さらに、内面下端には強いヨコナデが加えられている。ま

た、底部下面は未調整である。なお、当個体の底部には径１．８㎝の小穴が１箇所開けられている。３７９は、

内面がナデにより仕上げられ、下端部はヨコナデが加えられている。外面は、タテハケの後横方向を主

体としたハケにより仕上げられている。出土埴輪のなかでも細かいハケ目である（１０～１１本/㎝）。底部

下面は未調整である。３８０は、底部が直立し、外面がタテハケの後下端部をヨコナデ、内面が斜方向のハ

ケにより仕上げられている。下面はナデが加えられている。

３８１は、内面および下端部から下面にかけて、ナデにより仕上げられている。全体的に粗い仕上げであ

る。外面も、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられているが、粗いハケ目である。３８２は、外面がタテ

ハケ、内面がナデとユビオサエにより仕上げられている。特にユビオサエは、下端部で顕著である。底

部下面は未調整で、圧痕が顕著に認められる。

３８３は、内外面ともタテハケにより仕上げられている。さらに内面は、ナデとユビオサエが加えられ、

ユビオサエは下端部付近で顕著に認められる。底部下面は未調整で、ヘラ先状の圧痕が認められる。３８４

は、外面がタテハケ、内面がナデにより仕上げられている。特に下端部はユビオサエが顕著である。底

部下面は未調整で、圧痕が認められる。

３８５は、外面がタテハケ、内面がナデとユビオサエにより仕上げられている。底部下面はナデにより仕

上げられている。３８６は、内外面とも細かい縦方向のハケにより仕上げられている。さらに、内面下端に

はナデが加えられている。また、底部下面は未調整で、圧痕が認められる。３８７は、外面がヨコハケによ

り仕上げられ、静止痕が認められる。ハケ目に対して直交するものとやや斜行するものとが認められる。

内面は縦もしくは斜方向のハケの後、部分的にナデが加えられている。底部下面は弱いナデにより仕上

げられている。３８８は、直線的に開く傾向にある。外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられ、ヨコ

ハケには静止痕が認められる。静止痕は少なくとも３周以上に及ぶものと考えられる。ハケ目が細かい

点が特徴的である。内面は、ナデとユビオサエにより仕上げられている。底部下面は未調整である。

３８９は、内外面とも細かいハケとナデにより仕上げられている。また、下端部内面は強いヨコナデが加

えられている。底部下面はナデにより仕上げられている。３９０は鉢形をなし、内外面および下面がナデに

より仕上げられている。また、内外面ともわずかにハケが認められる。３９１は、内外面ともナデにより仕

上げられ、外面下端にはヨコナデが加えられている。また、底部下面は未調整で、圧痕が認められる。

３９２は、内外面とも磨滅傾向にあるが、外面がハケ、内面がナデにより仕上げられている。底部下面はナ

デが加えられている。３９３は、内面がナデにより仕上げられ、下端部には強いユビオサエが加えられてい

る。外面は磨滅傾向にあるが、わずかに縦と横方向のハケ目が認められる。また、底部下面は未調整で、

圧痕が認められる。

３９４は、内外面とも磨滅が著しいが、下端部付近内面がユビオサエとナデ、同外面がヨコナデにより仕

上げられている。また、底部下面は弱いナデが加えられているが、溝状の窪みが認められる。３９５は、内
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外面とも磨滅が著しいが、下端部付近内面がユビオサエ、同外面がハケにより仕上げられている。また、

底部下面は弱いナデが加えられている。３９６は、内外面とも磨滅が著しいが、ナデが加えられている。底

部下面もナデにより仕上げられている。３９７は、外面がハケ、内面がユビナデとユビオサエにより仕上げ

られている。特に、下端部から６㎝のあたりが、ユビオサエ痕が顕著に認められる。底部下面は、ナデ

により仕上げられている。

３９８は、内外面とも磨滅が著しいが、内面にはナデとユビナデが認められる。底部下面はナデにより仕

上げられている。３９９は、内外面ともナデを基調とし、下端部内面がユビオサエにより仕上げられている。

また、外面下端部付近には、工具の当たりと考えられる横方向の痕跡（写真図版２２５）が認められる。下

面はナデが加えられているが、一部半径５㎜ほどの窪みも認められる。４００は、直立後外傾傾向にある。

内外面および下面がナデにより仕上げられている。また、内面下端付近はユビオサエにより仕上げられ

ている。４０１は、内面がユビオサエとナデ、外面がタテハケにより仕上げられている。また、底部下面は

未調整で、粘土に継ぎ目が認められる。４０２は、内面がナデ、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げ

られている。底部下面は、ナデにより仕上げられている。４０３は、外面がタテハケ、内面がナデにより仕

上げられている。内面の調整は、磨滅のため観察することができない。また、底部下面はナデが加えら

れている。

（５）朝顔形埴輪（図版５３・５４・５６ 観察表２３・２４）

４０４・４０５・４１６の３個体である。

４０４は、口縁部上半・口縁部下半～肩部・体部を図上で復元したものである。結果として、口縁部から

体部まで残存する。口縁部から体部にかけては、黒斑が認められる。

体部は２段目から４段目まで残存し、４段目に円形の透かしが２箇所残存する。各段とも外面は縦の

後横方向のハケ、内面は横方向を主体としたハケにより仕上げられている。３段目を除いては、静止痕

は認められない。３段目の静止痕はハケ目に対して直交するが、数段におよぶものと考えられる。比較

的ストロークの長いヨコハケである。また、内面の突帯に相当する箇所については、突帯貼り付けに伴

うナデの痕が認められる。

突帯は、３条とも残存するが、いずれも断面台形をなし、上下を挟み込むようなヨコナデにより貼り

付けられている。４０５よりは、突出度はわずかである。

肩部は半球形をなし、内外面とも横方向を主体としたハケにより仕上げられている。１箇所にヘラ描

が認められる（写真図版２２５：ａ）。そのモチーフは不明である。

口縁部は複合口縁をなし、複合部外面に突帯が貼り付けられている。外面は縦方向、内面は横方向を

主体としたハケにより仕上げられている。また、１次口縁外面には赤色塗布が顕著に認められる。

４０５は、底部を除いて体部から口縁部にかけて約１/２残存する。体部は、肩部を含めて４段残存する。

口縁部上段と体部各段に黒斑が認められる。２段目と４段目には円形の透かしが開けられているが、各

段１穴のみ残存する。両段の透かしは千鳥に配され、焼成前に外側から内側へ開けられている。

下側３段は円筒形をなし、外面は縦もしくは斜方向のハケを１次調整としている。２次調整は、ヨコ

ハケにより仕上げられているが、全体的にやや粗く、各段の中央部には１次調整のタテハケが顕著に観

察できる。ヨコハケは、２段目・４段目に静止痕が認められる（写真図版２２７：ａ）。両段とも上下２段に

静止痕が認められるが、上下は一直線状をなすものではない。このため、Ｂｂ種ヨコハケと考えられる。
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肩部は、タテハケの後にヨコハケにより仕上げられている。ヨコハケは連続するものではないが、静

止痕は認められない。一部に直線状の線刻が認められるが、部分的な残存にとどまり、その内容は不明

である。

体部各段の境は断面台形の突帯が貼り付けられている。高さ１．２０㎝と突出した突帯で、上下を挟むよ

うなヨコナデにより仕上げられている。このため、端面はわずかに凹線状をなしている。

口縁部は複合口縁状をなし、各段とも大きく外反する。複合部外面には、断面台形の突帯が貼り付け

られている。外面は縦方向のハケにより、内面は横方向を主体としたハケにより仕上げられ、最後にナ

デが加えられている。また、端部はヨコナデにより仕上げられ、明確な端面が形成されている。

４１６は、肩部から体部にかけて残存する。４段目突帯と、頸部突帯の剥離痕の存在から、朝顔形埴輪と

判断したものである。肩部から体部にかけて黒斑が認められる。

体部は３段分残存し、２段目に円形の透かしがわずかに残存する。復元径は５．５㎝～６㎝である。外面

はタテハケを１次調整としている。２次調整はヨコハケであるが、４段目はわずかに観察できる程度で

ある。２段目と３段目については、残存する限りにおいて静止痕は認められず、ストロークの長いヨコ

ハケとなっている。突帯は全体的に突出しており、端面は凹線状をなす。

肩部は完存するが、頸部突帯は剥離痕のみ残存する。タテハケを基調とし、２次調整として部分的に

ヨコハケが認められる。また、線刻が認められるが、一部が残存するのみで、全体像は不明である。

（６）口縁部片・頸部片（図版５４～５６ 観察表２３）

４０６は、頸部から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくられ、その境外面

がわずかに突帯状をなす。口縁部外面は１次口縁・２次口縁ともにタテハケにより仕上げられている。

内面は、１次口縁がナデ、２次口縁がタテハケにより仕上げられている。頸部は、内面がナデにより仕

上げられ、外面には突帯の剥離痕が認められる。また、口縁部外面には、赤色塗布が認められる。

４０７は、２次口縁と口縁部突帯が残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくられている。１次口縁

と２次口縁の境外面には、断面台形をなす突帯が貼り付けられている。外面はタテハケとナデ、内面は

ハケにより仕上げられ、最後に端部がヨコナデにより仕上げられている。また、突帯貼り付け位置の内

面には、ユビオサエ痕が認められる。

４０８・４１０・４１１は、２次口縁が残存する。

４０８は、１次口縁の端部やや内側に２次口縁が載せられている。外面は、縦方向のハケの後、端部がヨ

コナデにより仕上げられている。内面は雨ざらし痕が顕著である。４１０の下端は１次口縁との接合面と

なっており、キザミ目が認められる。１次口縁の上端部に２次口縁が載せられていたものと考えられる。

外面はタテハケにより仕上げられているが、内面は雨ざらし痕により調整は観察できない。外面のハケ

は、１１～１２条/㎝と大変細かいハケ目である。最後に、端部がヨコナデにより仕上げられている。

４１１は、外面ほぼ全面に赤色塗布が認められる。下端部断面にはキザミ目が認められる。内面はハケと

ナデにより仕上げられているが、外面の調整は磨滅のため観察できない。最後に、端部がヨコナデによ

り仕上げられている。

４０９は、１次口縁上端から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の延長上に２次口縁が載せられ、その

境に断面台形をなす突帯が貼り付けられている。外面は１次口縁・２次口縁ともにタテハケ、内面は斜

方向のハケにより仕上げられている。最後に、２次口縁端部がヨコナデにより仕上げられている。また、
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口縁部外面には、赤色塗布が認められる。

４１２は、頸部から肩部にかけて残存し、頸部には突帯が貼り付けられている。内面ともナデにより仕上

げられている。突帯は緩やかな三角形をなし、ヨコナデにより貼り付けられている。

４１３は、頸部から口縁部にかけて残存する。頸部には断面三角形の突帯が貼り付けられている。内外面

ともナデを基調とし、突帯がヨコナデにより貼り付けられている。

（７）肩部片（図版５６ 観察表２３・２４）

４１４は体部の小片である。外面には「○」状の線刻が認められる。内外面ともナデにより仕上げられて

いる。

４１５は、肩部から体部４段目にかけて残存する。４段目外面は、タテハケにより仕上げられている。肩

部外面は、ナデとハケにより仕上げられている。内面は、肩部から体部にかけて横方向のユビナデによ

り仕上げられている。

（８）壺形埴輪（図版５６～５８ 観察表２４）

４１７は、肩部とその下端の鍔の一部が残存する。残存する突帯の規模から、壺形埴輪と判断したもので

ある。内外面ともナデにより仕上げられ、内面にはユビオサエ痕も認められる。外面には直線状の線刻

が綾杉状に描かれている（写真図版２２９）。色調・胎土・線刻の特徴等から、１７５と同一個体の可能性が考

えられる。

４１８は、肩部とその下端の突帯が残存する。残存する突帯の規模から、壺形埴輪と判断したものであ

る。肩部はかなり扁平な半球形をなし、底部にかけて大きく内傾する。肩部は、外面がハケ、内面がヨ

コナデにより仕上げられている。肩部外面の一部にわずかに赤色塗布が認められる。

４１９は、底部上側から肩部の一部にかけて残存し、両者の境には鍔が貼り付けられている。底部上端か

ら肩部にかけて大きく膨らみ、その最大部に鍔が貼り付けられている。底部外面はヨコハケ、内面はタ

テハケにより仕上げられている。また、底部には円形の透かしの一部が残存する。

肩部は、内面がユビオサエにより仕上げられている。外面は磨滅傾向にあるが、わずかにハケ目が認

められる。断面観察の結果を合わせると、鍔下端部とその上部の成形において、時間差が認められる。

鍔は、ヨコナデにより貼り付けられているものと考えられる。この箇所の内面は、ユビオサエ痕が顕著

である。

４２０は、底部から口縁部にかけて残存する。ただし、口縁部は１次口縁のみの残存で、当該部位の上下

側は図上復元によっている。底部は斜外方へほぼ直線的にのび、相対する２方向に楕円形の透かしが開

けられている。ただし、透かしが開けられた高さは、約２㎝ずれている。外面はヨコハケ、内面はタテ

ハケにより仕上げられている。外面のヨコハケは、上側はストロークの長いヨコハケ、以下はＢ種ヨコ

ハケにより仕上げられ、静止痕が認められる（写真図版２２７：ｃ）。また、外面下端部にはタテハケ、内

面下端部付近には弱いヨコナデが加えられている。

肩部はやや扁平な半球形をなし、底部との境外面には鍔状の突帯が貼り付けられている。外面は、上

半が縦方向、下半が横方向のハケにより仕上げられ、最後に弧状に線刻が加えられている（写真図版２２７：

ｂ）。また。この線刻の中心部には径３㎜の刺突文が認められる。縦方向のハケについては、他の部位よ

り明らかに細かい点が特徴的である。内面は、突帯貼り付け位置においてユビオサエが顕著に認められ、
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他はナデにより仕上げられている。底部との境をなす突帯は、上面から側面にかけてはヨコナデにより、

下面はユビオサエの後ナデにより、それぞれ仕上げられている。

頸部は、内外面ともナデにより仕上げられている。外面には、突帯が貼り付けられていたようである

が、剥離痕のみで突帯は残存していなかった。口縁部は１次口縁のみ残存する。外面はタテハケにより

仕上げられているが、内面は剥離が顕著で調整は観察できない。１次口縁上端部には刻み目が認められ、

ここに２次口縁が載せられていたものと考えられる。

４２１は、底部から頸部にかけて残存する。底部外面はタテハケ、内面はユビオサエの後ナデにより仕上

げられている。また、底部下端は内外面ともヨコナデが加えられている。下面もナデが加えられている。

なお、上辺がほぼ直線状をなす透かしの一部が認められる。逆半円形、もしくは逆三角形をなしていた

ものと考えられる。

底部と肩部の境をなす鍔は、剥離痕のみ認められる（写真図版２２７：ｄ）。なお、この剥離面には斜方

向のハケ目が認められる。また、鍔貼り付けの際の割り付けと考えられる沈線が認められる。

肩部は、外面が横方向のナデ、内面が横方向のハケにより仕上げられている。また、頸部内面はナデ

により仕上げられている。頸部外面には突帯の一部が残存する。正確な断面形は復元できない。

４２２は、底部上側から肩部の一部にかけて残存し、両者の境には鍔が貼り付けられている。底部上端か

ら肩部にかけて大きく膨らみ、その最大部に鍔が貼り付けられている。底部外面はナデ、内面はハケと

ナデにより仕上げられている。また、底部には円形の透かしの一部が残存する。

肩部は、内面がユビオサエとナデにより仕上げられている。断面観察の結果を合わせると、鍔下端部

とその上部の成形において、時間差が認められる。

鍔は、ヨコナデにより貼り付けられている。この箇所の内面は、ユビオサエ痕が顕著である。

４２３は、底部上部を中心に残存し、上端部には鍔が残存する。底部外面はタテハケ、内面は縦方向のナ

デにより仕上げられている。また、底部には円形透かしの一部が残存する。復元径は約８㎝である。鍔

は、ユビオサエとナデにより整形され、上面を中心にヨコナデにより貼り付けられている。

４２４は、底部から肩部の一部にかけて残存し、両者の境には鍔が貼り付けられている。底部外面はタテ

ハケの後ヨコハケ、内面は上半がナデ、下半がタテハケにより仕上げられている。また、底部下面はナ

デが加えられている。底部と肩部の境をなす鍔は、ヨコナデにより仕上げられている。

肩部は、内面がユビオサエとハケにより仕上げられている。特に、鍔貼り付け位置内面にはユビオサ

エ痕が顕著に認められ、断面の観察結果と合わせると、鍔下端部で成形上の時間差が認められる。なお、

肩部外面の調整は、磨滅のため観察できない。

１０．南渡土堤
（１）出土状況

全体的に小片が散乱した状態で出土している。また、出土量も多くはない。このなかで、ｈ２２とｈ２３が

比較的良好な状態で出土している（第２７９図・第２８０図）。

ｈ２２ 前方部と南渡土堤が接合する付近の周濠底から出土している（第２３１図）。水鳥形埴輪２８の南側に

隣接して出土している。前方部基底石から約８０㎝、南渡土堤基底石からは約１．６０ｍ離れている。口縁部

から３段目までがほぼ完存した状態で落ち込み、その場で押し潰された状態で出土している（第２７９図

写真図版１４６：⑥）。ｈ２２の位置からは、前方部１段目に伴うものと判断されるが、他の埴輪片との接合
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関係から、南渡土堤に樹立されていたものと考え

