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第３０１図　水鳥形埴輪出土位置図
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第３節　水鳥形埴輪

１．概　要
　主要な水鳥形埴輪で３１体分出土している（水

鳥形埴輪１～水鳥形埴輪３１：第３０２図・第３０５

図）。これらの水鳥形埴輪の出土位置について

は、古墳の南側に限られる（第３０１図）。小片も

含めて、南造り出し・前方部南側１段目斜面・

南渡土堤西側斜面、およびこれらの裾付近周濠

底から出土している（第３０１図）。

　本節では、出土位置・出土状態が明らかで、

完存する個体・頭部片・体部片等、水鳥形埴輪

の特徴が顕著な埴輪については、報告番号とは

別に通称名「水鳥形埴輪○」をつけて報告する。

　その他、水鳥形埴輪の小片について、各部位

ごとに報告していく。合わせて、主要な水鳥形埴輪の出土状態については、水鳥形埴輪ごとに報告して

いく。これらの水鳥形埴輪については、出土位置を基準に、造り出し→前方部→渡土堤の順に報告する。

　なお、水鳥形埴輪の各部の名称等については第３０３図・第３０４図のとおりである。

第３０３図　水鳥形埴輪部分名称
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第３節　水鳥形埴輪

第３０２図　池田古墳出土水鳥形埴輪
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第５章　出土遺物

第３０４図　水鳥形埴輪の規模
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２．主要水鳥形埴輪（巻首図版３５～３８）
　主要な水鳥形埴輪は、計３１体（水鳥形埴輪１～水鳥形埴輪３１）である。頭部から台部まで完存もしく

は復元できたものと、頭部のみのもの、体部を中心に残存するものなどからなる。これらの水鳥形埴輪

は、南造り出し・前方部南側１段目斜面・南渡土堤から出土している（第３０５図）。このなかで、南造り

第３節　水鳥形埴輪

第３０５図　主要水鳥形埴輪出土位置
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出し南側斜面およびその南側裾部から出土したものについては、頭部のみに限られるものが目立つ傾向

にある。一方、南造り出し東側斜面裾部及び前方部１段目裾部付近・南渡土堤裾部付近から出土したも

のは、完形もしくは完形に復元できたものに限られる。

第５章　出土遺物

第３０６図　水鳥形埴輪１出土状況
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（１）水鳥形埴輪１（７３３：図版１０５・１０６　観察表４２）

出土状況　南造り出し上面南側肩部の西側から出土している（第３０５図）。頭部を欠く個体であるが、体

部を中心に１箇所で押し潰された状態で出土している（第３０６図）。この他、１片ではあるが、小片が上

面やや北東側から出土している。体部が押しつぶされた後、何らかの原因で遊離したものと考えられる。

なお、体部の出土地点において、埴輪が樹立のために埋め込まれた痕跡・掘り方等は認められなかった。

概　　要　台部と体部からなり、頸部・頭部を欠く。頸部は、体部に対して直立傾向にあったものと考

えられる。また、台部と体部の境は、鍔が貼り付けられている。全体的ににぶい橙色を呈し、胎土中に

は、チャート・長石・石英・クサリ礫が多く含まれている。胸部にわずかに黒斑が認められる。残存高

は２４．８０㎝を測り、体部の残存長は３０．７０㎝である。

成形手順　腹部から脇部にかけて成形後、背部に粘土を充填させ、仕上げられている。その後、台部と

体部の境に鍔が貼り付けられている。

体　　部　半倒卵形をなし、背部が平坦に仕上げられている。尾は残存しない。ただし、尾基部の下側

には、径９㎜の透かしが焼成前に穿たれている。さらにその下側内面には、未貫通の円形刺突文（径１．６

㎝）が認められる（写真図版２６１：ｂ）。また、全体的に磨滅傾向にあり、調整は観察できない。

翼　わずかに粘土を貼り付け、立体的に表現されている。背部は粘土を擦り付ける程度であるが、脇部

とは段差をもってその輪郭が表現されている。ただし、その境付近は良好には残存していない。羽毛は、

線刻により表現されている（写真図版２６１：ａ）。線刻は、両翼とも１㎝～１．８㎝の間隔で平行に直線的に

描かれている。ただし、左翼の風切側はややその間隔が５㎜と狭くなる傾向が認められる。左翼と右翼

の線刻はそれぞれ別に描かれ、両者の線刻が綾杉状をなしている。これにより、両翼の合わせが表現さ

れている。ただし、全体的に線刻は稚拙である。

　内面は、脇部を中心に、縦方向のハケにより仕上げられている。背部内面は、体部の綴合に合わせ、

ユビナデを基調として仕上げられている。また、頸部付近内面には、刺突痕が顕著に認められる（写真

図版２６１：ｃ）。

鍔　断面長方形をなし、明確な端面が形成されている。幅１．７０㎝～２．３０㎝を測り、端部における厚さは

１㎝である。上面と端面はナデにより仕上げられ、下面はユビオサエにより仕上げられている。このた

め、下面は指頭圧痕が顕著である。

台　　部　円筒形をなし、４方に透かしが焼成前に穿たれている。透かしは、基本的には円形をなすが、

後側の透かしはやや楕円形傾向にある。外面はナデ、内面はユビナデを基調として仕上げられている。

下端は平端面をなし、ナデにより仕上げられている。また内端部には指頭圧痕が顕著に認められる。

（２）水鳥形埴輪２（７３４：図版１０７　観察表４２）

出土状況　南造り出し上と、南造り出し南側斜面の２地点から出土している（第３０５図）。前者は頸部を

中心とした小片で、２片に分かれ、造り出し上面の南側肩部から出土している。後者は、頭部が完存し

た状態で、南側斜面基底石直上から出土している（第３０７図　写真図版１５１：①）。両者の位置関係は、ほ

ぼ造り出し上と造り出し直下の関係にあり、水平距離にして１．１５ｍを測る。水鳥形埴輪３出土地点の北

側７０㎝の地点である。また、造り出し上の出土地点は、水鳥形埴輪１の西側８０㎝にあたる地点である。

概　　要　頭頸部が残存する。全体的ににぶい黄色～灰黄褐色を呈し、胎土中には、長石・石英・クサ

リ礫が多く含まれている。残存する範囲においては、黒斑は認められない。残存高は２４．３０㎝を測る。

第３節　水鳥形埴輪
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成形手順　ＣＴスキャン撮影を行うことはできなかったが、嘴は頭部成形後に別造りの嘴が貼り付けら

れているものと考えられる。また、喉部には、嘴貼り付け後の粘土補強痕が認められる。頭部は、外面

にわずかに認められる接合痕から、頸部成形後に粘土が継ぎ足され、成形されたものと考えられる。頸

部については内面に粘土紐痕がわずかに認められることから（写真図版２６２：ｂ）、輪積みによるものと

考えられる。

頭　　部　完存する。頭部は、頸部成形後に粘土が継ぎ足され成形されたようで、内側は中空となって

いる。頭部外面は丁寧なナデにより仕上げられ、中軸ライン上に稜は認められない。この中軸ラインを

対称として、径７㎜の竹管文により眼が表現されている。耳孔の表現は認められない。

嘴　幅は、先端付近まで３．３㎝と、ほぼ一定している。断面は蒲鉾形をなし、嘴上面中軸ライン上はわず

かに稜をなす。下面はナデによりわずかに凹面状をなす。中央部における厚さは２．１㎝である。嘴の両側

面には各１条の線刻が認められ、嘴の合わせ目が表現されている。また、嘴先端部上面には、稜線を頂

点とした「ハ」字形の細い線刻が認められる（写真図版２６２：ａ）。ただし、左側の沈線はわずかに認め

られる程度である。さらに、この線刻の頭部側にはヘラ先の刺突による鼻孔が１対表現されている（写

真図版２６２：ａ）。

頸　　部　内面はユビナデにより仕上げられている。外面は磨滅傾向にあり、調整は観察できない。

（３）水鳥形埴輪３（７３５：図版１０８　観察表４２）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。造り出し南側斜面の西部に位置し、南造り出し裾部

基底石から５０㎝南側へ離れた地点である。水鳥形埴輪２の南側７０㎝の地点である。完存する頭部が出土

している（第３０７図：写真図版１５１：②）。

概　　要　頭部がほぼ完存する（写真図版２６３）。全体的に浅黄色を呈し、胎土中には、長石・石英・

チャート・クサリ礫が多く含まれている。黒斑は認められるが、赤色塗布は認められない。

成形手順　頭部は、頸部の延長上に粘土を継ぎ足すことにより、成形されている。特に頭部の成形にあ

たっては、ＣＴスキャン撮影及び肉眼観察の結果、幾重にも粘土を重ねられて形作られている（写真図

版２６３：ａ）。最後に頭頂部を粘土で充填させ、頭部が仕上げられている。この結果、頸部から頭部への

移行はスムーズである。その後、頭頂部から上側嘴を、喉部から下側嘴を取り付け、その延長上で上下

を合わせ、中実の嘴としている（写真図版２６３：ａ）。このため、頭部が中空となっているのに対し、嘴

は中実となっている。

頭　　部　完存する。側頭部には耳孔が、前頭部には眼が、それぞれ表現されている（写真図版２６３）。

いずれも竹管文により表現され、その規模は眼が径１㎝、耳孔が径９㎜を測る。外面は、ナデを基調と

して仕上げられている。

嘴　上側を欠く以外、完存する。幅はほぼ一定で、その幅は３．５㎝を測る。先端部も直線的である。断面

形は、先端部付近は紡錘形に近い長方形をなすが、頭部付近は上面中央部に明瞭な稜線が認められる。

また、下面も膨らむ傾向にある。上下・側面・端面ともにユビオサエとナデを基調として仕上げられて

おり、側面は明瞭な面が形成されている。残存する範囲では、鼻孔は認められない。

頸　　部　１．４５㎝残存する。全体的に磨滅傾向にあるが、外面はナデにより仕上げられている。内面は、

輪積み成形後、ユビオサエとユビナデにより仕上げられている。

第５章　出土遺物
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第３節　水鳥形埴輪

第３０７図　水鳥形埴輪２・３出土状況
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（４）水鳥形埴輪４（７３６：図版１０８　観察表４２）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。南造り出し南側斜面中央部の南側にあたる。頭部片

と頸部片に分かれて出土しており、頭部片は基底石から７０㎝離れた位置で出土している（第３１０図　写真

図版１５１：③）。頸部片は南造り出し南側斜面から出土している。

概　　要　頭部から頸部にかけて残存する。全体的に灰黄色を呈し、胎土中には、長石・石英・チャー

トが多く含まれている。残存する範囲においては、黒斑及び赤色塗布は認められない。

成形手順　頸部は輪積みにより成形されている。このため、中空となっている。頭部は、頸部上に別途

つくられた頭部を載せている。このため、内部は中空となっている（写真図版２６４：ａ）とともに、両者

の合わせ部分は大きく張り出す結果となっている。嘴は、接合状況を良好に観察することはできなかっ

たが、頭部から粘土を継ぎ足すことにより、成形されたものと考えられる。

頭　　部　喉部から下側嘴にかけての箇所を欠く以外、 ほぼ完存する。 ただし、 側頭部両側が剥離してい

るため（写真図版２６４：ｂ）、眼・耳孔の表現は残存しない。ユビオサエとナデにより仕上げられている。

　嘴は１/２以上残存し、中実に仕上げられている。平面長方形をなす。ナデを基調に仕上げられ、上面と

両側面は明確な面をなしている。右側面には、線刻により嘴の合わせが表現されている。嘴縦断面は三

角形をなし、嘴の先端に面は認められない。

頸　　部　縦方向に半裁された形で約１/４残存する。外面はナデにより仕上げられている。内面は、輪積

み成形後、ユビオサエとユビナデにより仕上げられている。

（５）水鳥形埴輪５（７３７：巻首図版４０　図版１０９・１１０　観察表４２）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。南造り出し南側斜面裾部付近に位置し、水鳥形埴輪

３の東側１．４ｍ、水鳥形埴輪４の西側８０㎝にあたる。具体的には、頭部と体部がやや離れた位置から出土

しているが、頭部は南斜面葺石基底石から２５㎝離れた位置で出土している（第３０８図）。また、体部につ

いても約４０㎝離れた位置から出土している。頭部は、頸部から頭部にかけてが完存する形で出土してい

る（写真図版１５１：④）。体部については、形のある状態のものがその場で押し潰された状態で出土して

いる（写真図版１５１：⑤）。頭部片と体部片とは約６０㎝離れているが（写真図版１５１：⑥）、その間からも

小片が出土している。

概　　要　全体的にほぼ完存する。台部・体部・頸部・頭部からなり、台部と体部の境には鍔が貼り付

けられている。体部に対して頸部がほぼ直立する。脚の表現は認められない。全体的ににぶい黄橙～に

ぶい黄褐色を呈し、胎土中には、長石・石英・クサリ礫が多く含まれている。頭部から頸部にかけてと

翼の一部・台部の一部に黒斑が認められるが、赤色塗布は認められない。台部から頭頂部までの高さ４７．００

㎝を測り、全長は３８．９０㎝を測る。

成形手順　台部から体部にかけて連続して成形後、その境に鍔が貼り付けられている。体部は、背部中

央で粘土板が綴じ合わされ、その後別途つくられた尾が貼り付けられている。体部成形後、頸部が輪積

みによりつくられている（写真図版２６５：ｂ）。頭部は、頸部の上側に粘土を被せる形でつくられている

（写真図版２６６：ａ）。嘴は基部のみの残存であるが、頭頂部側と喉側の延長上に粘土が上下に貼り合わさ

れ、形作られている（写真図版２６６：ａ）。

頭　　部　嘴を欠く以外は、ほぼ完存する。頸部に対して後頭部が膨らむ傾向にあるが、他に膨らみは

認められない。頭部自体は中空に仕上げられている。それぞれ１対の眼・鼻孔・耳孔が表現されている。

第５章　出土遺物
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眼の表現は、左右異なり、左側は径７㎜の竹管文により、反対側は径７㎜の竹管円形浮文により、表現

されている。鼻孔は、ヘラ先の刺突により表現されている。耳孔は、頭側部に径１．５㎝の円形浮文が貼り

付けられ、その中央部に径２㎜の孔を開け、表現されている。ただし貫通はしていない。

嘴　基部が残存するが、中実である（写真図版２６５）。嘴の側部には、嘴の合わせ目が線刻により表現さ

れている。さらに、鼻孔間中央部から嘴にかけては、明瞭な稜が認められる。

頸　　部　輪積みにより成形され、中空となっている（写真図版２６５：ｂ）。内面は粗いナデ、外面はナ

デにより仕上げられている。

体　　部　脇部の約１/２を欠く以外は、ほぼ完存する。尾が取りつく箇所の下側には、径２．５㎝ の円形の

透かしが開けられている。側面はヘラナデにより仕上げられている。

第３節　水鳥形埴輪
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第３０８図　水鳥形埴輪５出土状況
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　翼については、粘土板を貼り付け、その上面に線刻により羽毛が表現されているが、大半が剥離して

いる。背部は、翼の輪郭に沿う線刻が認められる。翼側面の成形痕と考えられる。また脇部側とは２㎜

～５㎜の段差が認められる。この箇所に翼の輪郭に沿うような強いヨコナデが認められる。羽毛は、ほ

ぼ平行する線刻からなり、その間隔も５㎜～８㎜とほぼ一定している。なお、翼の輪郭に沿う線刻のラ

インを復元すると、左右対称とはならない。このため、貼り付けられた粘土板は、尾付近の打ち合わせ

を立体的に表現していた可能性が考えられる。

　体部外面は、背部を中心に横方向のハケにより仕上げられている。このハケの後、翼が貼り付けられ

ている。脇部は、ナデを基調としている。内面は、全体的に横方向のユビナデにより仕上げられている。

尾　平面台形をなし、脇部と背部の合わせ部に粘土板が貼り付けられている（写真図版２６６：ｄ）。上面

は、４本の線刻により羽毛が表現されている。線刻はほぼ平行に引かれているが、その長さは一定では

なく、その間隔もばらつきが目立つ。側面および端面はヘラナデにより仕上げられ、明確な面が形成さ

れている。

鍔　台部から体部成形後、ヨコナデにより貼り付けられている。ほぼ全周するが、その高さは一定では

なく、波打った様相である。断面長方形をなし、外側は明確な端面をなす。幅３．２㎝～４．２㎝を測り、端

部における厚さは１．２㎝ である。上面・下面ともユビオサエにより成形後、端面を中心にヨコナデによ

り仕上げられている。

台　　部　円筒形を基本とするが、歪みが著しく、径が１５．８㎝～１７．６㎝と整円形をなさない。外面はユ

ビオサエとナデ、内面は横方向のユビナデにより仕上げられている。下端は平坦に仕上げられ、内側に

わずかに肥厚している。

第５章　出土遺物

第３０９図　水鳥形埴輪６出土位置
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（６）水鳥形埴輪６（７３８：図版１１１・１１２　観察表４２）

出土状況　水鳥形埴輪６は、多くの破片となって、広範囲に散乱した状態で出土している。具体的には、

南造り出し及び南周濠底から出土している（第３０５図・第３０９図）。南造り出しでは、上面南側肩部付近か

ら出土している。南東隅の西側４．５ｍの地点である。南周濠底では、造り出し南側斜面の南側と、東側斜

面の東側から出土している。後者から出土したのは台部の一部で、前者は体部片からなる。

　この他、台部の一部は、区画溝東部からも出土している。全体的に、造り出し南側斜面から出土した

破片が多い傾向にある。

概　　要　体部上半と台部が残存する。胎土・色調・出土地点等の特徴が類似することから、同一個体

として図上で復元したものである。全体的ににぶい橙色～にぶい黄橙色を呈し、胎土中には、石英・

チャート・クサリ礫が多く含まれている。残存する範囲においては、黒斑は認められない。

成形手順　体部は、脇部まで成形後、背部に粘土を補填することにより成形されている。さらに、尾に

ついては、体部から粘土を継ぎ足し、上下に合わせることにより成形されている（写真図版２６７：ａ・ｂ）。

また、台部から体部成形後、鍔が貼り付けられている。

頸　　部　背部との接合部付近を中心に残存する。内面は、斜方向のユビナデにより仕上げられている。

また背部との接合部付近には、ヘラによるナデの痕が認められる。外面は、磨滅傾向にあるが、ナデを

基調に仕上げられている。

体　　部　頸部付近から上背部・下背部・尾・下尾筒と右脇部の一部が残存する。翼についても、多く

は剥離痕で、残存するのは一部に限られる。

　翼は、粘土板を貼り付け表現されている。翼の背部側は、背部に擦り付けられ、段差は認められない。

脇部側については、側面まで残存しないが、段差をもって表現されていたものと考えられる。右翼にお

いては、粘土板そのものは剥離していたが、翼の形に強いユビナデが認められた。翼側面の仕上げ痕と

考えられ、翼の輪郭を表しているものと考えられる。また、背部に翼を貼り付ける際の溝状のキザミ

（掻きわり痕）が顕著に残存しており、この輪郭とユビナデ痕のラインがほぼ一致する。よって、翼は体

部に密着していたものと考えられる。

　なお、上記の観察から、左右の翼の大きさは異なり、左翼の方が大きくなるものと推定される。打ち

合わせ表現があった可能性が考えられる。また、翼上には線刻による羽毛の表現は認められず、縦方向

のハケにより仕上げられている。

　外面は、下尾筒が縦方向のハケにより仕上げられている。他の箇所についても、ナデを基調として仕

上げられている。特に、翼の脇側縁部は強いユビナデが加えられている。内面は、脇部がナデの後、横

方向を主体としたハケにより仕上げられている。背部内面は、体部の綴合に合わせ、ユビオサエとユビ

ナデを基調に仕上げられている。部分的に綴合痕が認められる。

　なお、後述する台部片の一部が、左脇から胸部にかけてわずかに残存する。この箇所の外面には縦方

向のハケが認められる。透かしは認められない。

尾　基部のみが残存する。尾は、残存する断面から判断して、下尾筒側と上尾筒側から粘土を継ぎ足し、

上下に合わせて成形されている。また、下尾筒側には径１．８㎝の透かしが開けられている。

台　　部　体部との境をなす鍔と、その下側を中心に残存する。下端までは残存しない。台部は、直接

接合関係にない２片からなるが、 これら２片から楕円筒形であったと復元される。 内面は、 ナデとユビオ

サエにより仕上げられている。外面は、磨滅傾向にあり詳細に観察できないが、ナデを基調としている。

第３節　水鳥形埴輪
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第５章　出土遺物

第３１０図　水鳥形埴輪４・７・８・１０出土状況
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（７）水鳥形埴輪７（７３９：図版１１３・１１４　観察表４２）

出土状況　南造り出し南側斜面、およびその南側の周濠底から出土している（第３０５図）。未検出部分を

含めた南側斜面のほぼ中央部にあたる。他の水鳥形埴輪と比べて、広範囲に散乱した状態で出土してい

る（第３１０図）。

　台部は造り出し南側斜面から、体部は南周濠底から出土している。また、付近からは未接合の小片が

多く出土している（第３１０図網掛け）。

概　　要　台部から体部にかけて残存する（写真図版２６８）。ただし、胸部と背部とは直接接合しないが、

胎土・色調・出土地点等の類似から、同一個体として図面上で復元している。また、体部と台部の境は、

鍔が貼り付けられている。脚は認められない。全体的ににぶい黄橙色を呈し、胎土中には、チャート・

長石・石英・クサリ礫が多く含まれている。台部と脇部の一部に黒斑が認められる。残存高は３１．１０㎝で

ある。

成形手順　台部から体部にかけて成形され、その後鍔が貼り付けられている。また、体部の綴合につい

ては、脇部まで成形後、背部を中心に粘土を補填しているものと考えられる。尾については、体部から

粘土を継ぎ足し、上下に合わせることで成形されている。

体　　部　胸部および背部の一部が残存する。脇部から胸部にかけての外面はハケにより、内面はユビ

ナデとハケにより、それぞれ仕上げられている。特に胸部内面においては、台部付近を縦方向のハケの

後、縦方向のユビナデが加えられている（写真図版２６８：ａ）。

　胸部下端外面には、径８㎜の竹管文が１個認められる。また、背部付近内面は体軸方向のユビナデを

基調としているが、粘土補填箇所については、ユビオサエにより仕上げられている。

　体部は、右翼と左翼の一部がわずかに残存する。翼は、背部上に直接線刻されたものである。線刻は、

他の水鳥形埴輪の線刻より細い傾向にある。まず、翼の輪郭を描き、その後両翼の合わせを表す直線が

描かれている。最後に、翼の輪郭内は線刻により羽毛が表現されている。

　羽毛は、平行するわずかに弧状をなす線からなり、残存する限りにおいては、上背側ほど間隔が広く

なる傾向が認められる。

鍔　部分的に残存する。断面台形をなし、ヨコナデにより貼り付けられている。このため、明瞭な端面

が認められる。一方、鍔の貼り付け位置の高さは一定しておらず、全体的に波打つような状態である。

さらに、鍔全体が斜下方に傾斜している。

台　　部　約１/２残存し、その残存状況から円筒形をなしていたものと考えられる。円形の透かしの一部

が１箇所認められ、復元される径は３．６㎝～３．９㎝である。台部の残存状況と上記の透かしの位置から判

断して、２方に透かしが開けられていたものと考えられる。

　内面は斜方向のユビナデ、外面は縦方向のハケにより仕上げられている。下面はナデにより平坦面を

なす。自重によりわずかに内側に肥厚する傾向が認められる。

第３節　水鳥形埴輪
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（８）水鳥形埴輪８（７４０：図版１１３　観察表４２）

出土状況　南造り出し南側斜面裾部から出土している（第３０５図）。未検出部分を含めた南側斜面のほぼ

中央部にあたる斜面である。水鳥形埴輪１０の東側７０㎝、水鳥形埴輪７の北側２０㎝にあたる。基底石上か

ら出土している（第３１０図）。

概　　要　頸部から頭部にかけて残存するが、嘴を欠く。全体的に灰黄色を呈し、胎土中には、長石と

石英が多く含まれている。残存する限りにおいて、赤色塗布および黒斑は認められない。残存高は１０．１０

㎝である。

成形手順　頸部は、輪積みにより成形されている（写真図版２６９：ａ）。その後、頸部の延長上に粘土を

継ぎ足すことにより、頭部が成形されている。このため、頸部から頭部にかけては中空となっている。

また、嘴は残存しないが、ＣＴスキャン撮影の結果から、頭頂部と喉側から粘土を継ぎ足し、上下から

粘土を重ね、成形されたものと判断される。

頭　　部　嘴以外は完存する。側頭部には、眼が径８㎜の竹管文により表現されている。

頸　　部　外面は、縦方向のヘラナデにより仕上げられている。内面は、輪積み成形後、縦方向のユビ

オサエとユビナデにより仕上げられているが、粘土紐痕が顕著に認められる。

第５章　出土遺物

第３１１図　水鳥形埴輪９出土位置
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（９）水鳥形埴輪９（７４１：図版１１４　観察表４２）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。検出した南造り出し南側斜面のほぼ中央部南側に位

置する（第３１１図）。水鳥形埴輪１１出土地点の南西側９０㎝にあたる。出土地点は、造り出し基底石から１

ｍ離れた位置にあたる。頭部の一部を欠いた状態で出土している。さらに、ほぼ同じ地点から頸部片が

出土している（写真図版１５２：⑦）。

概　　要　頭部から頸部にかけて残存する。全体的ににぶい褐色を呈し、胎土中には、石英・長石・ク

サリ礫・チャートが多く含まれている。残存する範囲においては黒斑及び赤色塗布は認められない。残

存高は１４㎝である。

成形手順　頸部は連続する輪積みにより成形されている（写真図版２６９：ｃ・ｄ）。頭部は、頸部から粘土

を継ぎ足し、成形されている。この結果、頸部から頭部にかけて中空になっている。内面には、粘土紐

の痕が顕著に認められる。

頭　　部　右側頭部から後頭部にかけて残存する。右側頭部には、径８㎜の竹管文により眼が表現され

ている（写真図版２６９：ｂ）。さらに、その後方下側に径４㎜の刺突による耳孔が認められる。外面はナ

デにより仕上げられている。

頸　　部　喉部付近を除いてほぼ完存する。外面はナデにより仕上げられている。

（１０）水鳥形埴輪１０（７４２：図版１１５　観察表４２）

出土状況　南造り出し南側斜面から出土している（第３０５図）。未検出部分を含めた南側斜面のほぼ中央

部にあたり、水鳥形埴輪８出土地点の西側７０㎝、水鳥形埴輪１３出土地点の東側４０㎝にあたる。基底石直

上から、頸部から頭部にかけて完存する状態で出土している（第３１０図　写真図版１５２：⑧）。

概　　要　頸部から頭部にかけて残存する。全体的に灰黄褐色を呈し、胎土中には、長石・石英・クサ

リ礫・チャートが多く含まれている。残存する限りにおいて、黒斑および赤色塗布は認められない。

成形手順　頸部は、輪積みにより成形されているものと考えられる。その後、頸部の延長上に粘土を継

ぎ足し、頭部が成形されている（写真図版２７１：ａ）。このため、頸部から頭部にかけては中空となって

おり、頸部から頭部への移行はスムーズである。その後、頭頂部から上側嘴を、喉部から下側嘴を取り

付け、その延長上で上下から合わせ、中実の嘴としている（写真図版２７１）。

頭　　部　完存する。頭頂部付近には眼が、側頭部には耳孔が、嘴の付け根付近には鼻孔が、それぞれ

表現されている（写真図版２７０：ａ・ｂ）。眼と鼻孔は、頭部中軸線を基準とすると、対象の位置にはない。

　眼は径９㎜の竹管文により、耳孔も径９㎜の竹管文により、表現されている。ただし、耳孔について

は、磨滅のためわずかに残存する程度である。鼻孔は、ヘラ先のわずかな刺突により表現されている。

外面はナデ、内面はユビオサエを基調として仕上げられている。

嘴　頭部付近を中心に残存し、先端を欠く。断面長方形をなすが、上面は凸面状、下面は凹面状をなし

ている。右側面には、１条の線刻により、嘴の合わせ部分が表現されている（写真図版２７０：ａ）。この

位置は、嘴成形の際の粘土の合わせ目とほぼ一致するものである。上面はナデ、他はユビオサエを基調

として仕上げられている。

頸　　部　７．８㎝残存する。全体的に磨滅傾向にあるが、外面はナデにより仕上げられている。内面は、

輪積み成形後、ユビオサエとユビナデにより仕上げられているが、粘土紐痕が顕著に認められる（写真

図版２７１：ｂ）。

第３節　水鳥形埴輪
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（１１）水鳥形埴輪１１（７４３：図版１１５　観察表４２）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。南造り出し南側斜面の南側にあたり、水鳥形埴輪９

出土地点の北東側９０㎝にあたる。南造り出し南側斜面のほぼ中央よりわずかに東側に位置し、基底石か

ら１５㎝離れた位置にあたる（第３１２図）。頭部が完存する形で出土している（写真図版１５２：⑨）。

概　　要　頭部がほぼ完存する。全体的ににぶい黄橙色を呈し、胎土中には、石英・長石・クサリ礫・

チャートが多く含まれている。残存する限りにおいて、赤色塗布と黒斑は認められない。この他、頭部

から嘴の上側には、全面に雨さらし痕が認められる。

成形手順　頭部は、頸部上に粘土を継ぎ足し成形されている。その後、頭頂部から上側嘴を、喉部から

下側嘴を取り付け、その延長上で上下を合わせ、中実の嘴としている（写真図版２７２：ｄ・ｅ）。

頭　　部　完存する。側頭部には、眼と耳孔が表現されている（写真図版２７１）。眼は径１．１㎝の竹管文に

より表現されている。耳孔は、ヘラ先の刺突により表現されている。ただし、左側の耳孔は長さ５㎜と

明確に表現されているが、右側については長さ３．５㎜とわずかである（写真図版２７１）。外面はナデ、内面

はユビオサエを基調として仕上げられている。

嘴　完存する。上下間にわずかに空間が認められる（写真図版２７２：ｃ）。嘴の長さは６．４０㎝ を測り、幅

は４．３㎝とほぼ一定しているが、先端は半円形に膨らむ。横断面は、台形から蒲鉾形をなし、嘴上面は凸

面状、下面は凹面状をなしている。特に下面については、ナデにより仕上げられている。上面に稜は認

められない。嘴の両側面には１条の線刻が認められ、嘴の合わせ目が表現されている。また、この線刻

は粘土板の合わせ目とはほぼ一致する。

　他に、嘴中央部上面には鼻孔が１対表現されている（写真図版２７１）。棒状の刺突により表現されてい

る。ただし、左側の残存は良好ではない。全体的に、ユビオサエとナデを基調として仕上げられている。

頸　　部　頭部付近がわずかに残存する。外面はナデにより仕上げられている。

第５章　出土遺物
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第３１２図　水鳥形埴輪１１出土位置
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（１２）水鳥形埴輪１２（７４４：図版１１６　観察表４２）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。体部の大半を占める一群と、体部の小片が、２地点

に分かれて出土している。両者は、５．３ｍと比較的離れた位置関係にある（第３１３図）。前者は、南造り出

し南側裾部より南側へ３．５ｍ離れた地点にあたる。体部の約１/２弱であるが、ほぼ原形が保たれた状態で

出土している（写真図版１５３：①）。後者は、翼の一部であるが、南造り出し裾部から４０㎝と比較的造り

出しに近い位置で出土している（第３１３図煙印）。

概　　要　体部上半を中心に残存する。全体的ににぶい黄橙色を呈し、胎土中には石英・長石・クサリ

礫が多く含まれている。両側脇部に黒斑が認められる。赤色塗布は認められない。

成形手順　体部は、脇部まで成形後、背部に粘土を補填することにより成形されている。また、尾につ

いては、下尾筒側からと上尾筒側から粘土を伸ばし、上下を重ねることにより成形されている。

体　　部　背部と尾についてはほぼ完存する。また、脇部についても両側ともに１/２以上残存する。

　背部には、線刻により翼が表現されている。まず、両翼の輪郭を線刻した後、背部中央に両翼の境が

直線で表現されている。その後、翼内がわずかに弧状をなす線刻により羽毛が表現されている。左翼側

が描かれた後に、右翼側が描かれている。

　翼内の線刻は、平行するように描かれているが、右翼側には一部描き直した箇所も認められる。線刻

の間隔は、４㎜～６㎜とほぼ一定しているが、左翼の頸部付近はやや狭い間隔となっている。他の水鳥

形埴輪と比較して、その間隔は狭い傾向にある。

　外面は、ナデにより仕上げられている。内面は、脇部が横方向のハケ（写真図版２７２：ｆ）、その上側は

同じく横方向のユビナデにより仕上げられている。その後、背部の補填部分がユビオサエにより仕上げ

られている。

　また、尾の下部には円形の透かしが開けられている（写真図版２７２：ｇ：ｈ）。円形の透かしであるが、

径７㎜と小規模である。

尾　ほぼ完存するが、端部を欠く。円尾形をなすものと考えられる。上面には線刻により羽毛が表現さ

れている。両翼の輪郭とその境ラインが交差する点を中心に、放射状に描かれている。一定の間隔を意

識するというより、空間を線刻で埋める意識が強いようである。

第３節　水鳥形埴輪
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第３１３図　水鳥形埴輪１２出土状況
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（１３）水鳥形埴輪１３（７４５：図版１１７・１１８　観察表４２）

出土状況　南造り出し斜面、およびその南周濠底から出土している（第３０５図）。水鳥形埴輪のなかでは

比較的散乱した状態で出土している（第３１４図）。本個体の多くは、造り出し斜面葺石直上から出土して

いる。斜面においては、その中位と基底石上の大きく２箇所に分かれて出土している。周濠底から出土

したものは小片で、その出土地点は基底石から７０㎝～８０㎝離れている。

概　　要　台部から上背部と脇部を中心に残存する。台部・脇部と背部とは直接的な接合関係にはなく、

出土位置・胎土・色調等の特徴から同一個体と判断し、図上復元したものである。にぶい黄色を呈し、

胎土中には石英と長石が多く含まれている。両側脇部に黒斑が認められる。赤色塗布は認められない。

第５章　出土遺物
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第３１４図　水鳥形埴輪１３・他（８２７）出土状況

― ―３０２
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成形手順　体部は、脇部まで成形後、背部に粘土を補填することにより成形されている。また、底部か

ら体部成形後、鍔が貼り付けられている。

体　　部　上背部・左脇部を中心に残存する。上背部には、翼を表現するための粘土板が貼り付けられ

ていたようであるが、全て剥離している。このため、羽毛の表現等は残存していない。翼の外郭を表す

線刻のみが残存する。翼の粘土板側面の仕上げの際についた痕と考えられる。内面は、粘土補填部を中

心にユビオサエとユビナデにより仕上げられている。また、脇部内面はナデ、外面は体軸に平行するユ

ビナデにより仕上げられている。

台　　部　楕円筒形をなし、ほぼ完存する。上端部は体部との境をなし、一部鍔が残存する。台部は全

体的に磨滅傾向にあるが、内面は横方向のユビナデ、外面はナデにより仕上げられている。また、下面

は未調整で、キザミ状の圧痕が顕著に認められる。鍔は上面・下面ともにナデにより仕上げられ、台部

と体部境に貼り付けられている。脇部側と胸部側とでは、その幅が異なる特徴が認められる。

（１４）水鳥形埴輪１４（７４６：巻首図版３９　図版１１９～１２２　観察表４２）

出土状況　南周濠底と南造り出し南側斜面から出土している（第３０５図）。造り出し斜面からの出土は１

片のみで、頭部の一部が出土している（写真図版１５３：②）。南造り出し南東部にあたる。周濠底出土地

点は、南造り出し南側斜面東半部の南側にあたり、小片が散乱した状態で出土している（第３１５図　写真

図版１５３：③④）。出土地点を記録できたなかでは、その拡がりは３．５ｍに及ぶ。この他、南造り出し南側

第３節　水鳥形埴輪
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第３１５図　水鳥形埴輪１４出土位置
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斜面転石層中からも、多くの破片が出土している。これらは、いずれも、周濠底出土位置とほぼ対応す

る範囲にあたるものである。

概　　要　頭部と体部が残存する（写真図版２７３～２７６）。池田古墳出土の水鳥形埴輪のなかで最も大型の

水鳥形埴輪である。全長は６８．３０㎝、翼を含めた最大幅は４５．００㎝を測り、復元される高さは８４．４０㎝であ

る。全体的に浅黄色～にぶい黄色を呈し、他の水鳥形埴輪とは色調を異にする。胎土も、砂粒が他の水

鳥形埴輪ほど多く含まれない。脇部と腹部において黒斑が認められる。

成形手順　腹部から脇部にかけて成形後、背部に粘土を充填させ、仕上げられている。また、尾につい

ても、縁取りをもった下背部側からの粘土板に下尾筒側から粘土を貼り合わせ（写真図版２７４：ａ・ｂ）、

成形されている。このため、横断面は箱形をなし、中空となっている。

頭　　部　後頭部と嘴の上側が残存する。ただし、頭部から嘴にかけては連続せず、図上で復元してい

る。復元された頭部長は２４．１㎝である。右側頭部付近には、眼・耳孔等の表現の一部が残存する。いず

れも径１．２㎝ の円孔によるもので、貫通している。外面はナデを基調として仕上げられ、内面はユビナ

デ・ヘラナデ痕が顕著である。

頸　　部　上端の一部が残存する。外面はナデ、内面はユビナデにより仕上げられている。

嘴　上嘴のみ残存する。上嘴と下嘴を別々につくり貼り合わせられており、嘴内側は中空となっている。

また、上嘴は横断面が三角形をなすようにつくり出され、より立体的に表現されている（写真図版２７３：

ａ）。このため、嘴上面中央にはわずかに稜が認められる。さらに、先端部は平面的に弧状をなすように

仕上げられている。

　嘴の頭部側には、鼻孔の表現が認められる。水平方向からの径５㎜の円形刺突によるもので、嘴上面

中央の稜を対称とした位置に開けられている。この鼻孔は、嘴内側まで貫通している。

体　　部　胸部から背部にかけての尾側約１/２が残存する。わずかに、腹部から底部への移行部分も残存

する。尾の下側には径３．６㎝の円形の透かしが焼成前に開けられている。外面は、ていねいなナデを基調

として仕上げられている。脇部の一部には横方向のハケの痕が認められる。内面は、腹部から脇部にか

けては横方向のユビナデにより仕上げられ、最後に背部がユビオサエにより仕上げられている。また、

脇部内面尾付近にも、ユビオサエ痕が顕著に認められる。

翼　雨覆いと風切が別々に表現されている。雨覆いは、脇部に粘土板を貼り付けることにより表現され

ている。粘土板は完存しないが、頸部側の幅が最大となり、右翼側で６．４㎝、左翼側で５．７㎝を測り、風

切側ほど狭くなる傾向が認められる。また、粘土板の脇側は体部とは密着せず、体部に対して直交する

ように貼り付けられている（写真図版２７３：ｃ・ｄ）。風切は、尾付近に貼り付けられている。風切の打ち

合わせは、左右の風切が上下に交差するように貼り付けられている。左翼側は背部への貼り付け痕のみ

残存するが、右翼側が体部に密着していることから、右翼の方が左翼に対して下側になるように表現さ

れていたものと考えられる。

　粘土板の貼り付けに際しては、右翼側に翼貼り付けのための一条の線刻が良好に残存する（写真図版

２７５）。この線刻は尾の上面まで連続している。ただし、左翼に対応する線刻は部分的である。これは、

上記の左右の風切の打ち合わせに対応するものである。なお、線刻の深さは一定せず、部分的に途切れ

ている。

　翼内は線刻により羽毛が表現されている。羽毛の表現は、貼り付けられた粘土板上に限られ、背部上

までは羽毛の表現は及んでいない。左翼の背部側は、貼り付けのラインに沿う１条の線刻により、羽毛

第５章　出土遺物
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表現の背部側の範囲が区切られている。そして、この線刻に対してほぼ同じ角度をもって、ほぼ直線的

な線刻が８㎜～１．３㎝の間隔で描かれている。

尾　ほぼ完存する。平面長方形をなし、両側面と端面はナデによりていねいに仕上げられ、明確な端面

が認められる。上面はナデにより仕上げられ、右脇部から連続する１条の線刻が対角線状に描かれてい

る（写真図版２７４：ｅ）。翼側面に対するヘラナデのあたりと考えられる。尾上面には羽毛表現は認めら

れない　（写真図版２７４：ｃ・ｄ）。下面は、ユビオサエとナデにより仕上げられている。

台　　部　わずかにその上部が残存する。その残存状況から判断して、楕円筒形をなしていたものと考

えられる。上端部には円形透かしの一部が残存する。その規模は５．７㎝×４．２㎝である。外面はていねい

なナデ、内面はナデにより仕上げられている。

　なお、腹部との境に、鍔の残存もしくはその貼り付け痕は認められない。

（１５）水鳥形埴輪１５（７４７：図版１２２　観察表４２）

出土状況　南造り出し上・南造り出し南東側斜面・南周濠底から出土している（第３０５図・第３１６図）。前

の２地点については、近接した位置関係にあり、南造り出しの南東隅にあたる。造り出し上は、造り出

し直上から、南東側斜面では転石層中から出土している。南周濠底については、南東裾部から２ｍ離れ

た位置にあたる。上記３地点のほかに、造り出し東南部転石層からも数片が出土している。

概　　要　上背部が残存する。全体的ににぶい黄色～にぶい黄橙色を呈し、胎土中には石英・長石・

チャート・クサリ礫が多く含まれている。翼部分にわずかに黒斑が認められる。

成形手順　体部は、脇部まで成形後、背部に粘土を補填することにより成形されている。その後、翼の

一部が、粘土板を貼り付けにより表現されている。

第３節　水鳥形埴輪

第３１６図　水鳥形埴輪１５出土位置
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第３１６図　水鳥形埴輪１５出土位置
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体　　部　上背部を中心に残存する。外面はナデにより仕上げられ、その後羽毛が表現されている。内

面については、脇部側はナデ、背部の粘土補填部はユビオサエとユビナデにより仕上げられている。

翼　両側に認められる。脇部側に粘土を貼り付け、立体的に表現されていたようであるが、貼り付けら

れた箇所は一部の残存に限られる。背部の中心部については、粘土が擦り付けられている。なお、翼の

第５章　出土遺物

第３１７図　水鳥形埴輪１６出土状況
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剥離面には、ハケ目が認められる。

　その後、線刻により羽毛が表現されている（写真図版２７６）。羽毛の表現は、両翼とも頸部側から翼の

合わせ目方向へほぼ平行する直線で表現されている。その間隔は、８㎜から１㎝とほぼ一定している。

また、これらの線刻とは別に、羽毛表現のない上背部を中心に、Ｖ字状の線刻が認められる。羽毛を表

現した線刻より明らかに細く、鋭利な線である。左翼側には、さらに１条、平行する線刻が描かれてい

る。

（１６）水鳥形埴輪１６（７４８：巻首図版４０　図版１２３～１２６　観察表４２）

出土状況　南造り出し上面から南周濠底にかけて出土している（第３０５図）。南造り出し南東隅付近より

やや北側にあたり、水鳥形埴輪１７出土地点の南８０㎝にあたる。造り出し上面肩部付近と東側斜面葺石基

底石から周濠底にかけての、大きく２箇所に集中が認められる（第３１７図）。前者からは、頸部から胸部

にかけての破片および鍔片が（写真図版１５３：⑥）、後者からは体部片と頭頸部片が出土している（写真

図版１５３：⑦）。なかでも、頭頸部片はほぼ完存する状態での出土で、造り出し肩部から出土した胸部片

との直接の接合関係が認められる。

概　　要　嘴を除いてほぼ完存する。台部・体部・頸部・頭部からなり、台部と体部の境には鍔が貼り

付けられている。脚の表現は認められない。全体的に灰黄褐色から灰褐色を呈し、胎土中には、長石・

石英・チャートが多く含まれている。台部から頭頂部までの高さ５１．６０㎝、残存長４０．３０㎝を測る。さら

に、嘴を想定すると、全長は４４．１㎝と復元される。頭部に黒斑が認められるが、赤色塗布は認められな

い。

成形手順　台部から体部にかけて連続して成形後、背部を粘土板で覆い、最後に頸部・頭部が積み上げ

られている。体部は、脇部成形後上背部に粘土を補填し、成形されている。尾は、背側と下尾筒側から

粘土を継ぎ足し、両者を上下に合わせることにより成形されている（写真図版２８２：ｂ）。

　また頭部から嘴にかけては、頸部成形後その上部に半楕円球形に模った粘土を載せ、一気に形づくら

れている（写真図版２８０：ａ）。ただし、後頭部に関しては、一部粘土を継ぎ足し、頸部を延長させる形

で頭部が載せられている。頸部上端は頭部を載せるため、やや開き気味につくられている。この結果、

頭部内側は中空となっている。

　なお、頸部の成形については、ＣＴスキャン撮影では、輪積みの痕跡が認められた（写真図版２８０：ａ）。

頭　　部　頸部から頭部にかけては、体部に対して直立する。嘴を欠き、頭部の一部が剥離している以

外は、完存する。竹管文により眼が表現されている（写真図版２８１）。その径は７㎜を測る。ただし、耳

孔の表現は認められない。外面は、全体的に磨滅傾向にあり、調整は観察できない。

頸　　部　中空に仕上げられている。内面には、ナデの痕が顕著に認められる（写真図版２８０：ｂ）。外

面は、全体的に磨滅傾向にあるが、下部に縦方向のハケ目が認められる。

体　　部　背部上面は平坦な倒卵形をなし、翼が表現されている。外面は、ナデを基調として仕上げら

れているが、胸部から頸部付近は縦方向のハケにより仕上げられている。また、脇部ではヘラナデ痕も

認められる。内面は、横方向のユビナデにより仕上げられている。ただし、脇部成形後に填め込まれた

箇所の背部内面は、ナデにより仕上げられている。下尾筒には径３．５㎝の透かしが開けられている。

翼　粘土板が貼り付けられ、その表面に線刻により羽毛が表現されている。粘土板は、全体的に貼り付

けられ、脇部側は段差をもって立体的に表現されている。脇部側は、粘土板を体部に直接貼り付けるの

第３節　水鳥形埴輪
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ではなく、縁側を屈折させ、その端部が体部に貼り付けられている（写真図版２８１：ｂ）。このため、板