ている。４２８が該当する。

ｈ２３ 前方部との接合部に位置する。前方部１段

目斜面と南渡土堤西側斜面の接合部、谷状となっ

た位置にあたり、その転石層中から出土している。

比較的大きな破片が１ｍ四方の範囲に集中して出

土している（第２８０図 写真図版１４６：⑦）。大半が

朝顔形埴輪（４９５）で、ここに倒れ込んだものと考

えられる。この他、円筒埴輪（４２８）の一部も出土

している。さらに、盾形埴輪（１１４７）も出土して

いる。

（２）円筒埴輪（図版５９・６０ 観察表２４・２５）

４２５～４２７は、口縁部が残存する。

４２５は、わずかに開き気味に立ち上がり、端部がヨコナデにより外方へつまみ出されている。内外面と

もナデを基調とし、最後に端部がヨコナデにより仕上げられている。４２６は、体部から直立気味に立ち上
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がり、端部外端部を中心としたヨコナデにより、端部が横方向に引き出されている。このため、端部は

断面が鋭角な三角形状をなす。内外面とも剥離が顕著であるが、わずかにハケ目が認められる。４２７は、

体部から外反気味に立ち上がり、端部が肥厚し玉縁状をなす。内外面とも磨滅が著しく、調整は観察で

きない。口縁端部の一部に赤色塗布が認められる。

４２８は、口縁部から３段目まで残存する。体部から口縁部にかけて直立傾向にあり、口縁部がわずかに

外傾傾向にある。体部から口縁部の各所に黒斑が認められるとともに、口縁部と４段目の一部で赤色塗

布が認められる。

口縁部は、内外面とも斜方向を主体としたハケの後、口縁外端部を中心とした強いヨコナデにより仕

上げられている。この結果、明確な上端面が形成されている。また、径１．７～２㎝の小穴が１穴あけられ

ている（写真図版２２８：ａ）。このほか、線刻が認められるが、多くは欠失している。

体部は、外面がヨコハケ、内面がタテハケ（４段目）とヨコハケ（３段目）により仕上げられている。

外面のヨコハケは、静止痕が比較的明確に観察でき、ハケ目に直交するもの（第２８１図 中央）と斜行す

るもの（第２８１図 右側）とが認められる（写真図版２２８：ｂ・ｃ）。

４段目には、円形の透かしが２箇所に開けられている。２穴はほぼ相対する位置関係にあるが、わず

かにずれている。

突帯は、上下からつまむナデにより整形され、断面形は台形傾向のＭ字形をなす。突出が顕著である。

突帯剥離面においては、突帯貼り付けのための沈線が認められる（写真図版２２８：ｂ）。

４２９と４３０は、口縁部が残存する。

４２９は、斜外方に広がる口縁部に対して、端部が短く外反する。上端部をつまむようなヨコナデによ

り、垂直な端面が形成されている。内外面とも縦方向を主体としたハケにより仕上げられている。最後

に、口縁端部がヨコナデにより仕上げられている。また、内面には、一部工具の当たりが認められる。

４３０は、口縁部が直線的に立ち上がり、外端部をつまむようなヨコナデにより、外端部が外方へ引きだ

されている。外面はタテハケの後ヨコハケにより、内面はハケにより仕上げられている。最後に、口縁

端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。なお、外面のヨコハケには複数の静止痕が認められる

が、ハケの当りが弱い静止痕である。

４３１は、体部４段と突帯３条が残存する。胎土・色調等の特徴から、４３０と同一個体と考えられる個体

で、実測後１個体として復元している（写真図版２２９）。最下段と上から２段目に円形の透かしが開けら

れていることから、最下段は２段目、上から２段目は４段目と考えられる。したがって、最上段は口縁

部にあたるものと考えられる。なお、４段目と２段目の透かしの位置関係は千鳥ではなく、約４５°ずれて

いる。３段目を中心に黒斑が認められ、４段目と４段目突帯の一部には赤色塗布が認められる。さらに、
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口縁部には直線状の線刻が認められる。外面は、各段ともタテハケの後ヨコハケにより仕上げられてい

る。口縁部と４段目には、斜行する静止痕が認められる。一方、３段目のヨコハケは、波打つようなス

トロークの長いヨコハケである。内面は、口縁部と４段目が斜方向の、３段目が横方向の、２段目が縦

方向のハケにより仕上げられている。突帯は、３条とも断面形が台形をなし、２段目と３段目の突帯端

面は斜行している。

４３２は、口縁部が残存する。斜外方に広がる口縁部に対して、端部がわずかに外反する。内端部をつま

むようなヨコナデにより、明確な端面が形成されている。外面はタテハケ、内面はナデにより仕上げら

れ、最後に口縁端部がヨコナデにより仕上げられている。また、内面には平行する２本の弧状をなす線

刻が認められる（写真図版２２９）。

４３３～４３５は、口縁部の小片である。

４３３は、外方に開く口縁部に対して、端部が上方へヨコナデによりつまみ上げられている。外面はヨコ

ハケの後斜方向のハケ、内面はヨコハケにより仕上げられ、最後に端部がヨコナデにより仕上げられて

いる。

４３４は、外方に開く口縁部に対して、端部が外方へつまみ出され、逆Ｌ字形をなす。外面はヨコハケと

タテハケ、内面はナデとハケにより仕上げられ、最後に端部がヨコナデにより仕上げられている。４３５

は、直立する口縁部に対して、端部がヨコナデにより外方へつまみ出され、逆Ｌ字形をなす。内外面と

もナデを基調とし、最後に端部がヨコナデにより仕上げられている。

４３６～４３８は、口縁部が残存する。

４３６は、斜外方に広がる口縁部に対して、端部が短く屈曲する。ヨコナデにより、明確な端面が形成さ

れている。内外面とも調整は観察できない。外面には、赤色塗布が部分的に認められる。４３７は、斜外方

に広がる口縁部に対して、端部が短く屈曲する。上端部をつまむようなヨコナデにより、内傾する端面

が形成されている。内外面の調整は、ともに磨滅が著しく観察できない。口縁端部外面には、赤色塗布

が認められる。４３８は、口縁部が短く外反する。上端部をつまむようなヨコナデにより、垂直な端面が形

成されている。内面はナデにより仕上げられている。外面は、磨滅が著しい。

（３）体部片（図版６０～６２ 観察表２５～２７）

４３９～４４１は、体部２段と突帯１条が残存する。

４３９の外面は、上段がヨコハケ、下段がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。各段のヨコハ

ケは、静止痕が認められず、波打つようなヨコハケである。内面は磨滅が著しいが、わずかにハケ目が

残存する。突帯は、断面形がＭ字形に近い台形をなす。４４０は、内外面ともハケにより仕上げられ、最後

に内面にナデが加えられている。突帯は、断面形が長方形に近い台形をなすが、下端部が低く、斜下方

に傾いた状態をなしている。４４１は、外面がヨコハケ、内面がナデにより仕上げられている。特に下段は

ストロークが長いヨコハケである。突帯は、断面台形をなすが、全体的に丸味を帯びている。

４４２と４４３は、体部１段と突帯１条が残存する。４４２は、外面がタテハケの後ヨコハケにより、内面がナ

デを基調とし、部分的にハケ目が認められる。突帯は、突出度は高くないが、下端幅が他の突帯より広

い傾向にある。４４３の調整は、磨滅が著しく内外面とも観察できない。突帯は、断面形が台形をなし、そ

の一部に赤色塗布が認められる。

４４４と４４５は、体部１段と突帯２条が残存する。４４４は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がナデとタ
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テハケにより仕上げられている。突帯は、２条とも断面台形をなすが、上段と下段とでは断面形が異な

る。下段の方が突出傾向にある。また、上段の突帯上面にはハケ目が部分的に認められる。

４４５は、内面がナデとユビオサエにより仕上げられている。特に、上段突帯貼り付け位置の下側内面

は、ユビオサエが顕著である。外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。突帯は、２条とも断面台形

をなし、上段・下段ともに突出度が低い傾向にある。また、上段突帯の剥離部分において割り付け用の

沈線が認められる。

４４６は、体部２段と突帯１条が残存する。内面は強い縦方向の板ナデにより仕上げられている。外面は

タテハケにより仕上げられている。突帯は、断面形がＭ字形に近い台形をなす。

４４７と４４８は、体部１段と突帯１条が残存する。４４７の外面はタテハケにより、内面はナデにより仕上げ

られている。ただし、そのナデは、突帯貼り付け位置を基準に、より上側は横方向、下側は縦方向に施

されている。突帯断面は、Ｍ字形に近い台形をなす。４４８の体部外面には線刻の一部が残存する。体部外

面は磨滅が著しく、調整は観察できない。内面はハケの後ナデにより仕上げられている。また、突帯貼

り付け位置下側の内面にはユビオサエ痕が顕著に認められる。突帯は、断面形が方形に近い台形をなし、

強いヨコナデにより貼り付けられている。

４４９は、体部２段と突帯１条が残存する。外面は磨滅が著しいが、わずかにハケの痕跡が認められる。

内面は、ナデとユビオサエにより仕上げられている。突帯は、断面台形をなすが、上端面の幅が狭く、

退化傾向にある。

４５０と４５２は、体部１段と突帯１条が残存する。４５０の外面はタテハケの後ヨコハケにより、内面はハケ

の後ナデにより、仕上げられている。突帯は、断面形が方形に近い台形をなす。４５２は、外面がヨコハケ

により、内面がハケの後弱いナデにより、仕上げられている。また、突帯貼り付け位置の内面は、ヨコ

ナデにより仕上げられている。外面のヨコハケは、波打つ傾向にあり静止痕は認められない。突帯は、

断面形が台形をなすが、下端が低く退化傾向にある。

４５１・４５４・４５５は、体部２段と突帯１条が残存する。４５１と４５４の内外面の調整は、磨滅が著しく観察で

きない。４５１の突帯は、断面形が長方形に近く、突帯高が１．０５㎝と突出している。４５４の突帯は、断面形

がＭ字形に近い台形をなす。４５５は、内面がナデにより仕上げられている。外面の調整は、磨滅が著しく

観察できない。突帯は、断面形がＭ字形に近い台形をなす。

４５３は体部の小片である。外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられている。外面突帯側面を中心

に、赤色塗布が残存する。

４５６は、体部１段と突帯１条が残存する。体部外面はヨコハケ、内面はハケの後ナデにより仕上げられ

ている。また、突帯貼り付け位置の内面には、ユビオサエ痕が顕著に認められる。突帯は、断面方形を

なし、強いヨコナデにより貼り付けられている。

４５７～４５９は、体部２段と突帯１条が残存する。

４５７の内面はハケにより仕上げられているが、外面の調整は磨滅が著しく観察できない。４５８は、渡土

堤と前方部の接合部から出土している。下段には円形の透かしの一部が残存する。外面はタテハケの後

ヨコハケにより仕上げられているが、下段には静止痕が認められる。静止痕は２本認められるが、１本

はハケの当りが弱く、わずかに認識できる程度のものである。内面はナデを基調とし、突帯貼り付け位

置の内面は弱いヨコナデにより仕上げられている。また、その下側はユビオサエが顕著である。突帯は

断面形が方形に近い台形をなすが、下側端部は上端部より低くなっている。４５９の内面はナデにより仕上
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げられている。外面は、上段がヨコハケ、下段がタテハケにより仕上げられている。上段のヨコハケは

連続せず、ハケ原体が一旦離れている箇所が認められる。突帯は、断面形が長方形に近い台形をなし、

突出傾向にある。

４６０・４６２・４６３は、体部１段と突帯１条が残存する。

４６０の外面はヨコハケにより、内面はハケの後弱いナデにより、それぞれ仕上げられている。外面のヨ

コハケには、静止痕が認められる。突帯は、断面形が長方形に近い台形をなし、突出傾向にある。４６２の

体部外面はヨコハケ、内面はハケの後ナデにより仕上げられている。外面のヨコハケには静止痕が認め

られる。内面のハケは外面より粗いハケが使用されている。また、突帯貼り付け位置上側の内面にはユ

ビオサエ痕が顕著に認められる。突帯は、断面台形をなし、上端より下端のほうが低くなっている。４６３

の体部外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。静止痕が認められる。内面は、ハケの

後ナデが加えられている。また、突帯貼り付け位置の内面下側には、ユビオサエ痕が顕著に認められる。

突帯は、断面形が方形に近い台形をなしている。

４６１・４６４・４６５は、体部２段と突帯１条が残存する。

４６１は、内面がハケの後ナデにより仕上げられている。外面はヨコハケにより仕上げられているが、上

段では静止痕が認められるのに対して、下段ではハケが器表面から離れている。突帯は、断面形が台形

をなすが、退化傾向にある。４６４は、外面上段・下段ともにヨコハケにより仕上げられている。上段には

弱い静止痕が認められ、下段にはタテハケも認められる。内面は、ハケを基調とし、突帯貼り付け位置

内面下側には強いナデが加えられている。突帯は、断面形が三角形をなす。突帯側面を中心に赤色塗布

が認められる。また、下段には円形透かしの一部が残存する。４６５は、内面がナデにより仕上げられてい

る。外面は磨滅が著しく、調整は観察できない。突帯は、断面形が台形をなすが、やや退化傾向にある。

外面には赤色塗布が認められる。

４６６と４６７は、体部１段分のみ残存する。４６６外面は縦方向のハケを基本とし、部分的にヨコハケが加え

られている。さらに、径１．３㎝の円形竹管文が４．５㎝の間隔で認められる（写真図版２３０）。体部の残存は

全体の１/４に限られるが、当初は１６個あったものと推定される。内面は、ユビオサエの後ハケおよびナデ

により仕上げられている。４６７の外面はヨコハケにより仕上げられている。円形透かしの一部が認めら

れる。

４６９は、体部２段と突帯１条が残存する。下段には弧状をなす線刻が認められる（写真図版２３０）。船を

表現している可能性も考えられる。また、線刻内には赤色塗布が残存する。外面は、ナデを基調とする

が、上段の一部にはハケ目が認められる。内面は、斜方向のハケにより仕上げられている。突帯は、下

端が低く、退化傾向にある。

４６８と４７０は体部の小片である。４６８の外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられている。外面のヨ

コハケには静止痕は認められない。４７０は体部の小片である。外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上

げられ、２本の直線からなる線刻が加えられている（写真図版２３１）。内面はハケとナデにより仕上げら

れている。

４７１は、体部２段と突帯１条からなる小片である。外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられてい

る。突帯は、断面形が台形をなし、突帯高１㎝と比較的突出している。外面には赤色塗布が認められる。

４７２は、体部１段と突帯１条からなる。外面はヨコハケ、内面は斜方向のハケにより仕上げられてい

る。特に外面のヨコハケには静止痕が認められる（写真図版２３０）。突帯は、裾部のみ残存する。
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４７３～４７５は、体部２段と突帯１条からなる。

４７３の外面はヨコハケ、内面はタテハケにより仕上げられている。突帯は、断面形が長方形に近い台形

をなすが、全体的に丸味を帯びている。４７４は、外面上段がヨコハケ、下段がナデにより仕上げられてい

る。ヨコハケは波打つようなヨコハケで、静止痕は認められない。内面はナデにより仕上げられている。

突帯は、断面形が台形をなすが、突帯高５㎜と退化傾向にある。４７５は、外面上段がヨコハケにより仕上

げられている以外、内外面とも磨滅が著しく、調整は観察できない。突帯は、断面形が台形をなすが、

全体的に丸みを帯びている。突帯側面および上段ハケ目内には赤色塗布が認められる。

４７６は、体部の小片である。小片のため図化できなかったが、外面には「Ｘ」字状の線刻が認められる

（写真図版２３１）。

（４）底部片（図版６２～６４ 観察表２７・２８）

４７７～４９４の１８個体出土している。

４７７は、底部から２段目にかけて残存する。底部には、長方形

をなす線刻が認められる（第２８２図 写真図版２３１）。内外面とも

ハケを基調とし、底部下面にはナデが加えられている。なお、

２段目外面のハケは、縦方向と横方向が認められる。

４７８～４９４は、底部のみ残存する。

４７８は、下部からやや内湾気味に立ち上がっている。外面はタ

テハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。ま

た、内面の一部にはハケ目がわずかに認められる。底部下面は

ナデにより仕上げられている。４７９は、斜上方に直線的に開く傾

向にある。外面はヨコハケ、内面はナデおよびユビオサエによ

り仕上げられている。外面は磨滅傾向にあり、ヨコハケの単位

は不明瞭である。４８０は、鉢形をなす。外面が全体的に磨滅傾

向にある。このなかで、縦方向の強いナデ痕が１条認められる。内面はユビオサエにより仕上げられて

いる。４８１の調整は、内外面とも磨滅が著しく観察できない。ただし、内面下端はユビオサエにより仕上

げられている。また、底部下面はナデにより仕上げられている。４８２の外面はタテハケ、内面はユビオサ

エと縦方向のナデにより仕上げられ、下端部付近にはユビオサエ痕が認められる。下面もナデにより仕

上げられている。

４８３は、底部が自重により内側に大きく肥厚している。外面は縦方向のハケにより仕上げられているが、

磨滅傾向にあり単位は不明である。内面は、縦に近い斜方向のハケの後、部分的にナデが加えられてい

る。また、内面底部付近は、ユビオサエが加えられている。４８４の内面はナデを基調とし、下端部はユビ

オサエにより仕上げられている。外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。底部下面はナデにより仕

上げられている。

４８５は、タテハケの後ストロークの長いヨコハケにより仕上げられている。内面は、ユビオサエとナデ

により仕上げられ、粘土紐痕も認められる。４８６は、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられてい

る。ヨコハケは、静止痕が認められず、一旦ハケが器面から離れている。内面は、磨滅・剥離が著しい

が、ナデ痕が認められる。底部下面はナデが加えられている。
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４８７は、外面がタテハケ、内面が斜方向のユビナデにより仕上げられ、下端部付近にはユビオサエ痕が

認められる。下面は未調整である。４８８は、下端部から斜外方に直線的にのびている。外面はタテハケ、

内面はナデにより仕上げられている。下面もナデにより仕上げられている。４８９外面の調整は、磨滅のた

め観察できない。内面はナデとハケにより仕上げられている。底部下面は未調整である。

４９０は、底部から斜外方に直線的にのびている。外面はタテハケ、内面は縦方向を主体としたナデによ

り仕上げられている。下面もナデにより仕上げられている。４９１は、やや外反気味に立ち上がる傾向にあ

り、外面はハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。ハケは、タテハケの後ヨコハケが

施されている。底部下面は未調整で、圧痕が多く認められる。

４９２は、下端部から内湾気味にのびている。外面下端部付近はナデ、内面はユビオサエと縦方向のナデ

により仕上げられている。下面もナデにより仕上げられている。４９３は、内外面ともナデにより仕上げら

れている。底部下面は未調整である。４９４は、内外面ともナデにより仕上げられている。底部下面は、ナ

デが加えられている。

（５）朝顔形埴輪（図版６４・６５ 観察表２８）

４９５と４９６の２個体が出土している。

４９５は、口縁部から肩部にかけて残存する。肩部

下側の突帯の特徴から、朝顔形埴輪と判断したも

のである。

口縁部は、１次口縁と２次口縁の下半部が残存

する。１次口縁の上端部延長上に２次口縁を接合

させ、両者の接合部外面には断面台形の突帯が貼

り付けられている。内面は、ハケを基調とし、１

次口縁と２次口縁の接合部を中心にナデが加えら

れている。外面は、１次口縁がタテハケの後ナデ、２次口縁がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられ、

最後に突帯がヨコナデにより仕上げられている。

頸部は、内面がナデにより仕上げられ、外面には断面三角形の突帯が貼り付けられている。突帯の剥

離箇所では、割り付け用の凹線が認められる（第２８３図）。１次口縁のタテハケの後、肩部にヨコハケが

施され、その後に凹線が引かれている。

肩部は、外面がヨコハケ、内面が縦方向のユビナデにより仕上げられている。内面下半はハケの後ナ

デにより仕上げられている。下端には、断面台形の突帯が貼り付けられている。

４９６は、頸部から３段目にかけて残存する。４段目突帯の特徴および頸部外面の突帯から、朝顔形埴輪

と判断したものである。頸部は、内面がナデにより仕上げられ、外面には突帯が貼り付けられている。

突帯の断面形は、三角形傾向にあり、全体的に丸味を帯びている。肩部は、外面がナデ、内面がユビオ

サエとナデを基調とし、部分的にハケが加えられている。

体部は、４段目・３段目とも外面がナデにより仕上げられている。ただし、４段目外面にはハケ目が

わずかに残存する。内面は、４段目・３段目ともハケを基調とし、部分的に縦方向のナデが加えられて

いる。残存する２条の突帯は、いずれも断面形が長方形に近い台形をなし、突出傾向にある。この他、

４段目には円形の透かしが１箇所残存する。
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（６）口縁部片・頸部片（図版６５・６６ 観察表２８）

４９７～５０４が出土している。

４９７は、２次口縁が残存する。内面がヨコハケ、外面がタテハケにより仕上げられている。最後に、端

部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

４９８は、１次口縁上端から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくられ、その

境外面に突帯が貼り付けられていたようであるが、剥離痕のみで残存しない。外面は、１次口縁・２次

口縁ともにタテハケにより仕上げられている。内面は、１次口縁が斜方向のハケ、２次口縁がタテハケ

により仕上げられている。最後に、２次口縁端部がヨコナデにより仕上げられている。また、口縁部外

面には、赤色塗布が認められる。

４９９～５０１は、２次口縁が残存する。

４９９は、内面がヨコハケ、外面がタテハケにより仕上げられている。最後に、端部内外面がヨコナデに

より仕上げられている。５００は、内面が横方向、外面が縦方向のハケにより仕上げられ、最後に端部内外

面がヨコナデにより仕上げられている。５０１は、内面が横方向のハケにより仕上げられている。端部はヨ

コナデにより仕上げられている。

５０２と５０３は、１次口縁と２次口縁の接合部を中心に残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくら

れ、その境外面には断面台形をなす突帯が貼り付けられている。５０２の１次口縁内面はナデ、２次口縁内

面はハケにより、仕上げられている。５０３の調整は、内外面とも磨滅傾向にあり観察できない。

５０４は、１次口縁が残存する。下端は頸部まで残存し、外面には突帯の剥離痕が認められる。口縁部外

面はタテハケ、内面はハケにより仕上げられている。また、外面上端部にはヨコナデ痕が認められ、２

次口縁に近いものと考えられる。さらに、外面には鍵形をなす線刻が認められるが、他の線刻と比較し

て彫りが弱いものである（写真図版２３２）。

（７）肩部片（図版６６ 観察表２９）

５０５～５０９の５個体が出土している。

５０５は、頸部から肩部にかけて残存する。外面がハケ、内面がユビオサエとナデにより仕上げられてい

る。頸部外面は、突帯の剥離痕が認められる。

５０６は、肩部から体部（３段目）にかけて残存する。肩部は、内面がユビオサエとユビナデにより仕上

げられている。外面の調整は、雨ざらし痕により観察できない。体部は、内面がタテハケにより仕上げ

られている。外面は、４段目がタテハケ、３段目がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。突

帯は２条残存するが、いずれも断面台形をなす。

５０７は、肩部下端を中心に残存する小片である。下端には突帯の剥離痕が認められる。内面はナデによ

り仕上げられているが、外面の調整は磨滅のため観察できない。一部、右側に開くコ字形をなす線刻が

認められる（写真図版２３２）。

５０８と５０９は、頸部から肩部にかけて残存する。５０８の頸部には突帯が貼り付けられている。内面はナデ

により仕上げられているが、外面は磨滅により観察できない。突帯は断面台形をなし、ヨコナデにより

貼り付けられている。肩部外面には４本の直線からなる線刻が認められる（写真図版２３２）。

５０９の頸部には、比較的突出した断面台形の突帯が貼り付けられている。内面はナデ、外面はヨコハケ

により仕上げられている。
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（８）壺形埴輪（図版６６ 観察表２９）

５１０～５１４の５個体が出土している。５１０と５１１は肩部の鍔から、５１２～５１４は、底部の透かしの存在から、

それぞれ壺形埴輪と判断したものである。５１４は、小片のため図化はできなかった。

５１０は、肩部とその下端の突帯の一部が残存する。肩部外面は横方向を主体としたハケの後ナデによ

り仕上げられている。内面は、下半が強いユビナデ、上半がナデにより、仕上げられている。また、鍔

貼り付け位置の内面には横方向のハケが加えられている。

５１１は、底部と肩部の境をなす鍔状の突帯片である。突帯はヨコナデにより貼り付けられ、内面はナデ

により仕上げられている。

５１２は、底部片である。内面はナデにより仕上げられ、外面はタテハケの後ストロークの長いヨコハケ

により仕上げられている。底部下面は未調整で、圧痕が認められる。透かしの復元径は７㎝である。

５１３は、外面がタテハケにより仕上げられ、その後部分的に横方向のヘラナデが加えられている。内面

は斜方向のハケにより仕上げられ、底部付近にはナデが加えられている。また、外面の上端部には円形

透かしの一部が残存し、その復元径は６．４㎝である。

５１４は、底部の小片である（写真図版２３３）。底部片に円形の透かしが認められたため、壺形埴輪と判断

したものである。透かしの復元径は７㎝である。内面は縦方向のユビナデにより仕上げられているが、

外面の調整は磨滅のため不明である。

（９）丹後−因幡型円筒埴輪（図版６７ 観察表２９）

５１５～５１８の４個体が出土している。

５１５は、体部（４段目）から口縁部にかけて残存する。半球形をなす肩部に対して、口縁部が短く上方

に直立する。口縁端部は、外端部を中心としたヨコナデにより断面三角形の突帯状をなし、外傾する端

面が形成されている。体部には線刻が認められる（写真図版２３３：ａ）。

体部は、内面がヨコハケの後ナデにより、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。外

面のヨコハケは、ストロークの長いヨコハケである。肩部は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がハ

ケの後縦方向のユビナデにより仕上げられている。内面のハケは、下端部が横方向、その後上部にかけ

て縦方向に施されている。最後に、口縁部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

体部と肩部の境には、断面台形の突帯がヨコナデにより貼り付けられている。突帯貼り付け位置の内

面には、強い横方向のユビナデ痕が認められる。また、体部下端には、３段目突帯の剥離痕が認められ

る。

５１６は、肩部から口縁部にかけて残存する。肩部に対して口縁部が短く上方に屈曲し、内端部を中心と

したヨコナデにより外傾する端面が形成されている。内面はナデとユビオサエにより、外面はヨコハケ

により仕上げられている。最後に、口縁部が内外面ともヨコナデにより仕上げられている。

５１７は、肩部から口縁部にかけて残存する。肩部に対して口縁部が短く上方に屈曲し、外端部を中心と

したヨコナデにより内傾する端面が形成されている。内面はナデにより仕上げられ、口縁部は内外面と

もヨコナデにより仕上げられている。肩部外面の調整は、磨滅のため観察できない。

５１８は、肩部から口縁部にかけての小片である。肩部に対して口縁部が短く上方に屈曲し、水平な端面

が形成されている。肩部内面はナデにより仕上げられ、口縁部は内外面ともヨコナデにより仕上げられ

ている。肩部外面の調整は、磨滅のため観察できない。
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１１．南外堤
（１）概 要

外堤から出土した埴輪はわずかである。出土した埴輪も、体部片・底部片と肩部片に限られる。出土

層位は、直上からではなく、その周辺から出土したものである。外堤上に樹立された状況を示すような

状態で出土した埴輪は認められない。

（２）体部片（図版６７ 観察表２９）

５１９の１点が出土している。

５１９は、体部２段と突帯１条が残存す

る。下段には円形の透かしの一部が残

存する。さらに、上段には直線と弧線

からなる線刻が認められる（第２８４図

写真図版２３４）。一部の残存に限られる

が、船を表現している可能性が考えら

れる。外面は、両段ともにヨコハケに

より仕上げられている。内面は、ハケ

とナデにより仕上げられている。突帯

は、断面形が長方形に近い台形をなす。

（３）底部片（図版６７ 観察表２９）

５２０と５２１の２点が出土している。

５２０は、外面がタテハケの後ヨコハケにより、内面がユビオサエの後ナデにより、それぞれ仕上げられ

ている。下面は未調整で、溝状の圧痕が認められる。

５２１は、内外面とも磨滅が著しいが、ナデを基調に仕上げられている。また、内面下端部付近はユビオ

サエが顕著に認められる。下面もナデにより仕上げられている。

（４）肩部片（図版６７ 観察表２９）

５２２の１点が出土している。

５２２は、肩部の小片である。内面はナデにより仕上げられ、外面には突帯が貼り付けられている。突

帯断面は長方形に近い台形をなし、ヨコナデにより貼り付けられている。

１２．南周濠
（１）出土状況

南造り出し・南渡土堤・前方部１段目斜面付近から出土した埴輪を除くと、良好な状態で出土したの

はｈ２４に限られる。

ｈ２４は、南外堤裾部から約３ｍ北側の、周濠底から出土している。南造り出し東辺の南側延長上にあ

たる位置である（第２３１図）。ただし、南造り出し南辺からは約１０ｍ離れている。１ｍ×１．２０ｍの範囲に、

やや大ぶりな埴輪片が集中して出土している（第２８５図 写真図版１４４：⑥）。これらの埴輪片の大半は丹
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後−因幡型円筒埴輪（５４１）で、底部を除いてほぼ完形に復元される１体分からなる（図版７０）。周濠底

に落ち込み、その場で押し潰されたものと考えられる。

唯一、上記埴輪片の中央部に盾形埴輪が１点（１１４８）出土している。盾形埴輪については、１片のみ

で、他に接合する個体は出土していない。

（２）円筒埴輪（図版６８ 観察表３０）

５２３と５２４の２体が出土している。いずれも、口縁部がわずかに残存する。

５２３の端部は短く外反し、内外面ともヨコナデにより仕上げられ、明確な端面が形成されている。ま

た、外面には複数の直線からなる線刻が認められる（写真図版２３４）。５２４は、直立する口縁部に対して端

部が短く逆Ｌ字形に屈曲する。垂直な端面が形成され、端部外面は帯状をなす。内外面に対するナデの

後、端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。
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（３）体部片（図版６８ 観察表３０）

５２５～５２７は、体部２段と突帯１条が残存する。

５２５の下段には円形の透かしの一部が残存する。内外面ともハケにより仕上げられている。特に上段の

ヨコハケは、ハケ原体が数回器面から離されている。また、上段の中央には、ハケの後の沈線状の当り

が認められる。５２６の外面は、上段がヨコハケ、下段がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられ、各段の

ヨコハケには静止痕が認められる（写真図版２３４）。静止痕のラインがやや斜行傾向にある。内面はハケ

とナデにより仕上げられている。突帯は、断面台形をなし、その高さが１．１５㎝と突出している。５２７の外

面は、上段がタテハケ、下段がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面は、縦方向と斜方

向のハケの後ナデが加えられている。突帯は、断面形が台形をなし、比較的突出している。なお、上段

には円形透かしが１箇所残存する。

５２８は、体部１段と突帯１条が残存する。外面は、タテハケの後ヨコハケ、内面はハケとナデにより仕

上げられている。また、円形透かしの一部が残存する。ほぼ全面に赤色塗布が認められる。

５２９は、体部２段と突帯１条が残存する。下段の一部に赤色塗布が認められる。外面はハケを基調と

し、下段のヨコハケには静止痕が認められる。内面はタテハケの後ナデが加えられている。突帯は、断

面形が長方形に近い台形をなし、その高さが１㎝と突出する。

（４）底部片（図版６８ 観察表３０）

５３０～５３５の６点が出土している。

５３０は、底部付近が内傾し、その上側は内湾気味に立ち上がる。内面はユビオサエの後ハケとナデ、外

面はタテハケにより仕上げられている。特に内面のユビオサエは、下端部付近で顕著に認められる。底

部下面は弱いナデが加えられている。５３１は、内面がハケの後ナデにより仕上げられ、外面がタテハケに

より仕上げられている。底部下面は弱いナデが加えられている。５３２は、底部から外傾気味に立ち上が

る。内面下端部付近はユビオサエ、外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。ヨコハケは

ストロークの長いハケである。底部下面はナデが加えられている。

５３３は、内面がナデ、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。底部下面にはナデが加え

られている。また、上端部には透かしの一部が残存する。５３４は、内面がハケとナデにより仕上げられ、

下端部付近はユビオサエが顕著に認められる。外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。底部下面は

未調整で、粘土紐痕が認められる。５３５は、外面がタテハケ、内面がナデにより仕上げられ、下端部付近

にはユビオサエ痕が認められる。下面は未調整で、キザミ状の圧痕が認められる。

（５）朝顔形埴輪（図版６９ 観察表３０）

５３９は、２段目から口縁部にかけて残存する。体部に黒斑が認められるとともに、口縁部外面全面に赤

色塗布が認められる。

口縁部は複合口縁状をなすと考えられるが、残存するのはその１次口縁に限られる。内外面ともヨコ

ハケを中心に仕上げられている。ただし、静止痕等は認められない。

肩部は、口縁部側・体部側とも突帯により区画されている。内外面ともヨコハケにより仕上げられて

いる。外面は、ストロークの長いヨコハケである。ただし、肩部上半内面はナデを基調としている。

体部は、各段とも外面はヨコハケを基調としている。特に３段目においては、静止痕を確認すること
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ができる。内面は、４段目から肩部にかけては斜方向のハケにより仕上げられているが、３段目以下は