状の翼と体部との間は脇部側においてはわずかに空間をなしている（図版１２６）。翼貼り付け面まで尾の

線刻が連続していることから、尾に線刻後、粘土板が貼り付けられていることが理解できる。

　また、粘土板の側面はナデにより、明確な端面となっている。その高さは、左翼側で１㎝、右翼側で

１．５㎝である。両翼とも体部より外側へ突出しており、両翼端を基準とした体部幅は２４．３㎝を測る。

　羽毛は、ハケの後線刻により表現されている。線刻は、翼の合わせに対して斜行し、両翼それぞれが

平行に描かれている。線刻の間隔は一定ではなく、最大で１．８㎝、最少で８㎜と差が認められる。全体的

に尾側ほど間隔が狭くなる傾向が認められる。

　両翼の合わせについても、段差によって表現されている（写真図版２８２：ｄ）。なお、ハケは、体部長

軸方向と平行する方向に仕上げられている。翼以外の外面は、ナデを基本とし、内面は全体的に横方向

のユビナデにより、比較的ていねいに仕上げられている。

　尾は平面台形状をなし、上面は平行する線刻により表現されている。下面は、ナデにより仕上げられ

ている。端面および両側面はヘラナデにより仕上げられ、明確な端面が認められる。尾の下部には、径

３．５㎝の円形の透かしが焼成前に穿たれ、ヘラにより仕上げられている。

鍔　台部から体部にかけて成形後、貼り付けられている。一部を欠くが、全周する。断面長方形をなし、

幅３．３㎝～３．５㎝、厚さ１㎝を測る。上面と端面はナデにより仕上げられ、下面はユビオサエにより仕上

げられている。指頭圧痕が顕著である。

台　　部　円筒形をなし、２箇所に円形の透かし穴が焼成前に穿たれている。外面は縦方向のハケ、内

面は横方向のユビナデにより仕上げられている（写真図版２７９：ｄ）。下端部は平坦面をなし、数箇所に

筋状の圧痕が認められる（写真図版２７９：ｃ）。

（１７）水鳥形埴輪１７（７４９：巻首図版４１　図版１２７・１２８　観察表４２）

出土状況　南周濠内から出土している。水鳥形埴輪

１８の南３．３０ｍ、水鳥形埴輪１６の北８０㎝に位置する（第

３０５図）。南造り出し東側斜面基底石に接した位置で

出土している（第３１９図）。

　当埴輪については完存した状態で出土している

（第３１８図　写真図版１５４：⑧⑨）。台部の一部が剥離

していた以外、欠損のない状態で出土している。台

部が葺石基底部に接し、頭部が周濠側に向けられて

出土している。あたかも、葺石基底石から周濠側に

倒れたかの状況である。また、台部の造り出し側に

は、扁平な石が水鳥形埴輪１７と同時に傾いたかのよ

うに存在する。

概　　要　水鳥形埴輪のなかで最も良好な状態で出土している。台部の一部が剥離している以外、完存

する（写真図版２８３・２８４）。体部と台部の境は、鍔が貼り付けられている。脚は認められない。全体的に

にぶい黄橙色を呈し、胎土中には、石英・チャート・長石・クサリ礫が多く含まれている。右脇部と右

側鍔の一部に黒斑が認められるが、赤色塗布は認められない。底部から頭部までの高さ４７．８０㎝を測る。

第５章　出土遺物
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成形手順　ＣＴスキャン撮影によると、台部から体部にかけて成形され、背部中央付近に粘土を補填し、

綴合されている（写真図版２８５：ｂ）。その後頸部が輪積みにより成形されている（写真図版２８６：ａ・ｂ）。

このため、頸部は中空となっている。

　同じく、ＣＴスキャン撮影によると、頸部を筒状に成形後、その上部を粘土で覆うように別途つくら

れた頭部が載せられている（写真図版２８８：ｂ）。その後、粘土を重ねることにより頭部の形状が整えら

れている。このため、頭部内も中空となっている。さらに、嘴を支えるように頸部と嘴の間に粘土が補

填され、喉が形成されている（写真図版２８８：ｂ）。尾についても、体部の上側・下側から粘土を継ぎ足

し、成形されているものと考えられる。この他、鍔についても、ＣＴスキャン撮影によると、台部から

体部成形後貼り付けられている。

頭　　部　頸部から連続してつくられていない（写真図版２８８：ｂ）。このため、頸部から頭部にかけて

のラインはスムーズではない。また、喉を中心に、その接合痕が認められる。頭部には、眼と耳孔が表

現されている。眼は径１㎝の竹管文により表現されている。耳孔は、粘土塊が円形浮文状に貼り付けら

れているが、明瞭ではなく、わずかに確認できる程度である（写真図版２８８：ａ）。外面は、ユビオサエ

とナデにより仕上げられているが、頸部と比較するとやや粗い仕上げである。

第３節　水鳥形埴輪
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嘴　完存し、平面長方形状をなす。側面がナデにより仕上げられ、横断面は長方形をなしている。頭部

との接合部付近上面には、鼻孔が表現されている。ヘラ先を当てて表現されたもので、その長さは１．２㎝

である。また、両側面から口先にかけては、線刻により嘴の合わせ目が表現されている（写真図版２８７：

ｃ）。下面は、ナデにより仕上げられている。

頸　　部　背部に対して直立傾向に立ち上がる。外面はナデによりていねいに仕上げられている。下部

においては、縦方向のハケ目が認められる。内面は、ユビナデを基調とするが、粘土紐痕が比較的顕著

に残存する（写真図版２８６：ｂ）。

体　　部　完存し、上背に対して下背から尾にかけ明確に反りあがる傾向にある。体部外面は、ナデを

基調に仕上げられている。一方、体部内面は、台部から連続する横方向のナデにより仕上げられている。

　背部には、翼が立体的に表現されている。接合面は確認できないが、粘土板を貼り合わせてつくられ

ているものと考えられる。さらに、翼の合わせが段差をもって表現され、左翼が右翼の上側に重ねられ

ている。また左翼の端部は燕尾状をなし、風切が表現されている。下尾筒には径２．０～２．３㎝の透かしが

開けられている。

　左翼・右翼とも線刻により羽毛が表現されている。両翼とも直線的な線刻ではなく、中心部側で大き

く屈曲もしくは弧をなす点においては共通する。ただし、両翼でその細部の特徴が異なる。特に左翼に

おいては、雨覆いが意識的に表現されている。線刻が、方向を違えて表現されている。このような表現

は、右翼側では認められない。右翼側においては、屈曲傾向は弱く、大きく弧状をなすことにより表現

されている。

　両翼とも、線刻はほぼ等間隔、かつ平行に描かれているが、その間隔は一定ではない。また、右翼よ

り左翼の方が、その間隔が１㎝～１．３㎝と広い傾向が認められる。

尾　完存し、平面形は長方形に近い台形状をなしている。ただし、端部はわずかに弧状をなす。上面に

は羽毛の表現はなく、上面・下面ともにユビオサエとナデにより仕上げられている。側面と端面も、ナ

デにより仕上げられている。ただし、側面は粗く端面が認められないが、端面は比較ていねいに仕上げ

られ、明確な面をなしている。尾の下側には、径２㎝～２．３㎝の透かしが開けられている。

鍔　完存する。親指を上側から、他の指を下側からつまむようなナデにより仕上げられ、端部はヨコナ

デにより斜下方へ拡張されている。このため、傾斜する端面が形成されている。また、下面台部側はユ

ビオサエ痕が顕著である。断面三角形状をなし、幅２．２～３．１㎝、端部の厚さ６㎜を測る。

台　　部　楕円筒形をなす。完存するが、一部外面が剥離している。外面はナデを基調とし、内面は横

方向のユビナデにより仕上げられている（写真図版２８７：ｅ：ｆ）。下端部は平坦面をなすが、基本的に未

調整である。筋状の圧痕が多く認められる（写真図版２８７：ｄ）。また、自重によりわずかに内側に肥厚

する傾向が認められる。なお、透かしは開けられていない。

　

（１８）水鳥形埴輪１８（７５０：図版１２９・１３０　観察表４３）

出土状況　南造り出しから南周濠底にかけて出土している（第３０５図）。南造り出し東側斜面南半部中央

にあたる。水鳥形埴輪１９出土地点の南側６０㎝、水鳥形埴輪１７出土地点の北側３．３０ｍにあたる。６地点か

ら小片となった状態で出土している（第３２０図）。このなかで、１点は造り出し東側基底石から２．２ｍ離れ

た地点から出土しているが、他の５点については１ｍ以内と比較的近接した位置からの出土である（写

真図版１５５：①②）。造り出しから出土した破片は、いずれも東側斜面転石層から出土している。

第５章　出土遺物
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概　　要　台部から頸部にかけて残存する。頸部は体部に対して直立する傾向にある。全体的ににぶい

黄橙色を呈し、胎土中には、長石・チャート・石英・クサリ礫が多く含まれている。頸部と台部の一部

に黒斑が認められる。また、部分的にではあるが、翼に赤色顔料の付着が認められる。残存する高さは

２７．５０㎝を測り、体部の残存長は３２．６０㎝である。

成形手順　台部から脇部にかけて成形後、背部を中心に粘土板を補填・綴合され、体部が成形され（写

真図版２８９：ｃ）、その後頸部がつくられている。尾については、体部端を絞り込むようにして成形され

ている（写真図版２８９：ｂ）。この他、台部から体部成形後、鍔が貼り付けられている。

頸　　部　中空となっている。内面は縦方向の粗いユビナデ及びヘラナデにより仕上げられている（写

真図版２８９：ａ）。外面は、全体的に磨滅傾向にあるが、ナデを基調に仕上げられている。なお、頸部の

成形については、輪積みを示す痕跡を確認することはできなかった。内面の観察から、型造りでないこ

とは明らかである。

体　　部　背部を中心に残存し、右脇部から右腹部の範囲を欠く。尾は、その付け根の一部が残存する。

　上背部はほぼ完存し、翼が表現されている。翼は、粘土板を貼り付けることにより表現されている。

粘土板は、両翼を別個に貼り合わせるのではなく、一体として貼り合わされている。脇部との境に両翼

とも５㎜の段差が認められる。ただし、脇部側とは異なり、背部の中央部は薄くなっている。

　内外面ともナデを基調として仕上げられている。ただし、背部内面、粘土板補充部分については、粘

土板を補填・綴合せした際のユビオサエが顕著に認められる（写真図版２８９：ｃ）。また、胸部内面は、

斜方向（上→下）を主体としたユビナデにより仕上げられている。

翼　ナデの後、その上面に直線的な線刻により羽毛が表現されている（写真図版２８９）。一部にハケが認

第３節　水鳥形埴輪
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められる。線刻は、背部中央ラインを境にくの字形に屈曲させ、翼の合わせが表現されている。線刻は

基本的に平行して描かれ、その間隔は８㎜～１．３㎝とほぼ一定している。

尾　ほとんど残存しないが、その基部が一部残存する。体部の延長上が絞り込まれ、成形されている。

内面には、その際の絞り痕が認められる。

鍔　台部から胸部にかけて残存する。断面長方形をなし、端部は斜行する端面をなしている。上面にお

ける幅２．３５㎝、端部における厚さ１㎝を測る。ナデにより仕上げられている。下面には、ユビオサエ痕

も認められる。

台　　部　上部のみ残存する。全周せず、残存する範囲はわずかである。残存状況から楕円筒形をなす

ものと考えられる。また一箇所、円形透かしの一部が残存する。その復元径は３．４㎝ である。外面はナ

デ、内面はユビオサエとナデにより仕上げられている。残存高は３．７㎝である。また、胸部下には、３本

のわずかに弧状をなす線刻が認められる。

　

（１９）水鳥形埴輪１９（７５１：巻首図版４２　図版１３１～１３４　観察表４３）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。水

鳥形埴輪１８の北側６０㎝、水鳥形埴輪２０の南側１．６ｍの位

置にあたる。南造り出し東側斜面の基底石に近接した

位置で、頭部はその基底石上に掛っていた（第３２１図・

３２２図　写真図版１５５：③　１５６：④～⑥）。

　当埴輪の台部から体部にかけては、基本的には同一

箇所で潰れた状態で出土している。また、頸部から頭

部についてもほぼ完存する状態で、体部からわずかに

遊離した位置で出土している。この他、当埴輪の一部

と確認できた破片数点が、南造り出し東側斜面上から出土している（第３２２図：煙印）。

概　　要　台部から頭部にかけてほぼ完存する。台部と体部の境には、鍔が貼り付けられている。また、

この水鳥形埴輪には脚の表現が認められる。全体的ににぶい黄橙色～にぶい橙色を呈し、胎土中には、

チャート・長石・石英・クサリ礫が多く含まれている。脇部の一部には黒斑が認められる。高さ５３．３０㎝

を測る。

成形手順　台部から背部まで成形され、背部中央部で綴合されている（写真図版２９７：ｂ）。その後、背

部上に翼を表現する粘土板が貼り付けられている（写真図版２９７：ｃ）。頸部は輪積みによると考えられ、

中空となっている。その上端に粘土を載せ、頭部が形成されている。また、ＣＴスキャン撮影（写真図

版２９５：ｂ）によると、嘴は頭部側と顎側から粘土を継ぎ足し、上下に合わせることにより形成されてい

るものと考えられる。このため、嘴は中実となっている。

頭　　部　ほぼ完存するが、頭頂部が一部剥離している。内部は中空となっている。頭部中央側部付近

には眼が１対、径８㎜の竹管文により表現されている（写真図版２９５：ａ）。

嘴　完存し、中実に仕上げられている。長さ５．４㎝、幅４㎝を測り、横断面は隅円長方形をなす。上面中

央部において稜は認められず、厚さは２．４㎝を測る。嘴側面には線刻により嘴の合わせ目が表現されてい

る。この合わせ目は、頭部側からと顎側からの粘土の接合面と一致するものと考えられる。また、嘴の

頭部への取り付け箇所には鼻孔が１対表現されている。ヘラ先の刺突により表現されている。

第５章　出土遺物
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第３２１図　水鳥形埴輪１９出土状況
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頸　　部　完存する。内面は、輪積み痕が顕著に残り、ユビオサエとナデにより仕上げられている（写

真図版２９６：ｄ）。外面は、縦方向のハケにより仕上げられている。体部に対して鈍角に取り付くが、頸

部自体は直立している。

体　　部　一部を除いてほぼ完存する。ただし、翼については、その貼り付け痕は認められるが、残存

するのは中心部に限られる。外面はナデを基調とし、内面は横方向のユビナデ（写真図版２９６：ｅ・２９７：

ａ）により仕上げられている。下尾筒には、径３．６㎝の透かしが開けられている。

第３節　水鳥形埴輪

第３２２図　水鳥形埴輪１９出土状況
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　背部は粘土板の貼り付けにより翼が表現されている。貼り付けにあたっての割り付け痕は認められな

い。両翼の先端は風切が表現され、両者は立体的に交差している。両翼の合わせを表現するため、尾部

中央の両翼間に約６㎜の段差が認められる。この段差は、まず右翼を貼り付け、風切を中心に一部を重

ねるように左翼が貼り付けられている（写真図版２９７：ｃ・ｄ）。ただし、両翼の交差部において、右翼の

線刻が左翼との重なり部分まで及んでいない（写真図版２９７：ｃ）ことから、両翼を貼り付けた後に線刻

が行われているものと考えられる。さらに、右翼の貼り付けは、尾に対する線刻後に貼り付けられてい

る（写真図版２９７：ｅ）。

　翼内は、線刻により羽毛が表現されている。ほぼ平行する線刻によるものである。右翼側の羽毛と

は、１．２㎝～１．７㎝とほぼ一定の間隔で表現されているが、左翼側は９㎜～１．４㎝の間隔が認められ、特に

風切を中心に間隔が狭くなっている。

尾　上面側の一部のみ残存する。線刻により羽毛が表現されている。ほぼ平行する線刻によるものであ

るが、その間隔は５㎜～１．２㎝と一定していない。また、尾の下側、下尾筒には径３．６０㎝の透かしが開け

られている。

脚　右脚のみ、脚より下部が残存する。右脇下の鍔端部を中心にその上下を挟み込むように貼り付けら

れている（写真図版２９３：ｂ）。またその上部の脇部には、脚の剥離痕が認められる（写真図版２９３：ａ）。

足指が２本分表現されている。

鍔　全体の約１/４が残存する。台部から体部成形後、ユビオサエにより貼り付けられている。断面長方形

をなし、端部はナデにより明確な端面が認められる。幅３．２㎝を測り、端面の幅は１㎝である。

台　　部　ほぼ完存し、円筒形をなす。中位には、径３㎝前後の円形透かしが４方に開けられている。

外方から内側へ開けられている。外面は縦方向のハケにより、内面は横方向のユビナデにより仕上げら

れている（写真図版２９４：ａ・ｂ）。台部下端は平坦面をなし、ナデにより仕上げられている。端部は内側

に肥厚している。

第５章　出土遺物

第３２３図　水鳥形埴輪２０出土状況
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第３節　水鳥形埴輪

（２０）水鳥形埴輪２０（７５２：図版１３５　観察表４３）

出土状況　南周濠底から出土している。南造り出し東側斜面の東側にあたり、同東側斜面のほぼ中央部

に位置する（第３０５図）。東側斜面基底石より約１５㎝離れた位置である。水鳥形埴輪１９出土地点の北側１．６

ｍ、水鳥形埴輪２２出土地点の南側２．６ｍにあたる。頸部から頭部にかけてが、ほぼ完存する状態で出土し

ている（第３２３図　写真図版１５７：①）。

概　　要　頭部から頸部にかけて残存する（写真図版２９８）。ただし、全体的に剥離が著しい。にぶい黄

橙色を呈し、胎土中には、石英・長石・チャート・クサリ礫が多く含まれている。残存する範囲におい

て黒斑は認められないが、頸部から喉部及び側頭部に赤色塗布が認められる。残存高は９．７５㎝である。

成形手順　頸部は、輪積みにより成形されている（写真図版２９８：ｂ）。その後、頭部は頸部の上側に粘

土を継ぎ足すようにして成形されている。さらに、頭頂部側と喉側から粘土を継ぎ足し、嘴が成形され

ている（写真図版２９８：ａ）。このため、嘴は中実となっている。

頭　　部　頭頂部が剥離している。両側頭部には眼が表現されている。円形の刺突文からなるが、左眼

の残存状況は良好ではない。右眼は径８㎜を測り、その深さは４㎜である。左眼については、わずかに

その痕跡にのみ認められ、その径は８㎜である。

嘴　ユビオサエとナデにより仕上げられている。嘴の長さは４．５㎝を測り、幅は３．１５㎝とほぼ一定し、先

端部平面は隅円状をなしている。横断面は長方形をなすが、上側は膨らみ、下側は窪む傾向にある。た

だし、上側中央部に稜は認められない。中央部における厚さは１．７㎝である。

　嘴の両側および先端側面には１条の線刻が認められ、嘴の合わせ目が表現されている（写真図版２９８）。

ただし、この線刻の位置は、成形時の粘土の合わせ目とは一致しない。この他、上側頭部との取り付け

部付近には、鼻孔が認められる。径２㎜の棒状工具により、水平方向に刺突されている。その長さは、

左側が７．５㎜、右側が５．５㎜である。

頸　　部　外面はナデにより仕上げられている。内面は、ユビオサエとユビナデにより仕上げられてい

るが、粘土紐痕が顕著に残存している（写真図版２９８：ｂ）。この粘土紐痕から、粘土紐が螺旋状に巻き

上げられているようすを観察することができる。

（２１）水鳥形埴輪２１（７５３：図版１３５　観察表４３）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。南造り出し東側斜面北半部の東側にあたり、基底石

から９０㎝離れた地点である。水鳥形埴輪２３出土地点の南側にあたる。頸部から頭部にかけて、ほぼ完存

する状態で出土している（第３２４図　写真図版１５７：②）。

概　　要　頸部から頭部にかけて残存する。全体的に灰黄色から灰褐色を呈し、胎土中には、長石・石

英・クサリ礫・チャートが多く含まれている。残存する範囲においては、黒斑は認められない。後頭部

と頸部の接合部付近、及び嘴と頭部の接合部側面の一部に、赤色塗布が認められる。

成形手順　頸部は、内面の絞り目が顕著なことから、輪積みではなく、粘土板を筒状に巻き成形されて

いるものと考えられる（写真図版２９９：ｂ）。一方頭部は、頸部に粘土を継ぎ足すことにより成形されて

いる。特に頭頂部は、粘土を重ねることにより成形されている。このため、頭部まで中空となってい

る。その後、頭頂部側と喉側から粘土を伸ばし、上下に粘土を合わせることにより、嘴が成形されてい

る（写真図版２９９：ａ）。
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頭　　部　嘴の先端を欠くが、ほぼ完存する。眼と耳孔が表現されている。眼は両側に径８㎜の竹管文

により表現されている。耳孔は左側のみ認められる。径８㎜の竹管文により表現されているが、わずか

に認められる程度である （写真図版２９９）。 右側については、 痕跡も認められない。 全体的にナデにより仕

上げられている。また、頭部付近に縦方向のハケ目が認められ、このハケ目内に赤色塗布が認められる。

嘴　頭部との接合部付近を中心に残存し、先端部を欠く。残存する限りにおいては中実である。頭部と

の接合部上面に、ヘラ先の刺突により鼻孔が２孔表現されている。

頸　　部　頭部付近が残存する。外面は、磨滅傾向にあるが、ナデを基調として仕上げられている。部

分的に縦方向のヘラナデ痕も認められる。

　

（２２）水鳥形埴輪２２（７５４：図版１３６　観察表４３）

出土状況　南造り出し東側斜面、葺石直上から出土している（第３０５図）。水鳥形埴輪２３出土地点の西側

８０㎝の位置にあたる。頸部から頭部にかけて完存した状態で出土している（第３２５図　写真図版１５７：③・

第５章　出土遺物

第３２４図　水鳥形埴輪２１出土状況
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第３節　水鳥形埴輪

第３２５図　水鳥形埴輪２２・２３出土状況
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１５８：④）。他に接合関係にある破片は出土していない。

概　　要　頸部から頭部にかけて残存する（写真図版３００）。全体的ににぶい黄橙色～にぶい橙色を呈し、

胎土中には、長石・石英・クサリ礫が多く含まれている。残存する範囲においては、黒斑・赤色塗布は

認められない。

成形手順　頸部は輪積みにより成形されている（写真図版３００：ｂ）。その後、頭部は粘土を継ぎ足すこ

とにより成形されている（写真図版３００：ａ）。このため、内側は中空となっている。さらに嘴について

は、粘土を頭頂部側と喉側から継ぎ足し、上下に粘土を貼り合わせ、成形されている。この結果、嘴は

中実となっている。

頭　　部　嘴の先端を欠くが、ほぼ完存する。ただし、側頭部を中心に剥離が目立つ。このため、頭部

全体が幅狭い角張った形状をなしている（写真図版３００）。この剥離痕から、粘土を貼り付け頭部が成形

されている様子を観察することができる。眼・耳孔等の表現は認められない。

嘴　先端部を欠き、鼻孔等の表現は認められない。

頸　　部　下端部が大きく拡がっていることから、ほぼ完存するものと考えられる。内面は、ユビナデ

により仕上げられている（写真図版３００：ｂ）。部分的に粘土紐痕が認められる。外面は、磨滅傾向にあ

るが、ナデを基調として仕上げられている。部分的に縦方向のヘラナデ痕も認められる。

　

（２３）水鳥形埴輪２３（７５５：巻首図版４２　図版１３７・１３８　観察表４３）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。南造り出し東側斜面葺石基底石から約４０㎝離れた位

置にあたり、水鳥形埴輪１９の北側４ｍ、水鳥形埴輪２１の北側５０㎝、水鳥形埴輪２４の南側２．７ｍにあたる

（第３２５図）。水鳥形埴輪２３は、ほぼ完存に近い状態のものがその場で潰れた状態で出土している（第３２５

図　写真図版１５８：④・１５９：①）。この他、数点がこの場所を中心に小片となって出土している。１片が

基底石上の転石層中から出土している以外、他は全て周濠内からの出土である。

概　　要　嘴を除いてほぼ完存する。台部と体部の境は鍔が貼り付けられている。全体的ににぶい浅黄

色を呈し、胎土中には、チャート・長石・石英が多く含まれている。脇部と鍔の一部に黒斑が認められ

る。赤色塗布は認められない。器高３６．６５㎝の小型品である。

成形手順　台部から脇部まで成形された後、背部中央を粘土で補填し、体部が成形されている（写真図

版３０６：ｅ）。その後、頸部が成形され、その上部に粘土を継ぎ足し、頭部が形成されている（写真図版

３０５：ａ）。この結果、頸部内側は中空となっている。

　さらに嘴は、頭部側と顎側から粘土を継ぎ足し、上下に合わせることにより形成され、中実となって

いる。特に下側は、頸部の上端にこれと直交するように粘土が貼り付けられている。その後、この下側

に粘土を補填し、喉が成形されている。また、尾については、別途つくられたものが体部に貼り付けら

れている（写真図版３０６：ｅ）。

　なお、頸部の成形については、ＣＴスキャン撮影によると、明確な輪積みの痕跡は確認できなかった。

型造りではないことは明確であるが、内面に絞り目が認められることや、外面の剥離状況から、粘土塊

を積上げ・貼り合わせて成形されている可能性も考えられる。

頭　　部　ほぼ完存するが、後頭部を中心に一部剥離している。前頭部には眼が１対、側頭部には耳孔

が１対、それぞれ径８㎜の竹管文により表現されている。さらに、右側頭部には、別の竹管文の一部が

残存する。耳孔を表現し損じたものではないかと考えられる。全体的にナデにより仕上げられている。

第５章　出土遺物
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第３節　水鳥形埴輪

嘴　頭部との接合部付近を中心に残存する。鼻孔部分は欠落している。

頸　　部　完存するが、外面は右側を中心に剥離が著しい。左側は比較的良好に残存し、ナデにより仕

上げられている。内面には、しぼり目が認められる。

体　　部　ほぼ完存する。背部を除く外面は、ハケの後ナデにより仕上げられている。内面は、横方向

のユビナデとハケ（写真図版３０４：ａ）により仕上げられている。ただし、背部の粘土補填部分について

は、ユビオサエにより仕上げられている。また、尾の下側には円形の透かしが開けられている（写真図

版３０４）。ヘラ先によるものと考えられ、７㎜×４㎜の長方形に近い形態で、他の水鳥形埴輪とは明らか

に特徴を異にしている。

　この他、胸部と頸部の境には線刻が２本認められる（写真図版３０６：ｄ）。やや頼りない線で、その表

現内容は不明である。

　背部には、粘土板の貼り付けはなく、線刻のみにより翼が表現されている。まず、両翼の輪郭をハー

ト形に描き、その後両翼の合わせを、体軸中心への直線で表現されている。なお、この線刻は、尾まで

貫くもので、尾羽の表現の一部ともなっている。最後に、両翼内にほぼ平行する線刻により羽毛が表現

されている。

　線刻は、ほぼ等間隔に描かれているが、左翼の方がややばらつきが目立ち、右翼側の方がていねいに

描かれている。その間隔は、平均で８㎜を測る。また両翼の羽毛の表現は、一部を除いて、右翼側をま

ず線刻し、次にそれに対応する左翼側の羽毛が描かれている。この結果、両翼の合わせが、左翼側が上

になるように表現されている。

尾　一部を除いてほぼ完存する。残存状況から判断して、丸尾形をなしていたものと考えられる。上面・

下面はナデにより、側面はヘラナデにより仕上げられている。上面には、羽毛が線刻により表現されて

いる。線刻は、両翼割り付け線を起点として、放射状に直線的に表現されている。

鍔　完存する。断面台形をなし、ヨコナデにより仕上げられている。丁寧なヨコナデにより、端部がシャー

プに仕上げられている。また、幅が１．８５㎝～１．９０㎝と狭く、突帯に近い形状である。

台　　部　ほぼ完存し、円筒形をなす。外面は縦方向のハケにより、内面は縦方向のユビナデにより仕

上げられている。台部下面は平坦面をなし、ナデにより仕上げられている。端部は内側に肥厚している。

脇部下２箇所には円形の透かしが開けられている。一方は径４㎝弱の正円形をなすが、他方は３．５０

㎝×４．６５㎝と歪んだ形状をなしている。側面は、ヘラにより丁寧に仕上げられている。

（２４）水鳥形埴輪２４（７５６：図版１３９・１４０　観察表４３）

出土状況　前方部南側１段目斜面から出土している（第３０５図）。南造り出し東側斜面と前方部南側１段

目斜面が接合する区画溝のやや東側にあたる。この埴輪の大半は、１箇所から集中して出土し（第３２６

図）、他に小片がやや離れた位置から出土している。

　前者は、水鳥形埴輪２５出土位置の西側２．８ｍ、水鳥形埴輪２３出土位置の北側２．７ｍにあたる地点である。

１段目斜面の最下段、基底石上を中心に出土している。ここでは、頭部から体部にかけて出土している。

頭部から頸部にかけては、ほぼ完存する状態で出土している（写真図版１５９：②）。他については破片と

なっての出土であるが、頭部から体部にかけては、ここで押し潰された可能性も考えられる。後者は、

区画溝内にあたる位置の、墳丘側葺石直上から出土している。

概　　要　台部から頭部まで残存するが、台部から体部にかけては１/２の残存にとどまる。全体的に体部
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第５章　出土遺物

が傾斜しており、他の水鳥形埴輪とは異なる体形となっている。ただし、頭部から嘴にかけては水平方

向が意識されている。台部下面・体部・嘴に黒斑が認められる。全体的ににぶい黄橙色を呈し、胎土中

には、石英・長石・チャート・クサリ礫が多く含まれている。高さは３２㎝と、他の水鳥形埴輪と比較し

て小型である。

成形手順　台部から体部を成形後、頸部から頭部にかけて輪積みにより成形されている。ＣＴスキャン

撮影によると、両側頭部側から粘土を合わせ、最後に頭頂部を補填し、頭部が成形されている（写真図

版３０８：ａ）。さらに、頭部の喉側・頭頂部側から粘土を継ぎ足し、嘴基部が成形されている。最後に、

その延長に別途つくられた嘴先端が取り付けられている。このため、嘴は中実となっている。また鍔は、

台部から体部成形後に貼り付けられている。上背部の成形方法については、残存状況が良好でなく、観

察することはできない。

頭　　部　頸部から頭部にかけては基本的に完存するが、頭頂部の一部が剥離している。頸部から連続

して仕上げられ、頭部内面は中空である（写真図版３０８：ａ）。頸部から頭部にかけてのラインはスムー

第３２６図　水鳥形埴輪２４出土状況
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第３節　水鳥形埴輪

ズで、頭部は小顔に仕上げられている。外面は、ナデにより仕上げられている。頭部には、眼が径７㎜

の竹管文により表現されている（写真図版３０８）。

嘴　完存する。嘴から頸部にかけてのラインは鋭角をなし、嘴がほぼ水平方向を向くように取り付けら

れている。嘴の側面から先端部にかけては、線刻は認められない。また、嘴上面中軸ライン上には、明

確な稜線は認められない。嘴基部においては、ヘラ先の刺突により鼻孔が表現されている（写真図版

３０８）。

頸　　部　体部に対して直立せず、鈍角をなして立ち上がっている。また、他の水鳥形埴輪と比較して、

短く太い傾向にある。輪積みにより仕上げられ、内面は中空で、ユビナデにより仕上げられている。ユ

ビナデはていねいとはいえず、粘土紐痕が顕著に残存する（写真図版３０７：ａ）。外面はナデを基調とし、

喉部付近には縦方向のハケ目が認められる。また、この箇所には赤色顔料の塗布も認められる。

体　　部　復元される体部高は１０㎝、体部幅は１７．４㎝と、全体的に細身である。背部は水平ではなく、

全体的に前側が上方を向く傾向にある。残存するのは１/２以下に限られるが、外面はナデを基調として仕

上げられている。内面は、ユビナデを基調とし、その後ハケが加えられえている。また、胸部中央下端

には、径８㎜の竹管文が１箇所押されている。

　背部には羽毛が線刻により直接表現されている。翼の輪郭線がハート形をなし、その内側をほぼ平行

に線刻が施されている。この線刻はていねいとはいえず、一部輪郭線をオーバーしている箇所も認めら

れる。残存するのは右翼と左翼の一部に限られる。また、尾は残存しない。

鍔　胸部から右脇部にかけて残存する。鍔は上背のラインに対して平行する点が優先されたため、台部

下端と平行ではない。このため、鍔は水平ではなく、頭部側が高く、尾部側が低くなっている。台部か

ら体部にかけて成形後、ヨコナデにより貼り付けられている。断面方形をなし、端部は押圧気味のヨコ

ナデにより仕上げられ、明確な端面が形成されている。

台　　部　約１/２残存するが、全体的に剥離が顕著で、良好に残存するのは一部である。残存状況から判

断して、台部は円筒形をなすものと考えられる。円形透かしの一部が残存する。下面は平坦面をなし、

一部内側へ肥厚している。なお、台部の剥離が顕著であり、その剥離状況から、輪積みではなく板状の

粘土を貼り合わせて仕上げられているものと考えられる。

（２５）水鳥形埴輪２５（７５７：巻首図版４３　図版１４１・１４２　観察表４３）

出土状況　南周濠底から出土している（第３０５図）。南周濠のなかでも、前方部南側斜面に近い位置にあ

たる。その１段目斜面基底石から南側に７０㎝離れた位置で、水鳥形埴輪２６出土地点の西側３ｍ、水鳥形

埴輪２４出土地点の東側２．８ｍにあたる。体部が押し潰され、やや散乱した状況で出土している（第３２７図

写真図版１６０：④・⑤）。また、そこから西へ８０㎝の地点で、頭部が出土している（第３２７図煙印　写真図

版１５９：③・⑥）。頭部は、嘴を欠くが、ほぼ完存した状態で出土している。

概　　要　台部から頭部にかけて残存する。ただし、台部は完存せず、体部付近を中心に残存する。ま

た、体部と台部の境は、鍔が貼り付けられている。脚は認められない。全体的ににぶい黄橙色を呈し、

胎土中には石英・長石・チャートが多く含まれている。腹部の一部に黒斑が認められる。高さ３９．８０㎝、

全長３１．００㎝を測る。

成形手順　台部から体部にかけて連続して成形され、その後頭頸部がつくられている。体部は、脇部ま

で成形後、背部が粘土で補填され、整形されている（写真図版３１３：ｃ）。尾は、下尾筒からと上背部か
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らのびる２枚の粘土板を合わせ、平面台形状に成形されている。頸部から頭部下半までは輪積みにより

成形され、中空となっている（写真図版３１４：ａ）。その上に、別途つくられた頭頂部が取り付けられて

いる。このため、側頭部・後頭部ともに頸部に対して大きく膨らみ、マッシュルーム形をなし、頸部か

ら頭部への移行部には大きな段差が認められる。また、頭部内側も中空となっている。

第５章　出土遺物
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第３２７図　水鳥形埴輪２５出土状況
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　なお、嘴は残存しないが、頭部の剥離痕から、嘴成形後に頭部に貼り付けられていたものと考えられ

る（写真図版３１３：ａ・ｂ）。

頭　　部　ほぼ完存するが、嘴を欠く。頭部中央には稜線が認められ、この稜線を対象とした位置に１

対の眼と鼻孔が表現されている（写真図版３１３）。眼は、径７㎜の円形竹管文により表現されている。竹

管の刺突は、右眼は水平方向から、左眼は斜上方から施されている。鼻孔は、ヘラ先の刺突によると考

えられるが、わずかにその先端部分が残存する。

頸　　部　体部に対して直立傾向にあるが、他の水鳥形埴輪と比べ、短い傾向にある。内外面とも丁寧

なナデにより仕上げられている （写真図版３１４：ａ）。 内面は、 粘土紐痕をわずかに確認できる程度である。

体　　部　尾を含めて完存する。また、尾の下部には、径２．３０㎝の透かしが焼成前に穿たれている。外

側から内側へ開けられている。外面は、全体的にナデを基調に仕上げられているが、胸部を中心に縦方

向のハケが認められる。ハケについては、胸部から台部にかけて連続して施されている。内面は、脇部

を中心に横方向を主体としたユビナデにより仕上げられている。ただし、体部成形の際、最後に綴じた

上背部についてはナデにより仕上げられ、脇部とは調整が異なる（写真図版３１３：ｃ）。

　この他、左脇部から胸部にかけの位置で、１条の線刻が認められる（写真図版３１４：ｃ）が、その内容

は不明である。なお、背部には羽毛の表現は全く認められない。

尾　尾の幅は、上背部成形の際の、補填幅とほぼ一致する。なお、背部同様、羽毛の表現は認められな

い。端面・側面ともにヘラナデにより仕上げられ、明確な面が認められる。

鍔　台部から体部にかけて整形後、貼り付けられている。断面長方形をなし、ユビオサエとナデにより

端面が形成されている。幅２．５０～２．７０㎝を測る。

台　　部　円筒形をなし、鍔付近を中心に残存する。脇部下の鍔の直下両側に透かし（径３㎝・径３．２～

３．４㎝）が開けられている。焼成前に、外側から内側へ開けられている。台部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。下面は未調整である。

　

（２６）水鳥形埴輪２６（７５８：巻首図版４４　図版１４３・１４４　観察表４３）

出土状況　南周濠底と前方部南側１段目斜面葺石直上から出土している（第３０５図）。南周濠底からは、

体部を中心に出土している。この地点は、水鳥形埴輪２７出土地点の西側２．５ｍ、水鳥形埴輪２５出土地点の

東側３ｍにあたる。形をなしていた体部がその場で押し潰された状態で出土している（第３２８図　写真図

版１６１：①③）。前方部南側１段目斜面葺石直上からは、頭部が完形に近い形で出土している（写真図版

１６１：②）。また、３０㎝西側葺石直上からは、嘴の一部が出土している（第３２８図煙印）。体部が出土した

地点は頭部が出土した地点の南側９０㎝の位置にあたる。

概　　要　台部上端から頭部にかけて残存する。全体的ににぶい黄橙色を呈し、胎土中には、石英・長

石・クサリ礫・チャートが多く含まれている。嘴側面・鍔端面を中心に黒斑が認められるが、その範囲

は限られている。また、脇部から胸部にかけての外面には、赤色塗布が認められる。残存高は３８．８㎝で

ある。

成形手順　体部は、背部中央に粘土を補填することにより成形されている（写真図版３１７：ａ）。体部成

形後、頸部が輪積みにより積み上げられている（写真図版３１７：ｃ）。その後、頸部の上端から粘土を継

ぎ足し、頭部がつくられている。さらに嘴は、頭頂部側からと喉側から粘土を継ぎ足し、上下に合わせ

ることにより、成形されている（写真図版３２０：ｂ）。

第３節　水鳥形埴輪
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　なお、尾については残存しないが、残存する基部の状況から、体部の背側と下尾筒側から粘土を継ぎ

足し、上下に合わせることにより成形されたものと考えられる。

頭　　部　ほぼ完存するが、頭頂部を中心に剥離している。後頭部および側頭部が平坦に仕上げられ、

丸みを欠く。全体的に稚拙な造りである。側頭部には眼が径８㎜の円形竹管文により表現されている

（写真図版３１９：ｂ～ｄ）。全体的にナデにより仕上げられ、側頭部と顎部の一部にハケの痕が認められる。

嘴　完存する。２枚の長方形の粘土板を上下に合わせ、嘴が成形されている。２枚の粘土板は厚さが異

なり、上側が１．２㎝、下側が７㎜と、上側のほうが厚い粘土板が用いられている。その合わせ目には、両

側部から先端部にかけて１条の線刻が描かれ、上下の嘴の合わせ目が表現されている。特に下側の嘴下

面は、ユビオサエにより窪み、横断面は弧状をなす。その長さは５．２㎝、幅は４㎝、中央部における厚さ

は１．９㎝を測る。

　上面には稜は認められないが、１対の鼻孔が表現されている。径２㎜の円形刺突によるものであるが、

左右の形状はやや異なる（写真図版３１９：ｂ）。

第５章　出土遺物
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第３２８図　水鳥形埴輪２６出土状況
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頸　　部　完存するが、部分的に剥離が目立つ。内面は、ユビナデにより仕上げられているが、輪積み

痕が顕著に認められる（写真図版３１７：ｃ）。外面は磨滅傾向にあるが、縦方向のハケがわずかに認めら

れる。

体　　部　尾を除いてほぼ完存する。下端には鍔が貼り付けられている。尾の下側には、径１㎝の円形

の透かしが２穴、縦列に開けられている（写真図版３１８）。外面は、ハケにより仕上げられている。

　内面は、背部を補填後、体軸に対して直交するハケにより仕上げられている。ハケは、両脇側から背

部に向かって施されている。脇部外面は、体軸に平行する丁寧なハケにより仕上げられている。

　背部には翼の表現が認められる。翼は、脇部付近に粘土板を貼り付け、背部側上面を背部に擦り合わ

せるとともに脇部側に段差を付け、わずかに立体化させている。脇部側との段差は両翼とも６㎜である。

その後、背部中央から連続する線刻により羽毛が表現されている（写真図版３１７：ｂ）。線刻は、背部中

軸ラインを中心とした綾杉状をなす。両翼の線刻は連続せず、背部中央で途切れさせ、両翼の境が表現

されている。ただし、途切れた位置は背部中軸ラインと一致しない箇所が多く、一直線上とはなってい

ない。また、各線刻は全体的に粗雑で、平行せず、その間隔も一定していない。その間隔は５㎜～２㎝

と、差が明確である。全体的には尾側ほど狭くなる傾向にある。

台　　部　上端部を中心に残存し、その残存状況から楕円筒形をなしていたものと考えられる。正面と

側面には、円形の透かしの一部が各１箇所認められる。側面の透かしの径は５㎝と復元されるが、正面

は一部の残存のため、その規模を復元することはできない。

　外面は縦方向のハケにより仕上げられ、側面側には線刻が施されている（第３２９図・写真図版３１８：ａ）。

内面は、体部へと連続する斜方向のユビナデにより仕上げられている。

　

（２７）水鳥形埴輪２７（７５９：巻首図版４５　図版１４５・１４６　観察表４３）

出土状況　前方部南側１段目斜面から出土している。水鳥形埴輪２６の東側２．２ｍ、水鳥形埴輪２８の西側

３．３０ｍにあたり、両水鳥形埴輪出土位置のほぼ中間点にあたる（第３０５図）。１段目斜面でも基底石の上

側で、葺石直上から出土している。埴輪は、比較的小片となって出土しているが、その出土位置は一箇

所に集中している。形をとどめていた個体がその場で押し潰されたような状態である（第３３０図　写真

図版１６２：④～⑥）。

概　　要　頭部から台部にかけて残存する。頭部は嘴を除いて完存し、頸部と体部の一部を欠く。また、

脚の表現は認められない。にぶい橙色～にぶい黄橙色を呈し、胎土中には多くの石英・長石・チャート・

クサリ礫が含まれている。脇部と台部に黒斑が認められるが、赤色塗布は認められない。残存する高さ

は４８．００㎝で、尾部から頸部までの長さは３７．７５㎝残存する。

第３節　水鳥形埴輪
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成形手順　台部から脇部にかけて成形後、体部は両脇側から積み上げられた粘土を背部で綴合させ、体

部が仕上げられている。尾は、２枚の粘土板を合わせ、体部に取り付けられている（写真図版３２６：ｂ）。

頸部は、輪積みによりつくられ（写真図版３２４：ａ）、最後に頭部が付けられている。

　ＣＴスキャン撮影によると、頭部は型作りではなく、頸部の延長上に粘土を継ぎ足し、形づくられて

いる。また、嘴は残存しないが、ＣＴスキャンによると、上側は頭部から、下側は頸部から粘土を伸ば

し、形づくられているものと考えられる（写真図版３２５：ｃ・３２６：ａ）。

　また、台部から体部にかけて成形後、鍔が貼り付けられている。

頭　　部　嘴を除いて完存し、側頭部と後頭部は頸部に対して膨らむ傾向にある。頸部同様中空であ

る。頭頂部から嘴にかけては比較的顕著な稜線が認められ、これを対称とした位置に眼と鼻孔が各１対

表現されている。眼は径８㎜の円形竹管文により、鼻孔はヘラ先の刺突により表現されている。嘴の基

部が残存し、中実となっている。両側面には線刻が残存し、嘴の合わせ表現と考えられる。

頸　　部　内面は粗いナデ、外面はナデにより仕上げられている。

体　　部　上側がやや扁平な楕円球形をなす。脇部から背部にかけて残存するが、翼の多くは剥離して

第５章　出土遺物
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第３３０図　水鳥形埴輪２７出土状況

― ―３２６

Title:03_本文編_5章.eca Page:43  Date: 2015/03/24 Tue 13:23:20 



いる。尾の下側には、２．４㎝×２．８㎝の円形の透かしが焼成前に開けられている。穿孔方向は、外側から

内側である。

　翼は、粘土板を貼り付け、その表面に線刻により羽毛が表現されている。粘土板の輪郭に沿う１条の

線刻が認められる（写真図版３２７：ａ）。また、粘土板の厚さは一定ではなく、脇部側は３～４㎜ の段差

をもって表現されている。さらに、残存状況から判断して、左右の翼の合わせについても、段差をもっ

て表現されていたものと考えられる。

　羽毛は翼内にほぼ平行する線刻により表現され、右翼と左翼の線刻が綾杉状をなすように描かれてい

る（写真図版３２４）。線刻の間隔は、８㎜～１．３㎝とほぼ一定している。

　外面は全体的に磨滅傾向にあるが、ナデを基調として仕上げられている。内面は、脇部を中心に横方

向のユビナデにより仕上げられている（写真図版３２７：ｃ）。ただし、背部内面については、ユビナデ痕

は認められず、粘土板を覆った際のユビオサエ痕が認められる。

尾　背部上面の延長上が尾となっている。尾はほぼ完存し、平面台形をなす。上面には直線からなる線

刻により羽毛が表現されている。ただし、この線刻は平行せず、長さも一定していない。また間隔につ

いても、５㎜～１．７㎝と、一定していない。下面はナデにより仕上げられ、側面・端面はヘラナデにより

明確な面が認められる。

鍔　断面長方形をなし、台部から体部成形後に貼り付けられている。鍔の貼り付けは、まず断面三角形

状に粘土を貼り付け、その外側を拡張する形でさらに粘土が貼り足され、円盤状をなしている（写真図

版３２３：ａ・ｂ）。下面を強いユビオサエとナデの後、端面と上面がヨコナデにより仕上げられている。

台　　部　基本的には円筒形をなすが、全体的に歪んでいる。台部はほぼ残存するが、透かし穴は１穴

も認められない。外面は縦方向のハケ、内面は横方向から斜方向のユビナデにより仕上げられている。

特に下端部は強いユビナデにより仕上げられている。下面は未調整である。

　

（２８）水鳥形埴輪２８（７６０：巻首図版４６・４７　図版１４７～１５０　観察表４３）

出土状況　南周濠内、前方部南側１段目斜面裾部

付近から出土している（第３０５図）。南渡土堤が前

方部に接合する箇所の西側、約１．５ｍにあたる。

水鳥形埴輪２９出土位置の北西側１．２ｍ、水鳥形埴

輪２７出土位置の東側３．３ｍの位置にあたる。

　体部は１段目基底石に接した位置で、多くは完

形に近いものがその場で押し潰された状態で出土

している（第３３２図・写真図版１６４：③）。この箇所

の頸部先端から小鳥２が（写真図版１６４：⑤）、体

内中央部から小鳥４が出土している。

　小鳥１は、周濠内で体部とは約１５㎝離れた位置

で、単独で出土している。基底石に接している（写真図版１６４：④）。また、小鳥３は周濠内ではなく、

１段目斜面の葺石直上から出土している。基底石より１段上側の葺石上にあたり、幅の広い鍔が裏返さ

れた状態で出土している（写真図版１６４：⑥）。この鍔を取り上げた際に、直下から出土したものである。

以上の出土状態から判断して、水鳥形埴輪２８は、出土位置から比較的近い葺石上に置かれていたものと

第３節　水鳥形埴輪
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第３３１図　水鳥形埴輪２８出土状況
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判断される。

概　　要　台部から頭部にかけて残存する。台部の一部と尾を除いては、ほぼ完存する。４羽の小鳥

（小鳥１～小鳥４：写真図版３３５～３４２）を伴う。脚は認められない。全体的ににぶい黄橙色～黄灰色を呈

し、胎土中には、チャート・長石・石英・クサリ礫が多く含まれている。頭頂部と小鳥１の下背部、小

鳥２の頭部に黒斑が認められる。底部から頭部までの高さ４３㎝を測る。

成形手順　台部から脇部にかけて連続して成形され、その後鍔が貼り付けられている。台部の成形につ

いては、その剥離状況から判断して、輪積みではない可能性が高いものと考えられる。尾は残存しない

が、その残存状況から、体部上下から粘土を継ぎ足し、上下に合わせ、つくられているものと考えられ

る。 体部は、 脇部まで成形後、 背部中央を幅３㎝ 程粘土で補填し、 体部が綴合されている （写真図版３３４：

ｃ）。 その後頸部が成形されている。 頸部については、 ＣＴスキャン撮影によると、 明確な輪積み痕が認め

られない（写真図版３３３：ｄ・ｅ） ため、粘土板を筒状に巻いている可能性も考えられる。その後、頸部

上端に粘土を継ぎ足し、その後頭頂部を補填し、頭部が成形されている。このため、頭部についても中

第５章　出土遺物
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第３３２図　水鳥形埴輪２８出土状況
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空となっているとともに、頸部から頭部にかけてのラインはスムーズではなく、マッシュルーム状になっ

ている。 最後に、 別途つくられた嘴が取り付けられており （写真図版３３１：ａ・３３３：ｄ）、 嘴は中実である。

　なお、小鳥については、鍔上のものは鍔成形後に貼り付けられている。背部上の小鳥については、体

部綴合後であることは明確であるが、下背部の小鳥については、その貼り付け位置から判断して尾成形

後に貼り付けられたものと考えられる。

小鳥１（写真図版３３５・３３６）下背部上に貼り付けられていた小鳥である。頸部から頭部を欠く以外完存

する。背部に黒斑が認められるが、赤色塗布は認められない。小鳥３同様、背部と脇部を別途つくり、

両者を合わせて体部がつくられている。このため、内部は中空となっている（写真図版３３５：ｂ）。

　外面は、体部成形後、全体的に丁寧なナデにより仕上げられている。背部までの高さ４．１０㎝、残存長

７．５㎝、体部最大幅４．４㎝を測る。尾は、上下を挟み込むようなユビオサエにより仕上げられている。円

尾状をなし、斜上方を向いている。その幅は先端部で２．１㎝、先端の高さは５．２㎝を測る。

小鳥２（写真図版３３７・３３８）上背部上に貼り付けられていた小鳥である。完存する。にぶい黄橙～橙色

をなし、後頭部に黒斑が認められる。粘土塊を手づくね成形により仕上げたもので、内部は中実となっ

ている（写真図版３３７：ｂ）。体部外面は、体部成形後、全体的に丁寧なナデにより仕上げられている。器

高６．２㎝、全長９．８㎝、体部高３．６㎝、体部最大幅３．５５㎝を測る。

　尾は、上下を挟み込むようなユビオサエにより仕上げられている。角尾状をなし、斜上方を向いてい

る。その幅は２．１㎝である。

　頸部から頭部についても体部と一体的につくられ、中実に仕上げられている。頸部は体部の軸に対し

てやや傾いた状態をなし、ナデにより仕上げられている。頭部は、ユビオサエにより成形され、眼と鼻

孔が表現されている。眼は頭側部に対して径２㎜の円形刺突文により表現されている。一方鼻孔は、頭

部正面からのヘラ先状の刺突により表現されている。ただし、両鼻孔の形状は異なっている。また、頭

部先端は、上下から挟み込むようなユビオサエにより、嘴が表現されている。

　小鳥２の背への接合は、腹部の下側に粘土紐を巻き、ユビオサエにより貼り付けられている。

小鳥３（写真図版３３９・３４０）右側鍔上に貼り付けられていた小鳥である。頸部から頭部を欠く以外、完

存する。にぶい黄橙色をなし、黒斑・赤色塗布は認められない。背部と脇部を別につくり、両者を合わ

せて体部がつくられている。このため、内部は中空となっている（写真図版３３９：ｃ）。また、内面には

ユビナデ痕が顕著に認められる。

　外面は、体部成形後、全体的に丁寧なナデにより仕上げられている。胸部にはその主軸に直交する４

条のヘラ先痕が認められる。長さはいずれも２㎜ 弱である。体部高４．４㎝、残存長７．１５㎝、体部最大幅

４．７５㎝を測る。尾は、上下を挟み込むようなユビオサエにより仕上げられている。角尾状をなし、斜上

方を向いている。その幅は２．３㎝、先端部の高さは５．１５㎝である。

　体部成形後、鍔との貼り付けは、体部の下部に粘土紐を巻き、ユビオサエによっている。

小鳥４（写真図版３４１・３４２）左側鍔上に貼り付けられていた小鳥である。嘴を欠く以外、完存する。に

ぶい黄橙色をなし、黒斑・赤色塗布は認められない。粘土塊を手づくね成形により仕上げたもので、内

部は中実となっている（写真図版３４１：ｃ）。体部外面は、体部成形後、全体的に丁寧なナデにより仕上

げられている。

　尾は、上下を挟み込むようなユビオサエにより仕上げられている。円尾状をなし、その幅は２．５㎝であ

る。尾端部は、他の小鳥よりは上方を向いている。

第３節　水鳥形埴輪
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　頸部から頭部についても体部と一体的につくられ、中実に仕上げられている。頸部は比較的丁寧なヘ

ラナデにより仕上げられている。頭部は、ユビ押さえにより成形され、頭部中央は稜をなす。この稜線

の両側に眼と鼻孔が表現されているが、眼は線対称の位置にはない。眼は側頭部に径２㎜の円形刺突に

より表現されているが、一方の眼は整った円形をなさない。一方鼻孔は、頭部正面からの径１．５㎜の円形

刺突により表現されている。

　小鳥と鍔の接合は、腹部中央下側に粘土を巻き肥厚させ、この部分を鍔に押さえ付け、小鳥がユビオ

サエにより貼り付けられている。

　頭部までの高さ６．６㎝、残存長８．９㎝、体部高４．０㎝、体部最大幅３．８㎝を測る。

頭　　部　嘴を含めて完存する（写真図版３３３：ａ～ｃ・３３４）。頭部は、中軸ラインを中心にわずかに稜

が認められる。側頭部には、このラインを対称軸として眼が認められる。眼は、径８㎜の竹管文により

表現されている。さらに、嘴との境には鼻孔が認められる。眼同様、中軸ラインを対称軸とした位置に

あり、径３㎜の管状の刺突により表現されている。

　嘴の横断面は、蒲鉾形を基本とするが、先端部付近は長方形に近い形態である。側面・正面は明確な

端面は形成されていないが、側面→正面→側面と連続する線刻により嘴の合わせが表現されている。

第５章　出土遺物

水
鳥
形
埴
輪

第３３３図　水鳥形埴輪２９出土状況
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頸　　部　外面はナデにより仕上げられている。内面には、ユビナデ痕がわずかに認められる。前頸部

には、線刻による水平方向のキザミが認められる（写真図版３３４：ｂ）。１４条からなるが、その間隔は５

㎜～１．５㎝と一定していない。前頸部中軸上に帯状に刻まれ、目盛状をなしている。

体　　部　尾を欠くが、右脇部から腹部にかけての一部を除いて完存する。外面はヘラナデ、内面はユ

ビナデにより仕上げられている。 内外面とも、 体軸にほぼ平行するように施されている。 また、 下尾筒に

は、径１㎝の円形の透かしが開けられている。なお、この埴輪には翼・羽毛の表現が一切認められない。

台　　部　１/3を欠くが、円筒形をなす。透かしは認められない。外面はタテハケ、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。

鍔　正面の一部を除いてほぼ完存する。上面・下面ともていねいな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、断面形は長方形をなす。また、鍔の幅は一定ではなく、後側は４．３０

㎝であるのに対して、小鳥を載せる箇所は５．９㎝と広くなっている（写真図版３３１：ｂ）。また、周囲の状

況から、正面部分の鍔の幅が４．６㎝と復元され、正面と後面とでも幅が異なる可能性が考えられる。

（２９）水鳥形埴輪２９（７６１：巻首図版４８　図版１５１・１５２　観察表４３）

出土位置　南周濠内から出土している（第３０５図）。南渡土堤が前方部に接合する地点の南側１ｍの地点

に位置し、水鳥形埴輪２８の東側１．２ｍ、水鳥形埴輪３０の北側３．３ｍにあたる。南渡土堤西側斜面基底石か

ら約３０㎝離れた位置で、周濠底から出土している（第３３３図　写真図版１６５：①②・１６６：③）。

　本水鳥形埴輪は、頭部・頸部・体部以下の３点に分かれて出土している（第３３３図）。いずれも完存し

た状態で出土している。特に、体部以下は体部から台部にかけてほぼ完存する状態で出土している。こ

のような出土状況から、渡土堤側から転落したものと考えられる。

概　　要　一部を除いてほぼ完存し、器高３３．１０㎝を測る。台部から背部まで成形され、背部中央部で接

ぎ合わされ（写真図版３４４：ａ）、その後頸部・頭部が取り付けられている。脚の表現は認められない。

全体的ににぶい黄橙色を呈する。左脇部を中心に黒斑が認められる。

成形手順　台部から脇部まで積上げ後、上背部に粘土を充填させている。背部から粘土を継ぎ足し、尾

が成形されている。その後、頸部が輪積みにより成形されている。さらに、粘土を継ぎ足し、頭部が形

成されている。この結果、中空となっている。さらに、頭部の上側・下側から粘土を継ぎ足し、それを

上下から合わせ、嘴が形成されている（写真図版３４７：ａ）。この結果、嘴基部付近も中空となっている。

また鍔は、台部から体部の成形後に貼り付けられている。

頭　　部　ほぼ完存するが、頭頂部が一部剥離している。頸部から連続する輪積みにより成形され、内

部は中空となっている。また、頸部から頭部にかけてのラインがスムーズである。内部はユビナデによ

り成形されている。

　頭頂部周辺には、眼と耳孔が表現されている。眼は、径８㎜の竹管文により表現されている（写真図

版３４７：ｂ・３４８：ａ）。左眼内には赤色顔料の付着が認められる。耳孔は、刺突により表現されている（写

真図版３４７：ｂ・３４８：ａ）。左右の規模が異なり、右側は３㎜×３．５㎜の隅円方形をなし、深さは４㎜であ

る。左側は、径３㎜、深さ１㎜と、右側と比べて小規模である。

嘴　完存する。嘴と頸部とは鈍角をなし、やや上向きに取り付けられている。嘴両側面と先端部には線

刻が認められ、嘴の合わせが表現されている。また、嘴上面中軸ライン上には明瞭な稜線が認められる。

嘴先端部上面においては、稜線を頂点とした線刻がハの字形に描かれている（写真図版３４８：ａ）。

第３節　水鳥形埴輪
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頸　　部　完存する。内面には粘土紐痕が顕著に認められるとともに、ユビナデ痕が顕著である（写真

図版３４６：ａ）。外面は、ナデを基調として仕上げられている。

体　　部　尾の一部を欠く以外、完存する。背部は上面がほぼ水平に仕上げられ、線刻により翼が背部

上に直接表現されている。背部中心ライン上に直線を引き、この直線を対称軸にハート形の輪郭線が描

かれ、その輪郭内にほぼ平行する直線が描かれている（写真図版３４３：ａ）。ただし、直線の間隔は一定

していない。体部外面は、体部主軸に平行するヘラナデを基調とし、内面は腹部から脇部にかけて体軸

と平行するユビナデにより、仕上げられている。上背部は、粘土の充填の際のユビオサエ痕が顕著である。

尾　先端部を欠くが、円尾状に表現されたものと考えられる。上面には線刻により羽毛が表現されてい

る。主軸線から斜方向に直線的に描かれている。

　尾と下尾筒の接合部には、径９㎜の透かしが開けられている。焼成前に開けられたもので、外側から

内側へ開けられている。

鍔　その剥離痕から、当初は全周していたものと考えられる。ただし、残存するのは全体の約１/２弱であ

る。ユビオサエを中心に貼り付けられている。このため、断面形は一定せず、端面も明確ではない。幅

は１．２０㎝～１．７０㎝、貼り付け部における厚さは２㎝～３㎝を測る。

台　　部　全体の約１/3を欠く。基本的には円筒形をなすが、鉢形をなし、安定感を欠く。また全体的に

歪んでいる。外面は、横方向のハケの後、縦方向のヘラナデにより仕上げられているが、全体的に粗い

仕上げである。内面は、ナデにより仕上げられている（写真図版３４６：ｂ）。下面は平坦面をなし、基本

的に未調整で、筋状の圧痕が数箇所に認められる（写真図版３４５：ａ）。なお、透かしは認められない。

　

（３０）水鳥形埴輪３０（７６２：巻首図版４９　図版１５３・１５４　観察表４３）

出土状況　南周濠底直上から出土している（第３０５図）。水鳥形埴輪２９の南側３．３０ｍ、水鳥形埴輪３１の北

側６ｍに位置する。南渡土堤西側斜面の基底石に接した位置にあたり、南渡土堤が前方部に接する位置

から南側へ４．４０ｍを測る。頸部で切断されていた以外、ほぼ完存状態での出土である（第３３４図）。頭部

が基底石に接した状態で、横転した状態で出土している（写真図版１６６：④）。

概　　要　台部から頭部にかけて残存し、器高４４．３０㎝を測る。体部と台部の境には、鍔が貼り付けられ

ている。脚は認められない。全体的ににぶい黄橙色を呈し、胎土中には、長石・チャート・石英・クサ

リ礫が多く含まれている。両脇部に黒斑が認められる。赤色塗布は認められない。

成形手順　まず、台部から体部にかけて成形されている。体部は、ＣＴスキャン撮影によると、背部中

央で綴合されている（写真図版３５０：ａ・写真図版３５２：ｃ）。尾は、体部の上下から粘土を継ぎ足し、上

下に粘土を合わせて成形されている。その後頸部から頭部にかけて連続して成形され、中空となってい

る。頸部については、ＣＴスキャン撮影によると、輪積みによるものと考えられる（写真図版３５１：ｄ）。

喉側と頭頂部側から頭部を綴合させ、最後に嘴が取り付けられている。なお、台部から体部成形後、鍔

が貼り付けられている。

頭　　部　完存するが、嘴を欠く。頸部からのラインがスムーズに仕上げられている。眼と鼻孔の表現

があり（写真図版３５１・３５２）、眼は径８㎜の竹管文により、鼻孔はヘラ先の刺突により表現されてい

る。また、左右の鼻孔の中間から嘴にかけては、明瞭な稜が認められる。嘴は残存しないが、頭部との

剥離痕から、成形後に取り付けられたものと考えられる。

頸　　部　完存し、背部に対してほぼ直立する。外面はナデ、内面はユビナデ（写真図版３５２：ｃ）を基

第５章　出土遺物
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調として仕上げられている。

体　　部　ほぼ完存する。ただし、尾の一部と翼を欠く。翼は、その剥離痕から、粘土板を貼り付け、

表現されていたものと考えられる。粘土板の輪郭に沿うように、線刻が認められる。この線刻の外側に

沿うように、強いユビナデ痕が認められる。粘土板側面の整形痕と考えられる。また、一部粘土板の上

面には羽毛を表現した線刻が残存する。線刻の切り合いから、左翼が上側に表現されていたものと復元

される。

　体部外面は、ナデを基調として仕上げられている。体部内面は、横方向を主体としたユビナデにより

仕上げられている。背部の綴合部付近にはユビオサエ痕が認められる。

尾　全体の約３/４が残存する。平面台形をなし、側面・端面ともにナデにより直線的に仕上げられてい

る。上面は、７本の直線的な線刻により羽毛が表現されている。ただし、線刻の間隔は一定していない。

下面はユビオサエにより仕上げられている。また、尾の下側には径３㎝の透かしが開けられている。

鍔　剥離痕から全周していたものと考えられるが、残存するのは全体の約１/４弱に限られる。断面長方形

をなし、ナデにより明確な端面が形成されている。また、下面にはユビオサエ痕が顕著に認められる。

第３節　水鳥形埴輪
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台　　部　完存し、円筒形をなす。台部内面は、横方向のユビナデにより仕上げられている。下面は平

坦面をなすが、基本的に未調整である。部分的に筋状の圧痕が認められる（写真図版３５２：ｂ）。わずか

に内側に肥厚する傾向が認められる。

（３１）水鳥形埴輪３１（７６３：巻首図版５０　図版１５５～１５８　観察表４４）

出土状況　南渡土堤西側斜面、葺石直上から出土している（第３３５図）。水鳥形埴輪３０出土地点の南側６

ｍにあたる（第３０５図）。水鳥形埴輪３１は、完形に近い状態に復元できたが、出土時は多くの破片の状態

で出土している（第３３５図　写真図版１６７：①②）。ほぼ同じ場所に集中した状態での出土である。形があ

る状態のものが、その場で押し潰されたものと考えられる。

概　　要　台部から頭部まで残存する。体部から頭部にかけては３/４以上残存するが、台部は一部残存す

第５章　出土遺物
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るにとどまる。嘴上面及び頸部・上背部から翼側面・上面にかけて、赤色塗布が認められる。脇部に黒

斑が認められる。全体的ににぶい黄褐色を呈し、胎土中には、長石・チャート・石英が多く含まれてい

る。台部から頭頂部までの高さは５０．００㎝を測る。

成形手順　台部から体部を成形後、頸部から頭部にかけて輪積みにより取り付けられている（写真図版

３５８：ｂ）。体部は、脇部を積上げ後、背部に粘土を補填して成形している。さらに背部を補填する際に、

下尾筒の延長上の粘土を合わせ、尾が成形されている。ＣＴスキャン撮影によると、嘴は喉側と頭頂部

側から粘土を継ぎ足し、成形されている（写真図版３５８：ｃ）。このため、嘴内部は中空となっている。

また鍔は、台部から体部成形後に貼り付けられている。

頭　　部　完存する。頸部からの移行もスムーズである。側頭部には、眼が径７㎜の竹管文により表現

されている（写真図版３５７・３５８）。

嘴　完存する。嘴と頸部とは鋭角をなし、やや下向きに取り付けられている。嘴両側面と先端部には線

刻が認められ、嘴の合わせが表現されている。嘴断面は蒲鉾形に近く、嘴上面中軸ライン上にはわずか

に稜線が認められる。嘴基部においては、稜線を中心としてヘラ先により鼻孔が表現されている。ヘラ

先の当りは稜線とは平行せず、逆ハの字形をなしている。一方、嘴先端部上面においては、稜線を頂点

に線刻が「ハ」の字形に描かれている（写真図版３５８：ａ）。浅く鋭利な沈線で、左側は二重線となって

いる。

頸　　部　体部に対してほぼ直立する。内面は粗いユビナデとナデにより仕上げられている。外面は、

縦方向のハケを基調として仕上げられている。

体　　部　部分的な欠損は認められるが、ほぼ完存する。全体的に器表面が剥離傾向にあるが、外面は

ハケを基調として仕上げられている。内面もハケを基調としているが（写真図版３５８：ｄ）、背部を中心

にユビオサエとナデにより仕上げられている。

　翼は両翼とも残存するが、いずれもその先端を欠く。粘土板を貼り付け、立体的に表現されている。

粘土板は、 最大幅５．２０㎝と狭い傾向にある （写真図版３５５：ａ・３５６：ａ）。 背部において両粘土板間が１０㎝

の間隔をもって貼り付けられていることから、翼の両脇を中心に表現されているものと考えられる。ま

た、線刻による表現は認められず、外面は翼主軸と平行するハケにより仕上げられている。さらに、側

面についても、板状工具によるナデにより仕上げられている。この他、翼剥離部には、翼貼り付けのた

めの掻き破り痕が認められる（写真図版３５８：ｅ）。翼の裏面にも認められる（写真図版３５５：ａ・３５６：ａ）。

　この他、下尾筒の体軸線上には透かしが開けられている。完存しないが、復元径は約２㎝である。

尾　基部のみ残存する。下尾筒と上背部から延びる２枚の粘土板を合わせ、成形させているものと考え

られる。残存する限りにおいて、線刻は認められない。

鍔　ほぼ完存する。ただし、全周せず、胸部を中心に突帯は貼り付けられていない。平面的にみるとＵ

字形をなし、脇部から胸部にかけての境で収束している。底部から体部にかけて成形後、貼り付けられ、

側面と上面はヨコナデにより仕上げられている。下面はナデとユビオサエにより仕上げられ、ヨコナデ

は加えられていない。断面は長方形に近く、他の水鳥形埴輪の鍔と比較して幅が狭くなっている。

台　　部　残存するのは１/４以下であるが、下面から上部まで連続して残存する。残存する台部の形状と

体部形態との関係から、台部の平面形は楕円形をなすものと考えられる。下面はほぼ平坦面をなし、内

側への肥厚は認められない。外面は、縦方向のハケにより仕上げられている。内面は、斜方向のユビナ

デを基調として仕上げられている。なお、透かしは認められない。

第３節　水鳥形埴輪
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３．小　片
　主要水鳥形埴輪以外の部分的に残存する個体について報告する。報告にあたっては、出土位置単位で

報告していく。出土位置としては、（１）南造り出し、（２）区画溝、（３）前方部南側１段目斜面、（４）

南渡土堤、（５）その他、に分類できる。

（１）南造り出し

　南造り出しおよびその周辺における水鳥形埴輪の出土地点は、主要水鳥形埴輪を含めて、南側斜面と

第５章　出土遺物

第３３６図　南造り出し水鳥形埴輪出土位置
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東側斜面、及びその周辺の南周濠底に集中している（第３３６図）。東側斜面及びその周辺からの出土が目

立つ傾向にある。この他、造り出し上面からも出土しているが、その量はわずかで、小片が散在する程

度である。嘴・翼・尾・頸部・脚・台部が出土している。

嘴　７６４～７６８の５点出土している（図版１５７　観察表４４）。

　７６４は、ほぼ完存する嘴である（写真図版１６８：③・３５９）。粘土を上下に貼り合わせて成形され、頭部

側は中空となっている。この合わせの部分に沿うように、線刻により嘴の合わせが表現されている。側

面側と先端側とは連続して描かれている。上嘴側横断面はナデにより蒲鉾形に近く、わずかに稜が認め

られる。下嘴側横断面はほぼ平坦で、ナデにより仕上げられている。鼻孔等の表現は認められない。

　７６５もほぼ完存する嘴である（写真図版１６８：④・３５９）。粘土が上下に貼り合わされて成形されており、

頭部側は中空となっている。この合わせの部分に沿うように、線刻により嘴の合わせが表現されている。

側面側と先端側とは連続して描かれているが、他の個体と比較して細い沈線となっている。上嘴側横断

面は半円形に近い形状をなしている。ナデにより仕上げられている。下嘴側横断面はほぼ平坦で、ユビ

オサエとナデにより仕上げられている。上嘴中軸ラインは稜をなし、これを対称とした位置に鼻孔が表

現されている。また、先端付近には「ハ」字状の線刻が認められる。

　７６６は、嘴先端が残存する（写真図版３６０）。粘土を上下から貼り合わせ、成形されている。この合わせ

の部分に、線刻により嘴の合わせが表現されている。ただし、側面側と先端側とでは連続するものでは

第３節　水鳥形埴輪
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なく、線刻の描き方が不連続な箇所が認められる。稚拙な造りである。上嘴側横断面はナデにより蒲鉾

形をなし、稜は認められない。下嘴側横断面は凹面状をなし、ユビオサエにより仕上げられている。ま

た、鼻孔等の表現は認められない。

　７６７は、嘴先端が残存する（写真図版３６０）。粘土を上下に貼り合わせ、成形されている。この合わせの

部分に、線刻により嘴の合わせが表現されている。側面側と先端側とは連続して描かれている。上嘴側

横断面はナデにより蒲鉾形をなし、稜は認められない。下嘴側横断面は凹面状を呈し、ナデにより仕上

げられている。

　７６８は、粘土が上下に貼り合わされているが、その上側のみ残存する（写真図版１６８：⑤・３５９）。また、

両側部がわずかに摩耗している。上側については、ほぼ完存するものと考えられる。ハケを基調とし、

中央部には稜が認められる。その稜を対象として、鼻孔が１対、ヘラ先の刺突により表現されている。

さらに、その先端側において、「ハ」字形の線刻が認められる。嘴の稜を頂点として、先端側へ開く形で

表現されている。浅く鋭利な線刻である。

翼　図化できたのは、７６９～７７７の９点である（図版１５８・１５９　観察表４４）。

　７６９（写真図版３６１）は、東側斜面葺石直上とその東側周濠底から出土している（第３３７図　写真図版

１６８：⑥）。周濠底では、基底石から１．５ｍと比較的離れた位置からも出土している。背部を中心に両翼が

残存する。背部に粘土板が貼り付けられ、その表面には線刻により羽毛が表現されている。右翼側は、

脇部との境まで残存し、６㎜の段差が認められる。両翼の線刻を綾杉状に描くことにより、翼の合わせ

が表現されている。線刻は、基本的に右翼側→左翼側と交互に行われている。線刻は、わずかに弧状を

なすがほぼ直線的で、５㎜～１㎝の間隔で描かれている。

　断面及び内面の観察から、体部は脇部まで成形後、最後に背部が粘土で補填されている。このため、

脇部側内面はハケにより仕上げられているが、補填部内面はユビオサエにより仕上げられている。

　７７０（写真図版３６１）は、右翼と左翼の一部が残存する。翼は、粘土板を背部に貼り付け表現されてい

る。背部側は、背部に擦り付けるように貼り付けられている。そして、この擦り付け箇所のみで翼と体

部が接合し、脇部側の大半は体部との間に隙間が認められ、立体的に表現されている。

　翼内は線刻により羽毛が表現されているが、一部は背部上におよんでいる。線刻は、わずかに弧状を

なし、ほぼ平行して描かれている。その間隔は５㎜～８㎜とほぼ一定している。また、左翼との合わせ

は、両翼の線刻を綾杉状に描くことにより表現されている。なお、内面は、ユビオサエとナデにより仕

上げられている。

　７７１（写真図版３６１）は、翼の合わせの部分を中心に残存する。裏面の大半に接合面が認められないこ

とから判断して、風切部分と考えられる。風切の合わせは、粘土板の貼り付けにより段差をもって立体

的に表現されている。羽毛は線刻により表現され、その間隔が９㎜～１．２㎝とほぼ一定している。

　７７２と７７３（写真図版３６１）は、出土位置が同じで、胎土・色調・調整などの特徴が一致することから、

同一個体の翼と考えられる。 ７７３は左翼側でほぼ完存する。 ７７２は右翼側で約１/3残存する。 いずれも粘土

板の貼り付けにより翼が表現されるタイプで、その貼り付けられた翼が剥離した状態で出土している。

体部との段差は１．２㎝と推定される。

　表面はハケにより仕上げられ、その後線刻により羽毛が表現されている。線刻はほぼ直線的に描かれ

ているが、両翼とも風切側ほどその間隔が狭くなる傾向が認められる。裏面には、貼り付けの際の筋状

のキザミ（掻き破り痕）が認められる。また、７７３の裏面をみると、脇部側には接合痕が認められず、体
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部とは隙間があったようである。この箇所については、ヨコナデにより仕上げられている。

　なお、７７３には部分的に黒斑が認められるとともに、裏面の一部に赤色塗布が認められる。

　７７４（写真図版３６２）は、右翼の一部と考えられ、約１/２以上残存する（写真図版１６８：⑦）。粘土板の貼

り付けによって表現された翼が剥離したものである。表面には、線刻により羽毛が表現されている。線

刻は７㎜～８㎜の間隔でほぼ等間隔に平行して描かれている。側面はナデにより仕上げられているが、

明確な端面は認められず、やや丸味を帯びている。なお、線刻内には赤色塗布がわずかに認められる。

　裏面の脇部側はヨコナデにより仕上げられ、体部との接合痕は認められない。このため、脇部側の１

㎝ほどは、体部との間に隙間があったものと考えられる。体部との接合面には筋状のキザミ（掻き破り

痕）が認められる。また、接合部と脇部側との境には粘土が紐状に貼り付けられている。翼と脇部との

角度の調整が行われたものと考えられる。

　７７５（写真図版３６２）は、 左翼の一部と考えられ、 １/２近くが残存する。 体部に貼り付けられた翼が剥離

した状態である。このため、裏面には貼り付けの際の浅いキザミ（掻き破り痕）が認められる。脇部と

の段差は８㎜である。羽毛は線刻による平行する直線で表現され、ほぼ一定の間隔で描かれている。線

刻は、脇部側は空白となっており、ユビオサエ痕が比較的顕著に認められる。側面および線刻内に赤色

塗布が認められる。

　７７６（写真図版３６２）は、左翼がほぼ完存する。粘土を貼り付け立体的に表現された翼が剥離したもの

である。表面は体軸と平行するハケがわずかに認められるが、羽毛の表現は認められない。

　７７７（写真図版３６２）は、片側の風切の一部と考えられる。段差を利用して合わせが表現され、線刻に

より羽毛が表現されている。裏面には、接合面は認められない。部分的に黒斑が認められる。

　この他、図化できなかった小片として、７７８～８２３の４６点出土している（写真図版３６２～３６５　観察表４４

～４７）。

　７７８は、片翼の比較的大きな破片である。脇部側には黒斑が認められる。表面には、ほぼ平行する線刻

により羽毛が表現されている。その間隔は１㎝～１．５㎝とほぼ一定している。内面は、ユビオサエとユビ

ナデにより表現されている。

　７７９は、羽毛が線刻により体部上に直接表現されている。線刻はほぼ平行し、その間隔は７㎜～１㎝と

ほぼ一定している。内面は、ユビオサエとユビナデにより仕上げられている。

　７８０～７８２は、胎土・色調・羽毛表現等の特徴から、同一個体と考えられるものである。なかでも、７８２

は風切にあたるものと考えられる。これらの個体は、側面がユビオサエにより丸く仕上げられ、体部か

ら離れている。風切を中心に立体的に表現されたものと考えられる。また、これらの個体は、他の水鳥

形埴輪と、胎土上の特徴が明らかに異なる。

　７８４は、上背に貼り付けられた翼の小片である。表面には羽毛が線刻により表現されている。線刻の間

隔は１．５㎝である。背部との段差は約７㎜である。

　７８５は、翼の小片である。背部に直接線刻され、羽毛が表現されている。線刻は、６㎜のほぼ等間隔で

描かれている。

　７８７は、器壁の厚さが一定していないことから、粘土板で表現された翼の小片と考えられる。背部側

は、体部に擦り付けられていたものと考えられる。表面には羽毛が線刻により表現されている。

　７８６・７８８・７８９は、体部上に貼り付けられた翼の一部である。７８６は、わずかに反りあがる傾向が認め

られる。その表面には、線刻により羽毛が表現されている。脇部との段差は６㎜を測る。７８８は、その表
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面は羽毛が線刻により表現されている。また、線刻の間隔は９㎜である。体部との段差は８㎜である。

７８９は、その表面に羽毛が線刻により表現されている。また、線刻の間隔は１．６㎝である。体部との段差

は７㎜である。わずかに赤色塗布が認められる。

　７９０は、無文であるが、その形状から翼の一部と考えている。裏面には、体部との接合痕と考えられる

接合面が認められる。

　７９１は、線刻の認められない小片である。厚さ９㎜と扁平で、裏面もナデにより仕上げられていること

から、風切の一部と考えられる。上面もナデにより仕上げられている。

　７９２は、下背から尾にかけての小片である。下背・尾ともに線刻により羽毛が表現されている。翼は、

体部上に直接表現されている。尾は平行する線刻で表現されている。内面はユビナデにより仕上げられ

ている。

　７９３は、表面に線刻は認めらないが、裏面にキザミを伴う接合痕が認められる。このことから、立体的

に表現された翼の一部と判断している。表面はナデにより仕上げられている。

　７９４は、翼の輪郭が沈線により体部上に直接表現されている。内面はナデにより仕上げられている。

　７９５は、体部に線刻により羽毛が直接表現されている。翼の合わせの表現が認められる。内面はナデに

より仕上げられている。

　７９６は、翼から脇部にかけての小片である。粘土の貼り付けにより翼が表現され、線刻により羽毛が描

かれている。線刻の間隔は１．１㎝である。内面はナデにより仕上げられている。

　７９７と７９８は、羽毛が線刻により体部上に直接表現されている。７９７の線刻は、比較的細い線である。そ

の間隔は１㎝である。７９８は、内面がナデにより仕上げられている。

　７９９は、翼の小片である。体部上に貼り付けられた翼の一部で、その表面には羽毛が線刻により表現さ

れている。また、線刻の間隔は７㎜と一定している。体部との段差は４㎜である。

　８００は、翼から脇部にかけての小片である。体部には羽毛が線刻により直接表現されているが、その間

隔は８㎜である。内面は、ユビオサエとユビナデにより仕上げられている。

　８０１は、羽毛が線刻により体部上に直接表現されている。内面は磨滅傾向にある。

　８０２は、表面に線刻により羽毛が表現されているが、その間隔は１㎝である。内面は、ユビナデにより

仕上げられている。

　８０３は、線刻により羽毛が体部上に直接表現されている。線刻の間隔は、１．１㎝とほぼ一定している。

内面はナデにより仕上げられている。

　８０４は、翼から脇部にかけての小片である。翼の輪郭と羽毛が、線刻により直接体部上に描かれてい

る。羽毛の間隔は１㎝である。内面はユビナデにより仕上げられている。

　８０５は、体部上に貼り付けられた翼の一部である。裏面がユビナデにより仕上げられていることから、

風切に近い部位と考えられ、体部からやや離れていたものと考えられる。表面には線刻により羽毛が表

現されている。線刻の間隔は１㎝である。表面全面に雨ざらし痕が認められる。

　８０６は、体部に線刻により羽毛が直接表現されている。線刻の間隔は８㎜～１．３㎝と一定していない。

内面はナデにより仕上げられている。

　８０７は、体部には線刻により羽毛が直接表現されているが、その間隔は１㎝である。線刻が綾杉状をな

し、両翼の境が表現されている。内面はユビナデにより仕上げられている。

　８０８は、体部上に貼り付けられた翼の一部である。その表面には、ハケの後線刻により羽毛が表現され
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ている。また、線刻の間隔は８㎜～１．１㎝と一定していない。体部との段差は７㎜である。

　８０９は、体部に線刻により羽毛が直接表現されている。線刻の間隔は７㎜である。内面はユビナデによ

り仕上げられている。

　８１０は、翼から脇部にかけての小片である。体部には、線刻により羽毛が直接表現されているが、その

間隔は８㎜である。内面はユビオサエにより仕上げられている。

　８１１は、粘土板で表現された翼の小片である。表面には羽毛が線刻により表現されている。

　８１２は、翼の小片である。線刻により羽毛が表現されている。内面が剥離しているため、体部上に直接

描かれたのかは不明である。

　８１３は、体部に線刻により羽毛が直接表現されている。線刻の間隔は８㎜である。内面は磨滅傾向にあ

る。

　８１４～８１６は、体部上に貼り付けられた翼の一部である。その表面には、線刻により羽毛が表現されて

いる。８１４は、脇部との段差８㎜を測る。８１５は、線刻の間隔が１．１㎝～１．４㎝を測る。８１６は、黒斑が認め

られる。

　８１７は、体部に羽毛が線刻により直接表現されている。線刻の間隔は１㎝を測る。内面はユビオサエに

より仕上げられている。

　８１８と８１９は、翼の剥離片である。８１８は、羽毛が線刻により直接表現されているが、他の水鳥形埴輪と

異なり、線が細く、沈線に近い特徴が認められる。線刻の間隔は８㎜～１．１㎝と一定していない。８１９は、

８１８と胎土・線刻の特徴が類似し、同一個体の可能性が考えられる。線刻内には赤色塗布が認められる。

　８２０～８２３は、羽毛が線刻により直接体部上に描かれている。８２０の羽毛の間隔は９㎜～１．２㎝と一定し

ていない。内面はユビオサエにより仕上げられている。８２１は、内面がナデにより仕上げられている。

８２２の線刻の間隔は、１．３㎝である。

尾　７８３・８２４～８３５の１３点出土している（観察表４５・４７・４８）。このなかで図化できたのは、７８３（図版

１６０）・８２４～８２９（図版１５９）の７点である。

　７８３は、尾の一部が残存する（写真図版３７４）。端部は円弧をなす。表面はナデの後、４本の線刻により

羽毛が表現されている。裏面の多くは剥離しているが、残存部分はユビオサエとナデにより仕上げられ

ている。胎土・色調等の特徴から、水鳥形埴輪７の尾の可能性が考えられる。

　８２４（写真図版３６４）は、基部付近を欠くが、ほぼ完存する。円尾形をなすものと考えられる。下面～

側面にかけてはユビオサエとナデにより仕上げられている。上面には、平行する線刻により羽毛が表現

されている。線刻は、４㎜～６㎜とほぼ一定の間隔で描かれている。線刻内には赤色塗布が認められる。

　８２５（写真図版３６４）は、平面台形をなす。上面には平行する線刻により羽毛が表現されているが、そ

の間隔は一定していない。線刻内には赤色塗布が認められる。側面はナデにより仕上げられている。

　８２６（写真図版３６４）は、上尾筒を中心に残存する。尾との接合部に近く、表面には線刻により羽毛が

直接描かれている。羽毛の表現にあたっては、まず翼の輪郭を線刻し、その内側に羽毛が描かれている。

翼の輪郭と羽毛の線刻は同じものである。線刻内には赤色塗布がわずかに認められる。また、尾側にも

わずかに羽毛を表現した線刻が認められ、わずかに赤色塗布が認められる。

　８２７（写真図版３６６）は、水鳥形埴輪１３に近接して出土している（第３１４図）。下尾筒の一部から尾にか

けて残存し、尾はほぼ完存する。尾の隅に黒斑が認められるが、赤色塗布は認められない。上尾筒側と

下尾筒側から粘土を継ぎ足し、上下に合わせることにより尾が成形されている。尾の平面形は円尾形を
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なし、ヨコナデとナデにより、側面・端面が形成されている。上面は、ハケの後ヘラにより羽毛が表現

されている。線刻は、尾基部のラインに対して直交するものと考えられ、中心部は体軸とほぼ同方向に、

縁付近は尾の輪郭に沿うように描かれている。また、尾裏面から下尾筒にかけてもハケにより仕上げら

れている。

　８２８（写真図版３６６）は、下尾筒から尾にかけて残存し、尾は完存する。上尾筒側と下尾筒側から粘土

を合わせ、尾が形成されている。尾は円尾形をなすものと考えられるが、やや歪んだ形状をなしている。

全体的に磨滅傾向にあるが、上面はハケにより仕上げられている。しかし、羽毛の表現は認められない。

下尾筒には円形の透かしが開けられ、その径は８㎜である。体部は、内外面ともナデにより仕上げられ

ている。

　８２９（写真図版３６４）は、ほぼ完存する。先端を欠くが、くさび尾形をなすものと考えられる。上面は

ハケ、下面はナデ、側面はヘラナデにより仕上げられている。上面には羽毛の表現は認められない。ま

た、下面には赤色塗布が認められる。裏面は、背側約１/２には貼り付けの際の筋状のキザミ（掻き破り

痕）が認められる。脇部側にはキザミが認められないことから、わずかに接する程度と考えられる。側

面はナデにより仕上げられているが、明確な端面は認められず、やや丸味を帯びている。

　この他、図化できなかった小片として８３０～８３５の６点が出土している（写真図版３６７　観察表４７・４８）。

　８３０は、尾の基部を中心に残存する。体部との接合面の特徴から、尾を別途つくり、体部に貼り付けら

れていたものと考えられる。上面には線刻により羽毛が表現されている。基部中心部を起点として、放

射状に描かれている。

　８３１は、尾の右側先端隅を中心に残存する。上面は、ほぼ平行する線刻により羽毛が表現されている。

　８３２は、尾の１/２近くが残存する。側面には赤色塗布が認められる。下面はユビオサエ、上面はハケに

より仕上げられ、その後上面には線刻により羽毛が表現されている。線刻は直線からなるが、その間隔

は一定していない。

　８３３は、角尾のコーナー部分と考えられる。放射状に延びる線刻により羽毛が表現されている。８３４は、

尾の先端と考えられる。平行する線刻により羽毛が表現され、その間隔は１．１㎝～１．７㎝と一定していな

い。

　８３５は、尾の１/２近くが残存する。円尾タイプと考えられる。他の尾と比較してやや薄く仕上げられ、

側面は面をもたず薄く仕上げられている。また、横断面は湾曲している。上面には線刻による羽毛の表

現は認められない。

頸　　部　図化できなかったが、８３６～８３８の３点が出土している（写真図版３６６・３６７　観察表４８）。

　８３６は、輪積みによると考えられ、内面には粘土紐痕が顕著に認められる。外面はナデにより仕上げら

れ、黒斑が認められる。８３７は、内面に絞り目が認められ、輪積みの痕跡を認めることは困難である。外

面は磨滅傾向にある。８３８は、内面がユビオサエとユビナデにより仕上げられ、輪積みの痕跡を認めるこ

とは困難である。外面は縦方向のハケにより仕上げられている。

体 部 片　図化できなかったが、８３９～８５２の１４点が出土している（写真図版３６７～３６９　観察表４８・４９）。

　８３９は、上背から頸部にかけて残存する。内面は横方向のユビナデにより仕上げられている。外面の調

整は、磨滅のため観察できない。体部左側を中心に残存し、脇部側には翼を貼り付けた際の、キザミを

伴う接合痕が認められる。翼が脇部を中心に立体的に表現されていたものと考えられる。また、内面の

粘土痕から、体部の成形は脇部まで成形後、背部に粘土が充填され仕上げられている。

第５章　出土遺物
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　８４０は、上背を中心に残存する。翼・羽毛の表現は認められない。内外面ともナデにより仕上げられて

いる。８４１は、上背部に近い箇所の小片である。翼を貼り付けた際の筋状のキザミが認められる。内面は

ユビナデにより仕上げられている。８４２は、翼から脇部にかけての小片である。翼内は、背部上に線刻に

より羽毛が表現されている。その規模から判断して、尾に近い部位と考えられる。

　８４３は、体部の小片であるが、具体的な部位は不明である。外面には赤色塗布が認められる。

　８４４は、胸部を中心とした体部片である。内面は横方向のユビナデにより仕上げられている。外面の調

整は、磨滅のため観察できない。

　８４５は、下背から尾にかけて残存する。下背の左側が残存し、一部キザミを伴う翼の接合痕が認められ

る。また、尾はその基部のみ残存し、体部成形後に貼り付けられている。外面は磨滅傾向にあるが、内

面はユビオサエにより仕上げられている。ただし、粘土紐痕が顕著に残存する。

　８４６は、下背から尾基部にかけて残存する。尾は、体部端を上限に絞り込むことにより仕上げられてい

る。内面にはユビオサエとユビナデ痕が認められ、外面はナデにより仕上げられている。

　８４７は、下背から脇部にかけて残存する。透かしが認められないことから、下背の一部と判断してい

る。外面はハケにより仕上げられ、全面に赤色塗布が認められる。内面は、ユビナデとユビオサエによ

り仕上げられている。

　８４８は、比較的大型の体部片である。尾に近い部分の体部片と考えられる。内面はユビオサエ、外面は

ナデにより仕上げられている。

　８４９は、脇部から鍔にかけて残存する。脇部外面から鍔上面にかけて赤色塗布が認められる。内面は、

ヘラナデにより仕上げられている。鍔は、断面長方形をなし、その幅は１．６㎝を測る。下面はユビオサエ

により仕上げられ、端面から上面にかけてはヨコナデにより仕上げられている。

　８５０は、体部下端から台部上端にかけて残存する。外面には赤色塗布が顕著に認められる。体部と台部

の境には、鍔が貼り付けられている。鍔の断面は長方形をなし、幅は２．２㎝を測る。下面はユビオサエに

より仕上げられ、端面から上面にかけてはヨコナデにより仕上げられている。台部下端には円形透かし

の一部が残存する。復元される径は４㎝である。内面は、台部から体部にかけてユビナデにより仕上げ

られている。

　８５１は、体部下端から台部上端にかけて残存する。外面中位には、鍔の剥離痕が認められる。外面は縦

方向のハケ、内面は体部が横方向のハケ、台部がユビナデにより仕上げられている。

　８５２は、鍔を中心に残存する（写真図版１６８：⑧）。断面長方形をなし、その幅は２．４㎝を測る。下面は

ユビオサエにより仕上げられ、端面から上面にかけてはヨコナデにより仕上げられている。

脚　８５３の１点に限られる（図版１５９　写真図版３７０　観察表４９）。

　８５３は、片脚がほぼ完存する。鍔の上に脚が貼り付けられていたものと考えられる。このため、脚下面

は平坦な接合面となっている。また、脚上部は脇部に貼り付けられていたものと考えられ、脚全体が脇

部側に傾いた状態となっている。ただし、脇部との接合部までは残存していない。第２趾・第３趾が残

存し、第４趾は欠落している。第１趾については、表現されていない。残存長６㎝を測り、脚の長さは

５．２㎝、その幅は３．９㎝を測る。ユビオサエとナデにより仕上げられている。

台　　部　８５４～８６０の７点が出土している（図版１５９　写真図版３７０・３７１　観察表４９）。

　８５４は、円筒形をなす台部である。下半部を中心に残存し、４方に円形の透かしが開けられている。

全体的に磨滅傾向にあるが、内面は台部から体部にかけてナデにより仕上げられている。また、下端部
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はユビオサエにより仕上げられて