ハケの後ナデにより仕上げられている。また、４段目には円形の透かしが相対する位置に２箇所開けら

れている。さらに、４段目においては直線的な線刻が施されているが、ユビナデにより部分的に消され

ている（写真図版２３７：ａ）。この他、２段目下端に円形透かしの一部が１箇所残存する。

各段の突帯は、断面台形をなし、強いヨコナデにより貼り付けられている。また、突帯が貼り付けら

れた箇所の内面はやや膨らみ、器壁が厚くなる傾向が認められる。

（６）口縁部片（図版６９ 観察表３０）

５３６と５３７の２点が出土している。いずれも２次口縁が残存する。

５３６は、下端部外面に突帯の剥離痕が認められる。外面はタテハケ、内面は斜方向のハケの後ナデによ

り仕上げられている。最後に、２次口縁端部がヨコナデにより仕上げられている。５３７は、内面がハケ、

外面がナデにより仕上げられている。さらに、内面には５本の直線からなる線刻が認められる。

（７）肩部片（図版６９ 観察表３０）

５３８は、内面下半がハケ、上半がユビオサエとナデにより仕上げられている。両者の境が粘土紐の継ぎ

目となっており、さらにハケの後にその表面を覆うように粘土紐が継ぎ足されている（写真図版２３４）。

このため、ハケ目が施された部位まで整形後、やや時間をあけてその上部が継ぎ足されていたものと考

えられる。外面については、内面のような不連続部分が認められないことから、粘土が継ぎ足された後

にハケにより仕上げられたものと考えられる。

（８）壺形埴輪（図版７０ 観察表３０）

５４０は、肩部を中心に残存する。底部と肩部の境をなす突帯の剥離痕の規模から、壺形埴輪と判断し

ている。底部は、外面がナデ、内面がハケの後ナデにより仕上げられている。肩部は、外面がタテハケ

の後ヨコハケ、内面がハケの後横方向のナデにより、それぞれ仕上げられている。頸部は内面がユビオ

サエにより仕上げられ、外面には断面台形の突帯が貼り付けられている。突帯高が１．１０㎝と突出してい

る。肩部外面には、平行する２本の線刻が直交する位置関係に描かれている（写真図版２３４）。

（９）丹後−因幡型円筒埴輪（図版７０ 観察表３１）

５４１は、底部を欠く以外、口縁部から１段目まで残存する。３段目に楕円形の透かしが相対する２方に

開けられ、また肩部外面には線刻が認められる。

やや扁球傾向にある肩部に対して、口縁部が短く外反する。

肩部内外面のハケの後、口縁部内外面がヨコナデにより薄く

仕上げられている。このヨコナデにより、外傾する端面が形

成されている。弧線と直線からなる線刻が認められる（第２８６

図）。

体部は４段からなる。４段目を除いては、外面はタテハケ

の後ヨコハケにより仕上げられている。４段目については、

ヨコハケのみで静止痕が認められる。やや左側へ傾斜してい
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る。内面は、底部・２段目が横方向の、３段目・４段目が斜方向の、ハケを基調として仕上げられてい

る。体部各段の境には突帯が貼り付けられているが、その断面形は同じといえるものではない。しかし、

全体的に突出傾向にある点は共通している。

４段目内面のハケと肩部内面のハケは連続せず、４段目のハケの後に施されている。器壁も体部に対

して極端に厚くなっている。このため、底部から４段目まで整形後、時間をあけて肩部以上が成形され

たものと考えられる。

１３．前方部北側１段目斜面
（１）出土状況

１段目斜面自体の残存状況が良好ではなかったため、埴輪の出土量も限られる。葺石残存箇所におい

ては、小片が散乱した状態で出土している。

第２節 円筒系埴輪

第２８７図 ｈ２５ 埴輪出土状況
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最もまとまって出土しているのが、北造り出しと北渡土堤に挟ま

れた斜面の上側である（ｈ２５：第２３２図）。出土した地点は、すでに

葺石自体が残存せず、墳丘面が露出した状態であった。この墳丘面

直上から、埴輪片が３ｍ×２ｍの範囲に散乱した状態で出土してい

る（第２８７図）。

ｈ２６は、ｈ２５の西側に近接するもので（第２３２図）、一部は接合関係

にある。残存する１段目斜面葺石の上端部にあたり、円筒埴輪（５４３）

が出土している。出土地点においては、葺石の一部が残存するのみ

で、その墳丘面直上から出土している。口縁部から体部にかけて残

存する円筒埴輪が、その場で押し潰された状態で出土している（第２８８図 写真図版４５・４６）。

（２）円筒埴輪（図版７１・７２・７７ 観察表３１・３４）

５４２は、口縁部から２段目まで残存するものと、底部から２段目まで残存する２体からなる。両者は、

出土位置・胎土・色調等の特徴から同一個体の可能性が考えられ、１個体に図上復元したものである。

体部から口縁部にかけて直立し、口縁部上半から端部にかけて大きく外反している。内端部を中心と

したヨコナデにより、垂直な端面が形成されている。体部外面は、３段目・４段目ともにタテハケの後

ヨコハケにより仕上げられている。体部内面は、タテハケとユビオサエにより仕上げられている。特に

４段目外面においては、静止痕が比較的顕著に認められる（写真図版２３８：ａ）。ただし、その静止痕は、

下段のみの可能性が考えられる。また２段目においても、その下端に静止痕が認められる。２段にわた

り、２周以上の回転が考えられる。口縁部外面もタテハケの後ヨコハケ、内面はタテと斜方向のハケに

より仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

突帯は４条残存するが、各段ともほぼ同規模で、断面形は方形に近い台形をなしている。また、４段

目には、円形の透かしが２方向に開けられている。

底部は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がタテハケの後ナデにより仕上げられている。特に、底

部外面のヨコハケにおいては、中段以下に静止痕が認められ、上段はストロークの長いヨコハケである。

また、底部内面下端は横方向のヘラナデにより、底部下面はナデにより仕上げられている。

５４３は、口縁部から３段目まで残存する。体部から口縁部にかけて直立し、端部が外反している。口縁

部に対して直交するヨコナデにより、外傾する端面が形成されている。外面は、３段目がヨコハケ、４

段目と口縁部がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面は、口縁部から３段目にかけてナ

デを基調とし、４段目には斜方向のユビナデが認められる。３段目と４段目突帯は、断面形が台形をな

すが、下辺の規模が他の突帯と比較して大きい傾向が認められる。なお、出土位置・胎土・色調等の特

徴から、５４４・５４５と同一個体の可能性が考えられる。

５４６は、口縁部から３段目まで残存する。直立する体部に対して口縁部が外側に開き、さらに端部は大

きく外反している。外面は、３段目がヨコハケ、４段目がタテハケの後ヨコハケ、口縁部がタテハケに

より仕上げられている。内面は、口縁部から３段目にかけて、ハケの後ナデにより仕上げられている。

５４７は、口縁部のみ残存する。外反する口縁部に対して端部が大きく外反している。端部は、ヨコナデ

により丸く収められている。外面はヨコハケにより仕上げられているが、内面の調整は磨滅のため観察

できない。
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５４８は、口縁部から４段目まで残存する。体部から口縁部にかけてほぼ直立し、端部がやや大きく外反

している。端部は、外傾する端面が形成されている。口縁部・体部とも、内外面が磨滅のため調整は観

察できない。

５４９は、口縁部から底部まで残存する。口縁端部と底部下端を欠くが、残存する段数から円筒埴輪と判

断したものである。このため、口縁部と底部の規模等は不明である。

内外面の調整は、磨滅傾向にあるため観察することはできないが、４段目外面と底部内面にわずかに

ハケ目が認められる。また、２段目には円形透かしの一部が１箇所残存する。この他、突帯は４条残存

するが、いずれも断面形が変形した台形をなし、全体的に丸味を帯びている。

５９６と５９７は、口縁部から４段目まで残存する。

５９６は、体部から口縁部にかけてほぼ直立し、端部が大きく外反している。端部は、口縁部に対して直

交するヨコナデにより垂直な端面が形成されている。口縁部外面は、タテハケの後端部がヨコナデによ

り仕上げられている。内面は磨滅傾向にある。突帯は、断面形が長方形に近い台形をなし、突出傾向に

ある。

５９７は、体部から口縁部にかけてほぼ直立し、端部が大きく外反する。さらに端部は、下端部を下方に

つまみ出すようなヨコナデにより外傾する端面が形成されている。全体的に磨滅傾向にあるが、口縁部

外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられ、最後に口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられて

いる。なお、４段目突帯については、突帯は残存せず、剥離面のみ認められる。剥離面にはタテハケが

わずかに認められる。この他、４段目には円形透かしの一部がわずかに残存する。

５９８と５９９は、口縁部のみ残存する。

５９８は、直線的にのびる口縁部に対して端部が短く外反している。端部は、ヨコナデにより丸く収めら

れている。外面はヨコハケにより仕上げられているが、内面の調整は磨滅のため観察できない。５９９は、

直立する口縁部に対して端部が大きく外反している。端部は、ヨコナデによりやや外傾する端面が形成

されている。外面はヨコハケにより仕上げられているが、内面は磨滅のため調整は観察できない。

（３）体部片（図版７１・７３・７７ 観察表３１・３４）

５４４は、体部２段と突帯２条が残存する。５４３・５４５と同一個体の可能性が考えられることから、下段が

１段目もしくは２段目の可能性が考えられる。

外面は、斜方向のハケの後ヨコハケ、内面はナデとユビナデを基調として仕上げられている。ヨコハ

ケは連続したものではなく、原体が器面から離れている。なお上段の突帯については、剥離痕のみが認

められる。残存する突帯の断面形は、方形に近い台形をなす。

この他、上段には方形透かしの一部が残存する。規模がわかるのは長辺のみで、８．７０㎝を測る。

５５０は、体部３段と突帯２条が残存する。外面は上段を除いてタテハケの後ヨコハケ、上段はヨコハケ

により仕上げられている。特に中段のヨコハケは、ストロークの長いヨコハケである。内面はユビオサ

エとナデにより仕上げられている。上段の上端には円形透かしの一部が残存する。突帯は、断面台形を

なすが、上段と下段ではその断面形は異なり、全体的に丸味を帯びている。

５５１は、体部２段と突帯２条が残存する。外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はナデを基調として仕上

げられている。また、内面においては部分的に縦方向のハケ目が残存し、突帯貼り付け位置の下側には

ユビオサエ痕が顕著に認められる。突帯は、断面台形をなすが、突出度が高くはなく、全体的に丸味を
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帯びている。

５５２と６００は、体部２段と突帯１条が残存する。

５５２は、外面がヨコハケ、内面がタテハケにより仕上げられている。突帯は、長方形に近い断面台形を

なし、比較的突出している。出土位置・胎土・色調等の特徴から、５５５と同一個体の可能性が考えられ

る。６００の内外面の調整は、磨滅が著しく観察できない。突帯は、長方形に近い断面台形をなし、比較的

突出している。上段外面には、半円形に残存する線刻が認められる。

（４）底部片（図版７１・７３・７７ 観察表３１・３４）

５４５・５５３～５５７・６０１～６０３の９点が出土している。

５４５は、底部のみ残存する。外面はヨコハケの後タテハケ、内面はナデにより仕上げられている。さら

に内面下端はユビオサエにより整形されている。なお、外面のヨコハケとタテハケは異なる原体が用い

られている。また、底部下面は未調整である。

５５３～５５５は、底部から２段目の一部にかけて残存する。

５５３は、底部外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がナデとユビオサエにより仕上げられている。２段目

外面はヨコハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。底部下面は未調整である。

５５４は、底部外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がナデとユビオサエにより仕上げられている。ヨコハ

ケには静止痕は認められず、原体が一旦器面から離れている。２段目外面はヨコハケ、内面はナデとユ

ビオサエにより仕上げられている。また、底部下面はナデにより仕上げられている。この他、２段目に

は円形透かしの一部が１箇所残存する。

５５５は、底部外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がユビオサエの後タテハケにより仕上げられている。

ヨコハケの一部には静止痕が認められる。２段目外面はヨコハケ、内面はユビオサエの後ナデにより仕

上げられている。底部下面は未調整で、凹凸が顕著である。

５５６と５５７は、底部のみ残存する。５５６外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はナデとユビナデにより仕上

げられている。さらに、底部下面はナデが加えられている。５５７は、やや開き気味に直線的に立ち上がる

が、内外面とも磨滅のため調整は観察できない。また、底部下面についても同様である。

６０１は、底部から１段目突帯まで残存する。底部はやや開き気味に直線的に立ち上がる。外面はタテハ

ケの後ヨコハケ、内面は縦方向のハケにより仕上げられ、下端付近はユビオサエ痕が顕著である。また、

外面のヨコハケには突帯付近で静止痕が認められる。下面は未調整である。

６０２と６０３は、底部のみ残存する。６０２の内面はナデ、外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられて

いる。下面もナデにより仕上げられている。６０３は、全体的に磨滅傾向にあるが、内面にはタテハケの一

部が残存する。また、下端内面にはユビオサエ痕が顕著に認められる。下面もナデにより仕上げられて

いる。

（５）口縁部片・頸部片（図版７４・７８ 観察表３１・３２・３４）

５５８・５６２・６０４～６０６の５点が出土している。

５５８は、１次口縁上半から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の上端部やや内側に２次口縁が載せら

れ、１次口縁端が突帯状をなしている。１次口縁外面の調整は、磨滅により観察できない。２次口縁外

面はタテハケ、内面はナデの後ヨコハケにより仕上げられている。最後に、端部がヨコナデにより仕上
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げられ、端面が形成されるとともに、下端部がわずかに突出する。

５６２は、頸部から１次口縁にかけて残存する。頸部には、断面鈍角三角形の突帯が貼り付けられてい

る。外面はタテハケにより仕上げられているが、内面の調整は磨滅のため観察できない。口縁部外面に

は、赤色塗布が認められる。

６０４は、肩部上端から１次口縁下半にかけて残存する。肩部内面はユビオサエにより仕上げられている

が、外面は磨滅のため観察できない。口縁部外面はタテハケ、内面はヨコハケにより仕上げられている。

頸部外面には突帯が貼り付けられている。突帯は、ヨコナデにより斜方向に大きく引き伸ばされ、断面

形は長方形をなし、かなり突出している。

６０５は、頸部から肩部にかけて残存する。内外面とも磨滅傾向にあるが、内面にはハケ目が部分的に残

存する。また、頸部内面はナデにより仕上げられている。頸部外面には断面台形をなす突帯が貼り付け

られているが、かなり退化傾向にある。

６０６は、肩部上半から頸部にかけて残存する。肩部内面はユビオサエとナデにより仕上げられ、外面は

ナデにより仕上げられている。さらに、線刻が加えられている（写真図版２４１：ａ）。頸部外面には断面

方形をなす突帯が貼り付けられている。

（６）肩部片（図版７８ 観察表３４）

６０７の１点が出土している。

６０７は、肩部から体部（４段目）にかけて残存する。内外面の調整は、磨滅により観察できない。突帯

は、断面形が台形をなすが、退化傾向にある。

１４．前方部北側３段目斜面
（１）概 要

出土した埴輪はわずかで、小片が散乱した状態で出土している。口縁部片と頸部片が出土している。

（２）口縁部片・頸部片（図版７４ 観察表３２）

５５９～５６１・５６３の４点が出土している。

５５９は、２次口縁が残存する。外面はタテハケ、内面は斜方向のハケ及びナデにより仕上げられ、最後

に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

５６０は、１次口縁上半から２次口縁下半にかけて残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がのび、その

境に突帯が貼り付けられている。外面は１次口縁・２次口縁とも、タテハケにより仕上げられている。

内面はヨコハケを基調とし、ナデが加えられている。また、口縁部外面には、赤色塗布が認められる。

５６１は、頸部から１次口縁にかけて残存し、頸部には断面鈍角三角形の突帯が貼り付けられている。内

面はヨコハケにより仕上げられているが、外面の調整は観察できない。

５６３は、頸部を中心に残存する。肩部内面はユビオサエ、頸部内面はナデにより仕上げられている。頸

部外面はタテハケにより仕上げられ、わずかに赤色塗布が残存する。突帯断面は鈍角三角形をなし、ヨ

コナデにより貼り付けられている。
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（３）肩部片（図版７４ 観察表３２）

５６４と５６５の２点が出土している。

５６４は、肩部のみ残存する。外面がヨコハケ、内面がヘラナデにより仕上げられている。突帯の貼り付

け痕は認められない。外面全面に赤色塗布が認められる。５６５は、頸部から肩部にかけて残存する。肩部

外面はヨコハケ、内面は強いユビナデとユビオサエにより仕上げられている。外面には、赤色塗布がわ

ずかに認められる。

１５．前方部北側１段目テラス埴輪列
（１）出土状況

先述したとおり、全体的に良好な状態では残存していない（第４章第２節）。Ｉ群からＯ群に分けられ

るが、Ｋ群とＭ群（Ｈ６４）からは図化できる埴輪は出土していない。また、埴輪列に伴うことは明らか

であるが、樹立位置を特定できない個体（Ｎ群～Ｏ群・Ｉ群～Ｏ群）が数点出土している。出土した埴輪

は、円筒埴輪と底部片からなる。

（２）Ｉ群

Ｈ５４～Ｈ５９からなるが、Ｈ５６から出土した埴輪は小片のため図化できなかった。

Ｈ５４ 底部片の５９２が出土している（図版７７ 観察表３３）。５９２は、鉢形をなす。外面はタテハケ、内面は

ナデにより仕上げられている。さらに内面下端部はユビオサエが加えられ、下面は内側に大きく肥厚し

ている。さらに下面にはナデが加えられている。

Ｈ５５ 底部片の５７７が出土している（図版７５ 観察表３３）。５７７は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面が