いる。下面は未調整である。外面

には、透かしと透かしの間の２箇

所で線刻が認められる。１箇所は

良好に残存するもので（第３３８図

写真図版３７０：ａ）、鳥を模してい

るようにも感じられる。他方は、

前者と比べて弱い線刻で、その内

容も不明である。

　８５５は、台部と体部の下端が残存

し、両者の境には鍔が貼り付けら

れている。台部は楕円筒形をなす

もので、透かしは開けられていな

い。全体的に磨滅傾向にあるが、

内面は台部から体部にかけてナデ

により仕上げられている。鍔は、

断面長方形をなし、ナデにより貼り付けられている。

　８５６は、造り出し上面・同南側斜面・南周濠底から出土している。台部から鍔にかけて残存する。全体

的ににぶい黄色～にぶい黄橙色を呈し、胎土中には、石英・長石・チャートが多く含まれている。鍔上

面に赤色塗布が認められるとともに、台部下端および鍔端面に黒斑が認められる。

　台部は、断面逆台形の円筒形をなす。下端部はほぼ完存する。４方に円形傾向の透かしが開けられて

いる。最も良好に残存する透かしは、隅丸方形に近い形態をなしている。外面は、ユビオサエとナデに

より仕上げられている。また、一部にタテハケも認められる。内面は、ヨコナデにより仕上げられ、下

端部はユビオサエが加えられている。また、下面は未調整で、溝状の圧痕が認められる。鍔は断面長方

形をなし、上面は斜下方に垂下気味である。上下両面はユビオサエにより仕上げられ、最後に体部との

接合部にヨコナデが加えられている。鍔は、台部から体部まで成形後に貼り付けられている。

　８５７は、造り出し東側斜面葺石直上および周濠底から出土している（第３３９図）。東側斜面やや南側で、

約１ｍの範囲に散乱した状態で出土している（写真図版１６９：②③）。台部と体部下端が残存する。台部

は円筒形をなす。台部高が５．４０㎝と低い点が特徴的である。ただし、透かしは開けられていない。全体

的に磨滅傾向にあるが、内面は台部から体部にかけてナデにより仕上げられている。台部下面は未調整

であるが、黒斑が認められる。台部と体部の境には、断面台形をなす鍔がヨコナデにより貼り付けられ

ている。

　この他、８５８は、図化できなかったが、台部上端から体部下端にかけて残存する。両者の境には鍔が

貼り付けられており、完存する。台部は楕円筒形をなすもので、透かしは開けられていない。体部外面

はナデ、内面は体部主軸方向のハケにより仕上げられている。台部内面はナデ、外面は縦方向のハケに

より仕上げられている。鍔は、断面長方形をなし、ヨコナデにより貼り付けられている。

　８５９は、台部下端を中心に残存する小片である。円形の透かしの一部が２箇所残存する。その規模は、

径４．５㎝と径５．５㎝に復元される。内面はナデとユビオサエ、外面はハケにより仕上げられている。下面
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は未調整である。黒斑・赤色塗布は認められない。

　８６０は、楕円筒形をなす台部の一部である。内面はユビナデにより仕上げられているが、外面の調整

は磨滅により観察できない。下面は未調整である。また、透かしの痕跡・黒斑・赤色塗布は認められな

い。

（２）区画溝

　区画溝内からの出土は、東端部に限られる（第３０１図　観察表４９・５０）。１層（第１７２図）中からの出土

で、小片が数点出土しているにすぎない。翼・体部・尾の小片が出土している。

翼　８６１～８６６の６点出土している（写真図版３７２）。いずれも、図化できなかったが、線刻により羽毛が

体部上に直接表現されている。

　８６１は、線刻内に赤色塗布が認められる。内面はユビナデにより仕上げられている。８６２は、線刻がわ

ずかに残存する。８６３は、翼の合わせを表現する直線と、これに斜行する羽毛を表現する線からなる。内

面はユビナデにより仕上げられている。線刻の間隔は、８６４が９㎜ ～１．３０㎝、８６５が９㎜、８６６が１㎝ で

ある。内面はユビナデにより仕上げられている。

体　　部　８６７の１点が出土している（写真図版３７２　観察表５０）。８６７は、背部の小片である。表面には、

翼を貼り付けた際の筋状のキザミが認められる。内面はナデにより仕上げられている。

第３節　水鳥形埴輪
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（３）前方部南側１段目斜面

　小片は、南造り出しとの接合部付近の斜面から多く出土している（第３４０図）。より東側では、小片は

ほとんど出土していない。翼・尾・台部が出土している。

翼　８６９～８７７の９点出土している（観察表５０）。

　８６９（図版１６０　写真図版３７２）は、上背部右

翼側を中心に残存する。翼の立体的な表現は

認められず、線刻により羽毛が直接描かれて

いる。背部中央には線刻が認められないこと

から、両翼の中間は線刻がなく無文であった

ものと考えられる。線刻は、わずかに弧状を

なし、ほぼ一定の間隔で描かれている。内面

は、ユビオサエとナデにより仕上げられてい

る。また、頸部付近には黒斑が認められる。

　８７０（図版１６０　写真図版３７２）は、左翼の一

部と考えられる。体部に貼り付けられた翼

が、剥離したものである。横断面が鋭角三角

形をなすことから、脇部側に段を有し、上背

部側は擦り合わされていたものと考えられ

る。脇部との段差は１．１㎝である。表面は主軸

と平行するハケの後、線刻により羽毛が表現

されている。羽毛は、残存する限りにおいて

は、ほぼ直線的で平行している。その間隔は１．５㎝ とほぼ一定である。側面はヨコナデにより仕上げら

れ、赤色塗布が認められる。

　この他、小片として図化できなかったものが７点（８７１～８７７）出土している（写真図版３７３）。羽毛が

線刻により体部上に直接表現されている。

　８７１は、背部から脇部にかけて残存する。脇部の規模から判断して、尾に近い部分と考えられる。羽毛

が線刻により体部上に直接表現されており、その間隔は７㎜とほぼ一定である。

　８７２は、線刻の間隔は６㎜～１．１㎝である。羽毛を表現した線刻に、斜行する線刻も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。８７３は、翼の合わせを表現する直線と、羽毛を表現するこれ

に斜行する線からなる。内面はユビナデにより仕上げられている。８７４は、線刻がハケの後に施され、そ

の間隔は６㎜～８㎜を測る。内面はナデにより仕上げられている。８７５は、線刻の間隔は７㎜である。内

面はユビナデにより仕上げられている。８７６は、線刻の間隔は８㎜ である。表面は全面黒斑となってい

る。８７７は、翼の合わせが線刻により直線的に描かれ、その後合わせに対して斜行する羽毛が表現されて

いる。

尾　８６８と８７８の２点が出土している。８６８（図版１６０・写真図版３７２　観察表５０）は、ほぼ完存する尾であ

る。平面形は方形傾向にあるが、全体的に丸味を帯びている。また、側面についてもユビオサエによる

成形で、明確な端面は認められない。裏面は、側面同様、ユビオサエとナデにより仕上げられている。

表面は、線刻により羽毛が表現されている。線刻のなかでは細い線で、放射状に直線的に描かれている。
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線刻内には赤色塗布がわずかに残存している。

　８７８（図版１６０　写真図版３７３　観察表５０）は、右隅を中心に残存する。線刻の間隔は８㎜である。全体

的に磨滅傾向にあるが、側面はナデにより仕上げられている。上面は線刻により羽毛が表現されている。

放射状に直線的に描かれており、線刻内には赤色塗布がわずかに認められる。

台　　部　８７９の１点が出土している（図版１６０　写真図版３７３　観察表５０）。８７９は、台部と体部の下端が

残存する。台部は円筒形をなすもので、円形の透かしが１箇所残存する。残存状況から判断して、２方

に開けられていたものと考えられる。全体的に磨滅傾向にあるが、内面は台部から体部にかけてナデに

より仕上げられている。叩き状の工具による整形痕が認められる。当初は、台部と体部の境に鍔が貼り

付けられていたようであるが、剥離しており、その剥離痕のみ残存する。

（４）南渡土堤

　主要水鳥形埴輪以外については明確な出土地点を記録することはできなかった。８８４と８８５は、渡土堤

上面から出土している。また、８８２・８８３・８８６・８８７は、南端部の溝状遺構内から出土している。

　８８０は、上尾筒から尾にかけて残存する（図版１６０　写真図版３７３　観察表５０）。上尾筒側には、線刻に

より直接翼と羽毛が表現されている。まず、翼の輪郭を線刻後、中心部の合わせを直線で描き、その後

羽毛が描かれている。尾は、上尾筒から粘土を伸ばす形でつくられている。残存する限りにおいては、

線刻は認められない。表面は、ナデにより仕上げられている。尾の下側には、円形の透かしの一部が残

存する。復元される径は２．３㎝である。

　図化できなかった小片は、８８１～８８７の７点出土している（写真図版３７４　観察表５０・５１）。

　８８１は、裏面に接合痕が認められることから、翼が粘土板により表現されていたものと考えられる。そ

の表面に線刻により羽毛が表現されている。線刻の間隔は１．４㎝である。８８２は、内外面ともハケにより

仕上げられ、その後線刻により羽毛が体部上に直接表現されている。８８４は、翼を表現した粘土板と考え

られる。その表面には、線刻により羽毛が描かれている。線刻の間隔は９㎜～１㎝である。

　８８５は、翼の輪郭線とこれに斜行する線刻により羽毛が体部上に直接表現されている。線刻は、沈線に

近い細い線である。内面はユビオサエにより仕上げられている。

　８８３・８８６・８７７は、線刻により羽毛が体部上に直接表現されている。８８３は、線刻がハケの後に行われ

ている。８８６の内面は、ナデにより仕上げられている。８８７は、翼の合わせが線刻により直線的に描かれ、

その後合わせに対して斜行する羽毛が表現されている。

　

（５）その他

　前方部盛土層中から、８８８と８８９が出土している（観察表５１）。８８８は、翼を表現した粘土板で、その表

面に羽毛が線刻により描かれている。側面には赤色塗布がわずかに認められる。８８９は翼の小片で、合わ

せを中心に線刻により表現されている。内面はナデにより仕上げられている。
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第４節　家形埴輪

１．概　要
　２４棟分以上出土している（家形埴輪１～家形埴輪２４）。大きく、①南造り出しおよびその周辺、②北造

り出しおよびその周辺、③その他から出土している（第３４１図・第３７１図）。造り出し周辺の周濠出土片に

ついても、基本的には各造り出しに伴うものと考えられる。１棟分がまとまって出土した例はなく、い

ずれも小片が散乱した状態で出土している。また、据え付け痕も確認することはできなかった。そこで、

第５章　出土遺物
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第３４１図　家形埴輪出土地点（南側）
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大きく南造り出し出土家形埴輪と北造り出し出土家形埴輪にわけて、報告する。加えて、比較的家形埴

輪としての特徴がわかるものについては、報告番号以外に、「家形埴輪○」と通称名をつけて報告してい

く。

　また、主要な家形埴輪の出土位置については、家形埴輪ごとに検討していく。なお、家形埴輪の各部

の名称・法量については第３４２図～第３４４図のとおりである。

第４節　家形埴輪
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第３４３図　家形埴輪の規模（高床式入母屋建物）

第３４２図　家形埴輪部分名称（高床式入母屋建物）
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２．南造り出しおよび周辺出土家形埴輪
（１）家形埴輪１（８９０～８９６：図版１６１～１６４

　　　　　　　　 写真図版３７６～３８０　観察表５２）

出土状況　南造り出しおよびその周辺から出土している（写

真図版１７０：①～⑥）。特に造り出し上面西半、同東側周濠底、

前方部南側１段目斜面～区画溝東端部に、集中箇所が認めら

れる（第３４５図）。

概　　要　２間×２間の高床式の入母屋造建物である。裾廻

突帯から屋根まで残存する。裾廻突帯・壁体・屋根のいずれ

もが部分的に残存する。大型の家形埴輪で、復元された器高

は１２３㎝である （第３４６図）。 家根には黒斑が、 壁体を中心に開

け放し側面等には赤色塗布が認められる。

第５章　出土遺物

第３４４図　家形埴輪規模・名称（高床式切妻建物）
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第３４５図　家形埴輪１出土地点
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屋 根 部　四柱部と切妻部が残存する。四柱部は、裏面に壁体上端部がくい込むように壁体と接合され

ている（写真図版３７８：ｄ）。屋根の傾斜は、妻側で５７° 、平側で５０° をなす。軒先には幅３．８０㎝ の突帯が

貼り付けられていたようであるが、剥離痕のみが残存する。なお、接合面には横方向のハケが認められ

る。 隅棟はシャープな稜をなす。 軒高は５１㎝と復元され、 四柱部の高さは２５．５㎝を測る。 妻の転びは５０° 

である。

　切妻部は、大棟を中心に残存する。頂部には棟覆いの突帯が貼り付けられ、そこから下方にのびる押

縁突帯が２帯残存する。棟覆いの突帯は厚さ１．４０㎝を測り、屋根の上に新たに粘土が貼り付けられてい

る（写真図版３７８：ｃ）。押縁突帯は、全体的に剥離している。剥離面から復元される幅は４．６０㎝ を測り、

厚さは７㎜を測る。剥離面にはヘラによるキザミが多く認められる。屋根には、網代が表現されている

（写真図版３７７：ａ～ｄ　３７８：ａ・ｂ）。網代は、２．５㎝×２．８㎝を単位とし、線刻により描かれている。１単

位内の線刻は７本からなる。内面は、ユビナデを基調とし、大棟裏面を除いてはヘラナデが加えられて

いる。屋根高は７２㎝を測り、棟高は１ｍ１２㎝と復元される。

身 舎 部　妻側で４７㎝、平側で５８㎝を測り、両者を基準とした面積は０．２７㎡である。中央部では、階廻

突帯が貼り付けられた状態が一部残存する。また、これに対応する内面には、台輪の剥離痕が認められ

る。台輪そのものは、小片（８９４～８９６）が残存するのみで（写真図版３８０）、図化・復元はできなかった。

柱は、身舎部階下から身舎部階上まで通っている。特に隅柱は、粘土板を折り曲げてつくられている

（写真図版３７９：ｈ）。妻側・平側ともに開け放しが２箇所ずつ付けられているが、いずれもヘラにより成

形されている。

Ａ　面　柱間規模は、Ｄ面側が１６．４０㎝、Ｃ面側が１６．００㎝を測る。また、間柱の幅は８．９０㎝を測り、両側

隅柱との間は開け放しとなっている。その規模は、身舎部階上で、Ｄ面側が幅１６．００㎝、高さ１１．００㎝、

Ｃ面側が幅１４．９０㎝、高さ１０．８０㎝を測る。身舎部階下で、Ｄ面側が幅１６．４０㎝、高さ１１．６０㎝、Ｃ面側が幅

１６．００㎝、高さ１１．４０㎝を測る。また、隅柱の幅は、Ｄ面側が９．３０㎝、Ｃ面側が９．８０㎝を測る。

第４節　家形埴輪

第３４６図　家形埴輪１断面
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　身舎部階上の開け放し下側の壁体、その上端部下５㎜の位置には、横行する３本の線刻で区画され、

中央の線刻を軸とした綾杉文がヘラにより描かれている（写真図版３７９：ａ・ｂ）。Ｄ面側の綾杉文は、Ｃ

面側の綾杉文はその向きが一定しているのに対し、その中央部で向きがかえられている。また、身舎部

階下の開け放し上端は、階廻突帯下５．７㎝の高さにあり、壁体外面はハケにより仕上げられている。この

壁体部分には赤色塗布が認められる。

　身舎部階上と階下の境には、階廻突帯が貼り付けられており、当埴輪の中では最も良好に残存する。

その厚みは１．６０㎝を測る。ただし、端部まで残存しないため、形態・規模は明らかにできない。

Ｂ　面　壁体と柱がわずかに残存する。各柱間は、Ｃ面側が１６．４０㎝、Ｄ面側が１６．２０㎝を測る。間柱の幅

は８．３０㎝を測り、両側隅柱との間は開け放しとなっている。その規模は、身舎部階上で、Ｃ面側が幅１６．４０

㎝、高さ１０．７０㎝、Ｄ面側が幅１６．２０㎝、高さ１０．００㎝を測る。また身舎部階下は、Ｃ面側が幅１６．７０㎝、高

さ１１．００㎝を測り、Ｄ面側が幅１６．５０㎝、高さ１１．１０㎝と復元される。また、隅柱の幅は、Ｃ面側が８．３０㎝、

Ｄ面側が８．５０㎝と復元される。

　身舎部階上の開け放し下側壁体、その上端部下５㎜の位置には、横行する３本の線刻で区画され、中

央の沈線を軸とした綾杉文がヘラにより描かれている（写真図版３７９：ｃ・ｄ）。残存範囲が限られるため、

綾杉文の向きの変化は認められない。また、身舎部階下の開け放し上端は、階廻突帯下６．２０㎝の高さに

あり、壁体外面はハケにより仕上げられている。

Ｃ　面　全体的に残存部分は少なく、間柱とその両側の壁体の一部が残存するに過ぎない。各柱間は、

Ａ面側が９．１０㎝を測り、Ｂ面側が１１．３０㎝と復元される。間柱の幅は８．６０㎝を測り、両側隅柱との間は開

け放しとなっている。その規模は、身舎部階上で、Ａ面側が幅９．１０㎝、高さ１１．６０㎝、Ｂ面側が幅１１．３０

㎝、高さ１０．７０㎝を測る。身舎部階下は、Ａ面側が幅８．９０㎝、高さ１１．８０㎝、Ｂ面側が幅１１．４０㎝、高さ

１１．９０㎝を測る。隅柱の幅は、Ａ面側が９．５０㎝を測り、Ｂ面側は間柱及び各開け放しの規模から１０．１０㎝

と復元される。

　上側身舎部の開け放し下側の壁体、その上端部下５㎜の位置には、横行する３本の線刻で区画され、

中央の線刻を軸とした綾杉文がヘラにより描かれている（写真図版３７９：ｆ）。残存範囲が限られるため、

綾杉文の向きの変化は認められない。また、下側身舎部の開け放し上端は、階廻突帯下４．０㎝の高さにあ

る。

Ｄ　面　各柱間は、Ｂ面側が１０．５０㎝とＡ面側が１０．１０㎝を測る。間柱の幅は８．５０㎝を測り、両側隅柱と

の間は開け放しとなっている。その規模は、身舎部階上で、Ｂ面側が幅１０．００㎝、高さ１１．４０㎝、Ａ面側

が、幅９．７０㎝、高さ１１．５０㎝を測る。身舎部階下は、Ｂ面側が幅１０．５０㎝、高さ１２．００㎝、Ａ面側が幅１０．１０

㎝、高さ１２．００㎝を測る。また、隅柱の規模は、Ａ面側が７．９０㎝を測り、Ｂ面側は間柱及び各開け放しの

規模から９．３０㎝と復元される。

　身舎部階上の開け放し下側の壁体、その上端部下５㎜の位置には、横行する３本の線刻で区画され、

中央の線刻を軸とした綾杉文がヘラにより描かれている（写真図版３７９：ｆ）。綾杉文は、その中央部で向

きが変えられている。また、身舎部階下の開け放し上端は、階廻突帯下５．０㎝の高さにある。

　裾廻突帯は部分的に残存し、その幅６㎝、厚さ１．４０㎝を測る。なお、裾部は全く残存していない。

　この他、実測できなかったが、８９１～８９６が出土している。

　８９１は、柱と壁体からなる小片である。柱の幅は８．７０㎝を測り、壁体とは９㎜の段差が認められる。壁

体の上側は開け放しの下端となっており、この下側に横行する１本の線刻が描かれている。内外面とも

第５章　出土遺物
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ナデにより仕上げられ、柱の外面には赤色塗布が認められる。

　８９２と８９３は、柱のみからなる小片である。両側面は開け放しとなっており、間柱と判断される。その

幅は、８９２が８．６０㎝、８９３が８．８０㎝を測り、内外面ともナデを基調として仕上げられている。また、８９２外

面にはハケも認められる。この他、両個体の側面には赤色塗布が認められる。

　８９４～８９６は、台輪の小片である。８９４は、身舎との接合部を中心に残存する。上面はユビナデとヘラナ

デ、下面はナデにより仕上げられている。８９５は、コーナー部の小片で、壁体との接合部を中心に残存す

る。内外面ともナデにより仕上げられている。８９６は、コーナー部を含む小片である。内外面ともナデに

より仕上げられている。上面には赤色塗布が認められる。

（２）家形埴輪２（８９７：図版１６５・１６６　写真図版３８１・３８２　観察表５２）

出土状況　造り出し上面と区画溝・前方部１段目

斜面から出土している。造り出し上面から最も多

く出土し、特に北側縁辺部中央やや東寄りから集

中して出土している（第３４７図）。

概　　要　２間×２間の入母屋式の平屋建物であ

る。平側の１面に入口と窓が認められる以外、他

の３面が壁体に覆われた閉鎖的な建物である。入

口と窓を有する側をＡ面、その反対側をＢ面、Ａ面

右側の妻側をＣ面、Ａ面左側の妻側をＤ面として報

告する。

　器高は６６．２０㎝残存し、復元された高さは６７．２０

㎝である。屋根から裾部にかけて残存する。屋根

四柱部から身舎部が最も良好に残存し、切妻部と

身舎裾部については、一部のみの残存である。大

棟上面・四柱部上面・身舎部下部に黒斑が認めら

れる。赤色塗布は、壁体Ｂ面にわずかに認められる。

屋 根 部　四柱部を中心に残存し、切妻部は部分的な残存にとどまる。四柱部は、Ａ面側とＢ面側が良

好に残存する。壁体上端面が、屋根裏面に食い込む形で、身舎と屋根が接合されている。

　軒先は、幅４．６０㎝、厚さ３㎜の突帯により表現されている。軒先断面はナデにより端面が仕上げられ、

方形をなす。屋根もナデにより仕上げられている。軒先間の距離は、梁行（Ａ面－Ｂ面間）で４７．６０㎝、

桁行（Ｃ面－Ｄ面間）で６０．７０㎝を測る。四柱部の傾斜角は２５°である。また、軒高は２７．００㎝～２７．７０㎝

を測る。

　四柱部と切妻部との境には、幅４．６０㎝、厚さ６㎜の押縁突帯が貼り付けられている。この突帯を境と

して、四柱部から切妻部にかけて、その傾斜が大きく変化している。また、この変化に対応して、押縁

突帯横断面は、わずかに凹面状をなしている。四柱部高は、１０㎝を測る。この高さにおける規模は、妻

側で１８．２０㎝、平側で３０．４０㎝である。

　切妻部は、大棟の多くを欠くが、全体が復元できる程度に残存する。また、破風も多くを欠くが、両

側とも残存する。全体的にナデとユビオサエにより仕上げられ、網代表現等は認められない。屋根と破

第４節　家形埴輪
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第３４７図　家形埴輪２出土地点
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風の境は、５㎜の段差をもつ押縁突帯が貼り付けられている。これは、四柱部と切妻部の境をなす押縁

突帯からのびるもので、下端では幅３㎝であるのに対し、大棟では幅４．８０㎝と広くなっている。切妻部

中央にも縦位の押縁突帯が貼り付けられている。大棟付近のみの残存であるが、四柱部と切妻部との境

をなす押縁突帯に接続しているものと考えられる。幅３．５０㎝を測り、厚さは４㎜である。なお、棟高は

５８．８０㎝である。

　破風板は、合掌部を欠くが、下部を中心に残存する。下端部での幅８．２０㎝を測り、合掌部では約１１㎝

と推定される。また、片側ではあるが、合掌部下に棟木端が貼り付けられている。幅６．７０㎝を測り、高

さ４㎝と推定され、半円形をなすものと考えられる。破風板から１．６０㎝突出する。破風板を基準とした

妻の転びは、４８° を測る。復元される屋根長は、７６．２０㎝である。また、屋根高は３７．３０㎝と復元される。

身 舎 部　壁面は、裾部と同一面で、４面とも比較的良好に残存する。全体的に真壁表現で、壁体との

段差をもって柱が表現されている。壁体整形後、その箇所に粘土が貼り付けられている。ヘラにより側

面が整形され、その当りが線刻として残存している。壁体間の距離は、妻行（Ａ面－Ｂ面間）で３５．２０㎝、

平行（Ｃ面－Ｄ面間）で４５．１０㎝を測り、両者を基準とした平面積は０．１５㎡である。また、壁高は３１．２０㎝

である。

Ａ　面　隅柱・間柱・２面の壁体からなる（写真図版３８１：ａ）。ただし、Ｃ面側の隅柱を欠く。隅柱・間

柱とも、壁体に対して間柱が７㎜、右隅柱が３㎜の段差により表現されている。右側隅柱は、上半のみ

残存し、下半を欠く。その幅は、右側隅柱で６．４０㎝、間柱で６．７０㎝を測る。左隅柱は７．４０㎝と復元され

る。

　右側壁体には、６．１５㎝×１５．８０㎝の長方形の入口が開けられている。入口は、壁体の中央部にはなく、

間柱側に寄っている。間柱と入口との間隔は１．４０㎝、隅柱と入口との間隔は４．００㎝を測る。また、裾廻

突帯からの高さは１．８０㎝と推定される。入口側面は、ヘラナデにより仕上げられている。

　左側壁体には、１２．２０㎝×１１．８０㎝とほぼ方形の窓が開けられている。側面は、入口同様、ヘラナデに

より仕上げられている。裾廻突帯から窓下辺までの高さは、６．００㎝ を測る。この間の壁体には、４本

（上側）と２本（下側）をセットとする横方向の線刻が描かれている。この線刻内には、赤色塗布が認め

られる。

Ｂ　面　隅柱と間柱および２面の壁体からなる（写真図版３８２：ａ）。左隅柱は残存せず、右隅柱が部分

的に残存する。間柱についても、壁体との段差まで残存するのは上部に限られる。右隅柱の幅は６．５０㎝、

間柱の幅は７．１０㎝を測り、左隅柱の幅は６．４０㎝と復元される。また、壁体との段差は、右隅柱で８㎜、

間柱で８㎜～９㎜を測る。

　壁体は、右側が１２．５０㎝、左側が１１．５０㎝を測る。壁面には、３～４本を単位とした横位の線刻が４単

位残存する。左側についても、最下段を欠くが、右側との関係から４単位あったものと考えられる。最

上段のみ３本からなり、以下は４本を１単位としている。

Ｃ　面　隅柱と間柱および２面の壁体からなる（写真図版３８１：ｂ）。ただし、右側の隅柱は残存しない。

その幅は、６．７０㎝と復元される。左側隅柱についても、上部のみ残存し、その幅は５．８０㎝を測る。間柱

は、全体的に残存するが段差まで残存するのは上部に限られる。その幅は６．１０㎝を測り、壁面との段差

は、８㎜～１㎝である。

　壁体の幅は、右側・左側とも７．８０㎝を測る。右側壁体には、横位の線刻が４単位認められる。最上位

のみ３本からなり、以下は４本が１単位となっている。左側壁体においても、剥離のため、残存するの
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は２単位のみである。右側壁体との位置関係から、４単位あったものと考えられる。

Ｄ　面　Ｂ面と基本的な構成は同じである（写真図版３８２：ｂ）。隅柱と間柱および２面の壁体からなる。

ただし、右側（Ａ面側）の隅柱を欠く。幅は６．３０㎝ と復元される。左側（Ｂ面側）隅柱は、表面が剥離

しており、壁体との段差は認められない。幅は５．５０㎝を測る。間柱についても、上側のみ９㎜の段差を

もって残存し、以下は剥離している。幅は５．６０㎝を測る。

　右側壁体は、下側が８．２０㎝、上側が７．７０㎝の幅を測る。壁面には、３本と４本を単位とした横位の線

刻群が４単位認められる。最上位の単位のみが３本からなる。また、この３本の線刻は、その間隔は一

定していない。これらの線刻は、柱表現後に描かれている。

　左側壁体は、下側が７．７０㎝、上側が７．００㎝の幅からなる。右側壁体同様の線刻が４単位あったものと

考えられるが、上から２単位目は剥離により残存しない。その位置は右側と対応し、最上位の１セット

のみが３本からなる。わずかにハケ目が認められる、ハケの後に線刻が施されている。

裾　　部　Ａ面からＤ面にかけて、およびＢ面において残存する。Ａ面側、左側壁体下部に半円形のスカ

シが約１/２残存する。その高さは３．４０㎝を測り、底部における幅は７．６０㎝と復元される。また、その位置

関係から判断して、右側壁体下にもあったものと考えられる。Ｄ面側にも、間柱下に認められ、半円形

の頂部を除いて残存する。下面の幅８．９０㎝ を測り、高さは４．１０㎝ と推定される。Ｂ面においては、右側

壁体下に残存し、その規模は、下面幅７．００㎝、高さ４．２０㎝を測る。下面から裾廻突帯までの高さは４．００

㎝を測り、Ｄ面との境付近で壁面からの幅４．４０㎝を測る。

　裾部上面には裾廻突帯が貼り付けられている。幅４．２０㎝、厚さ１．４０㎝を測り、ユビオサエとナデによ

り貼り付けられ、仕上げられている。

（３）家形埴輪３（８９８：図版１６７・１６８写真図版３８３～３８６　観察表５２）

出土状況　造り出し上面・区画溝・前方部南側１段目斜面・南周濠から出土している（第３４８図　写真図

版１７１：①）。造り出し北東隅に集中する傾向が認められる。

概　　要　２間×１間の高床式の切妻建物であ

る。階上部は、妻側の入口を除き、壁体に囲まれ

た閉鎖的な建物である。入口がある妻側をＣ面と

し、その左平側をＡ面、右平側をＢ面、他をＤ面と

して報告する。

　身舎部と屋根部とからなり、両者間に直接の接

合関係は認められない。このため、全体像は、他

の類例をもとに復元したものである。そして、復

元された器高は６７．２０㎝である。全体的にナデとユ

ビオサエにより仕上げられている。大棟・裾部・

階廻突帯を中心に黒斑が認められ、大棟裏面には

赤色塗布も認められる。

屋 根 部　全体が復元できる程度に、比較的良好

に残存する。屋根と身舎は、身舎部壁体上端に屋

根を載せるようにして接合されている（写真図版

第４節　家形埴輪
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３８６：ａ～ｃ）。また、屋根両端には破風が貼り付けられている。棟高５８．９５㎝を測り、棟長は７４．２０㎝であ

る。また、階廻突帯上端から大棟までの高さは３６．００㎝である。屋根の傾斜は３０° を測る。

　軒先には、 幅４．１０㎝の突帯が３㎜の段差をもって貼り付けられている。 軒先の傾斜は２５° を測る。 屋根

の中ほどには、軒先と平行する横位の押縁突帯が貼り付けられている。さらに、これに直交する縦位の

押縁突帯が２帯と、破風板との境をなす突帯が２帯、それぞれ貼り付けられ、棟部を３分割している。

横位の押縁突帯の幅は、Ａ面左側で５．４０㎝、右側で５．７０㎝を測り、棟との段差は３～４㎜である。また、

破風板との境をなす突帯の幅は、Ｃ面側で４．００㎝、Ｄ面側で３．６０㎝を測る。棟との段差は３㎜である。

　破風板は、両側とも合掌部を欠くが、屋根上に貼り付けられている（写真図版３８４：ａ・ｂ）。Ｃ面・Ｄ

面ともＢ面側の破風板下部が残存し、下端の幅はＣ面側で５．８５㎝、Ｄ面側で４．８０㎝を測る。破風板の傾斜

を基準とした妻側の転びは、５５° である。復元された屋根長は８６．１０㎝である。

　Ｃ面合掌部下端には、棟木端が貼り付けられている（写真図版３８３：ｃ）。残存幅６．００㎝、残存高４．２０㎝

を測り、端面は破風板の傾斜とほぼ一致する。また、棟木と接する大棟裏面には顕著なヘラによる掻き

破り痕が認められる（写真図版３８３：ｃ）。棟木下端の延長部を大棟裏面に貼り付けた痕跡と考えられる。

なお、Ｄ面ではこの痕跡は残存しないが、わずかに貼り付けの際の補強痕が残存する。

　この他、破風板下部、平側壁体の延長上に、桁柱の表現が認められる（写真図版３８５）。Ｃ面で２箇所、

Ｄ面で１箇所残存し、Ｃ面のＢ面側のみ完存する。いずれも縦形で、妻側壁体からのび、その先端は破風

板とほぼ一致する。完存する桁柱断面の規模は、縦３．９０㎝、幅１．２０㎝ を測る。そして、Ｃ面における桁

柱間の距離は３２．７０㎝である。

身 舎 部　階廻突帯を境に、その階下と階上からなる。各面とも部分的に残存するのみで、これをもと

に復元した結果、平側は２間、妻側は１間からなる。また、階廻突帯下側の開け放し下端は、裾廻突帯

上面とほぼ一致する。平面の規模は、平側で５０．３６㎝、妻側で３７．７０㎝を測り、これを基準とした面積は

０．１８㎡である。また、壁高は４５．６０㎝と復元される。

Ａ　面　階下を中心に残存する。両側の隅柱と間柱からなる。左側の隅柱は、下部を中心に残存し、そ

の幅は８．６５㎝を測る。右側の隅柱は階廻突帯上部まで残存し、８．７０㎝と復元される。間柱の幅について

は、その下端がわずかに残存し、８．３５㎝と復元される。また、この間柱と左側隅柱の規模から、左側開

け放しの幅は、１１．７０㎝と復元される。高さは１２．２０㎝である。右側開け放しの幅についても、１２．６０㎝と

復元され、高さは１２．２０㎝である。

　なお、階上については、右側隅柱の一部が残存するのみで、他は一切残存しない。

Ｂ　面　階廻突帯より上側も含め、Ａ面より良好に残存する。左隅柱は、階廻突帯の上側で幅９．３０㎝を

測る。右隅柱は、裾廻突帯の上側で８．７０㎝、軒下付近で７．８０㎝を測る。間柱は、裾廻突帯の上側で８．４５

㎝、階廻突帯の上側で８．７０㎝を測る。階廻突帯階下の開け放しの規模は、左側で幅１０．６５㎝、高さ１２．００

㎝を測る。右側は、幅が１１．９０㎝を測り、高さは１２．００㎝である。上側壁体の規模は、右側で幅１０．５０㎝を

測り、高さは２２．４０㎝と復元される。

Ｃ　面　階廻突帯階上を中心に残存する。階下については、右隅柱が残存し、その幅は７．８０㎝を測る。

左隅柱については、開け放し上側で右端が残存することから、８．３０㎝と復元される。さらに、これら両

隅柱の規模から、開け放しの幅が２２．３０㎝と復元される。また、高さは１１．８０㎝である。

　階上については、その下端を中心に残存する。壁面は全体的に壁体となっているが、中央部よりやや

右側に入口の下端が残存し、その幅は１０．２０㎝を測る。入口の右側は隅柱となっており、その幅は１１．１０
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㎝と他より広くなっている。また、左隅柱については、壁体とは縦方向の線刻により区別されており、

その幅は８．００㎝を測る。

Ｄ　面　階下部を中心に残存し、階上は左隅柱がわずかに残存するのみである。階下部隅柱の規模は、

左隅柱で８．４０㎝を測り、右隅柱は８．７０㎝と復元される。また、両隅柱の規模から、開け放しの幅は２０．９５

㎝と復元され、その高さは１２．００㎝を測る。

階廻突帯　Ｂ面からＤ面にかけて残存する。壁体からやや斜下方に傾斜する平坦面が付き、その先端は鼠

返し状をなす。ナデとユビオサエにより仕上げられ、断面は端部がシャープな方形をなす。平坦面の幅

は３．３０㎝を測り、鼠返しの高さは４．０５㎝である。底部から突帯上面までの高さは、２２．６５㎝を測る。さら

に、この水平面下面から裾廻突帯上面までの高さは１３．６５㎝である。

台　輪　この階廻突帯に対応する内側には、台輪が貼り付けられている（写真図版３８６：ｄ）。平側・妻

側に巡らされている。台輪上面は水平ではなく、わずかではあるが、内側ほど高くなる傾向が認められ

る。台輪は、一部のみ残存し、ナデを基調として仕上げられている。端部もナデにより明確な面を有し、

断面形は方形をなす。その幅は、Ａ面側で７．０５㎝、Ｃ面側で７．００㎝ と、妻側・平側とも同規模である。

そして、台輪内の規模は、平側で３１．２０㎝、妻側で２１．９０㎝と復元される。

裾　　部　Ｃ面をのぞいて、比較的良好に残存する。ただし、いずれの面においてもスカシは認められ

ない。裾部上側には裾廻突帯が貼り付けられている。上面は水平な面をなしているが、下面は接合部付

近を中心に厚くなっている。身舎側接合面には、裾廻突帯と身舎の接合を強化するためのヘラ先による

斜方向の沈線（掻き破り痕）が顕著に認められる（写真図版３８６：ｅ・ｆ）。裾部下面から裾廻突帯上面ま

での高さは７．７０㎝を測り、裾廻突帯上面の幅は４．１０㎝である。

　

（４）家形埴輪４（８９９：図版１６９・１７０　写真図版３８７～３９２　観察表５２）

出土状況　南造り出し上面と、区画溝内から出土している（第３４９図）。区画溝内から出土したものはわ

ずかで、ほとんどが造り出し上面から出土している。造り出し上面では、ほぼ全域から出土しているが、

北側縁辺部中央に分布の集中が認められる。

概　　要　２間×２間の高床式の入母屋造建物で

ある。壁体の綾杉文や屋根部の鰭飾り等、装飾性

の高い家形埴輪である。裾部から屋根まで残存す

る。ただし、裾部と屋根部の残存部分はわずかで

ある。残存高８３．４０㎝ を測り、復元された器高は

８４．４０㎝である。黒斑がわずかに認められ、壁体を

中心に部分的に赤色塗布が認められる。全体的に

浅黄橙色を呈し、胎土中の砂礫が極端に少ないな

ど、他の家形埴輪とは明らかに特徴を異にする。

裾　　部　裾廻突帯を中心に残存し、下部につい

ては部分的に残存するのみである。このため、ス

カシも認められない。裾部から裾廻突帯上面まで

の高さは７．４０㎝を測る。裾廻突帯は、各面とも部

分的に残存する。端面はヘラ削り後ナデにより仕

第４節　家形埴輪
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上げられている。上面の幅２．４０㎝～３．１０㎝、厚さ１．９０㎝と、長方形に近い断面形態をなす。

身 舎 部　各面とも部分的に残存するのみである。各面の残存部分から全体を復元している。平面の規

模は、平側で４８．６５㎝、妻側で３７．７５㎝を測り、これを基準とした面積は０．１８㎡である。裾廻突帯上面か

ら階廻突帯下面までの高さは、Ｃ面側で１７．９５㎝を測る。さらに、階廻突帯上面から壁体上端（屋根との

接合部）までの高さは、Ｃ面において２１．５０㎝を測る。壁高は４８．５０㎝となる。

　各柱は、壁面に粘土を貼り付け、段差をもって表現されている。階下から階上にかけて通る、通し柱

となっている。

階　　下　Ａ面からＤ面の、４面が残存する。

Ａ　面　左側隅柱と間柱が残存し、右隅柱は残存しない。各柱間は開け放しとなっている（写真図版

３８９：ａ）。各開け放しの下端は、裾廻突帯上面とは一致せず、高さ１㎝ の壁体が認められる。また、上

側についても高さ３．４０㎝の壁体となっている。

　左隅柱は、隅部を中心に剥離が目立つが、幅は６．８０㎝を測る。間柱は階廻突帯付近を中心に残存し、

その幅は６．６０㎝を測る。左側開け放しの規模は、幅１２．７０㎝、高さ１２．７０㎝と方形をなす。右側開け放し

の規模は、高さ１２．７５㎝を測り、幅は１２．８０㎝と復元される。

Ｂ　面　両隅柱と間柱が残存する（写真図版３９０：ａ）。いずれも、残存状況は部分的である。左隅柱の

幅は６．４０㎝、右隅柱の幅は６．５０㎝～７㎝と復元され、間柱の幅は上端部で６．７５㎝を測る。開け放し下端

は、裾廻突帯上面から左側で１㎝を測るが、右側では４㎜と、壁体がわずかである。左側開け放しの規

模は、高さが１４．３０㎝を測り、幅は１３．１０㎝と復元される。右側開け放しの規模は、幅が１２．４０㎝を測り、

高さは１４㎝残存する。

Ｃ　面　間柱が比較的良好に残存し、幅６．９０㎝ を測る（写真図版３９１：ａ）。隅柱については、右隅柱の

上部が残存する程度である。開け放しは、左側の高さが１３．３０㎝ を測り、幅７．４０㎝ と復元される。右側

は、幅７．１０㎝～７．５０㎝を測り、高さは１３．２０㎝と復元される。開け放しの下側は壁体となっているが、高

さ４㎜とわずかである。上側についても壁体となっており、その高さは左側で３．２０㎝、右側で３．６０㎝と、

若干異なる。

Ｄ　面　隅柱と間柱からなるが、間柱は上端部がわずかに残存するのみである（写真図版３９２：ａ）。そ

の幅は、左隅柱で６．４０㎝、右隅柱で６．５０㎝、間柱で６．５５㎝を測る。開け放しの規模は、左側で高さ１２．３０

㎝、幅７．８０㎝を測る。右開け放しの規模は、高さ１３．００㎝、幅７．６０㎝を測る。開け放しの下側は、高さ８

㎜とわずかに壁体をなしている。また、開け放しの上側についても壁体となっており、良好に残存する。

右側開け放しの上端から３．６０㎝を測る。

階廻突帯　断面「へ」の字形に屈曲する鼠返し突帯で、壁体に貼り付けられている。Ａ面側が最も良好

に残存し、他の面においては部分的に残存するに過ぎない。

　壁体に接続する水平面は、幅３．００㎝～３．４０㎝を測る。斜下方にのびる面は、水平面から３．６０㎝～４．４０

㎝の比高が認められる。端部はナデにより明確な端面をなし、断面方形に仕上げられている。底面から

階廻突帯上面までの高さは、Ｃ面側で２７．１０㎝を測る。

　斜行する面には線刻による加飾が認められる（写真図版３８９：ｄ・ｅ　３９０：ｄ・ｅ）。具体的には、上側

と下側に平行する２本をセットとする線刻が描かれている。また、コーナー付近においては、上記線刻

に直交する線刻が認められる。この直交する線刻は連続するものではなく、ある規則性をもって施され

たものと考えられる。
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台　　輪　階廻突帯に対応する内面には、台輪が貼り付けられている（写真図版３９２：ｃ）。平側から妻

側にかけて全周する。コーナー内側は隅丸をなし、上面はヘラ削りの後ナデにより仕上げられている。

上面および端部はヘラ削りの後ナデにより仕上げられ、明確な端面が形成されている。その幅は、Ａ面

側で６．９０㎝、Ｂ面側で６．５０㎝を測り、Ｃ面側・Ｄ面側は６．７０㎝と復元される。厚みは１．７０㎝～１．８０㎝を測

る。

階　　上　Ａ面からＤ面の、４面が残存する。

Ａ　面　両側の隅柱と間柱からなり、部分的に欠くものの比較的良好に残存する（写真図版３８９：ａ）。

壁体とは、８㎜～１㎝の段差により表現されている。その幅は、左隅柱で６．４０㎝、右隅柱で６．５０㎝を測

る。また、間柱の幅は下端部で６．５０㎝を測る。階廻突帯上面から３㎝の高さまでは壁体で、その上側は

開け放しとなっている。

　この壁体上部には、線刻により綾杉文が描かれている（写真図版３８９：ｂ・ｃ）。綾杉文は、平行する３

本の横位の直線を引き、両側を割り付けライン、中央部の直線を頂点として描かれている。割り付けラ

インは、綾杉文より細い線で引かれている。また、左側壁体と右側壁体とでは向きが違えられている。

なお、綾杉文の幅は１．４０㎝である。

　開け放しの規模は、左側で高さ１３．２５㎝、幅１３．１５㎝を測り、右側で高さ１３．１０㎝、幅１３．５０㎝と、ほぼ

方形をなす。また、開け放し上端から屋根との接合部までは、高さ５．８０㎝の壁体となっている。加飾は

認められない。

Ｂ　面　各柱の残存はわずかである（写真図版３９０：ａ）。規模を明らかにできるのは間柱に限られ、幅

６．５０㎝を測る。開け放しは下端部を中心に残存し、その幅は左側で１３．１０㎝、右側で１２．００㎝を測る。高

さについては、明らかにし得ない。開け放しの下側は壁体となっており、その高さは右側で３．００㎝を測

る。壁体表面には、Ａ面と同様の綾杉文が表現されている（写真図版３９０：ｂ・ｃ）。ただし、Ａ面とは異

なり、綾杉文の向きは左側・右側とも同方向である。

Ｃ　面　間柱が良好に残存するが、隅柱については部分的な残存にすぎない（写真図版３９１：ａ）。各柱

の幅は、左隅柱で６．３０㎝、間柱で６．９０㎝を測り、右隅柱については６．２０㎝と復元される。また、間柱の

表面には、縦方向・斜方向の線刻が認められる。縦方向は比較的しっかりした線刻であるが、斜方向に

ついては浅く細い線である。

　開け放し右側下端には踏込が認められ、入口が表現されている（写真図版３９１：ｃ）。開け放し下端部

中央において、その下面から７㎜垂直に抉られ、さらに１．８０㎝逆台形状に抉られている。全体で２．５０㎝

の抉れとなっている。また、開け放し下端（入口上端）における踏込の幅は５．２０㎝である。踏込下端か

ら開け放し上端までの高さは１４．６０㎝となる。開け放しの幅は７．８０㎝を測る。また、下側は高さ３㎝の

壁体となっているが、加飾は認められない。

　左側開け放しは、幅８．５０㎝、高さ１２．３０㎝を測る。その下面と上面の高さは、右側入口と一致する。開

け放しの下側は、高さ３．００㎝ の壁体となっており、Ａ面・Ｂ面と同様の綾杉文が描かれている。また、

上側壁体の高さについては、右側で６．００㎝を測る。

Ｄ　面　階下とは異なり、間柱がほぼ完存するのに対し、各隅柱の残存は部分的である（写真図版３９２：

ａ）。その幅は、左隅柱で６．２０㎝、右隅柱で６．４０㎝、間柱で６．８０㎝である。

　開け放しについては、左側が他と異なる形状をなし、入口として表現されたものと考えられる。その

下端の一部が残存するのみであるが、先述したＣ面の特徴から判断して、踏込の一部と考えられる。推
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定されるその深さは２．４０㎝である。入口は上端まで残存し、下端からの高さは１４．４０㎝を測る。また、上

端より上側も高さ６．００㎝の壁体となっている。

　右側開け放しの幅は７．４０㎝を測り、高さは１１．８０㎝と復元される。下側には、高さ３．４０㎝の壁体が残存

し、平側同様、綾杉文が描かれている（写真図版３９２：ｂ）。

屋 根 部　四柱部を中心に残存し、切妻部の残存はわずかである。全体的に、Ａ面が最も良好に残存す

る。屋根と壁体の接合は、壁体上端部から斜外方に粘土を継ぎ足し、その上端で屋根を支えている（写

真図版３９１：ｄ）。さらに、内側壁体と屋根裏面を粘土で補強させている。また、四柱部の隅棟は、比較

的シャープに仕上げられている。軒高は４３．４㎝ を測り、屋根高は４１㎝、棟高は７９．９０㎝ と復元される。

妻の転びは４０° 、四柱部の傾斜は４５° を測る。

　四柱部Ａ面は、軒先までは残存していない。その上端、切妻部への変換部には、幅８㎝ の扁平突帯が

貼り付けられている。屋根との段差は６㎜を測る。この突帯の中間部には、鰭飾りが貼り付けられてい

る（写真図版３８７：ｂ　３８８：ａ・ｂ　３９２：ｅ）。鰭飾りは、扁平の突帯上に基部が貼り付けられている。部

分的な残存に限られるが、３体の鰭からなるものと考えられる。中央部の鰭飾りは残存しないが、左右

両側の鰭飾りが残存する。ただし、上端部まで残存しないため、全体の形状は復元できない。表面がわ

ずかに上側に反りあがる傾向が認められる。基部における幅は４．７０㎝である。上端部まで残存しないが、

少なくとも基部から４㎝はあったものと考えられる。

　なお、四柱部上端における規模は、平側で３１．１０㎝、妻側で１８．５０㎝と復元される。

　Ｂ面については、下部のみの残存にとどまり、鰭飾り部分は一部の残存にとどまる。この他、Ｃ面・Ｄ

面については部分的な残存に留まり、妻側に平側同様の鰭飾りの痕跡を確認することはできない。

　切妻部は、Ａ面側の一部が残存する。四柱部上端から縦位の押縁突帯がのびている。残存する部位か

ら判断して、縦位の押縁突帯は２帯あり、大棟を３分割していたものと考えられる。また、破風板の一

部が残存し、破風と大棟の境にも押縁突帯が貼り付けられている。その幅は切妻部中位で２．３０㎝を測る。

　また、大棟頂部にも鰭飾りが貼り付けられていたようで、妻側破風付近でその一部が残存する（写真

図版３８７：ａ）。その残存状況から、翼状鰭飾りの一部と考えられる。大棟頂部からの高さは、２．２０㎝ で

ある。

（５）家形埴輪５（９００：図版１７１・１７２　写真図版３９３・３９４　観察表５２）　

出土状況　造り出し上面とその南側の周濠底から出土している（第３５０図　写真図版１７１：⑤）。全体的

に、造り出し南縁部を中心に分布する傾向が認められる。

概　　要　１間×１間の平地式の切妻建物である。器高３２．２０㎝と、復元できた池田古墳出土家形埴輪の

なかで最も小型である。また、胎土中に比較的大粒のクサリ礫が含まれる点も、他の家形埴輪と大きく

異なる。屋根の大半を欠くが、裾部から屋根まで復元できた埴輪である。破風板に黒斑が認められ、線

刻内には赤色塗布がわずかに残存する。

屋 根 部　残存部位はわずかである。破風板を中心に残存し、大棟の大半は残存しない。屋根と壁体の

接合は、両者の間に粘土塊を充填する形で行われている。屋根高は１４．７０㎝を測り、棟高は２７．７０㎝、屋

根長は５７．００㎝、棟長は４５．１０㎝、棟幅は２９．４０㎝と復元される。妻の転びは３８° である。屋根の傾斜は全

体的に緩やかで、軒先における傾斜は４０° を測る。

　破風板は、片側が合掌部から下端部まで残存する。下端部の幅は１．８０㎝を測り、破風板の長さは８．５０
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㎝と復元される。また、大棟と破風板合掌部との

比高は４．５０㎝である。

　屋根には押縁突帯は貼り付けられず、２本の平

行する線刻により表現されている。大棟と破風板

の境と棟部中位、そして軒先に認められる。棟部

中位と軒先は横位の線刻で、縦位の押縁突帯に該

当する線刻は残存しない。平行する沈線の幅は、

いずれも１．８０㎝である。

身 舎 部　各面とも両隅柱とその間の窓（Ａ面で

は開け放し）からなり、比較的良好に残存する。

身舎部に関しては、粘土板を折り曲げ方形に成形

されたものと考えられ、各コーナーの屈曲は緩や

かである（写真図版３９４：ａ）。このため、平側・

妻側各壁体の中央部が膨らむ形状となっている。

また、平面形についてもＡ面側が短く、全体的に

台形傾向にある。内外面ともナデを基調として仕上げられている。壁高は１９．００㎝である。裾部には、扁

平突帯が貼り付けられている。

Ａ　面　隅柱と開け放しからなる（写真図版３９３）。隅柱の幅は、左側が４．００㎝、右側が４．３８㎝を測る。

開け放しは、幅１０．２０㎝を測る。高さについては、上端部が残存しないため明確にできないが、１０．９０㎝

残存する。また、開け放し下端中央部には、入口表現と考えられる踏込が認められる。全体の約１/２が残

存するが、開け放し下面における幅は４．９０㎝と復元され、１段目は逆台形状に７㎜抉られ、下段はＵ字

形に８㎜抉られている。開け放し下面から下段までの深さは１．５０㎝となる。

　なお、開け放し下側は、裾部突帯の上端から高さ１．６０㎝の壁体となっている。

Ｂ　面　中央部上側の長方形窓以外、壁体となっている（写真図版３９４）。隅柱の明確な表現は認められ

ないが、Ｃ面・Ｄ面で認められたような、線刻等で表現されていた可能性も考えられる。隅柱の幅は、長

方形窓の両側を柱とすると、両側とも４．４０㎝となる。

　長方形窓の規模は、幅が１２．１０㎝、高さが５．５０㎝を測る。窓の下端は、扁平突帯の上端から８．４５㎝を測

り、全体的に高い位置に開けられている。なお、この窓の下端は、Ｃ面・Ｄ面に開けられた窓のＢ面側下

端の高さとほぼ対応するものである。また、長方形窓の上側も壁体となっており、窓上端から屋根との

接合部までの高さは２．００㎝である。

Ｃ　面　上部を除き比較的良好に残存する（写真図版３９３）。隅柱の幅は、左側で３．６８㎝、右側で３．９０㎝

を測る。壁体との境は全体的に明確ではないが、左側隅柱の右側延長上に線刻がわずかに認められ、柱

表現の一部と考えられる。右側については、該当箇所が接合面となっており、観察できない。

　窓は、Ａ面側が底辺をなす台形状をなすと考えられる。窓の上側までは残存しないが、残存する上端

の高さと、右側隅柱に横方向に描かれた線刻の高さがほぼ一致することから、この線刻が窓上側の割り

付けラインと考えられる。よって、窓の幅は８．１５㎝を測る。高さについては、左側で９．９０㎝、右側で５．７０

㎝と復元される。また、各辺の扁平突帯上側からの高さは、左側で４．４０㎝、右側で８．９５㎝を測る。

Ｄ　面　一部ではあるが、屋根との接合部まで残存する（写真図版３９４）。隅柱の幅は、左側で３．５３㎝、
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右側で３．６０㎝を測る。窓の下側の左隅柱の右側ラインおよび右隅柱左側ラインの延長上には、各１本の

線刻が引かれている。隅柱の表現と考えられる。

　Ｃ面側と同様、Ａ面側が底辺となる台形状の窓が開けられている。その高さは、右側で９．２０㎝を測り、

左側で５．５０㎝と復元される。幅は８．４０㎝である。また、窓下端の扁平突帯からの高さは右側で４．２５㎝を

測り、左側は８㎝と復元される。この他、窓上辺の右側延長上にも線刻が横方向に描かれ、窓の割り付

けラインと考えられる。線刻の上側肩部と窓のラインは連続している。

　窓の上側から屋根までは壁体となっている。その高さは、壁体中央部で９㎝を測る。窓の上辺から３

㎝には、横方向の線刻が１本引かれている。さらにこの線刻から上側へ１本の線刻がのびている（写真

図版３９３：ａ）。その位置から、棟束表現の一部と考えられる。

裾　　部　全体的に残存する。裾廻突帯は貼り付けられず、基底部に沿って帯状に肥厚している（扁平

突帯　写真図版３９４：ａ）。多くは剥離していたが、Ｂ面で最も良好に残存していた。下面は未調整であ

る。高さ２．８０㎝を測り、その上部壁体との段差は７㎜を測る。これを基準とした基底部の規模は、平側

（Ｂ面）で２２．７８㎝、妻側（Ｃ面）で１８．９５㎝を測り、両者を基準とした面積は０．０４㎡である。

（６）家形埴輪６（９０１：図版１７１・１７２　写真図版３９５・３９６　観察表５２）

出土状況　造り出し上面・区画溝・前方部南側１段目斜面・南周濠から出土している（第３５１図　写真図

版１７１：②）。全体的に広範囲におよぶ分布であるが、造り出し東側縁辺部から同北東隅付近の区画溝に

かけて、分布の集中が認められる。

概　　要　切妻式屋根のみが残存する。破風板に黒斑が認められるが、赤色塗布は認められない。

屋 根 部　残存部分から復元される規模は、屋根長が７７．４０㎝、棟長が６２．３０㎝、棟幅が４１．７０㎝を測り、

棟高が１７．６０㎝残存する。また、屋根の傾斜は、壁体との接合部を境に変化が認められ、この部位から下

側は傾斜が緩くなっている。その傾斜は、軒付近で４０° 、押縁突帯より上側で４５° を測る。また、破風を

含めた残存高は２６．５０㎝である。破風板を基準とした妻側の転びは約３９° である。

　屋根の表面は、横行する押縁突帯に斜交し破風

板に平行する２帯と、縦行する２帯、計４帯の押

縁突帯により３区に分割されている。その間隔は、

中央で１８．００㎝、その両側で１４．５０㎝を測る。押縁

突帯は、粘土の貼り付け、その後ヘラにより側面

が仕上げられている。その厚みは６㎜を測る。ま

た、押縁突帯の幅は、２．８㎝～３㎝である。表面は

ナデを基調として仕上げられている。

　軒先についても、扁平突帯をなすものと考えら

れるが、剥離痕のみで、一部しか残存していない。

復元される幅は３㎝である。軒先端部は、ヘラに

より仕上げられ、明確な端面となっている。なお、

押縁突帯と軒先との比高は８㎜である。

　破風板は、片面がほぼ完存する。屋根上面に載

せる形で貼り付けられている。接合面にはキザミ

第５章　出土遺物
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が顕著に認められる（写真図版３９６：ｃ）。破風板の厚さは１㎝ で、下端部で６．５㎝、上端部で８．５㎝ と復

元される。全体的に磨滅傾向にあるが、内外面ともナデにより仕上げられている。

　屋根裏面は、壁体上端との接合痕が、両妻側と一辺の平側に残存する（写真図版３９５）。この当りから

復元される建物の規模は、平側で３９．５０㎝、妻側で３４．００㎝を測り、面積は０．１３㎡と復元される。また、

上記痕跡から復元される壁の厚さは、２．００㎝である。また、棟中央部にあたる中央区画の裏面には、粘

土の補填痕が認められる（写真図版３９５：ｃ）。壁体と屋根を接合後、最後に粘土を補填し、屋根を仕上

げたものと考えられる。その規模は、棟軸方向で９㎝、その直交方向で８㎝を測る。さらに、この補填

痕より外側には、平面長方形の刺突痕が認められる（写真図版３９５：ｃ）。

　また、合掌部下には棟木端が残存する。その接合痕から、棟木は妻側の壁体まであったようであるが、

残存するのはその先端部のみである（写真図版３９６：ｂ）。先端部の平面形は半円形に近く、破風板から

２．７０㎝突出している。その規模は、幅７．００㎝、高さ６．７０㎝を測る。屋根との接合面には筋状のキザミ

（掻き破り痕）が顕著に認められる（写真図版３９５：ａ）。他方の妻側には、棟木の貼り付け痕が認められ、

一部屋根に貼り付けた際の補填部が残存する（写真図版３９６：ａ・ｄ）。

（７）家形埴輪７（９０２：図版１７３　写真図版３９６　観察表５２）

出土状況　造り出し上面・区画溝・前方部南側１段目斜面・南周濠から出土している（第３５２図）。造り

出し東側縁辺部から同北東隅付近の区画溝にかけて、分布の集中が認められる。

概　　要　屋根のみ残存する。切妻式の建物で、切妻部のみの残存する。大棟上部に黒斑が、破風板に

赤色塗布が認められる。残存高は２７．５０㎝ を測る。

屋 根 部　大棟を中心に残存する。大棟には、棟覆い突帯の剥離痕が認められる。この剥離痕から、棟

覆い突帯の幅は５．３０㎝を測る。妻側の大棟裏面には、溝状のキザミ（写真図版３９６：ｈ）と三角形状の刺

突痕（写真図版３９６：ｇ）が顕著に認められる。棟木を貼り付けるための掻き破り痕と考えられる。また、

棟長は８６．００㎝と復元される。

　大棟裏面には妻側壁体の一部が残存する（写真

図版３９６：ｅ・ｆ）。さらに一方の妻側裏面には壁体

の貼り付け痕が残存する。両者をもとにした両壁

体間の内面側の距離は、約３１．５０㎝である。残存

する壁体は、外面がナデ、内面が強いが粗いユビ

ナデにより仕上げられている。また、壁体合掌部

側２箇所に円形に近い透かしが認められる。この

他、屋根端部には破風板が貼り付けられている。

　屋根Ａ面には、縦位の押縁突帯の剥離痕が３帯

認められる。その剥離痕から、押縁突帯の幅は左

側から５．２０㎝・４．８０㎝・４．７０㎝と復元できる。こ

れら押縁突帯の間隔は、いずれも８．４０㎝である。

　屋根Ｂ面には、縦位の押縁突帯の剥離痕が２帯

残存する。各突帯の幅は、４．７０㎝と５．１０㎝を測る。

また、その間隔は８．５０㎝である。ただし、その位
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置はＡ面と完全には一致しない。

　破風板は、ハケの後ナデにより仕上げられている。また、屋根長は１．０９ｍと復元される。また、破風

板の角度から、妻の転びは３２．５° と復元される。

　

（８）家形埴輪８（９０３：図版１７４　写真図版３９７・３９８　観察表５２）

出土状況　造り出し上面・区画溝・前方部南側１

段目斜面・南周濠から出土している（第３５３図　写

真図版１７１：③④⑥）。特に、造り出し東側縁辺部

北半から同北東隅付近の区画溝にかけて、分布の

集中が認められる。

概　　要　２間×２間の高床式の切妻建物であ

る。屋根倉を模した閉鎖的な建物である。身舎上

部から屋根部にかけて残存する。残存高３７．６０㎝、

屋根長８０．５０㎝、棟長７１．５０㎝（復元値）、屋根高

３１．５０㎝を測る。

屋 根 部　屋根が部分的に残存する。屋根は、横

方向のハケの後に平行する２本の線刻により、押

縁突帯が表現されている。軒に平行する線刻とこ

れに直交する線刻、破風板に平行する線刻が認め

られる（写真図版３９７：ａ）。２本の線刻の間隔は、

縦方向が２．６０㎝、横方向が１．６０㎝、破風板と平行する線刻が２．１０㎝を測る。また、縦方向の線刻間の幅

は１２．３０㎝を測り、この押縁突帯と壁体に残存する柱との関係から、大棟は４分割されていたものと復元

される。

　破風板は一部残存するのみであるが、幅は４．２０㎝を測る。破風板から復元される妻の転びは７０° 、屋根

の傾斜角は６１° である。

　妻側は壁体となっており、中心部に棟束柱が１本表現されている（写真図版３９７：ｂ）。幅３．５０㎝ を測

り、６．５０㎝残存し、壁面から７㎜～８㎜の段差を測る。また、この柱の両側面はヘラにより成形され、

その後ナデにより仕上げられている。部分的に、ヘラ先の当りが残存している。

　棟束柱の右側には、幅４．９０㎝の入口が刳り抜かれている。高さ７㎝分残存する。入口のさらに右側に

は、入口右辺から２．７０㎝の間隔をあけて線刻が１本縦方向に引かれている。さらに、縦方向の線刻に直

交する２本を単位とする平行線が３単位認められる。２本の線刻の間隔は上側から、３㎜・４㎜・５㎜

と、徐々に間隔が開く傾向にある。

　一方、棟束柱の左側は、縦方向のハケの後、平行する２本を単位とする線刻が２単位、入口に直交す

るように描かれている。その間隔は、いずれも１㎝である。横位の２本からなる左右の線刻の単位は、

上側の単位が右側の上段と中段の間に、下側の単位が右側の中段と下段の間に対応する位置関係にある。

　壁体内面は傾斜方向のユビナデを中心に仕上げられている。内面の仕上げはやや粗く、ユビナデ痕は

比較的顕著に認められる。また、軒側内面には壁との接合痕が残存し、壁上端に屋根裏面を接合させて

いる（写真図版３９８：ａ）。
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身 舎 部　屋根部との境外面には、梁柱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。剥離面には筋状のキザミが認められる。また、これにほぼ対応する内面には、台輪の貼り付け痕が

認められる。床面の方が、わずかに低い傾向が認められる。妻側３３．００㎝、平側４４．６０㎝を測り、両者を

基準とした面積は０．１４㎡である。

　妻側は、隅柱と間柱の上部が残存する。ヘラにより成形され、梁柱から５．６０㎝ほどが残存する。その

幅は、両側が６．４０㎝・６．１０㎝、中央が６．６０㎝である。柱は、壁面から４㎜～８㎜の段差をもって表現さ

れている。また、柱間の規模は、５．８０㎝と５．３０㎝である。

　平側は、柱１本とその両側の開け放しが残存する。柱の幅は７．０㎝を測り、高さ４．５㎝残存する。壁面

との段差は７㎜である。側面はヘラにより整形され、その先端の当りが沈線として残存する。柱両側の

開け放しの幅は、左側が１０．７０㎝を測り、右側は６．６㎝残存する。また、左側開け放しの左側は、屋根裏

面の妻の復元位置をもとに、隅柱の幅は７．５㎝と復元される。

（９）家形埴輪９（９０４～９１２：図版１７５・１７６　写真図版３９８～４００　観察表５３）

出土状況　造り出し上面・区画溝・前方部南側１

段目斜面・南周濠から出土している（第３５４図　写

真図版１７２：⑦～⑩）。特に、上面西半に分布の集

中が認められる。

概　　要　７点からなる。これらから全体を復元

することはできなかったが、その胎土・色調等の

特徴から、同一個体と判断されるものである。屋

根部、特に大棟を中心に残存する。入母屋式の屋

根構造をとり、大棟には鰭飾りが貼り付けられて

いる。屋根には網代が表現されている。家形埴輪

４とともに、装飾性豊かな家形埴輪で、より大型

であったと推定される。黒斑は認められない。

破　　風　９０４は、破風板と屋根の一部からなる

（写真図版３９８）。胎土中にはクサリ礫が目立つ。破

風板は片側の一部が残存する。破風板は、屋根上

面に貼り付けられ、幅７．５㎝を測る。一部縦方向のハケの痕が認められる。なお、破風板から復元される

妻の転びは４８° である。

　この他、９０８には破風板の一部が残存する（写真図版３９９）。破風板は片方のみで、その合掌部のみ残存

する。棟頂部における破風板の幅は７．４０㎝ を測る。また、図化できなかったが、９１１も破風板の一部で

ある（写真図版４００）。外面は縦方向のハケにより仕上げられ、ハケ目内には赤色塗布が残存する。

屋 根 部　９０４の屋根は、破風板とこれに平行する押縁突帯を中心に残存する。屋根と破風の境は、幅

３．３㎝・厚さ４．０～４．５㎜ の押縁突帯が貼り付けられている。大棟においても、棟覆いの押縁突帯が一部

残存する。屋根は網代により表現されており、一辺の幅は２㎝を測る。また、復元される屋根の傾斜は

６９° である。

　９１０も屋根の一部である（写真図版４００）。外面には、横位と縦位の押縁突帯が残存する。その幅は、横
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位が２．７㎝、縦位が２．４㎝を測り、屋根に対して７㎜の厚さをもって貼り付けられている。また、横位の

押縁突帯上側端部に対応する裏面には、傾斜の変換点が認められ、入母屋建物の一部と理解できる。

　９１２も図化できなかったが、屋根の一部である（写真図版４００）。外面には網代表現が認められるが、小

片のため単位は不明確である。裏面はナデにより仕上げられている。

大　　棟　９０５～９０７は、大棟から屋根上部にかけて残存する（写真図版３９９）。この他、９０４にも大棟の一

部が残存する。全体的に磨滅傾向にあるが、外面はヘラナデ、内面はナデとユビオサエにより仕上げら

れている。

　９０６の大棟には剥離痕が認められ、棟飾りが貼り付けられていたものと考えられる。後述する押縁突

帯から大棟にかけて連続することから、残存する大棟は棟覆いの突帯部分と考えられる。大棟内面の一

部にはヘラ状工具による掻き破り痕が認められる（写真図版３９９）。その方向には規則性は認められない。

　屋根には縦位の押縁突帯が１条残存し、その周囲には網代が表現されている。押縁突帯は幅２．５㎝を

測り、屋根に対して４㎜ の厚さをもって貼り付けられている。網代は線刻により表現され、幅１．８㎝ ～

１．９㎝を単位としている。

　９０５の大棟頂部には、棟飾りの一部が残存する。厚さ１．８０㎝の板状の棟飾りであるが、加飾は認められ

ない。 下端には屋根の一部が残存し、 縦位の押縁突帯とその周囲の網代が残存する。 押縁突帯は幅３．４㎝

を測り、屋根に対して４．５㎜の厚さをもって貼り付けられている。網代は、幅３．３㎝を単位として線刻に

より表現されている。縦方向の網代は中央部に他より幅の広い線刻が認められることから、１．６㎝～１．７

㎝を単位としている可能性も考えられる。

　９０７の大棟頂部にも、棟飾りの一部が残存する。内面の一部にはヘラによると考えられる掻き破り痕が

認められる。剥離痕を伴うことから、棟木の貼り付け痕の可能性も考えられる。下端には網代の一部が

残存し、２．１０㎝と２．２０㎝を単位としている。

　この他、９０４の大棟にも、その剥離痕から板状の鰭飾りが貼り付けられていたものと考えられる。ま

た、大棟内側には、その頂部を閉塞するよう、ほぼ水平に粘土板が貼り付けられていた（写真図版３９８）。

中空の棟木の一部と考えられる。

棟 飾 り　９０８と９０９は、棟飾りを中心に残存する。

　９０８の棟飾りは、厚さ１．８０㎝ の板状をなすもので、破風側の一部を欠く以外ほぼ完存する（写真図版

３９９）。両面ともナデにより仕上げられている。上面はヘラナデにより２つの弧状をなす曲線からなり、

破風側の方が長い曲線となっている。

　棟飾りの両面は、線刻により加飾されている。線刻は、Ａ面においては、①上面のラインに沿う２本

の平行線、②その妻側から斜下方にのびる同じく２本の平行線、③その下端のラインでほぼ水平に引か

れた１本の直線からなる。③の後に②が引かれているが、①と②の前後関係については観察することは

できなかった。

　一方Ｂ面においては、基本的なパターンはＡ面と同じであるが、②の斜行する線が３本からなる点が

大きく異なる。また、③の直線は、Ａ面では一気に引かれているが、Ｂ面では少なくとも３回に分けて

引かれており、その継ぎ目が認められる。

　９０９の棟飾りについても、両面には線刻が認められるが、平面形および両面の線刻は、９０８と基本的に

同じである（写真図版４００）。ただし、本体のＡ面では、③の線刻が２本、場所によっては３本からなり、

さらにこれに直交する２本の線刻が認められる。Ｂ面については、全く同じである。
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（１０）家形埴輪１０（９１３：図版１７７

 写真図版４００・４０１　観察表５３）

出土状況　造り出し上面・区画溝・前方部南側１

段目斜面・南周濠から出土している（第３５５図）。

造り出し北東隅に分布の集中が認められる。

概　　要　屋根部のみ残存する切妻式の建物であ

る。大棟の一部に黒斑が認められるが、赤色塗布

は認められない。屋根長７２．８０㎝、棟長５８．４０㎝、

屋根高２２．００㎝と復元される。

屋 根 部　屋根は妻側大棟付近を中心に残存す

る。屋根には横位・斜位・縦位の押縁突帯の剥離

痕が残存する。その幅は、横位が２．７０㎝～２．９０㎝、

縦位が３．５０㎝、斜位が２．８０㎝と復元される。破風

板は、合掌部より下側の一部が残存する。破風板

の幅は５．５０㎝～６．５０㎝を測り、ナデにより仕上げ

られている。また、破風板と屋根との接合は、屋根端部に破風板を貼り付けるもので、接合面には線刻

によるキザミが顕著に認められる。妻の転びは３７° 、屋根の傾斜は６８° を測る。

棟　　木　大棟先端には棟木が残存する。棟木は先端部のみ残存する（写真図版４００：ｂ）。平面形は、４．９０

㎝×６．４０㎝の半円形をなす。ただし、復元過程において、大棟との直接的な接合を確認することはでき

なかった。また、大棟裏面、棟木との接合部には、ヘラによると考えられる掻き破り痕が顕著に認めら

れる（写真図版４００：ａ）。

（１１）家形埴輪１１（９１４：図版１７７　写真図版４０１・４０２　観察表５３）

出土状況　造り出し上面およびその裾部・南周濠

から出土している（第３５６図）。全体的に造り出し

東半に分布している。

概　　要　身舎上部から屋根にかけて残存する、

２間×２間の切妻式の建物である。床構造につい

ては明らかにし得ない。屋根には黒斑が認められ

る。また、壁体外面を中心に赤色塗布が比較的良

好に残存する。残存高は２６．１０㎝である。

身 舎 部　妻側壁体と平側壁体が残存する。壁高

は８．２０㎝残存する。

　妻側壁体は、屋根部から身舎部にかけて残存す

る。左上側は屋根と接合し（写真図版４０２：ｄ）、

右上側は屋根との接合面が残存する。身舎部左側

は隅柱となっており、その幅は７㎝を測る。この

隅柱と復元される屋根合掌部から、妻側の規模は

第４節　家形埴輪
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３２㎝となる。

　隅柱から７㎝の位置には、幅６．０５㎝を測り、高さが２．１５㎝

残存する入口が開けられている。この入口の上側には、入口

のラインに平行する線刻が、その上側に２．８０㎝の間隔をあけ

て描かれている（写真図版４０２：ｃ）。梁表現の一部（下端）

と考えられる。線刻の平側延長部、屋根と壁体との接合部に

は、桁柱表現の一部が残存する（写真図版４０２：ａ・ｂ）。また、

入口右端ラインの延長上にも１本線刻が残存する。

　壁体上端部、合掌部付近には逆ハの字形の線刻が認められ

る（第３５７図）。斗束表現の可能性も考えられる。壁体外面は、

基本的に斜方向のハケにより仕上げられている。内面は、ナデとユビオサエにより仕上げられている。

　なお、平側壁体は隅柱を中心に残存する。隅柱の幅は６．６㎝を測り、高さは７㎝残存する。

屋　　根　屋根は、梁行壁体上端部に載せる形で接合している。軒先を中心に残存し、右端は破風板の

接合面が残存する。接合面は、屋根端部上面に破風板を接合させるもので、その接合面には刻み目が顕

著に認められる。また、この端部から復元される妻の転びは４７° 、屋根の傾斜は４３° を測る。棟長は８０㎝、

屋根高は２６㎝、屋根長は９０㎝である。

　軒先には、幅２．８㎝の扁平突帯が貼り付けられ、その厚みは４．５㎜である、屋根中位より上側には横位

と縦位の押縁突帯が貼り付けられている。横位は、幅１．９㎝～２．３㎝を測り、突帯の厚さは２．５㎜である。

縦位は、幅２．５５㎝を測り、厚さは２㎜である。さらに、妻付近の屋根には、斜行する押縁突帯の剥離痕

が認められる。

　この他、大棟裏面には、閉塞痕が顕著に認められる。

　

（１２）家形埴輪１２（９１５～９１８：図版１７８　写真図版４０２・４０３　観察表５３・５４）

出土状況　南造り出し上面および同南側斜面・区

画溝上面から出土している（第３５８図　写真図版

１７２：⑪⑫）。造り出し上面においては、北側縁辺

部やや東側からの出土が目立つ。さらに、東側斜

面からも出土している。

概　　要　同一個体と考えられる破片が、４点出

土している。胎土・色調等の特徴から同一個体と

考えられるが、全体を復元することはできなかっ

た。屋根構造は入母屋式で、階廻突帯の存在から

高床建物と考えられる。しかし、柱間等は明らか

にできない。黒斑は認められないが、赤色塗布は

９１５の縦位の押縁突帯に沿う沈線内にわずかに認

められる。

　９１５は、切妻部の一部で、妻付近が残存する。破

風板に平行する押縁突帯、横位・縦位の押縁突帯
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が貼り付けられている。

　縦位の押縁突帯の幅は、３．２５㎝を測る。横位を中心に押縁突帯の多くは剥離しているが、その厚さは

６㎜で、側面はヘラにより仕上げられている。そのヘラのあたりが、押縁突帯に沿って沈線として認め

られる。また、横位の押縁突帯の裏面には切妻部から四柱部にかけての傾斜変換点が認められる。さら

に、縦位の押縁突帯のやや妻側裏面には、壁体との接合痕がわずかに認められる。

　９１６は、四柱部のコーナーである（写真図版４０２）。上端部に水平方向の押縁突帯の剥離痕が認められ

る。上端部内面には、四柱部から切妻部への傾斜変化点がわずかに認められる。また、隅棟のラインは

シャープに仕上げられ、この内面は隅棟のラインに沿う強いユビナデにより仕上げられている（写真図

版４０２）。

　９１７は、屋根と壁体の一部である（写真図版４０３）。壁体上端部に屋根裏面が載せられている。また、壁

体より内側の屋根裏面には、粘土の補強が認められる。また、屋根表面には雨ざらし痕が認められる。

　９１８は、四柱部軒先が隅部を中心に残存する（写真図版４０３）。軒先は、幅３㎝・厚さ６㎜ の突帯状を

なす。隅棟のラインはシャープに仕上げられている。内面は、ユビオサエとナデ、外面はナデにより仕

上げられている。

（１３）家形埴輪１３（９１９～９２１：図版１７９　写真図版４０３・４０４　観察表５４）

出土状況　造り出し上面・同南側斜面・区画溝上面から出土している（第３５９図　写真図版１７３：①）。造

り出し上面においては、南西部と北東隅から出土している。

概　　要　入母屋式の建物で、妻側は２間と考えられる。３体の破片からなるが、全体を復元すること

はできなかった。９２０の上端部に黒斑が認められるが、赤色塗布は認められない。

屋　　根　９１９は、壁体と屋根が残存する（写真図版４０３）。屋根は、四柱部が残存し、その上端部にかけ

て傾斜の変化が認められることから、入母屋式の建物と判断できる。

身 舎 部　壁体が２間分残存する。柱は、隅柱と間柱各１本が残存する。隅柱と間柱の間隔は６．２０㎝で

ある。隅柱は、Ａ面とＢ面の一部にかけて残存す

る。幅５．６５㎝ を測り、壁体との段差は６．５㎜ を測

る。隅柱は、粘土板を折り曲げる形で成形されて

いる。隅柱表面は、縦方向のハケにより仕上げら

れている。また、隅柱の剥離面は、ヘラによる掻

き破り痕が顕著である。

　間柱は幅５．９０㎝を測り、壁体との段差は７㎜を

測る。壁体については、残存する限りにおいて、

開け放しは認められない。内面は、ナデとユビオ

サエにより仕上げられている。柱間の規模から判

断して、Ａ面が妻側の可能性が考えられる。

　屋根については、軒先に幅２．７５㎝、厚さ４㎜の

扁平突帯が貼り付けられている。端部はナデによ

り端面が形成されている。壁体上端部に屋根を載

せ、その内外面を粘土で補強する形で、屋根と壁
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体は接合されている。屋根裏面は、ナデにより仕上げられている。

　９２０も、２間分の壁体である（写真図版４０４）。柱１本とその両側の壁体からなり、上端は屋根との接合

部となっている。柱は、幅５．４㎝・厚さ６㎜ の粘土板が貼り付けられている。側面はヘラにより整形さ

れ、上部左側にはその当りが沈線として残存する。壁体は、最大で幅９㎝が残存する。屋根との接合は、

壁体上端部に屋根裏面が載せられている。また、壁体上端部にはヘラによる刻み目が認められる。

　９２１は、小片のため図化できなかったが、壁体の一部が残存する。柱幅が６．５㎝を測り、壁面との段差

は４㎜である。柱側面はヘラにより仕上げられている。

　

（１４）家形埴輪１４（９２２・９２３：図版１８０　写真図版４０４　観察表５４）

出土状況　造り出し上面南西縁辺部と、その南側

裾部から出土している（第３６０図）。

概　　要　寄棟式の建物である。２片が出土して

いるが、全体を復元することはできなかった。

９２２の線刻内および９２３の押縁突帯側面には、赤色

塗布が認められる。両個体には、黒斑は認められ

ない。

　９２２は、四柱部の隅棟付近を中心に残存する。隅

棟を中心に、妻側と平側が残存するが、両者を特

定することはできない。隅棟は稜をなし、これを

対称として縦形の梁柱と桁柱の表現が認められ

る。桁柱・梁柱の高さは４．６５㎝、厚さは１．５㎝を測

るが、いずれも端部までは残存しない。

　この桁柱・梁柱の上端部に相当する屋根におい

て、傾斜の変換が認められ、これより上側は棟覆

いにあたるものと考えられる。この傾斜変換部の屋根においては、３本の平行する線刻が認められる。

さらに、これに直交する３本の線刻が上側へ伸びている。押縁突帯を表現したものと考えられる。また、

桁柱・梁柱の下端部に相当する位置においても、２本の横行する線刻が描かれ、桁柱・梁柱それぞれの

側面にまで及んでいる。

　この他、傾斜変換点の内側には、床状の表現が認められる。外面はナデ、内面はナデとユビオサエに

より仕上げられている。

　９２３は、隅棟付近を中心に残存する。隅棟は、隅棟ラインに平行しその両側におよぶ扁平突帯に覆わ

れ、その幅は３㎝と３．４５㎝を測る。また、隅棟は明確な稜をなしている。さらに、横位の押縁突帯も残

存し、幅２．８５㎝を測る。屋根との段差は４．５㎜である。外面はナデ、内面はナデとユビオサエにより仕上

げられている。また、隅棟裏面は隅棟ラインに沿う強いユビナデにより仕上げられている。

（１５）家形埴輪１５（９２４・９２５：図版１８０　写真図版４０４・４０５　観察表５４）

出土状況　造り出し上面・区画溝・造り出し東側斜面、および南周濠から出土している（第３６１図　写真

図版１７３：②）。造り出し北東隅に集中する傾向が認められる。
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概　　要　妻側もしくは平側が２間と考えられる

入母屋式建物である。２個体からなるが、全体を

復元することはできなかった。９２４は、黒斑・赤

色塗布とも認められず、９２５は黒斑が認められる。

　９２４は、隅部を中心に残存する。軒先には、幅

２．８０㎝、厚さ３．３㎜の扁平突帯が貼り付けられて

いる。隅棟は明確な稜が形成されている。裏面に

は、壁体との接合痕が認められ、屋根裏面に粘土

を補充した箇所に壁体上端部が接合されている。

内外面ともナデを基調として仕上げられている。

　９２５は、屋根から壁体にかけて残存する。屋根

は、隅棟を中心に残存する。軒先は幅２．４０㎝、厚

さ５㎜の扁平突帯が貼り付けられている。隅棟は

明確な稜が形成されている。

　壁体は、２間分残存する。隅柱は残存しないが、

幅約５㎝と推定される。間柱は幅５．２０㎝を測り、壁体とは１㎝の段差をもって粘土帯が貼り付けられて

いる。柱の側面はヘラにより整形され、その先端の当りが沈線として残存する。ただし、最終的に側面

にはユビオサエが加えられ、その面は凹凸が顕著となっている。また、隅柱との間隔は１０㎝と推定され

る。壁体と屋根の接合は、壁体上端に屋根裏面が載せられている。

（１６）家形埴輪１６（９２６・９２７：図版１８１　写真図版４０５　観察表５４）

出土状況　造り出し上面と区画溝上面から出土している。造り出し上面では、南西隅から出土している

（第３６２図）。

概　　要　入母屋式建物である。２個体からなる

が、全体を復元することはできなかった。また、

２点とも黒斑・赤色塗布は認められない。

　９２６は、隅棟の軒先を中心に残存する。隅棟は厚

さ６㎜の平側・妻側両面におよぶ扁平突帯をなし、

その幅は２．６５㎝と２．５０㎝を測る。隅棟のラインは

明確な稜線をなしている。軒先も扁平突帯をなす。

その幅は２．８０㎝を測り、ナデにより仕上げられて

いる。裏面はナデとユビオサエにより仕上げられ

ている。

　９２７は、小片のため図化できなかったが、隅棟の

軒先を中心に残存する。軒先は幅２．８㎝、高さ４㎜

の突帯からなる。隅部も９２６と同様の突帯状をな

し、隅棟は明確な稜をなす。突帯は、この稜線か

らそれぞれ２．８㎝と２．６㎝を測る。

第４節　家形埴輪
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第３６２図　家形埴輪１６出土地点

第３６１図　家形埴輪１５出土地点

― ―３７１
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（１７）家形埴輪１７（９２８～９３１：図版１８１

 写真図版４０６　観察表５４）

出土状況　造り出し上面と区画溝上面から出土し

ている（第３６３図　写真図版１７３：③）。造り出し上

面は、中央部北側に集中する傾向が認められる。

この他、９３１は、前方部南側１段目テラス埴輪列

から出土している。

概　　要　小片からなり、図化できたのは９２８の１

点に限られる。入母屋式建物で、４点とも軒先隅

部である。黒斑・赤色塗布は認められない。

　９２８は、隅棟が厚さ３㎜の扁平突帯をなし、その

幅は、稜線を境に一方は２．６５㎝、他方は１．９５㎝を

測る。隅棟のラインは比較的明確な稜をなしてい

る。軒先はやや玉縁状の突帯をなす。その幅は８．５

㎜を測り、ナデにより端面が形成されている。裏

面はナデとユビナデにより仕上げられている。

　９２９は、軒先が玉縁状をなし、その幅は１㎝ を測る。隅部は扁平の突帯をなし、隅棟は明確な稜をな

す。その幅は、稜線を境に２．５㎝と２．１㎝残存する。内面はナデにより仕上げられている。

　９３０は、軒先が玉縁状をなし、その幅は１．２㎝を測る。隅部は扁平の突帯をなし、隅棟は明確な稜をな

す。その幅は、稜線を境に、２．２㎝と２．３㎝である。内面はナデにより仕上げられている。

　９３１も軒先が玉縁状をなし、その幅は１㎝を測る。隅部は扁平の突帯をなし、隅棟は明確な稜をなす。

その幅は、稜線を境に、２．２㎝と２．４㎝である。内面はナデにより仕上げられている。

（１８）家形埴輪１８（９３２～９３６：図版１８２　写真図版４０６　観察表５５）

出土状況　造り出し上面と造り出し東側周濠内から出土している。造り出し上面においては、区画溝側

から出土している（第３６４図　写真図版１７３：⑤～⑧）。

概　　要　入母屋式建物の四柱部軒先が残存する。５点からなるが、全体を復元することはできなかっ

た。５点とも、黒斑と赤色塗布は認められない。図化できたのは９３２と９３３の２点に限られ、他は小片の

ため図化できなかった。いずれも、端面・側面はヘラナデ、内面はユビナデ、外面はナデにより仕上げ

られている。

　９３２は、軒先に厚さ２㎜の扁平突帯が貼り付けられ、その幅は４．３０㎝を測る。９３３は、軒先隅部が残存

する。隅棟は明確な稜をなし、軒先には厚さ５㎜ の扁平突帯が貼り付けられている。その幅は３．９５㎝を

測る。裏面にはユビナデが顕著に認められる。

　９３４と９３５は、軒先部分を中心に残存する。軒先は扁平の突帯をなす。幅３．７０㎝～３．８０㎝を測り、屋根

との段差は１．５㎜である。

　９３６は、軒先隅部である。軒先は剥離しているが、その幅は一方が３．８０㎝、他方が３．４０㎝を測る。外面

はナデにより仕上げられ、隅棟には稜が認められる。

第５章　出土遺物
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第３６３図　家形埴輪１７出土地点
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（１９）家形埴輪１９（９３７～９４０：図版１８２

 写真図版４０６・４０７　観察表５５）

出土状況　造り出し上面・区画溝・前方部１段目

斜面から出土している（第３６５図　写真図版１７４：

⑨）。造り出し上面においては、西半に集中する傾

向が認められる。

概　　要　４点からなるが、全体を復元すること

はできなかった。屋根の一部と壁体を中心に残存

するもので、屋根および床の構造を明確にするこ

とはできない。壁体に開け放しが認められないこ

とから、閉鎖的な建物と考えられる。また、妻側

か平側かを明確にすることはできないが、柱間は

少なくとも２間分は認められる。いずれも内面は

ナデとユビナデにより仕上げられている。いずれ

の個体においても黒斑は認められず、赤色塗布についても９３９の壁面にわずかに認められる程度である。

　９３７は、壁体と屋根の一部が残存する。屋根は、壁体上端部がその裏面に食い込むようにして載せられ

ている。また、壁体には柱が粘土板の貼り付けにより表現されている。幅５．５０㎝を測り、厚さは４㎜で

ある。また、柱に隣接して入口の一部が残存する。幅は４．７㎝を測る。外面はナデにより仕上げられてい

る。

　９３８は、屋根の一部である。横位と縦位の押縁突帯が交わる箇所を中心に残存する。押縁突帯の幅は４．９０

㎝を測り、厚さ７㎜の粘土板が貼り付けられている。押縁突帯側面はヘラにより整形され、突帯剥離箇

所においては、横方向の突帯に沿ってヘラの当りが沈線となって認められる。外面は、ナデを基調とし

て仕上げられている。

　９３９は、壁体の一部である。柱２本と柱間２間分

が残存する。柱は、隅柱と間柱が残存する。隅柱

は幅６．２０㎝を測り、高さ１０．５㎝分残存する。間柱

は幅５．３０㎝を測り、高さ１４．５㎝残存する。また、

間柱の下端には、裾廻突帯の剥離痕が認められる。

さらにその下側にはスカシの一部が残存する。壁

面は、外面が縦方向を主体としたハケにより仕上

げられている。

　９４０は、裾廻突帯の一部である。幅５．１０㎝ を測

り、上面・下面ともナデにより仕上げられている。

端部はヘラナデにより断面方形に仕上げられ、そ

の厚さは１．３５㎝である。

第４節　家形埴輪
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第３６５図　家形埴輪１９出土地点

第３６４図　家形埴輪１８出土地点
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（２０）家形埴輪２０（９４１～９４３：図版１８３　写真図版４０７　観察表５５）

出土状況　造り出し上面・同東側斜面・区画溝・

南周濠内から出土している（第３６６図　写真図版

１７４：⑩）。造り出し上面東側から造り出し東側周

濠にかけて、出土の中心が認められる。

概　　要　壁体を中心に残存する。３点からなる

が、全体を復元することはできなかった。３点と

も黒斑は認められないが、９４２の柱側面と９４３の線

刻内に、赤色塗布がわずかに認められる。

身 舎 部　９４１は、壁体である。平側から妻側にか

けて残存する。平側と妻側の判別は困難であるが、

Ａ面が平側の可能性が考えられる。外面はナデを

基調とし、柱側面はヘラにより仕上げられている。

内面は、ハケの後ナデにより仕上げられている。

Ａ　面　隅柱と間柱１本が表現され、少なくとも

２間分の壁体が残存する。ただし、隅柱は剥離痕

のみ、間柱はその一部のみ残存する。柱の幅は、隅柱が８．９５㎝を測り、間柱は８．９０㎝と復元され、柱の

厚さは７㎜である。また、隅柱と間柱の間、および柱の右側は壁体となっており、前者の間隔は１０．００㎝

である。また、この壁体と間柱右側の壁体には、柱に直交する線刻が１本認められる。また、隅柱と間

柱の間の壁体には、ほぼ平行する２本をセットとする線刻が２単位認められる。その間隔はそれぞれ１

㎝を測る。この他、下端部付近にも同方向の線刻が１本残存する。また、柱右側の壁体には、同じく柱

に直交する線刻が１本描かれている。前者の壁体の線刻と対応する位置に描かれているが、２本を単位

としていない。

Ｂ　面　隅柱のみ残存する。粘土を貼り付け表現されたと考えられるが、表面は剥離し、その剥離痕の

み確認できる。その幅は１０．６０㎝を測る。

　９４２は、柱とその周囲の壁体の一部が残存する。柱は、幅８．７５㎝、厚さ７㎜を測る。柱表面には、浅い

線刻が１本認められる。また、この上端部は、屋根との接合面となっている。壁体の一部には、柱に対

して直交する２本の線刻が描かれ、その間隔は５㎜～６㎜を測る。柱貼り付け後に描かれている。

　９４３は、壁体の一部である。上端面はナデにより仕上げられており、窓の下端と考えられる。３本を

セットとし、横行する線刻が２セット認められる。特に、上側の線刻は、全体的に波打つ傾向が認めら

れる。その幅は、上側が１．６㎝、下側が２．４㎝と異なり、下側には縦位の線刻も認められる。内外面とも

ナデにより仕上げられ、上端部内面にはハケも認められる。

（２１）家形埴輪２１（９４４～９４７：図版１８３・１８４　写真図版４０７・４０８　観察表５５・５６）

出土状況　造り出し上面と周濠内から出土している。特に造り出し上面においては、西半に出土地点が

集中する傾向が認められる（第３６７図　写真図版１７４：⑪⑫）。

概　　要　高床式建物の一部と考えられる階廻突帯が４点出土している。同一個体と考えられるが、全

体を復元することはできなかった。なお、９４６と９４７については、小片のため図化できなかった。

第５章　出土遺物
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第３６６図　家形埴輪２０出土地点
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　４点とも、斜行する鼠返しが貼り付けられ、そ

の表面には平行する線刻が２帯描かれている。１

帯は上端部に、もう１帯はその下端に施されてい

る。また、端部はヘラナデにより明確な端面が形

成されている。赤色塗布はわずかに認められるが、

黒斑は認められない。

　９４４は、平側と妻側が残存するが、両者の区別は

困難である。長い側で４９．７㎝、短い側で２０．７㎝残

存する。２帯の線刻の間隔は、上側が５㎜、下側

が６．５㎜を測る。

　９４５も、平側と妻側が残存するが、両者の区別は

困難である。長い側で４２．５㎝、短い側で２６．８０㎝残

存する。２帯の線刻の間隔は、上側が３．５㎜ ～５

㎜、下側が７㎜～７．５㎜を測る。

　９４６は、長さ９．６㎝にわたり残存する。９４７は、長

さ８．３㎝にわたり残存する。斜行する面の表面には、平行する線刻が２単位描かれている。

（２２）家形埴輪２２（９４８～９５２：図版１８４　写真図版４０７・４０８　観察表５６）

出土状況　造り出し上面・区画溝・前方部１段目斜面・南周濠から出土している（第３６８図　写真図版

１７４：⑬⑭）。全体的に広範囲にわたり出土しているが、なかでも造り出し北東部からその北側の区画溝

に分布の集中が認められる。

概　　要　身舎部からなる。５点からなるが、全体を復元することはできなかった。また、図化できた

のも、９４８の１点に限られる。９４９で黒斑が、９４８と９５０で赤色塗布が認められる。

　９４８は、裾部から壁体にかけての妻側と平側が残

存する。ただし、妻側・平側の区別は困難である。

また、妻側と平側とは明確な直角とはならず、平

面的に台形傾向にある。線刻内の一部に赤色塗布

が認められる。

Ａ　面　隅柱を含む柱３本と、その間の壁体の２

間分残存する。各柱の側面はヘラにより仕上げら

れ、その当りが沈線として残存する。いずれも表

面は剥離している。各柱の幅は、隅柱が４．９㎝、間

柱が６．２㎝ を測る。３本目の柱は一部のみの残存

で、幅は復元できない。隅柱は、裾部から２６．１㎝

の高さまで残存する。隅柱と間柱の間隔は９．２㎝、

もう１間分は８㎝を測る。隅柱と間柱との間は開

け放しとなっており、壁体部にはその下端が残存

する。裾部から開け放し下端までの高さは１２．５㎝、

第４節　家形埴輪
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第３６８図　家形埴輪２２出土地点

第３６７図　家形埴輪２１出土地点
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裾廻突帯上面からの高さは３．６㎝を測る。