ナデにより仕上げられている。内面下端にはユビオサエ痕が認められる。底部下面にはナデが加えられ

ている。

Ｈ５７ 底部片の５８７が出土している（図版７６ 観察表３３）。５８７は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面が

タテハケにより仕上げられている。さらに内面下端には、やや強い横方向のユビナデが加えられてい

る。底部下面にはナデが加えられている（写真図版２４０）。また、径２㎝の小穴が１箇所に開けられてい

る。

Ｈ５８ ５７２が出土している（図版７５ 観察表３２）。１段目突帯まで残存し、底部からほぼ直線的に立ち上

がる。外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はユビオサエの後ナデにより仕上げられ、下端部付近は横方

向のユビナデが加えられている。また、外面のヨコハケはストロークが長く、ハケ原体は一旦器面から

離されている。下面にはナデが加えられている。

Ｈ５９ 底部片の５８５が出土している（図版７６ 観察表３３）。５８５は、外面がヨコハケ、内面が斜方向のハケ

により仕上げられている。内面下端はユビオサエにより仕上げられている。底部下面には部分的にハケ

目が認められる。

その他 円筒埴輪の５６８（図版７５ 観察表３２）と、底部片の５７８（図版７６ 観察表３３）が出土している。

５６８は口縁部の小片である。直線的にのびる口縁部に対して、端部がわずかに外反している。端部は、

口縁部に直交するヨコナデにより仕上げられ、端面が形成されている。口縁部外面はタテハケにより仕

上げられているが、内面の調整は、磨滅のため観察できない。

５７８は、やや外傾気味に直線的に立ち上がるが、内外面の調整は磨滅のため観察できない。下面にはナ

デが加えられている。
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（３）Ｊ群

Ｈ６０を中心に、小片が散乱した状態で出土している。ただし、Ｈ６０と特定できる埴輪片は小片のため

図化できなかった。その周辺から出土した３点が図化されている。

Ｈ６０周辺 ５７６・５７９・５８１が出土している（図版７５・７６ 観察表３２・３３）。いずれも底部片である。

５７６はほぼ直立する。底部高が高く１８．９㎝残存するが、突帯の痕跡は認められない。内面はユビオサエ

の後タテハケにより仕上げられている。また、下端部付近にはユビオサエが加えられている。外面の調

整は、磨滅のため観察できない。下面にはナデが加えられている。

５７９は、やや開き気味に立ち上がっている。外面はタテハケの後ヨコハケにより、内面はナデにより仕

上げられている。さらに、内面下端はユビオサエにより整形されている。外面のヨコハケには静止痕が

認められる。下面も部分的にナデにより仕上げられている。全体的に器壁が厚く、粗いつくりである。

５８１は、内外面とも磨滅傾向にあるが、外面にはハケ、内面にはナデの痕跡が認められる。また、内面

下端はユビオサエにより整形されている。底部下面は未調整である。

（４）Ｌ群

Ｈ６１～Ｈ６３からなる。いずれも底部片が出土している。

Ｈ６１ ５８８が出土している（図版７６ 観察表３３）。５８８は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がナデによ

り仕上げられている。また、下端部内面はユビオサエ痕が顕著である。底部下面はナデにより仕上げら

れている。

Ｈ６２ ５９４が出土している（図版７７ 観察表３３）。５９４は、内外面の調整が磨滅により観察できないが、底

部下面は未調整である。

Ｈ６３ ５８６が出土している（図版７６ 観察表３３）。５８６は、内外面ともナデにより仕上げられている。底部

下面もナデにより仕上げられているが、一部溝状の圧痕も認められる（写真図版２４０）。

その他 円筒埴輪の５６７（図版７５ 観察表３２）と、底部片の５８２・５８９（図版７６ 観察表３３）が出土してい

る。

５６７は、口縁部の小片である。直線的にのびる口縁部に対して、端部が大きく外反している。端部は、

口縁部に直交するヨコナデにより仕上げられ、垂直な端面が形成されている。口縁部外面はヨコハケに

より仕上げられ、内面の調整は、磨滅のため観察できない。

５８２は、やや開き気味に立ち上がる。内外面の調整は、磨滅により観察できない。下面は未調整であ

る。５８９は、内外面とも磨滅傾向にあるが、内面下端はユビオサエにより整形されている。底部下面はナ

デにより仕上げられている。

（５）Ｎ群

５６９・５７１・５７４・５８０・５９０・５９３・５９５が出土している（図版７５～７７ 観察表３２～３４）。多くが小片で散

乱した状態で出土しており、樹立位置の特定は困難な状況である。

５６９は、体部の小片である。直線からなる３本の線刻が認められる（写真図版２３９）。２本は鍵形に交

わっている。

５７１は、体部２段と突帯１条が残存する。外面はヨコハケ、内面はナデとタテハケにより仕上げられて

いる。外面のヨコハケにおいては、静止痕がわずかに認められる。また、突帯貼り付け位置内面には、
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ユビオサエ痕が顕著に認められる。

５７４・５８０・５９０・５９３・５９５は、底部のみ残存する。

５７４は、内面がタテハケにより仕上げられている。内面下端にはやや強いヨコナデが、底部下面にはナ

デが、それぞれ加えられている。なお、外面の調整は磨滅のため観察できない。

５８０は、内外面の調整は磨滅により観察できない。下面にはナデが加えられている。５９０は、底部がや

や外傾気味に直線的に立ちあがる。内面はタテハケを基調とし、下端部はユビオサエの後ヨコナデによ

り仕上げられている。また、下面にはナデが加えられている。

５９３は、やや外側に開き気味に立ちあがる。外面はタテハケとヨコハケ、内面はナデにより仕上げられ

ている。内面下端はユビオサエにより仕上げられている。底部下面は未調整である。５９５は、外面がタテ

ハケ、内面がナデにより仕上げられ、内面下端はユビオサエにより仕上げられている。底部下面はナデ

により仕上げられている。

（６）Ｏ群

Ｈ６５～Ｈ６７からなるが、Ｈ６５については小片のため図化できなかった。体部片と底部片が出土している。

Ｈ６６ 底部片の５７３が出土している（図版７５ 観察表３２）。外面はタテハケの後ヨコハケ、内面下端はユ

ビオサエにより仕上げられている。底部下面の調整は磨滅により観察できない。

Ｈ６７ ５７０（図版７５ 観察表３２）と、５８３（図版７６ 観察表３３）が出土している。

５７０は、体部２段と突帯１条が残存する。外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられている。ま

た、突帯貼り付け位置内面にはユビオサエ痕が顕著に認められる。下段には、円形の透かしの一部が残

存する。

５８３は、直立する底部が残存する。外面はタテハケ、内面はナデにより仕上げられ、内面下端はユビオ

サエにより仕上げられている。底部下面は未調整である。下端部には粘土が継ぎ足されたようで、その

粘土紐痕が顕著に認められる。

その他 ５７５（図版７５ 観察表３２）が出土している。

５７５は、底部のみ残存し、直線的に立ち上がっている。内外面ともナデを基調とし、内面下端にはユビ

オサエが加えられている。下面も部分的にナデにより仕上げられている。

（７）Ｎ群～Ｏ群

底部片の５８４が出土している（図版７６ 観察表３３）。５８４の内外面の調整は、磨滅により観察できない。

（８）Ｉ群～Ｏ群

円筒埴輪の５６６（図版７５ 観察表３２）と、底辺部の５９１（図版７７ 観察表３３）が出土している。

５６６は、口縁部のみ残存する。外側に開きながら直線的にのびる口縁部に対して、端部が水平方向に折

り返されている。端部は、内外面をつまむようなヨコナデにより仕上げられ、端部が丸く仕上げられて

いる。内外面とも磨滅のため調整は観察できないが、外面には「Ｘ」状の線刻が認められる（写真図版

２３８）。

５９１は、全体的に内湾気味に立ち上がっている。外面はタテハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上

げられている。また、下端部内面はユビオサエが顕著に認められる。下面は未調整である。
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１６．石敷き遺構
（１）出土状況

全体的に出土量は少ない。この中で、ｈ２７とｈ２８の２箇所で、埴輪が比較的良好な状態で、石敷き遺構

直上から出土している。

ｈ２７ 石敷き遺構中央やや東側（３区）から出土している（第２３２図）。石敷き遺構直上からの出土で、

円筒埴輪（６０８・６０９）と体部片（６１２）が倒れ込み、その場で押し潰された状態で出土している（第２８９

図 写真図版１１２：③）。その範囲は、東西８５㎝×南北５０㎝である。石敷き遺構中央部、石敷き上面が比

較的平坦な箇所にあたる。

別個体として報告したが、同一個体の可能性が高いとした６０９と６１２は、ｈ２７から出土している。この

ため、出土位置・出土状況からもその可能性が高いものと考えられる。なお６０８については、口縁端部の

特徴が異なることから、別個体と判断している。

ｈ２８ 石敷き遺構東端付近（３区東端）から出土している（第２３２図）。北造り出し南東隅の西側にあた

る。石敷き遺構直上からの出土で、１．２０ｍ×１．２０ｍの範囲にやや散乱した状態で出土している（第２９０図

写真図版１１３：①）。基本的には、倒れ込んだ後に激しく押し潰されたものと考えられる。また、その

出土位置から、造り出し側から倒れ込んだものと考えられる。なお、図化できたのは６１３で、円筒系埴輪

の底部から３段目までに限られるが、朝顔形埴輪の一部も出土している。

（２）円筒埴輪（図版７８・７９ 観察表３４）

６０８は、口縁部から２段目まで残存する。体部から口縁部にかけてわずかに開き気味に立ち上がり、端

部が短く屈曲している。端部は、ヨコナデにより外傾する面をもつ。体部から口縁部にかけては全体的

に磨滅傾向にあるが、３段目外面にはヨコハケが、４段段目内面にはタテハケがわずかに認められる。

２段目には、円形の透かしが１箇所残存する。突帯は３条分残存するが、いずれも断面形が長方形に

近い台形をなし、突出している。

６０９は、口縁部から３段目突帯まで残存する。直立する体部に対して口縁部が外反傾向にあり、端部は

さらに短く外反している。端部には、外傾する端面が形成されている。

体部外面はヨコハケ、内面はタテハケの後ナデにより仕上げられている。口縁部外面はタテハケの後

ヨコハケ、内面はヨコハケにより仕上げられ、最後に口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられてい

る。

６１０は、口縁部が残存する。わずかに開き気味に立ち上がり、端部が短く屈曲する。端部は、口縁部に

対して直交するヨコナデにより垂直な面をなす。内外面ともタテハケを基調とし、最後に端部がヨコナ

デにより仕上げられている。

（３）体部片（図版７９ 観察表３４）

６１１と６１２が出土している。

６１１は、体部２段と突帯１条が残存する。内外面の調整は、磨滅傾向にあり観察できない。上段外面に

は９本の直線からなる線刻が認められる（写真図版２４１）。下段には円形透かしの一部が残存する。
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６１２は、体部３段と突帯２条が残存する。中段外面はタテハケの後ヨコハケ、上段外面はヨコハケによ

り仕上げられているが、下段の調整については磨滅のため観察できない。内面は全体的にハケの後ナデ

により仕上げられている。また、下段の突帯貼り付け位置ではユビオサエ痕が、上段突帯貼り付け位置

内面においてはナデの痕が顕著に認められる。

突帯は断面台形をなすが、上端部が突出している。また、中段には円形透かしが残存し、その側面は

ヘラナデにより仕上げられている。出土位置・胎土・色調等の特徴から、６０９と同一個体の可能性が考え

られる。

（４）底部片（図版７９ 観察表３５）

６１３と６１４の２点が出土している。

６１３は、底部から３段目突帯まで残存する。外面は、底部から体部（２段目）にかけてヨコハケにより

仕上げられている。内面は、全体的にユビオサエとナデにより仕上げられている。特に、突帯貼り付け

位置内面と下端部付近はユビオサエ痕が顕著である。底部下面は未調整である。突帯は２条残存し、い

ずれも断面形が方形に近い台形をなし、端部がシャープに仕上げられている。

６１４は、底部のみ残存する。内外面の調整は磨滅により観察できないが、下端部内面はユビオサエによ

り仕上げられている。底部下面は弱いナデにより仕上げられている。

（５）口縁部片・頸部片（図版８０ 観察表３５）

６１５～６１７の３点が出土している。

６１５は、１次口縁上端から２次口縁下半にかけて残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくら

れ、その外面に突帯が貼り付けられている。内外面ともナデにより仕上げられている。また、２次口縁

外面には線刻が認められる（写真図版２４１）。突帯は、断面形が方形をなすが、他の突帯と比較してやや

退化傾向にある。また、突帯外面には赤色塗布が認められる。

６１６は、１次口縁上端から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の上端部より内側に２次口縁が載せ

られ、１次口縁端が突出し突帯状をなしている。１次口縁外面がタテハケにより仕上げられている以外

は、磨滅により調整は観察できない。

６１７は、頸部から肩部にかけて残存し、頸部には断面三角形の突帯が貼り付けられている。頸部は内外

面ともナデにより仕上げられている。肩部外面はハケにより仕上げられている。外面には赤色塗布が認

められる。

１７．北造り出し
（１）概 要

上面においては、全体的に小片が散乱した状態で出土している。東側斜面および北東隅裾部で、まと

まって出土している（ｈ２９・ｈ３０）。

ｈ２９ 造り出し東側斜面のほぼ中央部にあたる（第２３２図）。斜面の中位から上位にかけての葺石直上か

ら、体部片（６２８）と肩部片（６３８）が出土している（第２９１図 写真図版１４７：①）。特に肩部片について

は、葺石上に倒れ、その場で押し潰された状態である。

なお、６２８と６３８の間には、直接的な接合関係を認めることはできなかったが、同一個体の可能性も考え
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られる。

ｈ３０ 北造り出し北東隅南側の周濠底にあたる（第２３２

図）。６１８が出土している。底部を除き、ほぼ完存する個

体が倒れ込み、その場で押し潰された状態で出土してい

る（第２９２図 写真図版１４７：②）。他の個体の混入は認め

られない。また、底部付近が造り出し斜面裾部にほぼ接

していることから、造り出し側から倒れ込んだものと考

えられる。

（２）円筒埴輪（図版８０・８１ 観察表３５）

６１８～６２４の７個体が出土している。

６１８は、口縁部から底部上端部まで残存する。体部か

ら口縁部にかけてほぼ直立し、口縁端部が緩やかに外反

している。端部は、内端部を中心としたヨコナデにより、

外傾する端面を有する。体部から口縁部外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。特に、

口縁部と４段目のヨコハケには、突帯間と同じ幅の静止痕が認められる（写真図版２４２：ｂ）。突帯間を

１周で施すヨコハケと考えられる。内面は、タテハケを基調とし、部分的にユビオサエが加えられてい

る。最後に、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

２段目と４段目には、円形の透か

しが開けられている。４段目は２方

向に開けられているが、完全に相対

する位置関係にはない。２段目は１

箇所のみ残存する。両段の透かしは、

ほぼ千鳥の位置関係に配されてい

る。

突帯は４条残存するが、いずれも

断面形が方形に近い台形をなし、端

部はシャープに仕上げられている。

この他、口縁部外面には線刻が認め

られる（第４８６図 写真図版２４２：

ａ）。内外面のハケが、１７条/㎝と細

かい点がこの埴輪の特徴である。

６１９は、口縁部から４段目まで残

存する。直立する体部に対して口縁

部は外反傾向にあり、端部がより外

反している。端部は、口縁部に対し

て直交するヨコナデにより、外傾す

る端面が形成されている。
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外面は、口縁部・４段目ともにタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面は、体部がナデ

とユビオサエ、口縁部がヨコハケにより仕上げられている。また、体部外面には数本からなる線刻が認

められる（第４８５図）。突帯は１条残存するが、断面形が長方形に近い台形をなし、比較的突出している。

６２０は、口縁部から４段目まで残存する。体部から口縁部にかけてほぼ直線的にのび、端部が短く外反

している。端部は、上端部を中心としたヨコナデにより外傾する端面が形成されている。

全体的に磨滅傾向にあり、口縁部外面にはタテハケ、内面にはヨコハケがわずかに残存する。端部は

内外面とも比較的強いヨコナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が長方形に近い台形をなし、

突出傾向にある。

６２１は、口縁部から４段目まで残存する。体部から口縁部にかけてほぼ外傾気味に直線的にのび、端

部が屈曲気味に外反している。端部は、口縁部に対して直交するヨコナデにより、外傾する端面が形成

されている。全体的に磨滅傾向にあり、調整は観察できない。唯一、端部内外面がヨコナデにより仕上

げられている。突帯は、断面形が長方形に近い台形をなし、突出傾向にある。

６２２は、口縁部の小片である。直立する口縁部に対して、端部が短く外反している。ほぼ垂直な端面が

形成され、下端部は比較的シャープである。外面はタテハケ、内面はヨコハケにより仕上げられ、最後

に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。６２３は口縁部のみが残存する。直立する口縁部に対し

て、端部が短く折り曲げられている。やや内傾する端面が形成されている。外面はタテハケ、内面はヨ

コハケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。６２４は口縁部のみが残

存する。直立する口縁部に対して、端部がやや屈曲気味に外反している。端部内外面に対するヨコナデ

により、外傾する端面が形成されている。口縁部内外面の調整は、磨滅により観察できない。

（３）体部片（図版８２ 観察表３５・３６）

６２５～６３３の９点が出土している。いずれも体部２段と突帯１条が残存する。

６２５は、内面下段がタテハケ、上段がヨコハケにより仕上げられている。外面は、斜方向のハケの後ヨ

コハケにより仕上げられている。また、突帯貼り付け位置内面は、ナデにより仕上げられている。突帯

は断面形が台形をなすが、突出度はわずかである。ただし端部はシャープである。

６２６は、内面がナデを基調とし、突帯貼り付け位置内面下側にはユビオサエ痕が顕著に認められる。外

面はタテハケを中心に残存する。さらに、下段には矢印状をなす３本の線刻が認められる（４８５図）。

６２７は、内面がタテハケを基調とし、一部ヨコハケも認められる。外面は全体的に磨滅傾向にあるが、

一部ヨコハケも認められる。突帯は断面台形をなし、上端部が突出している。また、突帯端部はシャー

プに仕上げられている。

６２８は、内面がナデ、外面がヨコハケを基調として仕上げられている。突帯貼り付け位置内面はユビオ

サエが顕著に認められる。突帯は断面台形をなし、比較的突出している。また、下段には円形の透かし

の一部が残存する。この他、部分的に赤色塗布が認められる。

６２９は、全体的に磨滅傾向にあるが、ナデを基調としている。突帯は断面台形をなし、突出傾向にあ

る。また、下段には円形透かしの一部が残存する。６３０は、下段外面にヨコハケが認められる以外は、磨

滅傾向にあり、調整は観察できない。突帯は断面台形をなすが、やや退化傾向にある。

６３１は、内面がナデとユビオサエにより仕上げられている。外面は、下段がヨコハケにより仕上げられ

ているが、上段は磨滅のため観察できない。突帯は断面形が方形に近い台形をなす。また、下段には円
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形透かしの一部が残存する。さらに、上段には径１．２０㎝の小穴が１穴開けられている。６３２は、全体的に

磨滅傾向にあるが、内面はナデを基調としている。突帯は断面台形をなすが、退化傾向にある。６３３は、

全体的に磨滅傾向にあるが、内外面ともタテハケを基調としている。突帯は、断面形が方形に近い台形

をなす。また、下段には円形透かしの一部が残存する。

（４）底部片（図版８２・８３ 観察表３６）

６３４～６３６の３点が出土している。

６３４は、底部のみ残存する。内面は縦方向の強いユビナデにより仕上げられている。外面の調整は、磨

滅により観察できない。下面は未調整である。

６３５は、底部がほぼ直線的に立ち上がる。内外面とも磨滅傾向にあるが、外面にはわずかにハケが認め

られる。下面は、部分的に強い溝状の圧痕が認められる（写真図版２４３）。

６３６は、底部から１段目突帯まで残存する。底部はほぼ直線的に立ち上がり、器厚も一定している。内

外面ともナデを基調として仕上げられている。特に内面は縦方向のナデが主体で、下端部付近および突

帯貼り付け位内面はユビオサエ痕が顕著である。下面は未調整で、粘土の継ぎ目が認められる。また、

１段目突帯は断面形が長方形に近く、突出傾向にある。

（５）口縁部片・頸部片（図版８３・８４ 観察表３６）

６３７～６３９・６４１の４が点出土している。

６３７は、１次口縁と２次口縁の接合部の小片である。１次口縁の延長上に２次口縁を接合し、その接合

部外面に突帯が貼り付けられている。突帯は、断面台形に仕上げられているが、器厚に対して薄く仕上

げられている。外面はハケ、内面はハケの後ナデにより仕上げられている。

６３８は、頸部から肩部にかけて残存し、頸部には断面三角形状の突帯が貼り付けられている。内外面と

もナデにより仕上げられている。内面はナデとユビオサエを基調とし、部分的に強いユビナデも認めら

れる。

６３９は、１次口縁下端から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の上端部やや内側に２次口縁が載せら

れ、１次口縁端部が突帯状をなしている。この１次口縁側の接合面には、刻み目が顕著に認められる。

１次口縁・２次口縁外面がタテハケ、２次口縁内面がヨコハケにより仕上げられている。１次口縁内面

の調整は、磨滅により観察できない。６４０と同一個体の可能性が考えられる。

６４１は、１次口縁上端から２次口縁の一部が残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくられ、両者

の境外面には突帯が貼り付けられている。外面がタテハケ、内面がヨコハケにより仕上げられている。

（６）壺形埴輪（図版８３・８４ 観察表３６）

６４０・６４２・６４３の３点が出土している。

６４０は、口縁部を除いて完形に復元できた個体である。出土位置・胎土・色調等の特徴から、６３９と同

一個体の可能性が考えられる。鉢形をなす底部に、扁球形の肩部を載せた形態である。また、肩部が底

部に対して大きく膨らんだ形態をなし、製作においても両者間には時間差が認められる。

底部は、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。内面は、全体的に磨滅傾向にあるが、

わずかにハケ目が認められる。さらに、下端部付近はユビオサエが顕著である。また、下面については
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未調整である。この他、底部中位付近には円形の透かしが２箇所、相対する位置に開けられている。

肩部は、外面がヨコハケ、内面がヨコナデ（下半）とタテ方向の板ナデ（上半）により仕上げられて

いる。下端部には鍔が貼り付けられている。また、上半部には径８㎜の円形刺突が１箇所認められるが、

器面から８㎜の深さまでで、貫通はしていない（写真図版２４３：ａ）。

頸部は、内面がナデにより仕上げられているが、外面は縦方向のハケにより仕上げられている。外面

には、突帯が貼り付けられている。突帯は、斜上方につまみだすようなヨコナデにより仕上げられ、断

面形が長方形をなしている。胎土・色調等の特徴から、６３９と同一個体の可能性が考えられる。

６４２は、肩部とその下端の突帯の一部が残存する。残存する突帯の規模から、壺形埴輪と判断したもの

である。肩部外面はヨコハケにより、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。突帯貼り付け

位置の上側を境に、製作に時間差が認められる。また、粘土も明らかに異なる。

６４３は底部片である。底部片に円形の透かしが認められたため、壺形埴輪と判断したものである。内面

はナデと斜方向のユビナデにより仕上げられ、外面はハケにより仕上げられている。底部下面は未調整

である。

１８．北渡土堤
（１）出土状況

全体的に出土量は少なく、小片での出土が目立つ傾向にある。特に、渡土堤上面から出土した埴輪は

わずかである。このなかで、西側斜面の２箇所（ｈ３１・ｈ３２～ｈ３４）において、比較的まとまって出土し

ている。

ｈ３１ 渡土堤南部、前方部との接合部から３ｍ北側の、斜面上側葺石直上から出土している（第２３２図）。

円筒埴輪（６４７）の口縁部を中心に出土している。比較的小片で、５０㎝の範囲内から小片がまとまった状

態で出土している（第２９３図 写真図版１３０：③）。出土位置・出土状態から判断して、渡土堤上から転落

したものと考えられる。
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この他、南側においても小片の出土が認められたが、体部片のみで図化には及んでいない。また、壺

形埴輪の一部も出土しているが、復元・図化することはできなかった。

ｈ３２～ｈ３４ 渡土堤中央部、西側斜面中央葺石直上から出土している（第２３２図）。円筒埴輪３体分（６４４・

６４６・６４８）が出土している。特に、６４４が主体で、一箇所で押し潰された状態で出土している（第２９４図

写真図版１３０：④）。６４４と６４６は、ほぼ同じ位置から出土しているが、口縁端部の特徴が異なることか

ら、別個体と判断している。これらも、渡土堤上から倒れ込んだものと考えられる。

（２）円筒埴輪（図版８５～８７ 観察表３６・３７）

６４４と６４５は、口縁部から２段目まで残存する。

６４４は、体部から口縁部にかけてほぼ直立し、端部が大きく外反している。端部は、ヨコナデにより外

傾する端面が形成されている。体部から口縁部の調整は、内外面とも磨滅傾向にあり観察できない。こ

のなかで３段目外面に限り、わずかにタテハケの後ヨコハケが認められる。また、口縁端部は内外面と

もヨコナデにより仕上げられている。

４段目には、円形透かしが相対する２方向に開けられている。また、口縁部と４段目には、わずかに

竹管文が認められる（写真図版２４３：ｂ）。突帯は３条残存するが、いずれも断面形が台形をなす。また、

４段目突帯の剥離面においては、割り付け用と考えられる凹線状の強いヨコナデ痕が認められる。

６４５は、体部から口縁部にかけてほぼ直立し、端部がやや大きく外反している。端部は、内端部を中心

としたヨコナデにより、肥厚傾向にある。体部から口縁部は、内外面ともナデを基調として仕上げられ

ている。４段目外面には、わずかにヨコハケが認められる。最後に、口縁端部がヨコナデにより仕上げ

られている。また、内面には、工具の当たりが認められる。

２段目と４段目には、円形透かしがそれぞれ２方向に開けられている。両段の透かしは、ほぼ千鳥の

位置に配されている。また、３段目には線刻が認められる（写真図版２４４：ａ）。突帯は３条残存するが、

いずれも断面形が長方形に近い台形をなし、顕著な突出傾向にある。また、各突帯の端部はシャープに

仕上げられている。器壁が７㎜～９㎜と薄く仕上げられている点が、特徴的である。

６４６～６５１は口縁部から４段目まで残存し、６４９を除き、体部から口縁部にかけてほぼ直立している。

６４６は、端部が大きく外反し、下端部を中心としたヨコナデにより外傾する面が形成されている。全体

的に磨滅傾向にあり、調整を観察できるのは４段目外面のヨコハケに限られる。

また、口縁端部から４段目外面にかけては、径１㎝の竹管文が押されている（写真図版２４３）。口縁端

面においては４㎝から５㎝の間隔で押されている。口縁部外面においては２段にわたって押されている

が、その高さ・間隔は一定していない。４段目においては、わずかな残存にとどまる。

６４７は、端部が大きく外反し、口縁部に対して直交するヨコナデにより外傾する面が形成されている。

全体的に磨滅傾向にあるが、口縁部外面はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。また、口縁

端部は、端面から外面にかけてヨコナデにより仕上げられている。突帯は、断面形が長方形に近い台形

をなし、突出傾向にある。なお、突帯の剥離面にはヨコハケが認められる。

６４８は、端部が大きく外反し、上端部を中心としたヨコナデにより外傾する端面が形成されている。体

部は内外面ともナデを基調とし、突帯貼り付け位置の上側と下側にはユビオサエ痕が顕著に認められる。

口縁部外面は、タテハケの後ヨコハケにより、内面はハケとナデにより仕上げられている。最後に、口

縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。４段目突帯については、剥離面のみが認められる。
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第２節 円筒系埴輪

第２９４図 ｈ３２～ｈ３４ 埴輪出土状況

円
筒
系
埴
輪

― ―２６９



６４９は、体部から口縁部にかけてわずかに外反気味に立ち上がり、端部がやや大きく外反している。端

部は、上端部を中心としたヨコナデにより外傾する端面が形成されている。

体部外面はタテハケの後ヨコハケ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。ヨコハケは、

連続するものではなく、一旦器面から離されて施されている状況が認められる。また、突帯貼り付け位

置の内面はユビオサエ痕が顕著である。口縁部外面はヨコハケ、内面はタテ方向を主体としたハケによ

り仕上げられ、最後に口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。４段目には、弧状をなす線

刻の一部が残存する（第４８６図）。

６５０は、端部が短く外反し、上端部を中心としたヨコナデにより垂直な端面が形成されている。体部か

ら口縁部外面は、全体的に磨滅傾向にあるが、口縁部外面にわずかにタテハケが残存する。内面につい

ては、口縁部がヨコハケ、体部が斜方向のハケにより仕上げられている。また、突帯貼り付け位置の内

面は、ナデにより仕上げられている。最後に、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。４

段目には、円形透かしが１箇所残存する。

６５１は、端部がわずかに外反し、上端部を中心としたヨコナデにより外傾する端面が形成されている。

体部から口縁部外面は、タテハケを基調とし、その後ヨコハケが加えられている。内面については、ハ

ケの後ユビオサエが加えられている。最後に、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。突

帯は１条残存するが、断面Ｍ字形をなし、特に下端部はシャープに仕上げられている。また、突帯剥離

面にはタテハケが認められる。

６５２～６５６は口縁部のみ残存し、６５６を除き、口縁部は直立している。

６５２は、端部が短く外反し、ヨコナデによりほぼ垂直な端面が形成されている。内外面ともナデにより

仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。また、外面には線刻が認められ、

平行する２本の沈線が山形に描かれている（写真図版２４４）。

６５３は、端部が大きく外反し、上下からはさむようなヨコナデにより、わずかに端面が形成されてい

る。内外面とも磨滅のため調整は観察できないが、端部内外面はヨコナデにより仕上げられている。

６５４は、端部が外反し、外面はタテハケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより仕上げ

られている。さらに、外面には２本の平行する直線による鍵形をなす線刻が認められる（写真図版２４５）。

６５５は、端部が短く外反している。内外面の調整

は磨滅のため観察できないが、外面に６５６と類似す

る直線からなる線刻が認められる（写真図版２４５）。

６５６は、体部から口縁部にかけて外反傾向にあ

り、端部が短く屈曲している。端部は、内端部を

中心としたヨコナデにより、ほぼ垂直な端面が形

成されている。口縁部外面は、タテハケの後ヨコ

ハケにより仕上げられている。最後に、口縁端部

内外面がヨコナデにより仕上げられている。口縁

部内面の調整については、磨滅のため観察できな

い。口縁端部下には、２本の直線からなる線刻が、

直交して２セット認められる（第２９５図 写真図版

２４５）。
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（３）体部片（図版８７・８８ 観察表３７）

６５７～６６２が出土している。このなかで、６６１と６６２は小片のため図化できなかった。

６５７は、体部の小片である。下端には突帯の剥離痕が残存する。外面は、タテハケの後ヨコハケにより

仕上げられ、最後に径１㎝の竹管文が押されている（写真図版２４５）。竹管文は、少なくとも２段にわた

り各段一定の間隔で押されているが、その押された位置は一定していない。また、円形透かしの一部が

残存する。

６５８は、体部２段と突帯１条が残存する。体部外面はタテハケの後ヨコハケにより、内面はハケの後ナ

デにより、仕上げられている。特に、上段外面のヨコハケには静止痕が比較的顕著に認められ、約３㎝

の間隔となっている（写真図版２４５）。突帯は、断面形が方形に近い台形をなし、比較的突出している。

また、突帯剥離面にはタテハケが認められる。

６５９は、体部１段と突帯１条が残存する。内外面ともナデにより仕上げられ、外面には格子状の線刻が

認められる（写真図版２４５）。６６０は、体部２段と突帯１条が残存する。内外面の調整は、磨滅傾向にあり

観察できない。

６６１と６６２は、体部の小片である。６６１は、３本の直線からなる線刻が認められる（写真図版２４５）。６６２

は、外面に弧状をなす１本の線刻が認められる（写真図版２４６）。

（４）底部片（図版８８・８９ 観察表３７・３８）

６６３は、底部から体部（２段目）まで残存する。底部外面は磨滅傾向にあるが、わずかにヨコハケが残

存する。内面は、体部にかけて縦方向の強いユビナデにより仕上げられている。また、下端内面にはユ

ビオサエ痕が認められる。体部外面は、ヨコハケにより仕上げられている。底部下面は未調整である。

底部と体部の境をなす１段目突帯は、断面形が長方形に近く、突出している。

６６４は、底部から２段目まで残存する。内外面の調整は、磨滅傾向にあり観察できない。わずかに、下

端内面にユビオサエ痕が認められる。底部下面は未調整である。

６６５は、底部から１段目突帯まで残存する。底部はやや開き気味に直線的に立ち上がり、器厚も一定し

ている。内外面ともナデを基調として仕上げられている。特に内面は縦方向のナデが主体で、下端付近

はユビオサエ痕が顕著である。下面は未調整である。

６６６は、底部から１段目突帯まで残存する。底部から２段目にかけて直立し、器厚も一定している。底

部外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。下半は約８㎝前後と短いタッチのヨコハケ、

上半はストロークの長いヨコハケにより仕上げられている（写真図版２４７：ｂ）。内面は下半がヨコハケ、

上半が斜方向のハケにより仕上げられている。また、下端部内面にはユビオサエ痕が認められる。底部

下面は未調整である（写真図版２４６）。

体部は、外面がヨコハケにより仕上げられ、連続する静止痕が認められる（写真図版２４７：ａ）。静止

痕の状況から、下側から上側へハケが施されている。内面はナデとハケにより仕上げられている。また、

突帯貼り付け位置の内面は、強い横方向のナデが加えられている。この他、円形の透かしが２方向に開

けられている。２つの透かし穴の位置関係は１７３°と、わずかに相対する位置関係からはずれている。

６６７は、底部から体部（２段目）まで残存する。底部から体部にかけては、やや内湾気味に立ち上がっ

ている。底部外面はタテハケの後ヨコハケ、内面は下半がヨコハケにより仕上げられている。内面上半

の調整については、磨滅のため観察できない。また、体部内外面及び底部下面の調整についても、磨滅
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のため観察できない。底部と体部の境をなす１段目突帯は、断面形が全体的に丸味を帯び、退化傾向に