　裾部と壁体の間には、裾廻突帯が貼り付けられている。残存するのは７㎝ほどであるが、下端から突

帯下面までの高さは６㎝を測る。また、裾廻突帯の剥離痕をみると、ヘラによる掻き破り痕が顕著に認

められる。裾部には、半円形のスカシが残存する。間柱の直下にあたる。その規模は、高さ３．２㎝ を測

り、幅は５．７㎝と推定される。

Ｂ　面　隅柱を含む柱２本と、その間の壁体の１間分が残存する。隅柱の幅は５．１㎝で、間柱との間隔は

１１．８㎝を測る。この間は開け放しとなっており、他の柱側にその下端がわずかに残存する。裾部から下

端までの高さは１３．１㎝である。この開け放しの直下裾部には半円形のスカシが開けられている。高さは

３．５５㎝を測り、幅は７．２㎝と復元される。当面には、裾廻突帯は残存しないが、剥離痕が顕著に認められ

る。Ａ面同様、顕著なヘラによる掻き破り痕が認められる。

　９４９は、壁体の一部と裾廻突帯が残存する。裾廻突帯は、幅３．５㎝を測り、その厚さは１．５㎝である。接

合面には掻き破り痕が認められる（写真図版４０８：ａ）。裾廻突帯貼り付け部の壁体下部には、半円形の

スカシの一部が残存する。その幅は５．５㎝を測る。

　９５０は、高床式建物の壁体である。間柱とその両側の開け放しが残存する。つまり２間分残存する。間

柱の幅は７．５㎝を測る。側面はヘラにより仕上げられ、ヘラの先端が柱側部に沿って沈線となって残存す

る。柱は、壁面に粘土を貼り立体的に表現されているが、この貼り合わせ部分については、剥離して残

存していなかった。さらに、一方の開け放しの端部に縦方向の線刻が認められ、隅柱の側部と考えられ

る。両柱の間隔は１０㎝である。

　９５１と９５２は隅柱の一部である。壁体に粘土を貼り付け表現されたものと考えられるが、その部分は剥

離して残存していなかった。９５１は、柱幅が５．０㎝～４．５㎝を測る。９５２は、柱幅が５．７㎝～４．６㎝を測る。

９５１の内面はユビオサエとナデにより、９５２の内面はユビオサエとナデにより、それぞれ仕上げられてい

る。

　

（２３）家形埴輪２３（９５３～９５７：図版１８５・１８６

 写真図版４０９・４１０　観察表５６）

出土状況　造り出し上面とその東側の周濠内から

出土している（第３６９図　写真図版１７５：①～③）。

特に、造り出し上面東側縁辺部から同東側斜面・

同東側周濠にかけて、集中して出土している。

概　　要　身舎部が残存する。５点からなるが、

全体を復元することはできなかった。階廻突帯と

裾部が出土しており、高床式建物の一部と考えら

れる。 ９５３は、 階廻突帯である。 妻側から平側にか

けて残存する。断面「へ」の字形をなす鼠返し突

帯が貼り付けられている。端部はヘラナデにより

端面が形成されている。水平面の幅は５．７０㎝を測

り、斜行する面の幅は５㎝である。

　階廻突帯は、柱貼り付け後に貼り付けられてい
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るため、コーナーは隅柱の横断面に沿って抉られている。その規模は、妻側が８．６０㎝、平側が９．７５㎝を

測る。ただし、平側において、残存する規模から柱跡があると考えられるが、隅柱部分のような明確な

柱の跡は認められない。唯一、隅柱から１７㎝のあたりで、突帯上面に貼り付け痕らしきものが認められ

る程度である。

　また、コーナー部上面は明確な稜をなしている。外面はナデ、内面はユビナデとヘラナデにより仕上

げられている。

　９５４と９５５は、階廻突帯である。９５４は、コーナーを中心に残存する。コーナー内側には、貼り付けた際

の隅柱の跡が認められる。そこから復元される隅柱の幅は、７．８０㎝・９．１５㎝である。柱幅が広い方が平

側の可能性が考えられる。突帯は、横断面が屈折する鼠返し突帯である。端部はヘラナデにより端面が

形成されている。水平面の幅は平側と妻側では異なり、平側では６．１０㎝、妻側では５．１５㎝を測る。斜面

の規模はともに４．５０㎝である。コーナーは明確な稜をなしている。外面はナデ、内面はナデとユビナデ・

ヘラナデにより仕上げられている。

　９５５は、端部がヘラナデにより端面が形成されている。水平面の幅は４．７０㎝を測り、斜面の規模は４．８０

㎝である。コーナー部は明確な稜をなしている。外面はナデ、内面はナデとユビナデ・ヘラナデにより

仕上げられている。

　９５６は、身舎部壁体である。平側から妻側にかけて、裾部を中心に残存する。平側と妻側の判別は困難

であるが、Ａ面側が平側の可能性が考えられる。Ａ面右側とＢ面左側には隅柱の剥離痕が認められる、そ

の幅はＡ面側が８㎝、Ｂ面側が７．７０㎝を測る。また、Ａ面には、隅柱剥離痕の左側から裾廻突帯の剥離痕

が認められる。裾部から下面までの高さは１０㎝である。

　裾部には、Ａ面に２箇所、Ｂ面に１箇所、スカシが認められる。Ａ面裾部における幅は、隅柱側から

３．４㎝・４㎝である。Ｂ面については、その一部が残存する程度である。内外面ともナデを基調とし、内

面はさらにユビナデも加えられている。また、裾部下面には黒斑が認められる。

　９５７は、身舎部壁体である。平側から妻側にかけて、裾部を中心に残存する。平側と妻側の判別は困難

であるが、Ａ面が平側の可能性が考えられる。Ａ面右側とＢ面左側には隅柱の剥離痕が認められる。その

幅は、Ａ面側で７．９０㎝を測る。Ｂ面側については、一部のみ残存する。

　Ａ面裾部には、スカシが２箇所認められる。隅柱側は完存し、その規模は３．８０㎝ ×２．１０㎝ を測る。も

う一方は約１/２残存し、その高さは２．２０㎝ である。内外面ともナデを基調としている。また、裾部下面・

内面には黒斑が認められる。

（２４）家形埴輪２４（９８９～９９３：写真図版４１３　観察表５８）

出土状況　南造り出し上面およびその東側斜面から出土している（第３７０図）。造り出し東側縁辺部に偏

在している。

概　　要　切妻式の高床建物の一部である。５点からなるが、図化・復元することはできなかった。屋

根と妻側壁体を中心に出土している。屋根倉タイプの建物である。

屋 根 部　９８９は、横位と縦位の押縁突帯の剥離痕のみ認められる。横位の押縁突帯の幅は３．２㎝を測り、

屋根とは２．５㎜の段差が残存する。横位の押縁突帯中軸下には直線の線刻が認められる。押縁突帯側面の

整形痕と考えられる。

　縦位の押縁突帯については、一部の剥離痕のみの残存で、規模等を明確にすることはできない。内外
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面ともナデにより仕上げられている。

壁　　体　９９１と９９２は、妻側壁体の一部である。

両個体とも、棟束柱を中心に残存し、屋根との接

合面が２面残存する。棟束柱の幅は、９９１が２．６㎝、

９９２が３㎝を測り、壁面から６㎜の段差をもって貼

り付けられている。

　壁面には、棟束柱に直交する２本の平行する線

刻が認められる。その間隔は、両個体とも１㎝～

１．１㎝である。残存する屋根との接合面から復元さ

れる屋根の傾斜は、９９１が５７° 、９９２が６０° である。

内外面ともナデにより仕上げられている。

台　　輪　９９３の１点である。長辺は壁体との接合

面、短辺はユビオサエにより端部が造られている。

内外面ともナデとユビオサエにより仕上げられて

いる。

（２５）家形埴輪小片

棟 飾 り　９５８～９６０の３点が出土している（観察表５７）。この中で、９５８と９５９が図化できている（図版

１８７）。

　９５８は、妻側に飾り付けられた棟飾りと考えられる（写真図版４１０）。厚さ１．２５㎝の板状をなし、その上

面はナデにより弧状をなす。両面には、ナデの後線刻により面対称となるよう同パターンの加飾が認め

られる。棟飾り上面のラインに沿う２本の平行線と、斜行するラインに沿う同じく２本の平行線である。

　９５９は、ほぼ完存する（写真図版４１０・１７５：④）。厚さ１．２㎝の板状をなし、その上面はヘラ削りにより

弧状をなす。平面形は、一方が高く反対側が低いＭ字形傾向にある台形をなす。また、両側はほぼ垂直

な端面となっている。棟飾り両面には、ヘラナデの後線刻により面対称となるよう同パターンの加飾が

認められる。棟飾り上面のラインに沿う２本の平行線と、垂下するラインに沿う同じく１本の線である。

両面とも垂下する線を引いた後、弧状をなす線が引かれている。ただし、線の引き方は稚拙で、特にＢ

面においては整った弧状をなさず、１箇所で連続せず引き直しが認められる。

　９６０は、大棟の一部である（写真図版４１０）。その頂部には棟飾りの剥離痕が認められる。剥離痕より屋

根側は、幅３㎝、厚さ３㎜の大棟に平行する棟覆いの突帯となっている。

屋 根 部　９６１～９６４・９６７～９８７・９９６・９９９・１０００の２８点が出土している（観察表５７・５８）。この中で、

９６１・９６２・９６４・９６７・９８８の５点について図化できている（図版１８７）。９６１・９７１・９９９が南周濠から出土

している。

　９６１は入母屋式建物の屋根で、その中位傾斜変換部から壁体との接合部まで残存する（写真図版４１０）。

壁体の上端部も残存し、その上端が屋根裏面と接合している。屋根には押縁突帯の剥離痕が認められ、

その幅は３．３０㎝と復元される。外面はナデ、裏面は強いユビオサエにより仕上げられている。また、裏

面には壁体コーナーの痕跡が認められ、９６１が妻側に近い箇所と考えられる。

　９６２は、入母屋式建物の屋根中位付近を中心に残存する（写真図版４１０）。屋根表面の大半は剥離し、わ
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ずかに残存する部分も雨ざらし痕が顕著である。剥離面にはヘラによる掻き破り痕が認められる。内面

は、屋根の傾斜変換点が認められ、入母屋建物と判断することができる。ていねいなナデにより仕上げ

られている。

　９６３は、屋根の一部が残存する（写真図版４１０）。屋根には網代が表現されている。網代は５㎝×２．８㎝

を基本とし、単位内には８本の線刻が認められる。内面には壁との接合痕が認められることから、右側

の妻に近い部分と考えられる。

　９６４は、屋根から壁体の一部にかけて残存する（写真図版４１１）。壁体上端に屋根を載せるように、屋根

と壁体が接合されている。屋根には水平方向の線刻が２条認められる。その間隔は２㎝を測り、横位の

押縁突帯を表現したものと考えられる。内外面ともナデにより仕上げられている。復元される屋根の傾

斜は４８° である。

　９６７は、軒先の一部である（写真図版４１１）。軒端はユビオサエにより丸く仕上げられている。内外面と

もナデを基調として仕上げられている。上端部内面には壁体との接合痕が認められ、壁体上端部に屋根

が載せられている。屋根表面の一部には、雨ざらし痕が認められる。

　９６８は、軒先と壁体の一部が残存する（写真図版４１１）。軒先は、幅１．５㎝、厚さ１．５㎜の突帯状をなし、

ヘラナデにより仕上げられている。壁体は一部がわずかに残存し、壁体上端部に屋根が接合されている。

　９６９は、破風板の合掌部のみ残存する（写真図版４１１）。厚さ１．３㎝～１．９㎝を測り、両面ともナデにより

仕上げられている。外面には赤色塗布が認められる。

　９７０は、入母屋式建物の屋根の一部である（写真図版４１１）。屋根の中位にあたり、裏面下端に傾斜変換

点が認められる。屋根には、縦位と斜位の押縁突帯が貼り付けられ、その交差部分には横位の押縁突帯

の剥離痕が認められる。斜位の押縁突帯の存在から、妻側の一部と考えられる。また、縦位と斜位の押

縁突帯に沿うように沈線が認められる。押縁突帯側面の仕上げ痕と考えられる。内外面ともナデにより

仕上げられている。

　９７１は、屋根の軒先の一部である（写真図版４１１）。軒先上面は幅２．８㎝・厚さ３㎜の突帯が貼り付けら

れ、上面と端面がヘラナデにより仕上げられている。内面には壁体との接合痕が認められることから、

軒先の規模は比較的小規模であったものと考えられる。

　９７２～９７７は、屋根の軒先隅部の小片である（写真図版４１１・４１２）。９７２は、隅棟が明確な稜をなしてい

る。９７３の軒先には、幅３．２㎝ ～４．０㎝・厚さ４㎜ の突帯が貼り付けられ、上面と端面がヘラナデにより

仕上げられている。内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。隅棟は明確な稜をなしている。

９７４の軒先には、幅３．７㎝ ～３．８㎝・厚さ２㎜の突帯が貼り付けられ、上下両面と端面がヘラナデにより

仕上げられている。隅棟は明確な稜をなしている。９７５の軒先には幅４．０㎝・厚さ２㎜の突帯が貼り付け

られ、上面と端面がヘラナデにより仕上げられている。

　９７６は、端部が幅２．４㎝～２．７㎝の扁平の突帯をなし、４㎜の厚さが認められる。内外面ともナデを基調

とし、内面にはユビオサエ痕も認められる。軒先端面はヘラナデにより仕上げられている。

　９７７は、区画溝から出土している。端部は、幅３．０㎝～３．２㎝の扁平の突帯をなし、屋根から４㎜の厚さ

が認められる。内外面ともナデを基調として仕上げられている。軒先端面はヘラナデにより仕上げられ

ている。

　９７８～９８５は、軒先の一部である（写真図版４１２）。９７８の端部は幅２．８㎝の扁平突帯をなし、屋根から５

㎜の厚さが認められる。内外面ともナデを基調とし、内面にはユビオサエ痕も認められる。軒先端面は
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ヘラナデにより仕上げられている。また、上端部内面には壁との接合痕が認められる。外面には、赤色

塗布がわずかに認められる。

　９７９の端部は幅２．５㎝の扁平突帯をなし、屋根から５㎜の厚さが認められる。突帯内外面及び端面、そ

して突帯より上側外面は、ヘラナデを基調として仕上げられている。このため、突帯側面にはヘラ先の

当りが認められる。

　９８０の端部は、幅２．６㎝の扁平の突帯をなし、屋根から５㎜の厚さが認められる。内外面ともナデを基

調とし、内面にはユビオサエ痕も認められる。軒先端面はヘラナデにより仕上げられている。

　９８１は、軒先上面に幅２．９㎝・厚さ５㎜の突帯が貼り付けられ、上面と端面がヘラナデにより仕上げら

れている。内面には壁体との接合痕が認められることから、軒先の規模は比較的短かったものと考えら

れる。軒先端部から壁体までの距離は３．５㎝である。また、接合痕から、屋根は壁体上端に載せる形で接

合されていたものと考えられる。

　９８２の軒先上面には、幅２．９㎝、厚さ３㎜の突帯が貼り付けられ、上下両面と端面がヘラナデにより仕

上げられている。屋根上面の一部には、赤色塗布が認められる。

　９８３は、端部が幅２．５㎝の扁平突帯をなし、５㎜の厚さが認められる。内外面ともナデを基調に仕上げ

られている。軒先端面及び突帯内外面にはヘラナデが加えられている。また、上端部内面には壁体との

接合痕が認められ、壁体上端部に屋根が載せられている。

　９８４は、端部が幅２．５㎝の扁平突帯をなし、４㎜の厚さが認められる。内外面ともナデを基調とし、外

面には雨ざらし痕も認められる。軒先端面はヘラナデにより仕上げられている。

　９８５は、端部が幅２．６㎝の扁平突帯をなし、３㎜の厚さが認められる。内外面ともナデを基調に仕上げ

られている。また、外面には全体的に雨ざらし痕が認められる。

　９８６は、入母屋式建物の屋根の一部である（写真図版４１１）。短片の一端に接合痕が認められることか

ら、隅部に近い部位と考えられる。内外面ともナデとユビオサエにより仕上げられている。

　９８７は、横行する１本の線刻と、これに直交する２本の線刻が描かれている（写真図版４１１）。押縁突帯

を表現したものと考えられる。縦位の線刻の間隔は１０．１㎝である。

　９９６は、大棟の一部である（写真図版４１４）。内面には、棟木を貼り付ける際のヘラによるキザミ（掻き

破り痕）が顕著に認められる。

　９９９は、南周濠から出土している。屋根の一部と考えられる（写真図版４１３）。端部は玉縁状をなし、ナ

デにより仕上げられている。外面は斜方向の網代表現となっている。１．９０㎝幅と１．６５㎝幅を基本とし、

２単位を基本として編み込まれている。単位内には線刻が刻まれ、７本を単位としている。内面は、ナ

デとユビオサエにより仕上げられている。

　１０００は、軒先の一部である（写真図版４１４）。端部は玉縁状をなし、わずかに外反傾向にある。外面に

は網代が表現されている。網代は２㎝角を基本とし、７本の線刻からなる。ただし、磨滅傾向にあり、

詳細は観察できない。内面はナデにより仕上げられている。

棟　　木　９８８・９９４・９９５・９９７の４点が出土している（写真図版４１３　観察表５８）。この中で、９８８と９９４

が図化できている（図版１８７）。

　９８８・９９４・９９５は、中空で棟木を表現するタイプの下面である。平坦な粘土板の両側が玉縁形をなして

いる。大棟裏面との接合部と考えられる。内外面ともヘラナデとナデにより仕上げられている。特に、

棟木の下面にあたる面は、丁寧なヘラナデにより仕上げられている。幅は、９８８が７．９５㎝、９９４が７．４㎝
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を測り、９９５が４㎝残存する。

　９９７は、棟木の先端部が残存する。表面はナデにより仕上げられている。

階廻突帯　９９８・１００１～１００６の７点が出土している（観察表５８・５９）。いずれも、横断面が「へ」の字形

をなす鼠返し突帯である。この中で、９９８・１００１・１００３の３点について図化できている（図版１８７・１８８）。

　９９８は、下半部の一部が残存する（写真図版４１３・１７５：⑤）。下端部と上端部には、それぞれ幅８．５０㎜・

厚さ６㎜、幅１．０５㎝・厚さ５㎜の横行する突帯が貼り付けられている。さらに、この突帯に直交する幅

２．２０㎝・厚さ６㎜の突帯が貼り付けられている。なお、上端部の突帯剥離箇所には、突帯貼り付けのた

めのヘラによる掻き破り痕が認められる。また、下端部はナデにより端面が成形されている。

　１００１は、隅部を含めて５０．２５㎝残存する（写真図版４１４）。残存する範囲においては、平側・妻側の判別

は困難である。端部はヘラナデにより明確な端面が形成されている。上面の幅は３．５５㎝を測る。内外面

ともナデを基調とし、内面にはユビナデも加えられている。上面には黒斑が認められる。

　１００２は、水平部分の一部である。上面に黒斑が認められる。上面はナデ、裏面はヘラナデとナデによ

り仕上げられている。

　１００３は、隅部を中心に残存する（写真図版４１４）。内側にはわずかに壁体との剥離痕が認められる。横

断面は、幅３．２０㎝の水平方向の面をもち、その延長を斜方向に垂下させている。上面はナデ、下面はナ

デとユビオサエにより仕上げられ、端部はヨコナデにより端面が形成されている。

　１００４は、外面がナデ、内面がナデとユビオサエにより仕上げられている（写真図版４１５）。１００５は、内

面がナデとユビオサエ、外面がナデとヘラナデにより仕上げられている（写真図版４１５）。１００６は、壁体

との接合面と端面が平行しないことから、他の部位の可能性も考えられる（写真図版４１５）。内面はナデ、

外面はナデとヘラナデにより仕上げられている。

壁　　体　１００７～１０１４・１０１６の９点が出土している（観察表５９）。この中で、１００７～１０１１の５点につい

て図化を行うことができた（図版１８８）。

　１００７は、切妻建物の妻側壁体である（写真図版４１４）。一端に屋根との接合面が残存する。外面には、

縦方向の平行する線刻が２本認められる。幅は３．９０㎝を測り、棟束表現と考えられる。外側壁面には赤

色塗布が認められる。内面には顕著な閉塞痕が認められる。

　１００８～１０１１は、壁体の一部と考えられる小片である（写真図版４１４・４１５）。いずれも一面に線刻が施

され、基本的な紋様構成は同じである。最も良好に残存する１００８をみると、横方向にほぼ平行する直線

が７本引かれ、その後これに直交する３本の直線が引かれている。縦方向の線刻は、横方向の線刻の範

囲全域に及ぶものではない。そして、３本の直線と横方向の直線が交差してできたマス目内に斜方向に

線刻が施されている。この斜方向の線刻は互いに方向を変え、綾杉状をなしている。平行する線刻の間

隔は、縦横ともほぼ同じで、７㎜～８㎜を測る。なお、１００９と１０１０には赤色塗布が認められる。

　１０１２～１０１４は、妻側合掌部の一部である（写真図版４１５）。１０１２は、外面がナデ、内面がナデとユビオ

サエにより仕上げられている。外面の一部に黒斑が認められる。１０１３は、一部に屋根との接合痕が残存

する。外面はナデにより仕上げられ、赤色塗布が認められる。内面もナデにより仕上げられている。

１０１４は、外面がナデ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。外面には赤色塗布が顕著に認

められる。

　１０１６は壁体の一部で、南周濠から出土している（写真図版４１６）。柱を中心に残存し、幅は４．７㎝ を測

る。壁面とは６㎜の段差をもって貼り付けられている。上端部は屋根との接合面となっており、屋根裏
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面に斜交するように接合されていたものと考えられる。内外面ともナデにより仕上げられている。

柱　１０１５・１０１７・１０１８・１０２０の４点が出土している（写真図版４１６　観察表５９）。小片のため図化はされ

ていない。

　１０１５は、隅柱の一部である。柱は幅が５．６㎝×５㎝を測り、壁体に厚さ５㎜の粘土が貼り合わされ、表

現されている。また、柱の一辺が狭い側には、開け放しの一部が残存する。

　１０１７と１０１８は、柱と壁体の一部である。１０１７は、柱の幅４．７㎝ を測り、壁体に厚さ７㎜ の粘土が貼り

合わされている。１０１８にも、７㎜の粘土が貼り付けられ、柱が表現されている。

　１０２０は、柱の一部の可能性が考えられる。外面はナデとハケにより仕上げられている。内面は剥離し

ている。

台　　輪　１０２１～１０２５の５点が出土している（写真図版４１５・４１６　観察表５９）。小片のため図化はされて

いない。

　１０２１は、建物隅部付近の一部である。壁体との接合痕が認められる。１０２２は、隅部を中心に残存する。

幅７．４０㎝を測り、内外面及び内端部は、ナデを基調として仕上げられている。１０２３は、内側端部の一部

が残存する。内外面ともナデにより仕上げられている。１０２４は、幅５．６㎝を測り、接合面と端面が残存す

る。内外面は、桁行もしくは梁行方向のユビナデにより仕上げられている。内側端面はユビオサエによ

り仕上げられている。１０２５は、コーナー付近である。幅５．５㎝を測り、接合面と端面が残存する。内外面

及び内端部は、ユビオサエにより仕上げられている。

裾廻突帯　１０２６の１点が出土しているが、小片のため図化はされていない（写真図版４１５　観察表５９）。

突帯の基部が残存し、外面はナデ、内面はユビオサエとナデにより仕上げられている。

裾　　部　１０１９・１０２７・１０２８の３点が出土しているが（写真図版４１５・４１６　観察表５９）、小片のため図化

はされていない。

　１０１９は、下端にスカシの一部が残存する。スカシの上側には裾廻突帯の貼り付け痕が認められる。内

外面ともナデにより仕上げられている。１０２７は、スカシを中心に残存する。スカシの高さは４㎝を測り、

その上側には裾廻突帯の一部が残存する。突帯の厚さは２．７㎝ である。１０２８は、スカシを中心に残存す

る。スカシの上側には裾廻突帯の剥離痕が認められ、裾部側には割り付け用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。

３．北造り出しおよび周辺出土家形埴輪
　上面北側・東側縁辺部を中心に出土している（第３７１図）。南造り出しと比較して、出土量はわずかで

ある。また、建物として復元することもできなかった。このため、パーツ単位で報告していく。

破　　風　１０２９と１０３０の２点が出土している（図版１８８　観察表５９・６０）。

　１０２９は、破風板の合掌部である（写真図版４１６）。厚さは１㎝～２．０５㎝を測る。内外面ともナデ、側面

はヘラナデにより仕上げられている。黒斑が認められる。

　１０３０は、北周濠内から出土している（写真図版４１６）。大棟から破風板にかけての小片である。大棟に

は、破風板基部に平行する押縁突帯を表現した１本の線刻が認められる。胎土中にはクサリ礫が多く含

まれている。

屋　　根　９６５・１０３１～１０３９の１０点が出土している（図版１８７～１８９　観察表５７・６０）。このなかで図化で

きたのは、９６５・１０３１・１０３２・１０３４・１０３９の５点である。
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　９６５は、屋根と壁体の一部が残存する（写真図版４１０）。壁体の上端部に屋根裏面が載せられている。

　１０３１は、大棟付近から屋根中位まで残存する（写真図版４１７・１７５：⑦⑧）。屋根には、横位と縦位の押

縁突帯が貼り付けられている。横位の突帯は幅２．６０㎝、縦位の突帯は幅２．８０㎝を測り、その厚さは５．５㎜

である。外面はナデ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。

　１０３２は、屋根と壁体の一部が残存する（写真図版４１７）。屋根は棟付近から軒まで残存する。屋根には、

横位と縦位の押縁突帯が貼り付けられている。縦位の突帯は幅２．６㎝、厚さ６㎜を測る。横位の突帯は、

幅２．２５㎝、厚さ６㎜を測る。壁体は、その上端部がわずかに残存する程度であるが、壁体上端部に屋根

を載せる形で、屋根と接合させている。内面、壁体との接合部から横位の押縁突帯裏面にかけては、横

方向のユビナデ、付近の内面はナデとユビオサエにより、仕上げられている。また、棟付近外面には黒
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斑が認められる。

　１０３３は、妻側付近の軒先が残存する（写真図版４１７）。軒先は幅４．３㎝・厚さ５㎜の突帯状をなし、端部

はヨコナデにより仕上げられている。また、軒先に対して斜行する押縁突帯も残存し、幅１．９㎝を測る。

厚さは３㎜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。

　１０３４は、入母屋式建物の軒先隅棟を中心に残存する（写真図版４１７）。軒先には、幅４．４㎝・厚さ６．５㎜

の扁平突帯が貼り付けられている。突帯上部側面はヘラ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。

　１０３５は、屋根に対して横行する押縁突帯が貼り付けられている（写真図版４１７）。幅２㎝を測り、厚さ

は５㎜である。突帯側面はヘラにより成形され、その剥離面にはヘラによるキザミが認められる。

　１０３６は、妻側付近の大棟を中心に残存する（写真図版４１７・１７６：⑨）。大棟は、厚さ６㎜の粘土が貼り

付けられている。妻側は、斜位の押縁突帯の剥離痕と破風板の剥離痕が認められる。その剥離痕から、

押縁突帯の幅は１．８㎝を測る。裏面には、径約５㎝の充填痕が顕著に認められる。

　１０３７は、軒先の小片である。端部は幅２．７㎝・厚さ５㎜の突帯状をなし、端面・表面ともヘラにより丁

寧に仕上げられている。また、突帯上側の側面もヘラにより整形されている。

　１０３８は、屋根の中位部分である（写真図版４１７・１７６：⑩）。横位の押縁突帯と、これに直交する縦位の

押縁突帯が残存する。幅は、横位が幅２．４㎝、縦位が１．９㎝測り、厚さは２㎜である。横位と縦位の押縁

突帯が接した隅部に赤色塗布が認められる。

　１０３９は、妻側壁体の上部とこれに接続する屋根の一部が残存する（写真図版４１７）。妻側壁体には、縦

方向に２本の平行する線刻が認められる。幅３．２㎝ を測り、棟束を表現した可能性が考えられる。屋根

は、大棟下側から屋根中位まで残存する。屋根中位には幅２．４㎝・厚さ３．５㎜の横位の押縁突帯が残存す

る。屋根と壁体の接合は、壁体端部を屋根裏面に食い込ませている。

大　　棟　１０４９と１０５０の２点が出土している（観察表６０）。このなかで図化できたのは、１０４９の１点であ

る（図版１８９）。

　１０４９は、中空で棟木を表現するタイプの下側部分である（写真図版４１８）。石敷き遺構から出土してい

る。 両側が玉縁状をなし、 屋根裏面との接点となっている。 幅８㎝を測り、 １２．５㎝残存する。 両側玉縁の

高さは２．２㎝である。全体的にナデにより仕上げられている。側面の一部に赤色塗布が認められる。

　１０５０は、北周濠内から出土している（写真図版４１９）。大棟妻付近の小片である。粘土が貼り付けられ、

厚さは４㎜である。妻側には斜位の押縁突帯の一部が残存するとともに、破風板の剥離痕が認められる。

破風板の剥離痕にはヘラによるキザミが認められる。裏面は、棟木を貼り付けるための掻き破り痕が顕

著に残存し、縦方向・斜方向に引かれている。

壁　　体　１０４０～１０４８・１０５１の１０点が出土している（観察表６０）。このなかで図化できたのは、１０４０～

１０４２・１０４４・１０５１の５点である（図版１８９）。

　１０４０は、妻側壁体の上部とこれに接続する屋根の一部が残存する（写真図版４１７）。妻側壁体には縦方

向に２本の平行する線刻が認められる。幅７㎜を測る。また、壁体中位にはこれと直交する線刻が１本、

下位にはこれと交差する線刻が１本引かれている。屋根は、壁体上端部に載せられる形で接続し、大棟

より下側から屋根中位まで残存する。壁面及び壁体外側の屋根裏面には、赤色塗布が認められる。

　１０４１は、壁体の小片である（写真図版４１７）。表面には、縦方向の２対の線刻が描かれている。１対は、

５．２㎝の間隔が認められ、その間に直交する２対の平行線が引かれている。それぞれの間隔は４㎜～５㎜
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である。もう一対の線刻は、１．１０㎝の間隔をもって引かれている。横方向の線刻内には赤色塗布が認め

られる。

　１０４２は、一端が開け放しとなっている（写真図版４１８）。さらに、２．５㎝の間隔をあけて縦方向の凹線が

認められる。この凹線と、後述する線刻の起点の間２．５㎝が縦方向の剥離面となっており、柱の痕跡と考

えられる。この柱を起点として、横行する３本の平行線が引かれている。この間に斜方向の線刻が認め

られ、綾杉状をなす。また、上端部にも、同様の線刻がわずかに１本残存する。なお、線刻内及び凹線

内には、赤色塗布が認められる。

　１０４３と１０４６は、壁体の一部である（写真図版４１８）。１０４３は、平行する２本の線刻が認められ、その間

隔は３．２㎝を測る。柱が表現されている可能性も考えられる。内外面ともナデにより仕上げられている。

１０４６は、外面に２本の平行する線刻が３単位認められる。その間隔は、中央部が７㎜、他は６㎜である。

また、各単位の間隔は３．３㎝と３．４㎝である。外面には、黒斑が顕著に認められる。

　１０４４と１０４５は、壁体と屋根の一部が残存する（写真図版４１８）。１０４４の壁体には、柱が貼り付けられて

いる。幅７．２０㎝を測り、厚さは４㎜である。内外面ともナデにより仕上げられている。１０４５の壁体には、

柱の一部が残存する。

　１０４７は、北周濠内から出土している（写真図版４１８）。壁体の下部である。下端部には裾廻突帯の剥離

痕が認められる。その剥離部の上側には平行する２本の線刻が２単位認められる。２本の線刻の間隔は、

上側が７㎜、下側が６㎜を測り、両者の間隔は２．７㎝である。また、線刻内には、赤色塗布がわずかに認

められる。外面はナデ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。

　１０４８は、北周濠内から出土している（写真図版４１８）。壁体の一部である。一端に柱の剥離痕が認めら

れる。壁体表面には平行する２本の線刻が２単位認められる。ただし、上側の単位は１本のみ残存する。

下側２本の線刻の間隔は６㎜を測り、上側線刻との間隔は２．９㎝である。外面はナデ、内面はナデとユビ

オサエにより仕上げられている。

　１０５１は、台輪と壁体の一部が残存する（写真図版４１９）。台輪は、コーナー部分が残存する。幅８．７０㎝

を測り、内側はユビオサエにより緩やかな端面が形成されている。外側は、壁体との接合面となってお

り、壁体コーナーは角張っている。内外面とも、ナデとユビオサエにより仕上げられている。また、横

断面は、多い箇所で４層にわたり粘土が貼り合わされている。

　壁体は、隅柱に相当する箇所が台輪に貼りつく。外面には階廻突帯の剥離痕が認められる。階廻突帯

の下面と台輪の上面が対応する位置関係にある。また、垂直方向の線刻が２本認められる。柱表現の一

部の可能性が考えられる。

柱　９６６の１点が北周濠内から出土している（写真図版４１１　観察表５７）。隅柱の一部と考えられる。内外

面ともナデを基調とし、隅部内面はユビナデにより仕上げられている。

階廻突帯　１０５２の１点が出土しているが、小片のため図化できなかった（写真図版４１９　観察表６０）。横

断面が「へ」の字形をなす鼠返し突帯である。端部は、ていねいなヨコナデにより方形の断面をなし、

端面が形成されている。水平部の幅は３．１㎝を測る。
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第５節　柵形埴輪

１．概　要
　数体分出土している（図版１９０～１９２）。南

北両側の造り出しを中心とした地区から出土

しているが、大半は南側からの出土である。

このなかで完形に復元できたのは、１０５４の１

個体に限られる。他については、多くが小片

で、散在した状態で出土している。本項では、

南側と北側の出土地区ごとに報告する。

　なお、柵形埴輪の各部の名称については第

３７２図のとおりである。

２．南側出土柵形埴輪
　南造り出し・区画溝・前方部南側１段目斜

面・南渡土堤・南周濠・南外堤から出土して

いる。ただし、出土した破片の大多数は南造

り出し上面およびその周辺からの出土である

（第３７３図）。 １段目斜面についても、 南造り出

しに近い位置にあたり、区画溝埋没後に散乱

したもので、前方部に樹立されていたもので

はないと考えられる。このなかで、完形に復

元できた柵形埴輪（１０５４）については、柵形

埴輪１と呼称し、報告する。

（１）柵形埴輪１

 （図版１９０　写真図版４２１　観察表６１）

　１０５４は、ほぼ完形に復元できた個体である

が、当個体についても多くの破片が散乱した

状態で出土している。その出土位置をみると、

１点を除いては、造り出し北東隅に集中して

いる（第３７３図）。北東隅に置かれていた可能

性が考えられる。

　全体の約１/２以上が残存する。底部は外傾

気味に直線的に立ち上がり、体部外面にはほぼ同規模の平行する２条の突帯が貼り付けられている。口

縁部はＶ字状に鋭利な工具によりカットされ、鋸歯状をなす。完存はしないが、この三角形の口縁部は

計１０個からなるものと推定される。底部の規模は１１０８とほぼ同じで、平面形は長楕円形に近い形態をな
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している。また、底部には透かしの一部が残存するが、その平面形は隅丸三角形状をなすものと考えら

れる。この他、底部上側に線刻が認められる。

　全体的に磨滅傾向にあるが、底部内面はユビナデの後ユビオサエとナデにより仕上げられている。底

部下面は部分的にナデが加えられている。体部については、内面がハケの後ユビオサエにより仕上げら

れ、外面には突帯がヨコナデにより貼り付けられている。突帯は、２条とも丸味を帯びているが、比較

的突出傾向にある。突帯底部における幅は１．８０㎝である。口縁部は、内外面ともハケにより仕上げられ

ている。なお、口縁部のハケの後、側面がヘラナデにより整形されている。

　口縁部内外面と底部～体部外面に赤色塗布が認められる。

　

（２）口縁部片（写真図版４２１・４２２・４２５・４２６　観察表６１・６２）

　１０５６・１０５８～１０８０・１１１６～１１１８・１１２８の２８個体が出土している。この中で、１１１６～１１１８・１１２８は区画

溝から出土している。いずれも鋸歯状をなす口縁部の一部である。図化できたのは、１０５６・１１５８～１０６０

の４点である（図版１９０）。

　１０５６・１０６２・１０６５は基部を欠く。１０５６の調整は、内外面とも磨滅傾向にあり観察できないが、側面は

ヘラナデにより仕上げられている。１０６２は、内外面ともハケにより仕上げられている。また、内外面に

は赤色塗布が認められる。１０６５の調整は、内外面とも磨滅傾向にあり観察できないが、側面はヘラによ

り仕上げられている。

　１０５８の外面には、縁辺に平行する山形の線刻が２条認められる（写真図版４２１）。全体的に磨滅傾向に

あるが、外側の線刻のほうが浅くわずかに観察できる程度である。内外面ともナデにより、側面はヘラ

ナデにより仕上げられている。

　１０５９は、内外面ともナデにより、側面はヘラナデにより仕上げられている。側面の一部に赤色塗布が

認められる。１０６０は、側辺の一端が段をなしており、左右対称の三角形とはならない。Ｍ字形をなす可

能性が考えられ、他の鋸歯状口縁とは形状を異にする。内外面ともナデにより、側面はヘラナデにより

仕上げられている。

　１０６１は、長径部の口縁と考えられる。１０６３は、他より鋭角な三角形であるが、横断面は平坦である。

　１０６４は、内面がナデにより仕上げられている。横断面が弧状をなしていることから、短径部にあたる

ものと考えられる。１０６６も、他より鋭角な三角形であることから、短径部の口縁と考えられる。

　１０６７は、横断面が大きく弧状をなし他より鋭角な三角形であることから、短径部中央の口縁と考えら

れる。１０６８は、一側辺のみ残存する。横断面がわずかに弧状をなすことから、短径部に近い箇所の口縁

部片と考えられる。１０６９は、基部と先端部を欠く。内外面の調整は磨滅傾向にあり観察できないが、側

面はヘラにより仕上げられている。

　１０７１と１０７２は、先端部を欠く。１０７１の外面は、ハケにより仕上げられている。１０７２は、内外面ともナ

デにより仕上げられている。

　１０７３は、基底部幅が７．５㎝と推定され、他の口縁部と比較して大型である。横断面の一部が弧状をなし

ていることから、長径部から短径部への変化点にあたるものと考えられる。全体的に磨滅傾向にある

が、外面はナデにより仕上げられている。

　１０７４も、基底部幅が７．０㎝と推定され、他の口縁部と比較して大型である。長径部の口縁と考えられ

る。内外面ともハケにより仕上げられている。１０７５も、長径部の口縁と考えられ、内外面ともハケによ
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り仕上げられている。１０７６は、口縁部から体部にかけて残存する。横断面が弧状をなすことから、短径

部にあたるものと考えられる。体部には突帯が１条残存する。内面はハケ、外面はナデにより仕上げら

れている。１０７７は、長径部の口縁と考えられる。内面はナデ、外面はハケにより仕上げられている。

　１０７８は、他より鋭角な三角形であることから、短径部の口縁と考えられる。内外面ともナデにより仕

上げられている。１０７９は、１１３８同様大型の口縁部片である。内外面ともナデにより仕上げられている。

　１０８０と１１１８は、先端部を欠く。１１１８は、横断面が扁平であることから、長径部の口縁と考えられる。

内外面はナデにより、側面はヘラにより仕上げられている。

　１１１６は、他より鋭角な三角形であることから、短径部の口縁と考えられる。１０７０と１１１７は、横断面が

わずかに弧状をなしていることから、短径部の口縁と考えられる。１１２８は、横断面が弧状をなし他より

鋭角な三角形であることから、短径部の口縁と考えられる。内面はハケにより仕上げられている。

　

（３）体部片（写真図版４２２～４２６　観察表６１・６２）

　１０８１～１１０６・１１１９～１１２５・１１２９・１１３１の３６個体が出土している。この中で、１０８６・１１２４・１１３１は前方

部南側１段目斜面から、１１０４・１１１９～１１２５は区画溝から、１０８１は南渡土堤から、１１２９は南外堤から、

１１３０は南周濠から出土している。図化できたのは、１０８１～１０８６の６点である（図版１９１）。

　１０８１は、口縁部基部から体部にかけて残存する。口縁部は、鋸歯状口縁の１片分が完存し、基部にお

ける幅は６㎝を測る。側面はヘラナデにより仕上げられている。体部外面には１条の突帯が残存する。

底部下端には透かし穴の一部が残存することから、本個体は１条突帯であったものと考えられる。内面

は、ナデとユビオサエにより仕上げられ、底部外面の調整は磨滅により観察できない。

　１０８２は、口縁部基部から底部上半にかけて残存する。口縁部は鋸歯状口縁の基部４個分が残存し、基

部における幅は５㎝を測る。また、基部間には約１㎝の間隔が開けられており、他の個体とは特徴を異

にする。側面はヘラナデにより仕上げられている。体部外面には２条の突帯が残存する。底部下端には

透かし穴の一部が残存し、その径は５．５㎝と復元される。内面はタテハケの後ナデとユビオサエにより仕

上げられ、底部外面の調整は磨滅により観察できない。突帯はヨコナデにより貼り付けられている。体

部外面を中心に赤色塗布が認められる。

　１０８３は、口縁部下端から底部上半にかけて残存する。横断方向が平坦であることから、長径部の一部

と考えられる。口縁部は、鋸歯状口縁１個分の基部が完存する。内外面ともナデにより、側面はヘラナ

デにより仕上げられている。基部における幅は１０㎝である。体部には突帯が２条、ヨコナデにより貼り

付けられている。内面は、底部にかけて板ナデの後ユビオサエとナデにより仕上げられている。底部上

端外面には、赤色塗布が認められる。

　１０８４は、口縁部基部から底部上半にかけて残存する。横断面は顕著に弧状をなすことから、短径部の

一部と考えられる。口縁部は、鋸歯状口縁の基部２個分が残存する。また、基部間は約７㎜の間隔が開

けられている。側面はヘラナデにより仕上げられている。体部外面には２条の突帯が貼り付けられてい

るが、下側の突帯はその基部のみ残存する。内面は、口縁部から底部にかけてがユビナデとユビオサエ

により、口縁部がタテハケにより仕上げられている。底部外面の調整は磨滅により観察できない。突帯

はヨコナデにより貼り付けられている。

　１０８５は、長径部と底部の一部が残存する。体部外面には２条の突帯が残存する。内面はナデとユビオ

サエにより仕上げられ、底部外面はタテハケにより仕上げられている。また、下段側の突帯貼り付け部
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下側は沈線状をなしている。

　１０８６～１０８８は長径部にあたる。１０８６の外面には２条の突帯が残存する。突帯は、ヨコナデにより貼り

付けられ、内面はナデとユビオサエにより仕上げられている。１０８７と１０８８の外面には、１条の突帯が残

存する。１０８７は、内外面ともハケにより仕上げられ、突帯はヨコナデにより貼り付けられている。１０８８

の突帯は、ヨコナデにより貼り付けられている。

　１０８９は、一方の横断面がわずかに弧状をなすことから、長径部から短径部への移行部と考えられる。

外面には１条の突帯が残存し、ヨコナデにより貼り付けられている。内面は、ハケにより仕上げられて

いる。

　１０９０は、体部下半から底部にかけての小片で、一方の縁辺部横断面はやや屈曲傾向にあり、長径部か

ら短径部への移行部となっている。外面には１条の突帯が残存する。底部には透かし穴の一部が残存す

る。

　１０９１は、一端の横断面がわずかに屈曲傾向にあり、長径部から短径部への移行部と考えられる。外面

には２条の突帯が残存し、ヨコナデにより貼り付けられている。

　１０９２は、体部から底部の一部にかけて残存する。横断面が扁平であることから、長径部にあたるもの

と考えられる。外面には２条の突帯が残存する。

　１０９３は、体部上端から底部の一部にかけて残存する。全体的に横断面が大きく弧状をなすことから、

短径部にあたるものと考えられる。外面には２条の突帯が残存し、ヨコナデにより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。体部上端には、鋸歯状口縁の基底部にあたるヘラ先の当たりが

わずかに残存する。また、体部外面には赤色塗布がわずかに認められる。

　１０９４は、体部から口縁部の一部にかけて残存する。横断面がわずかに弧状をなすことから、短径部に

近い長径部と考えられる。外面には２条の突帯が貼り付けられている。内面は、ユビオサエにより仕上

げられている。突帯の上端には、鋸歯状口縁の基底部にあたるヘラ先の当たりがわずかに残存する。

　１０９５は、一端の横断面がやや屈曲傾向にあり、長径部から短径部への移行部と考えられる。外面には

２条の突帯が残存し、ヨコナデにより貼り付けられている。内面はハケにより仕上げられている。

　１０９６は体部の小片で、横断面が顕著な弧状をなすことから、短径部の一部と考えられる。外面には２

条の突帯が残存する。

　１０９７は、体部から口縁部にかけての小片で、横断面が顕著な弧状をなすことから短径部の一部と考え

られる。体部外面には１条の突帯が残存する。口縁部は、鋸歯状口縁の基底部１個分のみ残存し、基底

部幅は６．０㎝を測る。側面はヘラにより仕上げられている。

　１０９８は、長径部にあたり、外面には１条の突帯が残存する。突帯は、ヨコナデにより貼り付けられて

いる。

　１０９９は、体部上端から口縁部基部にかけて残存する。横断面がほぼ平坦であることから、長径部の一

部と考えられる。突帯は１条残存するが、その下端にわずかに下段の突帯の一部が認められる。上端部

には鋸歯状口縁の基部が残存し、側面はヘラにより仕上げられている。

　１１００～１１０６・１１１９～１１２１は、体部の小片である。

　１１００は、長径部の一部と考えられる。外面には突帯が１条残存する。１１０１は、突帯が１条残存する。

全体的に扁平であることから、長径部にあたるものと考えられる。１１０２は突帯が１条残存する。全体的

に扁平であることから、柵形埴輪と判断したものである。ただし、突帯の断面形が鋭角三角形に近く、
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他の柵形埴輪と特徴を異にする。１１０３は、横断面が顕著な弧状をなすことから、短径部の一部と考えら

れる。外面には１条の突帯が残存する。

　１１０４は、全体的に扁平なことから、長径部にあたるものと考えられる。外面には突帯が１条残存する。

また、上側には突帯の裾部が残存する。

　１１０５は、１条の突帯を中心に残存する。胎土の特徴および横断面が顕著な弧状をなすことから、柵形

埴輪短径部の一部と判断したものである。１１０６は、横断面が顕著な弧状をなすことから、短径部の一部

と考えられる。外面には１条の突帯が残存する。突帯の断面形は方形をなし、他の柵形埴輪の突帯とは

特徴を異にする。１１１９は、外面には１条の突帯が残存する。横断面が平坦であることから、長径部の一

部と考えられる。１１２１は、横断面がほぼ平坦であることから、長径部の一部と考えられる。突帯は１条

残存する。

　１１２０は長径部にあたり、外面には１条の突帯が残存する。突帯の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。突帯はヨコナデにより貼り付けられている。

　１１２２は、一方の縁辺部横断面がやや屈曲傾向にあり、長径部から短径部への変化点の一部と考えられ

る。外面には１条の突帯が残存し、ヨコナデにより貼り付けられている。内面はハケにより仕上げられ

ている。また、外面には赤色塗布が認められる。

　１１２３は体部の一部で、上端を中心に残存する。横断面がわずかに弧状をなすことから、比較的短径部

に近い長径部の一部と考えられる。突帯は１条残存するが、下端には下段突帯の痕跡が認められる。ま

た、上端部には鋸歯状口縁の基底部がわずかに残存する。その幅は４．６㎝を測る。

　１１２４は、一方の縁辺部横断面がわずかに弧状をなし、長径部から短径部への変化点の一部と考えられ

る。外面には突帯１条が残存する。

　１１２５は、体部の小片で、突帯１条が残存する。黒斑・赤色塗布は認められない。

　１１３０は長径部にあたり、外面には２条の突帯が残存する。突帯は、ヨコナデにより貼り付けられ、内

面がハケにより仕上げられている。

　１１３１は、体部を中心に残存する。横断面が顕著に弧状をなすことから、短径部にあたるものと考えら

れる。外面には１条の突帯がわずかに残存し、他に別の突帯の剥離痕が認められる。内面にわずかに赤

色塗布が認められる。１１２９は体部の小片で、外面には１条の突帯が残存する。横断面が弧状をなすこと

から、短径部の一部と考えられる。内外面ともハケにより仕上げられている。

　

（４）底部片（写真図版４２４～４２６　観察表６２）

　１１０８～１１１５・１１２６・１１２７・１１２９の１１個体が出土している。この中で、１１２６と１１２７は区画溝から出土し

ている。図化できたのは、１１０８と１１０９の２点に限られる（図版１９２）。

　１１０８は底部片で、全体の約１/２弱が残存する。下半は内傾傾向にあり、上半は直立している。平面形は

隅丸長方形に近い形態をなしている。全体的に磨滅傾向にあるが、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。

　１１０９～１１１２は、底部の小片である。

　１１０９は、横断の一端が大きく弧状をなしていることから、長径部から短径部にかけての底部と考えら

れる。内外面とも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。１１０７は、横断面が大き

く弧状をなしていることから、短径部の一部と考えられる。１１１０は、横断面が比較的顕著な弧状をなし
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ていることから、短径部の一部と考えられる。外面には黒斑が認められる。１１１１は、胎土の特徴および

横断面が大きく弧状をなしていることから、柵形埴輪の短径部の一部と判断したものである。１１１２は、

底部の一部である。横断面が扁平であることから、長径部の一部と考えられる。上端部には円形透かし

の一部が残存する。復元される透かし穴の径は、５．５㎝である。また、外面には黒斑が認められる。

　１１１３は、扁平であり、透かしの一部が認められることから、柵形埴輪と判断したものである。

　１１１４・１１１５・１１２６は、底部の一部である。１１１４は、全体的に扁平で、胎土の特徴等から家形埴輪では

なく柵形埴輪の長径部と判断したものである。外面はヘラナデにより仕上げられている。また、外面に

は黒斑が認められる。１１１５は、横断面が比較的顕著な弧状をなしていることから、短径部の一部と考え

られる。水鳥形埴輪の台部の可能性も考えられるが、胎土・色調等の特徴から、柵形埴輪と判断してい

る。１１２６は、横断面が顕著な弧状をなすことから、短径部の一部と考えられる。

　１１２７は、底部上半から体部下端にかけて残存する。横断面が顕著な弧状をなしていることから、短径

部と考えられる。上端には、突帯の一部がわずかに残存する。内面はユビオサエ痕が顕著である。

　

３．北側出土柵形埴輪
　全て北造り出しから出土している。口縁部片と体部片が出土している。

（１）口縁部（写真図版４２１・４２７　観察表６１・６２）

　１０５５・１０５７・１１３２～１１３４・１１３８の６点が出土している。いずれも鋸歯状をなす口縁部の一部である。

図化できたのは、１０５５と１０５７の２点である（図版１９０）。

　１０５５は、先端部を欠く。残存長８．６㎝を測り、鋭角三角形と考えられることから、短径部の口縁部の可

能性が考えられる。ただし、横断面は比較的扁平である。全体的に磨滅傾向にあるが、内外面はナデに

より、側面はヘラナデにより仕上げられている。また、基部付近外面には、１条の基部に平行する線刻

状の直線が観察される。

　１０５７は、横断面が比較的扁平である。内面はナデにより、外面は横方向のハケにより仕上げられてい

る。側面はヘラナデにより仕上げられている。

　１１３２は、基部を欠く。内外面ともナデにより仕上げられている。１１３３は、幅が狭く横断面が弧状をな

していることから、短径部の口縁と考えられる。内外面ともナデにより仕上げられている。１１３４は、先

端部を欠く。１１３８は、基底部幅が６．５㎝と推定され、他の口縁部と比較して大型である。内外面ともナデ

により仕上げられている。

　

（２）体部片（写真図版４２７　観察表６２）

　１１３５～１１３７・１１３９～１１４１の６点が出土しているが、いずれも小片のため図化できなかった。

　１１３５～１１３７・１１４０は長径部にあたり、外面には２条の突帯が残存する。突帯は、ヨコナデにより貼り

付けられている。また、１１３７の内面はハケにより仕上げられている。１１３６と１１４０の内面は、ナデにより

仕上げられている。１１３９は、体部下半から底部にかけての小片で、一方の縁辺部横断面が大きく屈曲傾

向にあり、長径部から短径部への移行部となっている。外面には１条の突帯が残存する。１１４１は短径部

にあたり、外面には１条の突帯が残存する。
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第６節　その他の埴輪

１．概　要
　本節では、前節まで報告した以外の、少数例出土している形象埴輪について報告する。その形象埴輪

とは、囲形埴輪・盾形埴輪・船形埴輪・蓋形埴輪・靫形埴輪・他である。他とは、種類を特定できない

埴輪のことである。

２．囲形埴輪
（１）概　要

　５点分出土している。主要な出土位置は、南造り出しおよび区画溝である。この中で、図化できたの

は、１１４２と１１４３の２点に限られる（図版１９２）。

（２）出土囲形埴輪（図版１９２　写真図版４２７　観察表６３）

　１１４２は、体部から底部上端にかけて残存する。横断面はほぼ平坦であることから、長辺部の一部と考

えられる。外面には突帯が１条残存するが、上端には突帯の貼り付け痕が認められることから、２条の

突帯が貼り付けられていたものと考えられる。内面はナデとユビオサエ、外面は磨滅傾向にあるがタテ

ハケがわずかに残存する。底部上端には、透かし穴の一部が残存する。径６㎝前後と復元される。

　１１４３は、体部が残存する。横断面はほぼ平坦であるが、一端が屈曲傾向にあることから、長辺部の隅

付近と考えられる。外面には突帯が１条残存し、ヨコナデにより貼り付けられている。他はナデにより

仕上げられている。黒斑・赤色塗布は認められない。

　１１４４は、体部の小片である。横断の一端が大きく弧状をなしていることから、長辺部から短辺部への

移行部の小片と考えられる。外面には突帯が１条残存するが、その上側３㎝、下側５㎝の間には突帯お

よびその痕跡は認められず、１条突帯であったものと考えられる。内面は板ナデ、外面はナデにより仕

上げられている。黒斑が認められる。

　１１４５は体部の小片で、長辺の一部と考えられる。外面には突帯が１条残存する。残存状況から判断し

て、突帯は１条からなるものと考えられる、囲形埴輪として報告する。突帯についても、他の柵形埴輪

と比較して、小規模である特徴が認められる。特に、突帯の厚みがわずかである。

　１１４６は長辺部にあたり、外面には１条の突帯が残存する。また、胎土および突帯の特徴が１１４５と類似

することから、囲形埴輪と判断したものである。内外面ともヘラナデにより仕上げられている。赤色塗

布が認められる。

　

３．盾形埴輪
（１）概　要

　いずれも小片で、全体の規模・形状を明らかにできるものは出土していない。計８点出土している

（図版１９３　観察表６３　写真図版４２８～４３０）。墳丘の南側・北側から出土している。

　南側については、１１４８・１１５２を除いて前方部１段目斜面から出土している。１１４８は、南周濠底から丹

後‐因幡型円筒埴輪（５４１）と出土している（ｈ２４：写真図版１７６）。１段目斜面から出土した１１４７につい
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ては、南渡土堤との接合部から出土している（ｈ２３：第２３１図）。

　北側については、１１５０が北周濠から出土している以外、北側１段目斜面から出土している。いずれ

も、西端部、くびれ部付近からの出土である。

（２）南側出土盾形埴輪

　１１４７は、最も良好に残存する個体である。器壁が２㎝と厚く、重量感がある。盾面は、円筒部を中心

に両側に粘土板が貼り付けられ、形成されている。脇区を中心に内区の一部にかけて残存する。内区は

円筒部を利用したもので、粘土板部分が脇区となっている。盾面は、内外面ともナデにより仕上げられ、

最後に施文されている。盾面を中心に黒斑が認められるとともに、円筒部外面および線刻内に赤色塗布

が認められる。

　内区は、わずかに残存するのみである。その状況から、菱形文の可能性が考えられる。沈線は、盾に

対して水平になるように充填されている。内区と脇区を区画後、施文されている。

　内区と脇区の境は、綾杉文帯となっている（写真図版４２９：ａ）。綾杉文帯は、幅３．２㎝ ～３．５㎝ の間隔

をもつ２本の平行する線刻により区画されている。この区画内に、区画線と平行する４本の沈線が幅５

㎜から７㎜のほぼ等間隔になるよう割り付けられている。この沈線は、脇区を区画する沈線とは異なり、

先端がかなり鋭利な工具により引かれている。この４本の割り付け線からなる中央の３区画内に綾杉文

がヘラ先状の工具により、ヘラ先を押し付けるようにして描かれている。

　脇区は、内区と脇区の境を区画後に施文されている。横向きの線刻からなる鋸歯文によって構成され

ている。鋸歯文は、底辺まで残存しないが、底辺に近い小三角窓を持ち、間隙を底辺に垂直な平行線で

充填させている。ただし、充填された直線の間隔は一定ではなく、さらに必ずしも平行関係にはない。

また、脇区の鋸歯文の側辺の延長上に、内区の菱形文の輪郭線が対応するように割り付けられている。

　盾面の裏には円筒部と脇区の接合を補強するために、楔形に板状の粘土が補充されている（写真図版

４２９）。脇区側が欠損しているため明確にできないが、この延長が桟となる可能性も考えられる。２箇所

残存し、その間隔は１２㎝である。円筒部内面は、多くが剥離しているが、残存する箇所においては、わ

ずかにハケ目が認められる。

　１１４８は、脇区のみ残存する。器壁が２㎝と厚く、重量感がある。黒斑は認められない。胎土・色調等

の特徴から、１１４７に比較的類似する。盾面は、内外面ともナデにより仕上げられ、その後、盾面に施文

されている。

　まず、脇区の側面に平行する綾杉文帯が施文され、その後内側に鋸歯文が施文されている。綾杉文帯

は、鋸歯文の外側に施文されている。はじめに、鋸歯文の底辺をなす１本の線刻の外側に３本の鋭利な

先端をもつ工具による縦方向の沈線が引かれ、この沈線間が綾杉状に沈線により充填されている。さら

に、この綾杉文帯の外側に、縦方向の２本の沈線が引かれ、この沈線間にほぼ５㎜間隔で沈線に直交す

るようヘラ先が押し当てられている。なお、２本の沈線は、区画内の沈線よりも明確である。

　脇区内側の鋸歯文は、１１４７と同様の施文である。１１４７と同様、充填された沈線は、間隔が一定せず、

平行性にも欠ける。

　盾面の裏面はユビナデにより仕上げられ、わずかに赤色塗布が認められる。側面はヘラナデにより仕

上げられている。また、盾面裏面には桟を模した突帯状の隆起（写真図版４３０）も認められる。

　１１４９は、上区の小片である。全体的に磨滅傾向にある。黒斑および赤色塗布は認められない。１１４７・
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１１４８と比較して、器壁が１．４㎝ と薄く、２者とは別個体と考えられる。胎土・色調等の特徴も異なる。

１１５１に近い特徴が認められる。

　盾面は、内面がユビナデ、外面がナデにより仕上げられ、最後に盾面が施文されている。盾面には鋸

歯文が線刻されている。他の鋸歯文とは異なり、三角形の頂点を中心に放射状にのびる沈線により充填

されている。

　１１５１は、脇区のみ残存する。全体的に磨滅傾向にある。黒斑および赤色塗布は認められない。１１４７・

１１４８と比較して、器壁が１．５㎝と薄く、２者とは別個体と考えられる。胎土・色調等の特徴も異なる。

　盾面は、内外面ともナデにより仕上げられ、最後に盾面が施文されている。鋸歯文と綾杉文帯からな

る。鋸歯文は、わずかに残存するのみであるが、１１４７・１１４８と同様の施文方法である。綾杉文帯はわず

かに残存するのみであるが、基本的には１１４７・１１４８と同じである。

　１１５２は、綾杉文帯からなる小片である。横断面がわずかに弧状をなしていることから、盾面の中心部

付近と考えられる。全体的に磨滅傾向にあり、黒斑および赤色塗布は認められない。１１４７・１１４８と比較

して、器壁が１．８㎝とやや薄く、２者とは別個体と考えられる。胎土・色調等の特徴も異なる。１１５１・

１１４９に近い特徴が認められる。

　盾面はナデにより仕上げられ、最後に盾面が施文されている。全体的に磨滅傾向にあり、十分な観察

はできないが、基本的には１１４７・１１４８と同様の施文方法と考えられる。

　なお、当片については、先述したように盾面の中心部と考えられるが、上区との境をなす区画なのか、

下区との境をなす区画なのかについては明確にできない。ただし、下端部に明確な段差が認められるこ

とから、盾面下端の区画の可能性が高いものと考えられる。

　

（３）北側出土盾形埴輪

　１１５０は、綾杉文帯からなる小片である。脇区の一部と考えられる。内外面ともナデにより仕上げられ、

その後表面が線刻されている。黒斑および赤色塗布は認められない。表面の線刻は１１４７・１１４８・１１５２と

同じである。

　１１５３は、内区の小片である。内外面ともナデにより仕上げられ、その後表面にヘラにより菱形文が表

現されている。菱形内は、水平方向の沈線が充填されている。全体的に磨滅気味である。黒斑・赤色塗

布は認められない。

　１１５４は、盾形埴輪と考えられる小片である。内区の一部と考えられ、内外面ともナデにより仕上げら

れ、その後表面に線刻されている。線刻はほぼ平行する直線からなり、鋸歯文・菱形文の判別は困難で

ある。裏面には、桟を模したと考えられる突帯が認められる。全体的に磨滅気味である。黒斑・赤色塗

布は認められない。

　

４．船形埴輪（図版１９４）
（１）概　要

　出土地点は、南造り出しを中心とした地点に限られる（第３７４図）。いずれも小片での出土である。大

半は、造り出し上面で散乱した状態で出土している。多くはピポットである。特に、造り出し西半部に

分布の中心が認められる（第３７４図）。ただし、船体片のなかで最も大きな破片は、区画溝上から出土し

ている（写真図版１７６）。この他、船体の一部が造り出し南東部からも出土している。

そ
の
他
の
埴
輪
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　このなかで、復元できたのは１１５５の１点

に限られる（図版１９４）。他に、船形埴輪の

一部と考えられる小片が出土している（写

真図版４３１・４３２）。図化できたのは、１１５５

～１１５７の３点に限られる（図版１９４）。小片

については、パーツごとに報告する。なお、

各部の名称等は第３７５図・第３７６図の通りで

ある。

　今回の調査で、ほぼ全体が理解できる状

態まで復元できたのは１体分に限られる。

しかし、舳先付近の破片から、もう１体の

存在が考えられる。さらに、１１５６・１１５７か

ら、一体成形船の存在が考えられる。

　ただし、二体成形船については、舷側板

の残存状況から、２体分を復元することは

困難であった。このため、本報告では、出

土した船形埴輪の破片は基本的に１体分と

考え、復元作業を行った。このなかで、ピ

ポットについては計１６点出土していること

から、１６点すべてが同一の船形埴輪に伴う

ものとし、埴輪の復元を行った。この際、１点のピポット片にもう一点のピポットの剥離痕が認められ、

実質１７点のピポットが明らかとなった。このため、片側が９点のピポットからなるものとし、復元を試

みた。

そ
の
他
の
埴
輪

第６節　その他の埴輪

第３７４図　船形埴輪出土地点

第３７５図　船形埴輪部分名称
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（２）船形埴輪１（１１５５：図版１９４・写真図版４３１・巻首図版５８　観察表６３）

　復元された船形埴輪（１１５５）は、二股構造からなり、底部に円筒は伴わない。また、装飾を伴わない。

船底部に黒斑が認められるが、赤色塗布は認められない。内外面ともナデを基調として仕上げられてい

る。ただし、船体部舳付近はユビナデにより仕上げられている。全長５９．５０㎝と復元され、船体のフェン

ダー幅は１２．９５㎝を測る。また、ピポット上端から船底下面までの深さは９．２０㎝を測る。

　船体横断面は箱形をなし、船底はほぼ平坦をなす。内面は、船底から３．５０㎝～４．５０㎝、フェンダー部

に対応する位置に幅８㎜～１㎝の受け状の段が認められる。この箇所の船底幅は８㎝である。この段に

対応して、外側に２㎜ほどの段が認められる。この段から上側４．５０㎝が船体上端をなし、この上面にピ

ポットが付けられている。

　ピポットは片側９個からなる。ピポットの側面形は尾翼状をなし、船体上端面からの高さは１．５０㎝～

２㎝、上端の幅は４㎜～１㎝と、形状は一定していない。船体上端において、１．５０㎝の間隔をなす。

　船底から舳先にかけては緩やかな弧状をなして立ち上がり、段状をなし、舳先となる。その高さは約

４．５０㎝を測る。この段からわずかに立ち上がり下部構造をなす。先端は、残存する下部から判断して舳

状をなすものと推定される。下部の舳先は船体との境をなす段から約３．５０㎝ 残存するが、当初は約９㎝

あったものと復元される。

　一方、この上部に舷側板と竪板からなる上部構造が備えられる。竪板のなす角度は５５° である。平面形

は方形をなし、主軸方向で７．５０㎝残存し、当初は１０．５０㎝と復元される。またその幅は上端部で５．５０㎝残

存し、当初は６．５０㎝と復元される。器高は１４．８０㎝、竪板高は９．５０㎝である。

　舷側版はわずかに残存するのみであるが、その上端は弧状をなす。船体上面とは段をなすものと考え

られ、その差は約２㎝と復元される。

（３）小片（図版１９４　観察表６３）

舳　　先　１１５６と１１５７の２点出土している（写真図版４３１）。一体成形船の舳先先端と考えられる。内外

面および側面ともナデにより仕上げられ、加飾は認められない。残存長は、１１５６が６．１５㎝を測る。

舳　１１５８～１１６０の３点は、舳付近の船底部を中心に残存する（写真図版４３２）。底部は、横断面が弧状を

なし、ナデにより仕上げられている。また、１１５８については船底部内面も残存し、横断面は弧状をなし、

ナデにより仕上げられている。いずれも黒斑が認められる。残存長は、１１６０が５．６０㎝、１１５９が５．３０㎝、

１１５８が８．３０㎝である。

船 体 部　１１６１は、船底の一部である（写真図版４３１）。底面のみ残存し、ナデにより仕上げられている。

黒斑は認められない。６．６㎝残存する。

そ
の
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第５章　出土遺物

第３７６図　船形埴輪の規模
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５．蓋形埴輪
　７点出土している（図版１９５　写真図版４３２・４３３　観察表６３）。いずれも小片での出土である。１１６４と

１１６７が前方部北側１段目斜面で出土している以外は、南造り出し上から出土している。このなかで、

１１６２～１１６５は、立飾りの一部と考えられる。

　１１６２は、弧状をなす短辺と、直線からなる長辺とからなる。立飾りの輪郭に沿うように２本の平行す

る線刻が描かれている。ただし、全体的に磨滅傾向にある。両面とも、ナデの後線刻が行われている。

また、側面はヘラ削りの後ナデにより仕上げられている。

　１１６３は、全体的に磨滅傾向にあるため明確ではないが、立飾りの輪郭に沿うように２本の平行する線

刻が描かれている。ただし、部分的に３本からなる箇所も認められる。両面とも、ナデの後線刻が行わ

れている。また、側面はヘラ削りの後ナデにより仕上げられている。線刻内には赤色塗布がわずかに認

められる。

　１１６４は、８．４㎝×６．７㎝の小片で、７本の直線状の線刻が認められる。その表現内容は不明である。内

外面ともナデにより仕上げられている。黒斑・赤色塗布は認められない。

　１１６５は、厚さ１．４７㎝の板状をなし、わずかに弧状をなす端面が一部残存する。両面には、ナデの後線

刻が加えられている。両面の加飾パターンは異なり、一方の面は７本の線刻により表現されている。他

の面は２本の平行する線刻がやや弧状に描かれている。

　１１６６は立飾りの軸の一部と考えられ、板状の粘土両面に突帯状のものが貼り付けられ、横断面が十字

状をなしている。

　１１６７は、笠部の小片である。同心円状の笠部中央突帯が認められ、その下側には縦方向の平行する２

本の線刻が引かれている。外面はナデ、内面は強いユビナデにより仕上げられている。黒斑・赤色塗布

は認められない。

　１１６８が南造り出し上面から出土している。軸部上端付近の小片と考えられる。内外面ともナデにより

仕上げられている。

　

６．靫形埴輪
　３点出土している（図版１９５　写真図版４３３　観察表６３）。このなかで、１１７０と１１７１については、靫形埴

輪の可能性が高いという意味で、本項で報告するものである。いずれも北造り出しから出土している。

　１１６９は、板状の粘土板に突帯が貼り付けられたものである。ただし、突帯は粘土板に対して直角に貼

り付けられるが、厚く復元される。

　１１７０は、靫形埴輪の一部と考えられる小片である。２本の平行する線刻が認められる。その間隔は１．３

㎝を測る。横断面がわずかに弧状をなし、器厚が一定していないことから、壁体と断定することは困難

な状況である。外面には黒斑が認められる。

　１１７１は、靫形埴輪の可能性が高いと考えられるものである。上端を除いては欠損している。線刻が１

面のみであることから、棟飾りではないと考えられる。線刻は、２本のほぼ平行する沈線で方形に描か

れている。内外面ともナデにより仕上げられている。

そ
の
他
の
埴
輪

第６節　その他の埴輪
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７．不明品
　６点出土しているが、いずれも小片である（写真図版４３４　観察表６３）。図化できたのは、１１７２の１点

に限られる（図版１９５）。

　１１７２は、区画溝から出土している。甲冑形埴輪の可能性のある埴輪片である。断面がＪ字形に大きく

折り返されている。表面は、ヘラナデもしくはナデにより仕上げられている。

　１１７３は、南造り出し上面から出土している。器壁の比較的薄い小片で、円筒埴輪の可能性が高い。表

面には弧状をなす２本の線刻が施されている。船を表現した可能性が考えられる。

　１１７４は、前方部南側１段目斜面転石層中から出土している。４条の線刻からなり、一見したところ水

鳥形埴輪の羽を想定させるものである。しかし、胎土の特徴が明らかに異なること、線刻の特徴も異な

ることから、水鳥形埴輪ではないものと考えられる。内面はナデにより仕上げられている。

　１１７５は、南周濠下層から出土している。５条の平行する直線が菱形状に描かれている。内面はナデに

より仕上げられている。柵形埴輪・水鳥形埴輪とは明らかに異なる胎土である。

　１１７６は、南造り出し上面から出土している。三角形をなす小片で、一辺は剥離面となっている。表面

には赤色塗布が認められ、１本の線刻が認められる。裏面はナデにより仕上げられている。

　１１７７は、南周濠から出土している。粘土板に直交するように突帯が貼り付けられている。貼り付けら

れた粘土板の周囲には、ヘラによるキザミが顕著に認められる。また、突帯貼り付け部の一端内面は、

わずかに隅状をなしている。このため、本片は家形埴輪の裾部を想定され、ヘラによる掻き破り痕と考

えられる。しかし、裾部付近にはこのような貼り付け痕は想定できない。このため、不明品として報告

する。そ
の
他
の
埴
輪

第５章　出土遺物
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第７節　小型土製品

１．概　要
　ここで報告する小型土製品は、いわゆる小型土器（ミニチュア土器）も含まれるものである。小型土

製品は、南北の造り出し付近を中心に出土している。量的には、南側から出土した土製品は、１２５１～

１２５３の３点に限られ、他は全て北側から出土している。

　南北両側の出土位置を見てみると、南側については、３点とも南造り出しを中心とした地区から出土

している。北側については、１１９０と１２４４が北渡土堤北端部から出土している以外は、全て北造り出し上

面およびその斜面から出土している。このなかで、出土地点を記録できたものの分布をみると、造り出

し上面北側および東側縁辺部付近に集中する傾向が認められる（第３７７図）。造り出し中央部からの出土

はわずかである。また、石敷き遺構付近からの出土も限られている。確実な例としては、小型土製品で

１点（１２４８）、石敷き遺構から出土したものが認められる。

　なお、北側出土の遺物の報告にあたっては、小型土器と小型土製品とに分け、出土地区単位でまとめ

ていくことにする。

２．南造り出し出土土製品
　樋形土製品と槽形土製品が出土している（図版１９７　観察表６５）。

（１）樋形土製品（写真図版４３８）

　１２５１と１２５２の２点が出土している。２点とも、一部が残存する。

　１２５１は、長さ９．３５㎝、幅は４．２０㎝残存する。両側が玉縁状をなすものと考えられるが、一端は欠落し

ている。内側底部はヘラナデにより平坦で、その幅は１．４０㎝を測る。縁部の高さは、底部から１．９０㎝、

内側から９㎜を測る。底部内面以外は、ナデを基調として仕上げられている。

　１２５２は、長さ６．４７㎝残存し、幅は４．８０㎝を測る。両側が玉縁状をなし、内側は直線的で逆台形をなす。

内側底部はヘラナデにより平坦で、その幅は１．２０㎝を測る。縁部の高さは、底部から１．９０㎝、内側から

１．１０㎝を測る。両側面がヘラナデにより仕上げられている以外は、ナデを基調として仕上げられている。

（２）槽形土製品（写真図版４３８　観察表６５）

　槽の可能性が考えられる１２５３の１点が出土している。１２５３は一部のみ残存する。平面形は長方形をな

すものと考えられ、３．７０㎝×６．２０㎝残存する。周囲には、幅８㎜の直立する縁を有する。底部からの高

さは２．７０㎝、内側の高さは１．２０㎝を測る。全体的にナデにより仕上げられている。

３．北造り出し出土小型土器
　壺・鉢・高坏が出土している。

（１）壺（図版１９６　写真図版４３５　観察表６４）

　１１７８～１１８０は、口縁部を除いて完存する。小型丸底壺を模したものと考えられる。１１７８は、外面がナ

デ、内面がユビナデにより仕上げられている。１１７９は、外面がナデ、内面がユビオサエにより仕上げら

れている。１１８０は、底部がわずかに平底傾向にある。外面はナデ、内面はユビナデにより仕上げられて

第７節　小型土製品
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いる。外面には黒斑が認められる。

　１１８１は、体部中位以下が完存する。外面はナデ、内面は強いユビナデにより仕上げられている。外面

には黒斑が認められる。

　１１８３は、底部を中心に残存する。上端部の器壁が極端に薄く仕上げられていることから、鉢等の可能

性も考えられる。外面はナデ、内面はユビナデにより仕上げられている。黒斑が認められる。

　１１８４～１１８７も、底部を中心に残存する。１１８４と１１８７の外面はナデ、内面はユビオサエにより仕上げら

れている。底部に対して、体部の器壁が明らかに薄くなっている。１１８５は、外面がナデ、内面がユビオ

サエにより仕上げられている。１１８６の内外面の調整は、磨滅傾向にあり観察できない。

（２）鉢（図版１９６　写真図版４３５　観察表６４）

　１１８９と１１９１が、北造り出しから出土している。

　１１８９は、底部を中心に残存する。外面はナデ、内面はユビオサエにより仕上げられている。底部がわ

ずかに平底傾向にある。壺の可能性も否定できない。１１９１は、体部がわずかに残存する。内外面ともユ

ビオサエとナデにより仕上げられている。

　

（３）高坏（図版１９６・１９７　写真図版４３５～４３８　観察表６４・６５）

　完存するものはなく、多くが脚柱部を中心に残存する。計５１点出土している。全体的に磨滅が著しく、

良好に調整が観察できる個体は少ない状況である。

　１１９２～１１９６・１１９８～１２０１・１２０３～１２０６・１２０８・１２１０～１２１６・１２１８～１２２０・１２２２～１２３５・１２３７～１２４１・
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第３７７図　北造り出し小型土製品出土位置図
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１２４３・１２４５・１２４６は、造り出し上面およびその斜面から出土している。

　１１９２は、坏部を中心に残存する。内外面の調整は、ともに磨滅傾向にあり観察できない。

　１１９３は、脚部がほぼ完存する。外面上半はナデ、脚下半内外面はユビオサエとナデにより仕上げられ

ている。

　１１９４～１１９６・１１９８～１２０１・１２０３～１２０６・１２０８・１２１０～１２１５は、脚上半部から接合部にかけて残存する。

　１１９４は、脚部から坏部にかけて縦方向のヘラナデ、坏部内面がナデにより仕上げられている。黒斑が

認められる。１１９５は、脚部としては比較的良好に残存する個体であるが、内外面とも磨滅傾向にあり、

調整は観察できない。１１９６は、脚部から坏部にかけて縦方向のヘラナデ、坏部内面がナデにより仕上げ

られている。１１９８は、脚部外面と坏部内面がナデにより仕上げられている。１２０１は、脚部外面がユビオ

サエと縦方向のヘラナデ、坏部内面がナデにより仕上げられ、脚部内面にはしぼり目が認められる。

１２０４は、脚部および坏部外面が縦方向のヘラナデ、坏部内面がナデにより仕上げられ、脚部内面にはし

ぼり目が認められる。

　１２０５は、全体的に磨滅傾向にあるが、内面にはヘラ状工具によるナデの痕が認められる。外面には黒

斑が認められる。１２０６は、脚部外面および坏部内面がナデ、脚部内面にはしぼり目が認められる。１２１０

は、脚部から坏部にかけては縦方向のヘラナデ、坏部内面はナデにより仕上げられている。１２１２は、接

合部外面と坏部内面がナデにより仕上げられている。

　１２１３は、内外面とも磨滅傾向にあり、上端は坏部との接合面となっている。脚柱部内面上端は円形に

落ち込んでいる。製作時の棒状の圧痕と考えられる。内面には赤色塗布が認められる。１２１５は、外面が

ナデにより仕上げられ、脚部内面にはしぼり目が認められる。上端部は坏部との接合面となっている。

　１２１６・１２１８～１２２０・１２２２～１２３１は、接合部を中心に残存する。

　１２２０は、全体的に磨滅傾向にあるが、脚部内面にはしぼり目が認められる。１２２５は、坏部内面がナデ

により仕上げられている。１２２６は、脚部外面がユビオサエとナデ、坏部内面がナデにより仕上げられ、

脚部内面にはしぼり目が認められる。１２２７は、接合部外面と坏部内面がナデにより仕上げられている。

１２２８は、脚部および坏部外面が縦方向のナデ、坏部内面がナデにより仕上げられ、脚部内面にはしぼり

目が認められる。１２２９は、接合部外面がユビオサエ、坏部内面がナデにより仕上げられている。また、

脚部内面上端には径２．５㎜、深さ４㎜の貫通しない小穴が認められる（写真図版４３７）。製作時の棒状の圧

痕と考えられる。

　１２３０は、接合部外面が縦方向のヘラナデ、坏部内面がナデにより仕上げられている。横断面が楕円傾

向にある。また、脚部内面上端は径４㎜のピット状をなしている。１２３１は、接合部外面がユビオサエに

より仕上げられ、内面にはしぼり目が認められる。上端部は坏部との剥離面となっているが、器壁の厚

さはわずか１㎜である。

　１２３２～１２３５・１２３７～１２４１・１２４３・１２４５は、脚上半部が残存する。１２３２は、外面がユビオサエとナデに

より仕上げられ、脚部内面にはしぼり目が認められる。１２３３は、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。１２３７は、脚部外面がナデにより仕上げられている。１２３８は、脚部外面が縦方向

のヘラナデ、接合部外面がユビオサエにより仕上げられている。１２３９は、外面がナデにより仕上げら

れ、内面にはしぼり目が認められる。１２４１は、脚部外面がナデにより仕上げられ、内面にはしぼり目が

認められる。１２４５は、脚部外面がナデにより仕上げられ、内面にはしぼり目が認められる。また、上端

部は坏部との剥離面となっているが、径２㎜の穿孔が認められる。

小
型
土
製
品
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　この他、１２０７・１２１７・１２２１・１２４２・１２４６は、石敷き遺構から出土している。

　１２０７は、脚部外面がナデにより仕上げられ、内面にはしぼり目が認められる。また、接合部外面はユ

ビオサエにより仕上げられている。１２１７と１２２１は、接合部を中心に残存する。坏部内外面がナデにより

仕上げられ、脚部内面にはしぼり目が認められる。１２４２は、脚部上半が残存する。外面がナデとユビオ

サエにより仕上げられ、内面にはしぼり目が認められる。１２４６は、接合部がわずかに残存する。全体的

に磨滅傾向にあるが、坏部中央に径３㎜の穿孔が認められる。

　

４．前方部北側斜面・北周濠出土小型土器
（１）前方部北側斜面

　高坏が２点（１１９７・１２０２）出土している（図版１９６　写真図版４３７　観察表６４）。１１９７の坏部外面には、

縦方向のヘラナデが認められる。１２０２の坏部中央には径１．５㎜の穿孔が認められる。また、脚部内面は横

方向のヘラ削りにより仕上げられている。

（２）北周濠

　高坏と壺が出土している。

　高坏は２点（１２０９・１２３６）出土している（図版１９６・１９７　写真図版４３７　観察表６４・６５）。１２０９は、脚

部外面および坏部内面がナデにより仕上げられ、脚部内面にはしぼり目が認められる。１２３６は、脚部外

面がナデ、接合部外面がユビオサエにより仕上げられている。

　壺は２点（１１８２・１１８８）出土している（図版１９６　写真図版４３６　観察表６４）。

　１１８２と１１８８は、底部を中心に残存する。１１８２は、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。１１８８は、底部はわずかに平底傾向にある。外面はナデ、内面はユビオサエにより仕上げら

れている。

（３）北渡土堤

　壺と高坏が出土している。１１９０は、頸部から体部にかけて残存する。丸底鉢の一部と考えられる。内

外面とも磨滅のため、調整は観察できない。

　

５．北造り出し出土小型土製品
　弧状をなす棒状土製品（１２４７～１２４９）と餅状土製品（１２５０）が出土している（図版１９７　写真図版４３７・

４３８　観察表６５）。

　１２４７と１２４８は、長さ６．３㎝ の弧状をなす小型の棒状土製品である。断面形は円形に近く、その径は

１．０５㎝を測る。全体的にナデにより仕上げられている。１２４７と１２４８の一部に黒斑が認められる。

　１２４９は、 １２４７・１２４８と同様の製品と考えられる。 約１/２残存し、 残存長は３．９５㎝である。 断面形は円

形に近く、その径は１．１㎝を測る。全体的にナデにより仕上げられている。

　１２５０は、２．１×２．６㎝・厚さ８㎜と完存する小型の製品である。粘土塊を押し潰したもので、餅状土製

品に近いものである。
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第８節　木製品
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第３７８図　主要木製品出土位置図
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第８節　木製品

（１）概　要

　笠形木製品・木樋等が出土している。Ｗ４・Ｗ１０～Ｗ１２が南周濠から出土している以外は、北周濠か

ら出土している（第３７８図）。なお、南周濠から出土したＷ１０～Ｗ１２については、中世に位置付けられる

ものと考えられる。

（２）笠形木製品（Ｗ１：図版１９９・２００　写真図版４４１・４４２）

　前方部北側１段目基底石から約６０㎝離れた位置から出土し

ている（第３７８図）。下面を周濠底に密着させた状態で出土し

ている（第３７９図　写真図版１７８）。ただし、Ｗ１を据えた痕跡

および掘り方等は認められなかった。

　半割材を横木取りした一木からなる。ドーム状をなす上部

と円錐台をなす下部からなり、完存する。ただし、上部の一

部が炭化し、劣化している。さらに、頂部を中心に、木目に

平行した溝状のくぼみが認められる。多くは、乾燥に伴う亀

裂痕と考えられる。特に、中央部は大きな溝状をなし、人工

的な加工による可能性も考えられるが、遺存状況が良好では

ないため、その判断は困難である。手斧痕は認められない。

樹種はコウヤマキである（第６章第６節）。

　平面形は円形に近い楕円形をなし、長軸方向で３９．６０㎝、そ

の直交方向で３６．１０㎝を測る。上部の高さは１５．４５㎝である。

頂部中央には、平面長方形の掘り込みが認められる。その掘

り込みは貫通せず、下端部はほぼ平坦に仕上げられている。

掘り込みはほぼ垂直で、上面における規模は７．９５㎝×７．４０㎝、

下面における規模は７．２０㎝×６．７０㎝である。下面の頂部から

の深さは８．１０㎝、底部からの高さは５．８０㎝である。

　上部側面は、４２° ～５０° の傾斜をもった山形をなし、頂部付近は約６０° 弱と急になっている。ただし、

下部は上部とは１㎝ ～１．５㎝ の段差をもって、斜行面が形成されている。斜行面は、傾斜角が約５０° ～

７０° と上部より急で、高さは４㎝ である。また、上部下端は、一部を除いて垂直に近い面が形成されて

いる。その幅は１．５０㎝である。

　斜行面には、襞の表現が認められる（写真図版４４１：ａ）。襞は、基本的に斜行面と一体でつくられてい

る。つまり、上部との境と襞の左側を強く削り込むことにより、上部との境をなす段と襞を表現する段

が同時に形成されている。このため、襞の右側と斜行面下段においては、斜行面との段差が認められな

い。襞上部の段差は上端部で１．２０㎝～２．０㎝である。襞の数は１０本で、その間隔は１０㎝～１２㎝とほぼ一定

している。襞は直線的で、斜行面の傾斜方向と一致する。

　底面は、丁寧に平坦に仕上げられている。中央部に亀裂が認められる以外、加工痕等は認められない。

第５章　出土遺物
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（３）木樋（図版２０１・２０２　写真図版４４３）

　２点（Ｗ２・Ｗ３）出土している。

　前方部と北渡土堤が接合する箇所の西

側にあたり、Ｗ２の東端は渡土堤基底石

から８０㎝、前方部基底石から１．２０ｍを測

る（第３７８図）。Ｗ２は、Ｗ７・Ｗ８と重

なりあった状態で出土し（第３８０図　写真

図版１７８）、さらにＷ２取り上げ後にＷ３

が出土している。周濠底直上からの出土

で、外面を上にして出土している。

　Ｗ２は、完存していない。丸太材の中

心部を刳りぬいて作られている。残存長

は３．３８７ｍである。

　端部の一端を欠くが、他端は完存し、

やや斜方向にカットされ、明確な端面が

形成されている。また、両側長辺の縁辺

部にも端面が形成されている。ただし一

部を欠く。端面の幅は、１．６㎝～３．０㎝で

ある。

　横断面はＵ字形を基本とするが、内面

は比較的平坦に仕上げられ、逆台形傾向

にある。このため、底部から側部にかけ

てわずかに稜が認められる。ただし、両

長側部からの深さは均一ではなく、やや

歪んだ逆台形をなしている。内面におけ

る両側縁部からの深さは、端部が遺存す

る側で５．５㎝、中央部で８．８㎝を測る。ま

た、横断の幅は、端部が遺存する側では

外側２２．７㎝・内側１８．２㎝を測り、中央部

では外側２４．６㎝・内側１９．８㎝を測る。端

部に対して中央部ほど幅が広く・深くな

る傾向が認められる。

　内面は、ほぼ平滑に仕上げられ、中央部を中心に加工痕がわずかに認められる。また、外面について

は、端部が遺存しない側を中心に、加工痕が内面より顕著に認められる。

　なお、底部の厚さは、２．５㎝～３．０㎝とほぼ一定している。樹種はスギである（第６章第６節）。

　Ｗ３は、Ｗ２取り上げ後に確認されたもので、ほぼ同じ場所で平面的に重複する形で出土している。

Ｗ２同様、底部外面を上にした状態で出土している（写真図版１７９）。周濠基盤層内から出土しているが、

基盤層自体が軟弱であることから、上側からの重みによるもので、基本的には周濠底にあったものと考

第８節　木製品
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第３８０図　Ｗ２・Ｗ７・Ｗ８出土状況
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えられる。

　一端は遺存するが、他端は欠損している。丸太材の中心部を刳りぬいて作られている。このため、外

側には木皮の一部が認められる。残存長は２．２４ｍである。

　遺存する端部は斜方向にカットされ、明確な端面が形成されている。また、両側長辺の縁辺部も端面

が形成されている。両側の端面の幅は同じではなく、一方の端面は２㎝強であるのに対して、他端は２．４

㎝平均を測る。

　横断面は浅いＵ字形をなし、中央部における両側端面からの深さは７．８㎝である。遺存する端部付近の

深さは７㎝を測り、若干浅くなる傾向が認められる。内面はほぼ平滑に仕上げられ、加工痕は認められ

ない。ただし、中央部付近を中心に、一部横断面が屈曲気味で、逆台形傾向にある。横断面の幅は、端

部付近で外側が２４．３㎝、内側が１９．８㎝を測り、欠損部付近で外側が２４．１㎝、内側が２０．０㎝と、ほぼ一定

している。

　一方、底部の厚さは、端部付近で５㎝、欠損部付近で３．５㎝と、若干の差が認められる。樹種はスギで

ある（第６章第６節）。

　

（４）その他

　Ｗ４～Ｗ９の６点が出土している（図版２０２～２０６　写真図版４４４・４４５）。

　Ｗ４は、南周濠下層から出土した、幅１１．４０㎝の板状製品である。厚さは最大で１．３０㎝を測るが、一定

していない。このため、面は平滑ではない。長さ８４．１㎝残存し、一端はカットされている。他端は破損

しており、全長は不明である。カットされた端から５．５０㎝の板中央部においては、３．８５㎝×４．７０㎝の長

方形に刳り抜かれている。ただし、断面は板面に対して垂直ではなく、斜行している。また、破損部付

近には径３．５㎜の釘穴状の穴が穿たれている。一部に鋭利な工具によると考えられる傷痕が認められる

が、両面とも明確な加工痕は認められない。樹種はスギである（第６章第６節）。

　Ｗ５は、北外堤と北渡土堤が接合する箇所から前方部側へ約２．５０ｍの位置（第３７８図）の周濠底から出

土している（第３８１図　写真図版１７９）。北端は渡土堤基底石にほぼ接している。

　ほぼ完存する板状の製品である。全長は１４２．２㎝を測り、幅は１９．８㎝、厚さは１．７㎝である。両端はカッ
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第３８１図　Ｗ５・Ｗ９出土状況
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トされているが、丁寧とはいえず、長辺に対して部分的に斜行している。

　両端付近には枘穴状の穴が開けられている。平面長方形をなし、長軸を短辺と平行させている。ただ

し、全体的に雑な仕上げで、各辺は直線的ではない。一端の穴は完存し、その規模は２．５㎝ ×７㎝ を測

る。他端は、小口側が破損している。このためその規模を明らかにすることはできないが、長辺は６㎝

を測る。

　板面は両面とも平坦に仕上げられているが、一面のみ両端付近に断面逆台形の溝が彫り込まれている。

短辺に対して平行し、この箇所は枘穴が開けられた箇所と一致する。このため、この溝内に枘穴が収まっ

ている。溝の規模は両端とも同規模で、板面における幅は３．８㎝、下面の幅は２．５㎝、板面からの深さは

４㎜～７㎜を測る。樹種はスギである（第６章第６節）。

　Ｗ６は、北周濠下層から出土している。全長１４０．９㎝、幅１１．４㎝、厚さ１．６㎝の板状の製品で、完存す

る。両面ともほぼ平滑に仕上げられている。ただし、加工痕等は認められない。両端は鍵形にカットさ

れている。その規模は、５．５㎝×６．７㎝と５．６㎝×８．３㎝と、両端で異なる。樹種はスギである（第６章第

６節）。

　Ｗ７は、北周濠底から出土している（第３７８図）。Ｗ２・Ｗ８と重なりあった状態で出土している（第

３８０図）。

　棒状をなす製品で、一端を欠いている。残存長は１７７．７㎝ を測る。全体の約３/４にあたる１３３㎝ ほどは

２．３㎝×２．９㎝の棒状をなすが、残りの部分については、幅１．４㎝～１．５㎝、厚さ１．２㎝～１．３㎝の板状に加

工されている。ただし、棒状の部分と板状の部分との境は不明瞭である。

　板状部分には、台形状の切り込みが４箇所で認められる。１箇所については一部のみの残存である。

これら４箇所の切り込みは９㎝～１０㎝と、ほぼ等間隔である。切り込みの規模はほぼ同じで、長辺が２

㎝、短辺が１．５㎝、長さが５㎜である。焼けた痕、もしくは炭化した痕は認められない。樹種はスギであ

る（第６章第６節）。

　Ｗ８は、Ｗ２・Ｗ７と重なりあった状態で出土している（第３８０図）。

　中央部が後世に打ち込まれた杭（写真図版１７８）により陥没している以外は、完存する。一木からなる

板状の製品で、相対する２方の隅が突出し、扉状をなす。板は、基本的に平面３１．７㎝×１．４７ｍの長方形

をなす。この長方形の板の両側が７．６㎝と７．２㎝突出し、全長１．６３１ｍを測る。

　本製品は平面的には板状をなすが、一枚の板を削り込み、立体的につくり出されている（写真図版

４４４）。具体的には、一面は長辺中央部を中心に長方形状に盛り上がっている。長辺側断面をみると、こ

の箇所を中心に台形状をなす。長方形部分の規模は、長辺で７１㎝、短辺で７㎝を測る。盛りあがった箇

所とその裾部との比高は４．８㎝を測り、約５㎝厚の板材から加工された製品である。

　また、この長方形箇所に面した３面は、緩やかな斜面をなしている。傾斜面は平坦に仕上げられてい

る。このため、長方形状の盛り上がり部分の内側２隅から突出部にかけては、明瞭な稜線が形成されて

いる。この稜線は盛りあがり部分を最高所とし、突出部にかけて緩やかに低くなり、突出部で消滅して

いる。また、この盛りあがり部分の厚さが１．２㎝と厚く仕上げられ、突出部および長辺端部では１㎝とや

や薄くなっている。傾斜部はさらに削り込まれ、その厚さは６㎜である。

　一方、裏面は、長方形の突出部分に対応する箇所を中心に削り込まれている。具体的には、両端から

８㎝～９㎝のあたりから中心部へ向かって削り込まれている。このため、短辺と平行する比較的明瞭な

稜線が、直線的に形成されている。削り込みの深さは最深で３．５㎝である。一方、長辺と平行する側の削
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り込みのラインは不明瞭である。また、この削り込まれた箇所を中心に削り痕が明瞭に認められる。そ