ある。

６６８～６７０は、底部のみ残存する。

６６８の内面は、縦方向の強いユビナデにより仕上げられている。外面の調整は磨滅により観察できな

い。下面は未調整である。６６９は、やや内傾気味に立ち上がっている。内外面の調整は、磨滅により観察

できない。６７０は、内面がナデとユビオサエにより、外面がタテハケにより仕上げられている。下面もナ

デにより仕上げられている。

（５）壺形埴輪（図版８９ 観察表３８）

６７１は、鍔を中心に残存する。鍔の残存から、壺形埴輪と判断したものである。内面は、ヨコハケによ

り仕上げられている。底部外面はタテハケにより仕上げられているが、肩部外面の調整は磨滅のため観

察できない。鍔は、ユビオサエにより成形され、弱いナデにより貼り付けられている。

（６）丹後−因幡型円筒埴輪（図版８９ 観察表３８）

６７２は、肩部から口縁部にかけて残存する。肩部に対して口縁部が短く上方に屈曲し、外端部を中心と

したヨコナデにより、内傾する端面が形成されている。内面はナデとユビオサエにより、外面はナデに

より仕上げられている。最後に、口縁部は内外面ともヨコナデにより仕上げられている。

６７３は、肩部上半から口縁部にかけて残存する。肩部に対して、外端部を中心としたヨコナデにより大

きく抉れ、さらに器壁が薄くなり、口縁部が形成されている。端部は、口縁部に対して直交するヨコナ

デにより、わずかに内傾する端面が形成されている。内面はナデとユビオサエ、外面はナデにより仕上

げられている。最後に、口縁部は内外面ともヨコナデにより仕上げられている。

６７４は、肩部上半から口縁部にかけて残存する。肩部に対して口縁部が短く上方に屈曲し、外端部を中

心としたヨコナデにより、ほぼ水平な端面が形成されている。内面はナデとユビオサエ、外面はナデに

より仕上げられている。最後に、口縁部は内外面ともヨコナデにより仕上げられている。

１９．北渡土堤北端部
（１）出土状況

暗渠状の溝をなす渡土堤と外堤との接合部、集石群の直上から多量の埴輪が出土している（第２９９図

写真図版１３３）。その状況を詳細に観察すると、横断面

が蒲鉾形をなす集石群の南側と北側に分かれて出土す

る傾向が認められる。つまり、集石群の両サイドから、

完形もしくは完形近くに復元できた埴輪が出土してい

る。多くが、完形に近い状態でその場に置かれていた

ものが、その後押し潰された状況を示している。

出土は円筒系埴輪に限られ（第２９６図）、このなかで

丹後−因幡型円筒埴輪と確認できるものは出土してい

ない。

具体的にみると、まず、中央部渡土堤側で、６７５が溝
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と同方向に倒れ、その場で押し潰された状態で出土

している（第２９７図）。また、この下層からは完形に

復元された口縁部（７０３）が出土している。次に、そ

の西側からは壺形埴輪の７０８が出土している。底部と

肩部が１０㎝ほど離れた位置から出土している。なか

でも、底部片については、完形のものが上方から押

し潰された状態で出土している（写真図版１３３：

③）。

上記の西側では、６８６・６９１・６９４～６９６が密集した

状態で出土している。特に６９５については、底部がほ

ぼ完存し、その上側が溝側に倒れ、その後押し潰さ

れた状態で出土している（第２９８図）。底部について

は、立てられていた状況が保たれた状態で出土して

いる。

また、６９６についても同様で、完存する底部が押

し潰された状態で出土している。さらに６８６につい

ては、体部があたかも集石に持たれ掛けられ、その

場に置かれていたかのような状況を呈していた。

６９１は、底部を中心に残存する。完形であったものが倒れ、押し潰された状態で出土している。ただ

し、全体的に１箇所に小片となって密集した状態で出土している。６９４も底部を中心に残存するが、集石

群に立て掛けられていた状態で出土している。このため、全体的に大きな破片で出土している。

なお、上記一群の南側、溝肩部付近から７１０が比較的小片となって、一箇所に集中して出土している。

６９６の北側、集石群の北側においては６８４と６９３が出土している。６８４は、比較的小片が集中した状態で

出土している。６９３については、６８４の東北側から近接して出土している。底部が立てられたままの状態

で出土している。この他、この東側からは７００が出土している。６８４・６９３より大きな破片が集中した状態

で出土しているが、復元できたのは口縁部に限られる。

７００の東側からは、約１．５ｍの空間をあけて、７０７が集中して出土している（写真図版１３３：①）。７０７は、

完形の壺形埴輪に復元されている。また、７０７を取り上げたその下層からは、６９０が集中して出土してい

る。小片が一箇所に集中した状態で出土しているが、底部を中心に完形に復元されている。

７０７の東側においては、６７６が出土している。完形の体部がその場で割れた状態で出土している。この

ため、当該埴輪群のなかで最も大きな破片の状態で出土している。そして、底部から口縁部まで完形に

復元されている。

さらに６７６の東側においては、６９２が出土している（写真図版１３３）。６７６ほどではないが、比較的大きな

破片が集中して出土している。形のある状態のものが押しつぶされた状態で出土している。この結果、

口縁部を除いてほぼ完形に復元されている。また、６７６と６９２の中間からは、口縁部を中心とした６８２が

１箇所に集中して出土している。

さらに、６９２の東側からは６７７が出土している。完形に復元されたが、多くは６９２の下層から出土してい

る。北側から集石群側に倒れ、その場で潰された状態で出土している。
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６９２の南側、集石群の南側を中心に、６８０・６８９・７０６・７０９が密集して出土している。なかでも、７０６の

壺形埴輪は、比較的大きな破片からなり、完形の個体がその場で押し潰された状態で出土している（写

真図版１３３）。６８０と６８９は小片からなるが、一箇所に集中して出土している。基本的には完形に近い状態

であったものが、その場で押し潰されたものと考えられる。特に、胎土・色調等の特徴等も考慮に入れ

ると、両者は同一個体の可能性が考えられる。

６８０と６８９の東側からは、７０５の朝顔形埴輪が出土している。ほぼ完形に復元できた個体であるが、小

片が密集した状態で出土している。さらに、７０５の東側からは６７８が出土している。

この他、７０６と６７５の中間から、６９９の口縁部が２箇所に分かれて出土している。他の埴輪と比べて、

やや広範囲に散乱していた。

（２）円筒埴輪（図版８９～図版９４ 観察表３８・３９）

６７５は、完形に復元された個体である。５段４条からなり、器高６６．１０㎝を測る。口縁部の１/２、底部の

２/３が残存する。体部から口縁部にかけてやや開き気味にほぼ直線的にのび、端部が短く外反する。端

部は、上端部を中心としたヨコナデによりほぼ垂直な端面が形成されている。

底部は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がナデとユビオサエにより仕上げられている。体部は内

面がナデにより仕上げられ、外面は３段目を除いてタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。特

に２段目のヨコハケには、静止痕が認められる。３段目については、ヨコハケのみ残存する。口縁部は、

外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がヨコハケにより仕上げられ、最後に端部内外面がヨコナデにより

仕上げられている。

４段目と２段目には、円形の透かしがそれぞれ２方向に開けられている。４段目と２段目とは千鳥に

配されている。さらに、４段目には径６㎜の小穴が１箇所に開けられている（写真図版２４７）。

６７６はほぼ完存する個体で、全体のわかる数少ない資料である。５段４条からなり、器高は７１．４０㎝を

測る。底部から口縁部にかけてわずかに開き気味に立ち上がり、端部が短く外反している。端部は、ほ

ぼ垂直な端面を形成している。

底部外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。全体的にストロークの長いヨコハケで、

波打つ傾向が認められる。内面は、磨滅傾向にあり、調整は観察できない。下面についても同様である。

体部は、各段とも外面はヨコハケにより仕上げられている。部分的に１次調整のタテハケが認められ

る。２段目から４段目の各段には、円形の透かしが２方向に開けられている。各段の透かしの配置は、

ほぼ千鳥の関係となっている。突帯は４条とも残存する。断面形は台形をなすが、端部が全体的に丸味

を帯びる傾向にある。また、２段目突帯剥離面には割り付け用の沈線が認められる。

口縁部は、タテハケを基調とし、その後下端部に１単位のヨコハケが加えられている。内面は、磨滅

傾向にあるが、部分的にヨコハケが残存する。最後に、端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

また、外面には２本の平行する直線からなる線刻が認められる（第４８６図 写真図版２４７：ｄ）。体部も含

め、全体的にハケ目が細かい（１０本/㎝）点が特徴的である。

６７７は、完形に復元できた個体である。底部から口縁部にかけて直線的に開き気味に立ち上がり、端部

がわずかに外反している。端部は、内端部を中心としたヨコナデにより、外傾する面が形成されている。

底部外面はヨコハケ、内面は縦方向の板ナデにより仕上げられている。下面については弱いナデによ

り仕上げられている。
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体部外面は、２段目がヨコハケ、３段目がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられ、４段目について

は磨滅のため観察できない。内面は、各段ともナデにより仕上げられている。また、２段目と４段目に

は円形の透かしが開けられているが、その位置はほぼ同じである。

口縁部は、内面がナデにより仕上げられているが、外面は磨滅のため観察できない。最後に、端部内

外面がヨコナデにより仕上げられている。

６７８は、口縁部から２段目まで残存する。体部から口縁部にかけてほぼ直立気味に立ち上がり、端部が

短く外反している。ただし、２段目については外側に開く傾向にある。端部は、ヨコナデにより外傾す

る面をもつ。体部から口縁部内面はナデにより仕上げられている。口縁部と４段目外面は、ストローク

の長いヨコハケにより仕上げられているが、２段目・３段目外面の調整は磨滅のため観察できない。最

後に、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

４段目には、円形透かしが２方向にほぼ相対する位置に開けられている。突帯は３条残存するが、断

面形がＭ字形をなしている。

６７９は、口縁部から３段目まで残存する。体部から口縁部にかけて屈曲気味に立ち上がり、端部が外

反している。端部は、外傾する面をもつ。体部外面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられている。

口縁部は、内面がナデにより仕上げられているが、外面の調整は磨滅により観察できない。

４段目には、円形透かしが２方向に開けられているが、両者は完全には相対する位置にはない。また、

同じく４段目には線刻が認められる（第４８６図 写真図版２５０：ａ）。縦長の長方形の区画内中央を直線で

２分し、これを境として綾杉状に斜線が描かれている。全体的に浅い沈線である。突帯は、断面形が方

形に近い台形をなす。

６８０は、口縁部から２段目まで残存する。体部から口縁部にかけてわずかに開き気味に立ち上がり、端

部が短く屈曲している。口縁端部は、ヨコナデにより外傾する面をもつ。体部から口縁部にかけての内

面は磨滅傾向にあるが、突帯貼り付け位置の上側にはユビオサエ痕が顕著に認められる。外面はヨコハ

ケを基調とし、特に４段目においては１次調整のタテハケも認められる。最後に口縁端部内外面がヨコ

ナデにより仕上げられている。

４段目には、円形の透かしが１箇所残存する。突帯は３条分残存するが、残存するのは３段目突帯に

限られ、２段目突帯と４段目突帯についてはその剥離痕が認められるのみである。

６８１は、口縁部から３段目まで残存する。体部から口縁部にかけてわずかに開き気味に立ち上がり、端

部が短く外反している。外端部を中心としたヨコナデにより外傾する端面が形成されている。口縁部外

面はタテハケの後ヨコハケ、体部外面はヨコハケにより仕上げられている。内面は、部分的にユビオサ

エ痕が認められる。なお、突帯については、２条とも残存せず、剥離面のみ認められる。

６８２は、口縁部から体部（４段目）まで残存する。体部から口縁部にかけてやや開き気味に立ち上が

り、端部が短く屈曲している。端部は、ヨコナデにより外傾する面をもつ。体部外面はタテハケ、内面

はナデにより仕上げられている。口縁部外面はタテハケにより仕上げられている。内面については、体

部から口縁部にかけて磨滅傾向にあるが、ナデの痕がわずかに認められる。最後に、口縁端部内外面が

ヨコナデにより仕上げられている。

４段目には、円形透かしが１箇所残存する。また、同じく４段目には線刻が認められる（写真図版２５０：

ｂ）。方形の四辺を弧状に、その対角線を直線で表現したもので、対角線の交点には径１㎝の小穴が開け

られている。
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６８３は、口縁部から体部（４段目）まで残存する。体部から口縁部にかけてやや開き気味に立ち上が

り、端部が短く屈曲している。端部は、肥厚気味でヨコナデによりわずかに外傾する面をもつ。体部外

面はヨコハケ、内面はナデにより仕上げられている。口縁部外面は、タテハケの後ヨコハケにより仕上

げられている。内面については、ナデにより仕上げられている。最後に、口縁端部内外面がヨコナデに

より仕上げられている。４段目には、円形の透かし穴が１箇所残存する。

６８４は、口縁部のみ残存する。直立する口縁部に対して端部が大きく外反している。端部は、ほぼ垂直

な面が形成されている。内外面の調整は、磨滅のため観察できない。

６８５は、口縁部から４段目まで残存する。体部から口縁部にかけてほぼ直立し、端部がわずかに外反す

る。端部は、口縁部に直交するヨコナデにより外傾する面が形成されている。

体部は、内面がナデにより仕上げられ、内面の突帯貼り付け位置では強い横方向のユビナデが加えら

れている。口縁部外面は、タテハケの後ヨコハケにより、内面はハケの後ナデにより仕上げられている。

最後に、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

（３）体部片（図版９４・９５ 観察表３９）

６８６は、体部４段と突帯３条が残存する。透かしの位置から判断して、２段目から口縁部にかけて残存

するものと考えられる。内面は、２段目から口縁部にかけてナデにより仕上げられている。外面は、磨

滅傾向にあるが、口縁部と４段目はタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。４段目には、円形

透かしの一部が１箇所残存する。突帯は３条残存するが、いずれも断面台形をなし、比較的突出傾向に

ある。

６８７は、体部２段と突帯１条が残存する。内外面ともナデにより仕上げられ、下段外面には山形の線刻

が認められる（写真図版２５２）。

６８８は、体部４段と突帯３条が残存する。透かしの位置から判断して、底部から４段目にかけて残存す

るものと考えられる。内面は、全体的に磨滅傾向にあるが、ナデの痕を観察することができる。外面は、

２段目から４段目がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられている。底部は磨滅のため観察できない。

４段目と３段目に、円形の透かしの一部が、各１箇所ずつ残存する。両者は、千鳥の関係を意識して配

されたものと考えられるが、両段のなす角度は１２０°である。突帯は３条残存するが、端部はシャープに

仕上げられている。

（４）底部片（図版９５～９７ 観察表３９）

６８９は、底部から３段目まで残存する。底部から体部にかけての内面と、底部外面の調整は、磨滅によ

り観察できない。体部外面にはヨコハケがわずかに認められる。また、内面下端部にはユビオサエ痕が

認められる。底部下面は未調整である。２段目に円形の透かしが２方向に開けられている。突帯は１段

目突帯が残存し、２段目突帯についてはその剥離痕のみ認められる。

６９０は、底部から３段目下端にかけて残存する。底部は全体的に外傾傾向にあるのに対して、体部は直

立傾向にある。また、２段目には円形の透かしが１箇所残存する。

外面の調整は、全体的に磨滅のため観察できない。内面はナデを基調として仕上げられている。また、

下端部においては、内外面がユビオサエにより仕上げられている。下面にはナデが加えられている（写

真図版２５２）。なお、２段目突帯の剥離面には、わずかにハケ目が認められる。
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６９１は、底部から２段目突帯まで残存する。外面は磨滅傾向にあるが、底部下端はタテハケにより仕上

げられている。内面は全体的にユビオサエとナデにより仕上げられている。底部下面は未調整で、粘土

の貼り合せ痕が認められる。２段目に円形の透かしが１箇所残存する。復元径が約４㎝と、他の透かし

より小さい傾向にある。突帯は１条残存し、２段目突帯についてはその剥離面のみ認められる。

６９２は、底部から口縁部下半まで残存する。底部から口縁部にかけて、内外面とも磨滅傾向にあり、調

整の観察は困難である。このなかで、２段目と３段目外面にはヨコハケが、底部下端外面にはタテハケ

がわずかに認められる。この他、下端部内面はユビオサエにより仕上げられている。また、底部下面は

ナデにより仕上げられている。

２段目と４段目には、円形の透かしがそれぞれ２箇所ずつ開けられている。両段の透かしの位置はほ

ぼ同じで、他の埴輪とは特徴を異にしている。突帯は３条残存し、３段目突帯については剥離痕のみ残

存する。残存する３条の突帯は、いずれも上端部が突出し、下方に垂下した断面形をなしている。また、

４段目外面には、わずかに弧状をなす線刻が認められる（写真図版２５３：ａ）。

６９３は、底部のみ残存する。外面はタテハケ、内面は縦方向のナデにより仕上げられている。下面は未

調整である。

６９４は、底部から２段目突帯まで残存する。内外面ともナデを基調として仕上げられている。さらに、

底部内面は斜方向のユビナデが加えられている。底部下面は未調整である。２段目に円形の透かしが２

方向に開けられているが、両者は完全には相対する位置関係にはない。突帯は２条残存し、いずれも端

部がシャープに仕上げられている。

６９５は、底部から２段目にかけて残存する。外面の調整は、全体的に磨滅のため観察できない。内面は

タテハケとナデにより仕上げられている。また、下端部においては内面がユビオサエ、外面がヨコナデ

により仕上げられている。下面にはナデが加えられている（写真図版２５３）。

体部は２段目の一部が残存し、円形の透かしが１箇所に認められる。径４㎝と他の円筒埴輪の透かし

より小型である。

６９６は、底部から２段目まで残存する。底部外面はタテハケの後ヨコハケ、内面下端はユビオサエによ

り仕上げられている。底部下面は未調整である。他の箇所については、剥離が著しく、調整は観察でき

ない。２段目に円形の透かしが２方向に開けられているが、両者は１６２°の位置関係にあり、相対する位

置関係にはない。突帯は１条残存するが、比較的シャープに仕上げられている。

６９７は、底部のみ残存する。内外面とも磨滅傾向にあるが、下端付近内面はユビオサエにより仕上げら

れている。下面はナデが加えられている。また、下端部付近にはやや不定形な径４～５㎜の穿孔が認め

られる。底部下端からの器厚がほぼ一定している。

６９８は、底部のみ残存する。内外面とも磨滅傾向にあるが、ナデにより仕上げられているものと考えら

れる。下端付近内面はユビオサエにより仕上げられている。下面はナデが加えられている。

（５）朝顔形埴輪（図版９９ 観察表４０）

７０５の１個体に限られる。７０５は、口縁部を除いてほぼ完存する。６段５条からなり、残存高は６９．５０㎝

を測る。体部３段目と５段目には、円形の透かしがそれぞれ２箇所開けられている。各段の２穴は相対

する位置に開けられているが、３段目と５段目は５５°違えた位置関係にある。また、５段目外面には２本

の弧状をなす線刻が認められる（写真図版２５４：ａ）。

第５章 出土遺物

円
筒
系
埴
輪

― ―２７８



体部外面は、タテハケの後ヨコハケを基調とし、２段目と３段目には段の幅とほぼ一致する静止痕が

認められる（写真図版２５５：ａ ２５６：ａ）。内面は、ハケの後ナデにより仕上げられている。肩部外面は

ヨコハケ、内面はユビオサエとナデにより仕上げられている。底部下面は未調整である（写真図版２５４）。

各段及び頸部には、突帯がヨコナデにより貼り付けられている。体部の突帯は断面形が方形に近い台

形をなす。頸部の突帯は断面形が山形をなす。なお、５段目の高さは１１．８０㎝である。

（６）口縁部片（図版９７～９９ 観察表３９・４０）

６９９は、１次口縁上半から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくられ、両者

の境外面には突帯が貼り付けられている。突帯の断面形は丸味を帯びている。口縁部は内外面とも磨滅

傾向にあるが、２次口縁内面は縦方向のヘラナデにより外面はヨコハケにより仕上げられている。最後

に、口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

７００は、１次口縁上半から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の上端部よりやや内側に２次口縁が載

せられ、１次口縁端が突帯状をなしている。１次口縁内外面の調整は、磨滅により観察できない。２次

口縁外面は、下半がタテハケ、上半がヨコハケにより仕上げられている。最後に、端部がヨコナデによ

り仕上げられ、断面は方形をなす。

７０１は、１次口縁上部から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくられ、両者

の境外面には突帯が貼り付けられている。突帯は、断面形が台形をなすが、全体的に丸味を帯びている。

内外面とも磨滅傾向にあり、調整は観察できない。唯一、端部がヨコナデにより仕上げられ、断面は方

形をなす。

７０２は、１次口縁上部から２次口縁にかけて残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくられ、両者

の境外面に突帯が貼り付けられている。ただし、突帯は剥離しており、その断面形は不明である。１次

口縁は、内外面ともナデにより仕上げられている。２次口縁外面はタテハケにより仕上げられているが、

内面は磨滅傾向にあり不明である。最後に、端部がヨコナデにより仕上げられ、断面は方形をなす。

７０３は、頸部から口縁部にかけて残存する。１次口縁の延長上に２次口縁がつくられ、両者の境外面に

は断面台形の突帯が貼り付けられている。また、頸部外面にも断面鈍角三角形の突帯が貼り付けられて

いる。口縁部外面は、１次口縁・２次口縁ともにタテハケにより仕上げられている。内面は、１次口縁

から２次口縁にかけてヨコハケにより仕上げられ、その後１次口縁にはナデが加えられている。最後に、

口縁端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

７０４は、２次口縁端部を中心に残存する小片である。端部はヨコナデにより仕上げられているが、他の

調整は磨滅により観察できない。

（７）壺形埴輪（図版１００～１０３ 観察表４０）

７０６は、完形に復元できた個体である。やや外傾傾向にある円筒形の底部に、扁球形の肩部を載せ、そ

の上に複合口縁が載せられている。口縁部高が器高の１/２近くあり、全体的にバランスを欠く。

底部は、外面がタテハケ、内面についてはユビナデとユビオサエにより仕上げられている。下面につ

いては弱いナデが加えられている。また、底部上位には円形の透かしが２箇所、相対する位置に開けら

れている。さらに、Ｘ字状の線刻が認められる（写真図版２５８：ａ）。

肩部は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がユビオサエとナデにより仕上げられている。さらに、
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鍔貼り付け位置内面上側は、ヨコナデが加えられている。肩部下端には、鍔状の突帯が貼り付けられて

いる。ユビオサエによる成形後、上面のみヨコナデにより仕上げられている。

口縁部は、１次口縁の延長上に２次口縁が延び、その境外面に突帯が貼り付けられている。１次口縁

は、内面がヘラ削り後ハケにより仕上げられ、最後にナデが加えられている。外面については、磨滅の

ため観察できない。２次口縁は、外面がタテハケ、内面がハケの後ナデにより仕上げられ、最後に端部

がヨコナデにより仕上げられている。また、頸部外面には、断面鋭角三角形状の突帯が貼り付けられて

いる。

７０７は、完形に復元できた個体である。器高５２㎝を測る。また、全体的に橙色系の色調を帯びている。

他の壺形埴輪と比較して、口縁部高が低く、２次口縁に対して１次口縁が低い点が特徴的である。口縁

部突帯は、全体的に剥離している。鉢形をなす底部に、扁球形の肩部を載せ、その上に複合口縁が載せ

られている。

底部外面は、タテハケを基調とし、上半に限りヨコハケが加えられている。内面は、ハケの後ナデに

より仕上げられている。また下端部はユビオサエ痕が顕著である。下面は未調整である。底部中位には

円形の透かしが２箇所、相対する位置に開けられている。

肩部は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面がユビオサエとナデにより仕上げられている。肩部下端

には、鍔状の突帯が貼り付けられている。鍔貼り付け位置の内面は、ユビオサエとユビナデが顕著であ

る。幅が５㎝と広いのに対して、先端部の厚さが５㎜と、全体的に薄く仕上げられている。上面・下面

とも、ユビオサエとユビオサエにより成形後、ナデにより仕上げられている。

なお、この鍔貼り付け位置上側を境に、内面の整形が明らかに異なり、ここを境に製作時の時間差が

認められる。具体的には、底部上端部に鍔が貼り付けられ、その後肩部が載せられている。その後、肩

部外面をタテハケにより整形し、肩部と鍔が一帯となるよう仕上げられている。

口縁部は、１次口縁の上端部に２次口縁が載せられている。１次口縁・２次口縁ともに内外面が磨滅

傾向にあり、調整は観察できない。なお、頸部外面には断面三角形の突帯が貼り付けられている。

７０８は、口縁部を除いて完形に復元できた個体である。器高３５．９０㎝を測る。鉢状をなす底部に、扁球

形の肩部を載せた形態である。肩部と底部の境外面には、幅３．９０㎝の鍔が貼り付けられている。製作に

おいても、鍔の下端を境に時間差が認められる。

底部は、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられ、その後ナデが加えられている。内面につい

ては、磨滅により観察できない。下面についてはナデが加えられている。この他、底部上位には円形の

透かしが２箇所、相対する位置に開けられている。

肩部は、外面がナデ、内面がユビオサエとユビナデにより仕上げられている。頸部は、内面がヨコナ

デ、外面がタテハケにより仕上げられている。その後、頸部外面には突帯が貼り付けられている。突帯

は、ヨコナデにより外方につまみ出され、断面形は筍状をなしている。

７０９は、口縁部上半を除いて完形に復元できた個体である。器高４３．７５㎝を測る。円筒形をなす底部に、

扁球形の肩部を載せた形態である。さらに、口縁部が外方に直線的に広がっている。肩部と底部の境外

面には幅３．８０㎝の鍔が貼り付けられている。製作においても、鍔の下端を境に時間差が認められる。

底部は、外面がタテハケの後ヨコハケにより仕上げられ、一部静止痕が認められる。内面については、

ナデとユビオサエにより仕上げられている。下面については未調整である。この他、底部上位には円形

の透かしが２箇所、相対する位置に開けられている。
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肩部は、内面がユビオサエとナデにより仕上げられ、外面は磨滅により観察できない。口縁部外面は

タテハケにより仕上げられているが、内面は磨滅のため観察できない。突帯は、ヨコナデにより外方に

つまみ出され、断面形は筍状をなしている。

７１０は、口縁部を除いて完形に復元できた個体である。ただし、頸部片・肩部片・底部片を図上で復元

したもので、底部の一部を欠く。

鉢形をなす底部に、扁球形の肩部を載せた形態である。肩部と底部の境外面には鍔が貼り付けられて

いたが、剥離して残存していない。

底部は、外面がナデにより仕上げられ、内面は縦方向のヘラナデにより仕上げられている。下面には

ナデが加えられている。この他、底部中位には円形の透かしが１箇所残存する。

肩部は、全体的に磨滅傾向にあるが、外面がナデ、内面がユビオサエとナデにより仕上げられている。

頸部は、内面がヨコナデにより仕上げられている。その後、頸部外面には突帯が貼り付けられているが、

上端部を欠く。断面三角形をなしていたものと考えられる。

７１１は鍔のみ残存する。鍔は幅３．３０㎝を測り、ナデとユビオサエによる整形後、外側を中心に上面・下

面・側面がヨコナデにより仕上げられている。鍔上面には、径１㎝の竹管文がほぼ等間隔に押されてい

る（写真図版２５８）。残存するのは４個である。

７１２は、底部上半から肩部の一部にかけて残存し、両者の境には鍔が貼り付けられている。内外面と

も磨滅傾向にあり、調整は観察できない。鍔は、ユビオサエにより成形後、ヨコナデにより貼り付けら

れている。また、底部には円形の透かしが１箇所残存する。出土位置・胎土等の特徴から、７１０と同一

個体の可能性が考えられる。

２０．北周濠
（１）出土状況

北造り出しおよび北渡土堤の裾部付近を除いては、埴輪の出土量はわずかである。また、ほとんどが

小片で出土している。このため、良好な状態で出土した埴輪は認められない。出土した埴輪も、体部片・

底部片・口縁部片・壺形埴輪に限られる。

（２）体部片（図版１０３ 観察表４０）

７１３～７１５は、体部２段と突帯１条が残存する。

７１３は、内外面とも磨滅傾向にあり、調整を

観察することはできない。突帯は、断面形が

方形に近い台形をなし、その剥離面には割り

付け用と考えられる沈線が認められる。

７１４は、内外面ともナデを基調として仕上げ

られている。また、上段には円形の透かしが

残存するとともに、７本からなる線刻が認め

られる（写真図版２５８・第３００図）。

７１５は、外面がタテハケの後ヨコハケ、内面

がハケの後ユビナデとユビオサエにより仕上
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げられている。

突帯は、断面形が長方形に近い台形をなし、突出している。全体的に器壁が薄い点が特徴的である。

また、外面には赤色塗布が認められる。

７１６は、体部の小片である。内外面の調整は、磨滅のため観察できない。

（３）底部片（図版１０３ 観察表４０）

７１７は、やや開き気味に立ち上がる。外面はタテハケ、内面はハケの後ナデにより仕上げられている。

下面は未調整である。７１８は、全体的に内湾気味に外方に立ち上がる。内外面とも磨滅が著しく、調整は

観察できない。

（４）口縁部片（図版１０４ 観察表４０）

７２０の１点に限られる。

７２０は、１次口縁上半から２次口縁下半にかけて残存する。１次口縁の上端部付近に２次口縁が載せら

れ、１次口縁端が突帯状をなしている。１次口縁内面がナデ、２次口縁外面がタテハケにより仕上げら

れている以外は、磨滅により調整は観察できない。

（５）壺形埴輪（図版１０３ 観察表４０）

７１９の１点に限られる。

７１９は、鍔を中心に残存する。残存する突帯の規模から、壺形埴輪と判断したものである。肩部外面は

ヨコハケ、内面はハケの後ユビナデとユビオサエにより仕上げられている。底部外面はヨコハケ、内面

はハケの後ナデとユビオサエにより仕上げられている。鍔はヨコナデにより貼り付けられている。

２１．前方部盛土層
（１）出土状況

前方部の盛土層（第８６図７層 第８７図２６層・２７層）から出土したものである。多くが小片で出土して

いる。盛土層中からの出土であるため、その樹立位置を特定することはできない。円筒埴輪・体部片・

朝顔形埴輪・口縁部片・肩部片が出土している。

（２）円筒埴輪（図版１０４ 観察表４１）

いずれも口縁部のみ残存する。

７２１は、外側に開き気味に立ちあがり、端部は短く外反している。外傾する端面が形成されている。外

面はヨコハケ、内面は斜方向のハケの後、端部内外面がヨコナデにより仕上げられている。

７２２は、わずかに外反傾向にある口縁部に対して、端部が外方へ短く屈曲する。垂直な端面が形成さ

れ、断面方形の帯状をなす。外面はハケの後ナデ、内面はヨコハケにより仕上げられている。最後に端

部がヨコナデにより仕上げられている。

７２４は、直線的にのびる口縁部に対して、端部に断面長方形の粘土板が貼り付けられ、帯状をなす。端

部は、内外面ともヨコナデにより仕上げられている。口縁部外面は、ヨコハケにより仕上げられている

が、内面は磨滅のため観察できない。
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７２５は、口縁端部がヨコナデにより仕上げられるとともに、断面長方形に肥厚する。この結果、口縁部

外面は帯状をなす（写真図版２５９）。端部以下の内外面は、磨滅のため調整は観察できない。

（３）体部片（図版１０４ 観察表４１）

７２３は、体部２段と突帯１条が残存する。内外面とも磨滅傾向にあり、調整を詳細に観察することはで

きない。突帯は、断面台形をなすが、突帯高５㎜と退化傾向にある。

７２６は、体部の小片で突帯を中心に残存する。上段外面には線刻が認められる。また、突帯の断面形は

長方形に近く、突帯高１㎝と突出する。

７２７は、体部２段と突帯１条が残存する。内外面の調整は、磨滅傾向にあり観察できない。突帯は断面

形が台形をなし、他の突帯と比較して大型である。

７２８は体部の小片で、弧状をなす線刻が認められる（写真図版２５９）。

（４）朝顔形埴輪（図版１０４ 観察表４１）

７３０は、墳頂部から出土している。４段目突帯と頸部突帯の存在から、朝顔形埴輪と判断したものであ

る。頸部から体部（４段目）上端にかけて残存する。内外面とも磨滅傾向にあるが、内面にわずかにハ

ケ目が残存する。頸部の突帯は、断面形が鈍角三角形をなすが、わずかに突出する程度で、かなり退化

傾向にある。４段目突帯については、比較的突出している。

（５）口縁部片（図版１０４ 観察表４１）

７３２は、１次口縁上端から２次口縁にかけて残存する。接合面を良好に観察することは困難であるが、

１次口縁の延長上に２次口縁がつくられ、両者の境外面に突帯が貼り付けられているものと考えられる。

内外面とも剥離傾向にあるが、外面がタテハケ、内面がヨコハケにより仕上げられている。２次口縁外

面に赤色塗布が認められる。

（６）肩部片（図版１０４ 観察表４１）

７２９は、頸部から肩部にかけて残存する。内面はタテハケにより仕上げられているが、外面は磨滅のた

め観察できない。頸部外面には突帯の一部が残存するが、その剥離部分にはハケ目が認められる。

７３１は、肩部から体部（４段目）上端にかけて残存する。体部外面はナデ、内面は横方向のヘラナデに

より仕上げられている。肩部外面はタテハケの後ヨコハケ及びナデにより、内面はハケと横方向のヘラ

ナデにより、それぞれ仕上げられている。突帯は、断面形が台形をなすが、全体的に丸味を帯び、退化

傾向にある。
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