の削り痕の単位は、幅４㎝前後が基本となっている。

　両端の突出は、一方は７．６㎝突出し、その端部付近の幅は３．７㎝を測る。他方は７．２㎝突出し、その端部

付近の幅は２．４㎝を測る。いずれも、板部の長側部から削り込む形で、突出部が形成されている。樹種は

スギである（第６章第６節）。

　Ｗ９は、北周濠内、北外堤と北渡土堤が接合する箇所から出土している（第３７８図）。外堤から周濠へ

の傾斜変換部にあたる。北渡土堤基底石から６０㎝の位置にあたる。

　丸太材を加工した製品である。一端は断面三角形状にカットされている。その角度は７９° を測る。他端

は、材に対して直角にカットされているが、丁寧とはいえず、凸面状をなしている。他に、加工痕は認

められない。また、表面には樹皮は残存していない。完存し、全長４４．５０㎝を測り、その径は１６．０５㎝～

１４．６５㎝である。樹種はカヤである（第６章第６節）。

　

（５）その他木製品（図版２０７　写真図版４４５）

　その特徴から、中世に位置付けられると考えられる木製品である。

　Ｗ１０は、前方部南側１段目葺石直上から出土している。曲物の底板と考えられる製品で、残存するの

は一部に限られる。ただし、一端は弧状をなすが、他端は直線状にカットされている。このため、曲げ

物の底板が他に転用されたものと考えられる。残存長１６．１㎝、幅６．３㎝ を測り、厚さは６㎜ である。板

と板を結合させるための綴じ穴が１箇所に認められる。その径は３㎜である。板面には一部擦痕が認め

られる。樹種はヒノキである（第６章第６節）。

　Ｗ１１は、南周濠内から出土している。折敷の一部の可能性が考えられる板状の製品である。全長１４．７

㎝、幅２．９㎝を測り、厚さは３．５㎜である。両面とも平滑に丁寧に仕上げられている。一部擦痕が認めら

れるが、顕著な加工痕等は認められない。樹種はスギである（第６章第６節）。

　Ｗ１２は、南造り出し南側転石層内から出土している。曲げ物の底板で、約１/２が残存する。直径１６．１㎝

を測り、厚さは５㎜である。底板縁辺部には綴じ合わせ用の穴が２穴がセットとなり、計３対認められ

る。その規模は２㎜～２．５㎜である。樹種はスギである（第６章第６節）。
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第９節　金属製品

（１）概　要

　６点出土している（図版２０８　写真図版４４０・４４１）。Ｍ１とＭ５が墳丘北側から、他は墳丘南側から出

土している。Ｍ２とＭ３を除いては、墳丘から遊離したレベルで出土している。Ｍ２とＭ３について

も、造り出し直上から平安時代の土器が出土していることから、当該期の可能性も考えられる。このた

め、後述するＭ１を除いては、池田古墳に伴うものと断定できる製品は認められない。

　このなかで、Ｍ１に関しては、その形態から、池田古墳に伴う可能性が考えられる製品である。他の

製品については、Ｍ６に代表されるように、池田古墳が埋没していく過程で混入したものと考えられ

る。

（２）出土金属製品

　Ｍ１は、前方部～北造り出しにかけての転石層から出土している。板状をなす刃部に対して基部が袋

状をなす、袋状鉄斧である。Ｘ線透過写真から判断して、鍛造品と考えられる。刃先と袋部基部を欠

く。残存長１４．１㎝を測り、刃部は約５㎝残存する。刃部における最大幅は５．５㎝である。袋部内面には、

木質が部分的に遺存している。袋部基部付近の規模は、外側で３．１５㎝×４．２０㎝である。

　Ｍ２は、南造り出し直上から出土している。刃先をわずかに欠く以外は、ほぼ完存する刀子である。

残存長１１．４㎝を測る。刃部は片刃で、断面形が鋭角な三角形をなす。刃部長は７㎝で、中央部における

刃幅は１．１５㎝、棟幅は２．５㎜を測る。関部の幅は１．４㎝でる。茎部は、断面形が５㎜×２．５㎜の長方形をな

し、全長は４．４㎝である。

　Ｍ３は、南造り出し直上から出土している。厚さ２㎜の鉄片である。５．８㎝×１．４㎝残存するが、用途

は不明である。

　Ｍ４は、前方部南側１段目テラス転石層から出土している。円板状をなす鉄片の一部と考えられ、残

存する規模は４ｃｍ×２．１㎝である。厚さは７㎜である。用途は不明である。

　Ｍ５は、前方部北側３段目斜面転石層中から出土している。帯状をなす鉄片であるが、用途は不明で

ある。幅１．３５㎝、厚さ３㎜を測り、残存長は３．７㎝である。側面が弧状をなしている。

　Ｍ６は、前方部南側２段目斜面転石層から出土している。銅銭の「元豊通寳」（初鋳年１０７８）である。
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第１０節　土器・土製品

１．はじめに
　本節で対象とする土器は、池田古墳の埋没過程に伴うもので、いわゆる池田古墳下層遺跡に伴う土器

とは明らかに区別されるものである。土製品についても同様である。土製品は土錘を中心としたもので、

時期的には平安時代以降と考えられ、北造り出しを中心に出土した小型土製品とは明らかに区別される

ものである。

　土器は、南北の周濠内を中心に出土している。これらの土器は、池田古墳周濠の埋没時期、およびそ

の過程を考えるうえで、良好な資料と考えられるものである。本節では、出土地点ごとに、出土土器の

概要を報告する。

　土器の出土地点としては、①南渡土堤南端付近、②前方部北側斜面、③北周濠があげられる。以下、

出土地点単位で報告する。

　

２．出土土器（図版１９８　写真図版４３９　観察表６６）
（１）南渡土堤南端付近出土土器

　南渡土堤南端部が途切れた箇所で、礫ととともに出土したものである（第４章第４節）。また、南外堤

付近から出土した土器についても、上記の一群に含まれるものと考え、合わせて報告する。土師器と須

恵器が出土している。

土師器　杯・椀・堝・甕の各器種が出土している。

杯　１２６６～１２７１の６個体を図化している。これらの土器は、いずれも回転台を利用してつくられたもの

で、内外面とも回転ナデにより仕上げられている。また、１２７１を除いて、底部は回転糸切りにより切り

離されている。

　１２６６は、体部から口縁部にかけてやや内湾気味にたちあがり、端部は丸く収められている。１２６７は、

内湾傾向にある体部に対して、口縁部は外反傾向にあり、端部が薄く収められている。全体的にひずみ

が顕著である。１２６８は、内外面とも回転ナデにより仕上げられている。１２６９は、体部から口縁部にかけ

てやや内湾気味にたちあがり、端部が薄く収められている。１２７０は、体部から口縁部にかけて直線的に

立ち上がり、端部が丸く収められている。全体的にひずみが顕著である。

　１２７１は、内湾する体部に対して口縁部が外反する。体部外面が回転ヘラ削りにより仕上げられている

以外は、回転ナデにより仕上げられている。また、底部はナデにより仕上げられている。全体的に器壁

が厚く、内面を中心に粗い仕上げである。

椀　１２５５・１２５７・１２５９～１２６５・１２７２・１２７３の１１個体を図化している。これらの土器は、いずれも回転台

を利用してつくられたもので、内外面とも回転ナデにより仕上げられている。

　１２５５は、体部から口縁部にかけて直線的にたちあがり、端部は丸く収められている。内面見込が大き

く落ち込み、底部は平高台状をなす。外面は、水挽き痕が顕著である。また、底部は回転糸切りにより

切り離されている。１２５９は、体部から口縁部にかけてやや内湾気味にたちあがり、端部が丸く収められ

ている。底部は回転糸切りにより切り離され、平高台状をなしている。

　１２５７は、口径に対して底径が大きい点が、特徴的である。底部は回転糸切りにより切り離され、わず
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かに平高台をなす。

　１２６０は、底部を中心に残存し、回転ヘラ切りにより切り離されている。１２６１は、体部から口縁部にか

けてやや内湾気味にたちあがり、端部はわずかに外反傾向にある。底部は回転糸切りにより切り離され

ている。法量的に、深い傾向にある椀である。

　１２６２は、体部から口縁部にかけて直線的にたちあがり、端部が薄く収められている。一方底部は厚く

仕上げられている。また、底部はヘラ切りにより切り離されて、平底をなしている。１２６３は、体部から

口縁部にかけて直線的にたちあがり、端部が丸く収められている。底部は、回転糸切りにより切り離さ

れている。

　１２６４は、体部から口縁部にかけてやや内湾気味にたちあがり、端部は薄く収められている。底部はヘ

ラにより切り離され、平底をなしている。１２６５は、端部がわずかに上方に屈曲している。底部はヘラに

より切り離され、その後ナデが加えられている。

　１２７２は、底部から体部にかけて残存し、内湾気味に立ち上がっている。底部は、回転糸切りにより切

り離された後、一部粘土を補填し、その後ヘラナデにより仕上げられている。１２７３は、底部を中心に残

存し、内湾気味に立ち上がっている。底部は、回転糸切りにより切り離されている。

堝　１点（１２７４）出土している。１２７４は、いわゆる播丹型の堝である。口縁部から体部上端にかけて残

存する。口縁端部は、外端部が肥厚し断面三角形状をなす。体部外面は叩き整形、内面はハケにより仕

上げられている。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。また、口縁部外面には煤

の付着が認められる。

甕　１点（１２５４）出土している。１２５４は、球形に近い体部中位から口縁部にかけて残存する。口縁端部

は、外端部をつまむようなヨコナデにより、やや水平な端面が形成されている。体部外面はハケ、内面

は右上がり方向のヘラ削りにより仕上げられている。外面のハケは、縦方向と横方向の交互に施されて

いる。また、内面のヘラ削りはやや粗く、単位が比較的明瞭に残存している。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。

須 恵 器　椀と蓋が出土している。

椀　１２７６～１２７９の４個体を図化することができた。

　１２７６は、体部から口縁部にかけて直線的に立ち上がるが、口縁部が全体的に肥厚気味である。また、

体部・口縁部の器厚に対して、底部が厚い傾向にあり、平高台状をなしている。

　１２７７と１２７８は、いわゆる東播系の椀である。両個体は、体部から口縁部にかけて内湾気味に立ち上が

るが、口縁部がわずかに肥厚気味である。底部は回転糸切りにより切り離されている。特に１２７７の底部

は、わずかに平高台の痕跡が認められる。

　１２７９は、体部から口縁部にかけて直線的に立ち上がり、端部がわずかに上方に折り返されている。底

部は回転ヘラ切りにより切り離され、その後ナデが加えられている。

蓋　１２７５が出土している。完形に復元できた個体で、端部が下方に折り返されている。

　

（２）前方部北側斜面出土土器

　土師器と黒色土器が出土している。

土 師 器　椀が出土している。

椀　１点（１２５８）出土している。１２５８は、底部のみの残存で、内外面とも回転ナデにより仕上げられて
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いる。底部はヘラにより切り離され、平高台をなす。

黒色土器　椀が１点（１２８４）出土している。内外面とも黒化されている。底部を中心に残存し、高台が

貼り付けられている。内外面ともミガキは観察できない。

　

（３）北周濠出土土器

　土師器・須恵器・灰釉陶器が出土している。

土 師 器　椀が１点（１２５６）出土している。１２５６は、轆轤使用により整形され、底部が平底をなし、回

転ヘラ切りにより切り離されている。

須 恵 器　東播系の椀（１２８０）と甕（１２８１）が出土している。

椀　１２８０は底部を中心に残存し、わずかに平高台をなしている。

甕　１２８１は口縁部を中心に残存する。体部外面を叩き整形後、口縁部内外面が回転ナデにより仕上げら

れている。また、頸部外面はわずかに断面三角形の突帯状をなしている。

灰釉陶器　１２８２と１２８３の２個体である。１２８２は瀬戸産の盤と考えられ、外面下端を除いては全面に釉が

掛けられている。口縁部から体部にかけて残存し、口縁部は受口状に屈曲している。

　１２８３は片口の鉢で、内外面とも回転ナデにより仕上げられ、ヘラにより切り離されている。外面は釉

が掛けられ、内面は自然釉が付着している。須恵質に焼成されている。

　

３．土製品
　４点（１２８５～１２８８）出土している（図版２０８　写真図版４３９）。いずれも完存する個体である。各計測値

は第９表の通りである。

　１２８５と１２８６は、全体的に紡錘形をなし、ナデにより仕上げられている。１２８５は、北周濠外堤付近か

ら、１２８６は南渡土堤南端付近から出土している。１２８７は、北周濠から出土している。全体的に円筒形を

なし、ナデを中心に仕上げられている。１２８８は、北渡土堤転石層から出土している。全体的に円筒形を

なし、ユビオサエにより仕上げられている。

第５章　出土遺物

土
器
・
土
製
品

第９表　土錘計測表

孔径（㎜）最小径（㎝）最大径（㎝）長さ（㎝）№

７．００１．８０３．５０６．５０１２８５
６．５０１．０５２．８５５．８５１２８６
５．００１．９０３．５５１２８７
４．０００．９０３．０８１２８８

― ―４１２
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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）

株式会社加速器分析研究所

１．測定対象試料
　池田古墳は、兵庫県朝来市和田山町平野（北緯３５° ２０′ ２６．３″ 、東経１３４° ５０′ ３５．３″ ）に所在する。測定対

象試料は、周濠から出土した木製品等から採取された木片６点である（第１０表）。試料１、２、５、６は

木樋（Ｗ２・Ｗ３）、３は笠形木製品（Ｗ１）から採取された。

２．測定の意義
　古墳の築造年代を特定する。

３．化学処理工程
（１）メス・ピンセットを使い、根・土等の付着物を取り除く。

（２）酸−アルカリ−酸（AAA：Acid Alkali Acid）処理により不純物を化学的に取り除く。その後、超純

水で中性になるまで希釈し、乾燥させる。AAA処理における酸処理では、通常１mol ／ ℓ（１Ｍ）

の塩酸（HCl）を用いる。アルカリ処理では水酸化ナトリウム（NaOH）水溶液を用い、０．００１Ｍか

ら１Ｍまで徐々に濃度を上げながら処理を行う。アルカリ濃度が１Ｍに達した時には「AAA」、１

Ｍ未満の場合は「Aa A」と第１０表に記載する。

（３）試料を燃焼させ、二酸化炭素（ＣＯ２）を発生させる。

（４）真空ラインで二酸化炭素を精製する。

（５）精製した二酸化炭素を鉄を触媒として水素で還元し、グラファイト（Ｃ）を生成させる。

（６）グラファイトを内径１㎜のカソードにハンドプレス機で詰め、それをホイールにはめ込み、測定装

置に装着する。

４．測定方法
　加速器をベースとした １４ Ｃ‐ＡＭＳ専用装置 （NEC社製） を使用し、 １４ Ｃの計数、 １３ Ｃ濃度 （１３ Ｃ／１２ Ｃ）、 １４ Ｃ

濃度（１４ Ｃ／１２ Ｃ）の測定を行う。測定では、米国国立標準局（NIST）から提供されたシュウ酸（ＨＯｘ

Ⅱ）を標準試料とする。この標準試料とバックグラウンド試料の測定も同時に実施する。

５．算出方法
（１）δ１３ Ｃは、 試料炭素の １３ Ｃ濃度 （１３ Ｃ／１２ Ｃ） を測定し、 基準試料からのずれを千分偏差 （‰） で表した

　　値である（第１０表）。ＡＭＳ装置による測定値を用い、表中に「AMS」と注記する。

（２）１４ Ｃ年代（Libby Age：yrBP）は、過去の大気中 １４ Ｃ濃度が一定であったと仮定して測定され、１９５０年

を基準年（０ｙｒＢＰ）として遡る年代である。年代値の算出には、Libbyの半減期（５５６８年）を使用

する（Stuiver and Polach １９７７）。１４ Ｃ年代はδ１３ Ｃによって同位体効果を補正する必要がある。補正

第１節　池田古墳における放射性炭素年代（AMS測定）
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した値を第１０表に、補正していない値を参考値として第１１表に示した。１４ Ｃ年代と誤差は、下１桁を

丸めて１０年単位で表示される。また、１４ Ｃ年代の誤差（±１σ）は、試料の １４Ｃ年代がその誤差範囲

に入る確率が６８．２％であることを意味する。

（３）pMC（percent Modern Carbon）は、標準現代炭素に対する試料炭素の１４ Ｃ濃度の割合である。ｐＭ

Ｃが小さい（１４ Ｃが少ない）ほど古い年代を示し、ｐＭＣが１００以上（１４ Ｃの量が標準現代炭素と同等以

上）の場合Modernとする。この値もδ１３Ｃによって補正する必要があるため、補正した値を第１０表

に、補正していない値を参考値として第１１表に示した。

（４）暦年較正年代とは、年代が既知の試料の１４ Ｃ濃度をもとに描かれた較正曲線と照らし合わせ、過去の
１４ Ｃ濃度変化などを補正し、実年代に近づけた値である。暦年較正年代は、１４ Ｃ年代に対応する較正

曲線上の暦年代範囲であり、１標準偏差（１σ＝６８．２％）あるいは２標準偏差（２σ＝９５．４％）で

表示される。グラフの縦軸が １４ Ｃ年代、横軸が暦年較正年代を表す。暦年較正プログラムに入力され

る値は、δ１３ Ｃ補正を行い、下１桁を丸めない １４ Ｃ年代値である。なお、較正曲線および較正プログ

ラムは、データの蓄積によって更新される。また、プログラムの種類によっても結果が異なるため、

年代の活用にあたってはその種類とバージョンを確認する必要がある。ここでは、暦年較正年代の

計算に、IntCal１３データベース（Reimer et al.２０１３）を用い、OxCalv４．２較正プログラム（Bronk 

Ramsey ２００９）を使用した。暦年較正年代については、特定のデータベース、プログラムに依存す

る点を考慮し、プログラムに入力する値とともに参考値として第１１表に示した。暦年較正年代は、
１４ Ｃ年代に基づいて較正（calibrate）された年代値であることを明示するために「cal BC／AD」（ま

たは「cal BP」）という単位で表される。

６．測定結果
　測定結果を第１０表・第１１表に示す。

　試料６点の １４ Ｃ年代は、１７４０±２０ｙｒＢＰ（試料６）から１４５０±３０ｙｒＢＰ（試料５５）の間にあり、誤差（±

１σ）の範囲で一致するものも含まれる。暦年較正年代（１σ）は、最も古い６が２５３～３３９ｃａｌ ＡＤの間

に２つの範囲、最も新しい５が５９９～６４１cal ADの範囲で示され、全体として古墳時代前期から終末期頃

に相当する（佐原２００５）。その中では６世紀後半から７世紀前半頃の試料（１、２、４、５）が比較的多

い。

　なお、試料６が含まれる１～３世紀頃の暦年較正に関しては、北半球で広く用いられる較正曲線

IntCalに対して日本産樹木年輪試料の測定値が系統的に異なるとの指摘がある（尾嵜２００９、坂本２０１０な

ど）。その日本版較正曲線を用いて試料６の測定結果を暦年較正した場合、ここで報告する較正年代値よ

りも新しくなる可能性がある。

　試料の炭素含有率はすべて５０％を超え、化学処理、測定上の問題は認められない。
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第１節　池田古墳における放射性炭素年代（AMS測定）

第１０表　放射性炭素年代測定結果（δ１３ Ｃ補正値）

δ１３ Ｃ補正あり
δ１３ Ｃ（‰）
　（ＡＭＳ）

処理
方法

試料
形態採取場所

試
料
名

測定番号
ｐＭＣ（％）Ｌｉｂｂｙ Ａｇｅ

（ｙｒＢＰ）

８３．１７±０．２５１，４８０±２０−２９．３８±０．６０ＡＡＡ木片（木樋）北周濠　底部１ＩＡＡＡ−１３３５４８

８２．８０±０．２６１，５２０±２０−２６．７４±０．６１ＡＡＡ木片（木樋）北周濠　底部２ＩＡＡＡ−１３３５４９

８１．２９±０．２６１，６６０±３０−２６．６０±０．７２ＡＡＡ木片
（笠形木製品）北周濠　底部３ＩＡＡＡ−１３３５５０

８３．２７±０．２４１，４７０±２０−２９．４３±０．３９ＡＡＡ木片南周濠４ＩＡＡＡ−１３３５５１

８３．５２±０．２７１，４５０±３０−２８．５８±０．６３ＡＡＡ木片（木樋）北周濠５ＩＡＡＡ−１３３５５２

８０．５６±０．２５１，７４０±２０−２９．７３±０．３４ＡＡＡ木片（木樋）北周濠　１段目葺石基底部
　　　　直上６ＩＡＡＡ−１３３５５３

― ―４１５

［♯６４１０］

第１１表　放射性炭素年代測定結果（δ１３ Ｃ未補正値、暦年較正用 １４ Ｃ年代、較正年代）

２σ暦年代範囲１σ暦年代範囲暦年較正用
（ｙｒＢＰ）

δ１３ Ｃ補正なし
測定番号

ｐＭＣ（％）Ａｇｅ（ｙｒＢＰ）

５４６ｃａｌＡＤ−６３７ｃａｌＡＤ（９５．４％）５６１ｃａｌＡＤ−６１０ｃａｌＡＤ（６８．２％）１，４８０±２４８２．４２±０．２３１，５５０±２０ＩＡＡＡ−１３３５４８

４３０ｃａｌＡＤ−４９３ｃａｌＡＤ（２０．０％）
５３０ｃａｌＡＤ−６０９ｃａｌＡＤ（７５．４％）５３７ｃａｌＡＤ−５９５ｃａｌＡＤ（６８．２％）１，５１６±２４８２．５１±０．２３１，５４０±２０ＩＡＡＡ−１３３５４９

２６５ｃａｌＡＤ−２７２ｃａｌＡＤ（ １．１％）
３３１ｃａｌＡＤ−４２５ｃａｌＡＤ（９４．３％）

３５１ｃａｌＡＤ−３６７ｃａｌＡＤ（１７．４％）
３７９ｃａｌＡＤ−４１３ｃａｌＡＤ（５０．８％）１，６６３±２５８１．０３±０．２３１，６９０±２０ＩＡＡＡ−１３３５５０

５５５ｃａｌＡＤ−６４１ｃａｌＡＤ（９５．４％）５６９ｃａｌＡＤ−６１８ｃａｌＡＤ（６８．２％）１，４７０±２３８２．５２±０．２３１，５４０±２０ＩＡＡＡ−１３３５５１

５６９ｃａｌＡＤ−６５０ｃａｌＡＤ（９５．４％）５９９ｃａｌＡＤ−６４１ｃａｌＡＤ（６８．２％）１，４４７±２５８２．９０±０．２４１，５１０±２０ＩＡＡＡ−１３３５５２

２４３ｃａｌＡＤ−３５９ｃａｌＡＤ（８８．９％）
３６４ｃａｌＡＤ−３８１ｃａｌＡＤ（ ６．５％）

２５３ｃａｌＡＤ−３０４ｃａｌＡＤ（４５．８％）
３１３ｃａｌＡＤ−３３９ｃａｌＡＤ（２２．４％）１，７３６±２４７９．７８±０．２４１，８１０±２０ＩＡＡＡ−１３３５５３

［参考値］
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第３８２図　暦年較正年代グラフ（参考）
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに
　今回の分析調査では、朝来市和田山町の円山川左岸に広がる狭小な段丘上に位置する池田古墳から出

土した埴輪について、その材質（胎土）の特性を明らかにし、その生産や供給事情に関わる資料を作成

する。

１．試　料
　試料は、池田古墳から出土した３３点の

埴輪片と比較対照試料とされた土壌試料

１点である。埴輪試料には、試料番号１

～３３までの番号が付され、土壌試料には

試料番号３４が付されている。埴輪の器種

の内訳は、円筒形が１０点、朝顔形が６点、

水鳥形が６点、家形が５点、壺形が３点、

丹後−因幡型が２点、柵形が１点である。

これらのうち、円筒形、朝顔形、壺形、

丹後−因幡型の各試料は、出土遺構も記

されている。土壌試料は、径２～３㎜程

度の角礫状の白色岩片を少量含む、灰色

を呈する砂まじりの粘土質シルトであ

る。試料の一覧を第１２表に示す。

２．分析方法
　当社では、これまでに兵庫県内各地の

遺跡より出土した土器の胎土分析には、

松田ほか（１９９９）の方法を用いてきた。

これは、胎土中の砂粒について、中粒シ

ルトから細礫までを対象とし、粒度階ご

とに砂粒を構成する鉱物片および岩石片

の種類構成を調べたものである。この方

法では、胎土中における砂の含量や粒径

組成により、土器の製作技法の違いも見出すことができるために、同一の地質分布範囲内にある近接し

た遺跡間での土器製作事情の解析も可能である。したがって、単に岩片や鉱物片の種類のみを捉えただ

けでは試料間の胎土の区別ができないことが予想される、同一の地質分布範囲内で作られた土器の胎土

分析には、松田ほか（１９９９）の方法が有効である。以下に試料の処理過程を述べる。

　薄片は、試料の一部をダイアモンドカッターで切断、正確に０．０３㎜の厚さに研磨して作製した。観察

第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第１２表　試料一覧

備　考遺　　　構地
区

報告
番号器　　種試料

番号
前方部南側２段目斜面南2円筒埴輪1
前方部南側２段目斜面南11円筒埴輪2
前方部南側１段目テラス南38丹後−因幡型3
前方部南側１段目テラス埴輪列南58円筒埴輪4

赤色部前方部南側１段目テラス埴輪列南69円筒埴輪5
灰色部前方部南側１段目テラス埴輪列南69円筒埴輪6

区画溝南242朝顔形埴輪7
区画溝南243朝顔形埴輪8
区画溝南244朝顔形埴輪9
南造り出し南287円筒埴輪10
南造り出し南404朝顔形埴輪11
南造り出し南405朝顔形埴輪12
南造り出し南420壺形埴輪13
南造り出し南423壺形埴輪14
南渡土堤南426円筒埴輪15
南渡土堤南517丹後−因幡型16
北渡土堤北645円筒埴輪17
北渡土堤北646円筒埴輪18
北渡土堤北670円筒埴輪19
北渡土堤北端部北705朝顔形埴輪20
北渡土堤北端部北707壺形埴輪21
南造り出し南737水鳥形埴輪22
南造り出し南746水鳥形埴輪23
南造り出し南751水鳥形埴輪24
南周濠南757水鳥形埴輪25
南周濠南758水鳥形埴輪26
南周濠南760水鳥形埴輪27
南造り出し南890家形埴輪（１）28
南造り出し南897家形埴輪（２）29
南造り出し南898家形埴輪（３）30
南造り出し南899家形埴輪（４）31
南造り出し南900家形埴輪（５）32
南造り出し南1108柵形埴輪33

比較土壌サンプル34

― ―４１７
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は偏光顕微鏡による岩石学的な手法を用い、胎土中に含まれる鉱物片、岩石片および微化石の種類構成

を明らかにした。

　砂粒の計数は、メカニカルステージを用いて０．５㎜間隔で移動させ、細礫～中粒シルトまでの粒子をポ

イント法により２００個あるいはプレパラート全面で行った。また、同時に孔隙と基質のポイントも計数

した。これらの結果から、各粒度階における鉱物・岩石別出現頻度の３次元棒グラフ、砂粒の粒径組成

ヒストグラム、孔隙・砂粒・基質の割合を示す棒グラフを呈示する。

３．結　果
（１）胎土の分類

　観察結果を第１３表～第１９表、第３８３図～第３９１図に示す。以下に鉱物・岩石組成、粒径組成、砕屑物・

基質・孔隙の割合の順に述べる。

１）鉱物・岩石組成

　本分析では、胎土の比較対照試料として在地の土壌を分析している。その鉱物・岩石組成をみると、

鉱物片では石英とカリ長石が多く、少量の斜長石を伴い、微量の角閃石や緑簾石を含み、岩石片では花

崗岩類が突出して多く、他には微量の凝灰岩や変質岩などが含まれる。ここでは、この土壌試料にみら

れるような花崗岩類の岩石片が突出して多い組成をａ類とする。

　埴輪試料では、試料番号１と試料番号２の円筒形、試料番号２０の朝顔形の３点がａ類に分類される。

ただし、試料番号１と試料番号２の鉱物片では、カリ長石よりも斜長石の方が多いという特徴が認めら

れる。したがって、これら２点の組成をａ２類とし、上述した土壌試料と試料番号２０の組成をａ１類とす

る。

　今回の埴輪試料の多くは、胎土に凝灰岩、流紋岩・デイサイト、多結晶石英および花崗岩類が同量程

度に混在し、これらに加えて頁岩などの堆積岩類や脈石英、変質岩などの砕屑物が微量含まれるという

組成を示す。ここでは、このような岩石組成を示す胎土をｂ類とする。ｂ類の試料の鉱物片の組成をみる

と、石英が最も多く、微量の角閃石と黒雲母を伴うことは共通の特徴であるが、カリ長石と斜長石との

関係が２通り認められる。そのうち、カリ長石と斜長石が同量かあるいはややカリ長石の多い組成のｂ

類をｂ１類とし、カリ長石が少量しか含まれずに斜長石の方が多い組成のｂ類をｂ２類とする。ｂ１類に

分類された試料は、今回の試料の中で最も多く、合計１２点を数える。一方、ｂ２類は７点である。これ

らに分類された試料は一覧にして第２０表に示す。

　次に、ｂ類の岩石組成に類似するが、凝灰岩と流紋岩・デイサイトが多く、多結晶石英や花崗岩類は

微量か含まれないという組成の胎土も認められる。この組成の鉱物片の組成をみると、石英と斜長石が

多く、カリ長石は微量しか含まれないという特徴も認められる。これらのことから、このような岩石・

鉱物組成の胎土をｂ類とは区別してｃ類とする。ｃ類に分類される試料は７点である。同様に第２０表に示

す。

　さらに今回の試料の中には、堆積岩のチャートと凝灰岩、流紋岩・デイサイトおよび多結晶石英を主

体とする岩石組成を示す胎土も認められる。花崗岩類は微量かほとんど含まれない。また、鉱物片の組

成は、石英が多く、斜長石も石英よりは少ないが、比較的多く含まれ、カリ長石は微量しか含まれない

という特徴を示す。このような鉱物・岩石組成をここではｄ類とする。ｄ類に分類された試料は４点であ

る。これらも第２０表に示す。

第６章　分析・鑑定

― ―４１８
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第１３表　薄片観察結果（１）

合　

計

砂　粒　の　種　類　構　成

砂粒区分
試
料
番
号

その他岩　石　片鉱　物　片
植
物
珪
酸
体

炭
質
物

植
物
片

シ
ル
ト
・
粘
土
塊

酸
化
鉄
結
核

火
山
ガ
ラ
ス

珪
化
岩

変
質
岩

脈
石
英

粘
板
岩

ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス

黒
雲
母
片
岩

珪
長
岩

花
崗
岩
類

多
結
晶
石
英

安
山
岩

流
紋
岩
・
デ
イ
サ
イ
ト

凝
灰
岩

砂　

岩

頁　

岩

チ
ャ
ー
ト

不
透
明
鉱
物

ジ
ル
コ
ン

黒
雲
母

白
雲
母

緑
簾
石

酸
化
角
閃
石

角
閃
石

単
斜
輝
石

斜
方
輝
石

斜
長
石

カ
リ
長
石

石　

英

２２細　　　礫

砂

１

１４１０１１２極 粗 粒 砂
４７２７１１７１１粗　粒　砂
３１１７１９４９中　粒　砂
３２１２１８６１４細　粒　砂
１４１８５極 細 粒 砂
３１２粗粒シルト
１１中粒シルト
７１１基　　質
２５孔　　隙

基質は黒雲母質で酸化鉄を伴い、褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は低結晶質。備　　考
１１細　　　礫

砂

２

１１８１１１極 粗 粒 砂
２６１１２１３４５粗　粒　砂
２９１５１５３２１２中　粒　砂
１５１８１５細　粒　砂
１０４２４極 細 粒 砂
５２３粗粒シルト
１１中粒シルト
６８０基　　質
１６孔　　隙

基質は黒雲母質で酸化鉄を伴い、褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は低結晶質。角閃石あり。備　　考
３１２細　　　礫

砂

３

１５１１１２１１１３４極 粗 粒 砂
５４１２２２９４２１２２１１１６粗　粒　砂
４１１２４４１２７６１４中　粒　砂
２７１１３１７４１０細　粒　砂
８２６極 細 粒 砂
６５１粗粒シルト
０中粒シルト
７９５基　　質
１９孔　　隙

基質は雲母鉱物、淡褐色粘土鉱物などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶質～低結晶質。火山ガラスはバブルウォール型。備　　考
１１細　　　礫

砂

４

６１１１３極 粗 粒 砂
４０１１１１１５２９１４４１０粗　粒　砂
２８１５１１１１２１５４６中　粒　砂
２３２３１２８４３細　粒　砂
１１１１２４３極 細 粒 砂
８２６粗粒シルト
１１中粒シルト
６０４基　　質
２１孔　　隙

基質は黒雲母質で酸化鉄を伴い、褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶質～低結晶質。備　　考
１１細　　　礫

砂

５

１２２２２２４極 粗 粒 砂
５４１４１３１３２１６２３粗　粒　砂
５８１５２３２５８１３１９中　粒　砂
４７１１４１１１０２０細　粒　砂
２４１１１７５９極 細 粒 砂
４１３粗粒シルト
０中粒シルト
７３４基　　質
２２孔　　隙

基質は黒雲母質で酸化鉄を伴い、褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶質～低結晶質。備　　考
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第６章　分析・鑑定

第１４表　薄片観察結果（２）

合　

計

砂　粒　の　種　類　構　成

砂粒区分
試
料
番
号

その他岩　石　片鉱　物　片
植
物
珪
酸
体

炭
質
物

植
物
片

シ
ル
ト
・
粘
土
塊

酸
化
鉄
結
核

火
山
ガ
ラ
ス

珪
化
岩

変
質
岩

脈
石
英

粘
板
岩

ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス

黒
雲
母
片
岩

珪
長
岩

花
崗
岩
類

多
結
晶
石
英

安
山
岩

流
紋
岩
・
デ
イ
サ
イ
ト

凝
灰
岩

砂　

岩

頁　

岩

チ
ャ
ー
ト

不
透
明
鉱
物

ジ
ル
コ
ン

黒
雲
母

白
雲
母

緑
簾
石

酸
化
角
閃
石

角
閃
石

単
斜
輝
石

斜
方
輝
石

斜
長
石

カ
リ
長
石

石　

英

１１細　　　礫

砂

６

１１１１３１１１１２極 粗 粒 砂
４２１２２９１４２２２７１０粗　粒　砂
４５８２４２１６９１３中　粒　砂
２４１１１１２５１３細　粒　砂
１２１４７極 細 粒 砂
４１２１粗粒シルト
０中粒シルト
７４６基　　質
１７孔　　隙

基質は雲母鉱物質で、褐色を示す。凝灰岩は低結晶質。流紋岩は結晶質である。植物珪酸体あり。備　　考
０細　　　礫

砂

７

１１極 粗 粒 砂
２２１１１３５１１９粗　粒　砂
２０１１１３５１２１５中　粒　砂
２１１３３８６細　粒　砂
８１３４極 細 粒 砂
１２２１１１７粗粒シルト
１１中粒シルト
５５４基　　質
１４孔　　隙

基質は褐色粘土、雲母鉱物などで埋められる。角閃石は弱酸化している。流紋岩は結晶質。凝灰岩は低結晶質。火山ガラスはバブルウォール型。備　　考
１１細　　　礫

砂

８

１５２１１２９極 粗 粒 砂
３０１１４７１１２１１２粗　粒　砂
３１２１１１２６１３４１９中　粒　砂
３３２１１１６１３９細　粒　砂
１８１３４１９極 細 粒 砂
１２４１２５粗粒シルト
２１１中粒シルト
８６１基　　質
３６孔　　隙

基質は褐色粘土、雲母鉱物などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝灰岩は結晶質～低結晶質。火山ガラスはバブルウォール型。備　　考
０細　　　礫

砂

９

８１１３１２極 粗 粒 砂
２８１１２１１５１０１１５粗　粒　砂
６０１６５３１２１１４９２１１１２１１中　粒　砂
４３１２１１１４１４１０細　粒　砂
１０１１５３極 細 粒 砂
５２１２粗粒シルト
０中粒シルト
６３５基　　質
１９孔　　隙

基質は褐色粘土、雲母鉱物などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝灰岩は結晶質～低結晶質。火山ガラスはバブ
ルウォール型。変質岩は火山岩の風化岩が主体となっている。備　　考

０細　　　礫

砂

１０

３１２極 粗 粒 砂
２４１１１２３１２１１２粗　粒　砂
２６１１１３５４１１０中　粒　砂
３０１４６１１８細　粒　砂
１２２５５極 細 粒 砂
１６２８６粗粒シルト
２２中粒シルト
５８５基　　質
１５孔　　隙

基質は褐色粘土、雲母鉱物などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝灰岩は低結晶質。火山ガラスはバブルウォール型。備　　考
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第１５表　薄片観察結果（３）

合　

計

砂　粒　の　種　類　構　成

砂粒区分
試
料
番
号

その他岩　石　片鉱　物　片
植
物
珪
酸
体

炭
質
物

植
物
片

シ
ル
ト
・
粘
土
塊

酸
化
鉄
結
核

火
山
ガ
ラ
ス

珪
化
岩

変
質
岩

脈
石
英

粘
板
岩

ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス

黒
雲
母
片
岩

珪
長
岩

花
崗
岩
類

多
結
晶
石
英

安
山
岩

流
紋
岩
・
デ
イ
サ
イ
ト

凝
灰
岩

砂　

岩

頁　

岩

チ
ャ
ー
ト

不
透
明
鉱
物

ジ
ル
コ
ン

黒
雲
母

白
雲
母

緑
簾
石

酸
化
角
閃
石

角
閃
石

単
斜
輝
石

斜
方
輝
石

斜
長
石

カ
リ
長
石

石　

英

０細　　　礫

砂

１１

９２１１１１３極 粗 粒 砂
３３３２４６１１２１１３粗　粒　砂
４４１２２４３１２２１１２１４中　粒　砂
５６１１１８２８１７細　粒　砂
２７１２２１２１０極 細 粒 砂
２５２１７１５粗粒シルト
６２４中粒シルト
８２８基　　質
２７孔　　隙

基質はややシルト質で、淡褐色粘土、セリサイト、石英、長石類などで埋められる。角閃石は弱酸化している。
流紋岩は結晶質。凝灰岩は結晶質～低結晶質。火山ガラスはバブルウォール型。備　　考

１１細　　　礫

砂

１２

１３２２４１１１１１極 粗 粒 砂
４９１３２１０２２２２７６１２粗　粒　砂
３３１１１６１８２１３中　粒　砂
３７１２１１１４４１４細　粒　砂
２３１０２１１極 細 粒 砂
９３６粗粒シルト
２１１中粒シルト
７２６基　　質
２５孔　　隙

基質は褐色粘土、雲母鉱物などで埋められる。流紋岩は低結晶質。凝灰岩は非晶質～低結晶質。酸化角閃石、緑
簾石、バブルウォール型火山ガラスあり。備　　考

０細　　　礫

砂

１３

８１１２２２極 粗 粒 砂
３８１１２１１５１１２２１５５１０粗　粒　砂
３４４３１４２１２１１５５５中　粒　砂
３１３１１１２７６１０細　粒　砂
１４４１９極 細 粒 砂
１０１４１４粗粒シルト
３１２中粒シルト
５４４基　　質
２２孔　　隙

基質はややシルト質で、褐色粘土、雲母鉱物、石英、長石類などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶
質～低結晶質。緑簾石、バブルウォール型火山ガラスあり。備　　考

０細　　　礫

砂

１４

７２１２２極 粗 粒 砂
２１１２２６１１３４１粗　粒　砂
２２１１３２２１１３１２１４中　粒　砂
５１２８１２２１１８１７細　粒　砂
３９２４１２１０１１９極 細 粒 砂
３８４２９１２２粗粒シルト
８２６中粒シルト
９０６基　　質
２４孔　　隙

基質はややシルト質で、褐色粘土、雲母鉱物、石英、長石類などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶
質～低結晶質。植物珪酸体、バブルウォール型火山ガラスあり。備　　考

２１１細　　　礫

砂

１５

５１１２１極 粗 粒 砂
１２１２３１２２１粗　粒　砂
４４１２１１５４２３３１１１１９中　粒　砂
５６２１３１３２３１９３１細　粒　砂
５０１１１８１１１１１２５極 細 粒 砂
２３１１４５１２粗粒シルト
２１１中粒シルト
９４６基　　質
４０孔　　隙

基質は黒雲母質で酸化鉄を伴い、褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶質～低結晶質。火山ガラスはバブ
ルウォール型。備　　考

― ―４２１
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第６章　分析・鑑定

第１６表　薄片観察結果（４）

合　

計

砂　粒　の　種　類　構　成

砂粒区分
試
料
番
号

その他岩　石　片鉱　物　片
植
物
珪
酸
体

炭
質
物

植
物
片

シ
ル
ト
・
粘
土
塊

酸
化
鉄
結
核

火
山
ガ
ラ
ス

珪
化
岩

変
質
岩

脈
石
英

粘
板
岩

ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス

黒
雲
母
片
岩

珪
長
岩

花
崗
岩
類

多
結
晶
石
英

安
山
岩

流
紋
岩
・
デ
イ
サ
イ
ト

凝
灰
岩

砂　

岩

頁　

岩

チ
ャ
ー
ト

不
透
明
鉱
物

ジ
ル
コ
ン

黒
雲
母

白
雲
母

緑
簾
石

酸
化
角
閃
石

角
閃
石

単
斜
輝
石

斜
方
輝
石

斜
長
石

カ
リ
長
石

石　

英

１１細　　　礫

砂

１６

１４１１１５１３２極 粗 粒 砂
４６１１５１１２７１１１７粗　粒　砂
４７２１２２２２１５１２９４１４中　粒　砂
５８１４１１３２４８１６細　粒　砂
１５８３４極 細 粒 砂
１３１１４２５粗粒シルト
６２４中粒シルト
９０３基　　質
２２孔　　隙

基質は雲母鉱物質で淡褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶質～低結晶質。備　　考
１１細　　　礫

砂

１７

７１２１３極 粗 粒 砂
３０１４１３６９６粗　粒　砂
３１１２５１１１１１５５８中　粒　砂
３１３１４９３１１細　粒　砂
１１１３３４極 細 粒 砂
７１３３粗粒シルト
１１中粒シルト
５５２基　　質
１２孔　　隙

基質は褐色粘土、雲母鉱物などで埋められる。凝灰岩は非晶質～低結晶質。流紋岩は結晶質。角閃石は弱酸化し
ている。備　　考

１１細　　　礫

砂

１８

７４３極 粗 粒 砂
２３２１７１２１１１５２粗　粒　砂
５３４２１６１６４２９１７１９中　粒　砂
５６１２７１３４１６３１細　粒　砂
４１２２１２１０２２２極 細 粒 砂
１７４１３粗粒シルト
２２中粒シルト
９３６基　　質
４０孔　　隙

基質は酸化鉄が非常に多く、褐色～赤褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶質～低結晶質。植物珪酸体あ
り。備　　考

１１細　　　礫

砂

１９

９１１１３１２極 粗 粒 砂
３９３１８１５１３２１５９粗　粒　砂
３７２１１４１２１１０２１３中　粒　砂
２９２３３５４１２細　粒　砂
１９１７１１０極 細 粒 砂
８１３４粗粒シルト
０中粒シルト
７８５基　　質
２３孔　　隙

基質は黒雲母質で酸化鉄を伴い、褐色～赤褐色を示す。流紋岩はガラス質と結晶質。凝灰岩は非晶質～低結晶質。
花崗岩類には角閃石のクロットを含む。バブルウォール型火山ガラスあり。備　　考

１１細　　　礫

砂

２０

５３１１極 粗 粒 砂
１７４２７４粗　粒　砂
１４２１１４１５中　粒　砂
１５４３８細　粒　砂
３１１１極 細 粒 砂
３１１１粗粒シルト
０中粒シルト
４１２基　　質
３０孔　　隙

基質は雲母鉱物、炭質物などで埋められる。凝灰岩は非晶質。備　　考

― ―４２２
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第１７表　薄片観察結果（５）

合　

計

砂　粒　の　種　類　構　成

砂粒区分
試
料
番
号

その他岩　石　片鉱　物　片
植
物
珪
酸
体

炭
質
物

植
物
片

シ
ル
ト
・
粘
土
塊

酸
化
鉄
結
核

火
山
ガ
ラ
ス

珪
化
岩

変
質
岩

脈
石
英

粘
板
岩

ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス

黒
雲
母
片
岩

珪
長
岩

花
崗
岩
類

多
結
晶
石
英

安
山
岩

流
紋
岩
・
デ
イ
サ
イ
ト

凝
灰
岩

砂　

岩

頁　

岩

チ
ャ
ー
ト

不
透
明
鉱
物

ジ
ル
コ
ン

黒
雲
母

白
雲
母

緑
簾
石

酸
化
角
閃
石

角
閃
石

単
斜
輝
石

斜
方
輝
石

斜
長
石

カ
リ
長
石

石　

英

０細　　　礫

砂

２１

５１１３極 粗 粒 砂
２５７１２１１４７１１粗　粒　砂
３０５１２３１１２３１１１３２４中　粒　砂
６４１２４２７１１６３１細　粒　砂
３０１１１８１１８極 細 粒 砂
３１１４７２１７粗粒シルト
７２５中粒シルト
１０５０基　　質
５０孔　　隙

基質はややシルト質で、褐色粘土鉱物、酸化鉄、石英、長石類、角閃石などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝
灰岩は低結晶質。火山ガラスはバブルウォール型。備　　考

１１細　　　礫

砂

２２

９１３１４極 粗 粒 砂
３８１１９２１２５１７粗　粒　砂
７４１５２３２１５９４６中　粒　砂
５２１１１１９３０細　粒　砂
１０１２１６極 細 粒 砂
９１１１６粗粒シルト
２２中粒シルト
８６３基　　質
４３孔　　隙

基質は雲母質で淡褐色～褐色を示す。流紋岩は結晶質。植物珪酸体あり。備　　考
０細　　　礫

砂

２３

５２３極 粗 粒 砂
３５１２６２１１３８１１粗　粒　砂
４６１５４２４２１１１１０５１０中　粒　砂
３１１１３１７１１７細　粒　砂
７４３極 細 粒 砂
４１２１粗粒シルト
０中粒シルト
７４３基　　質
１２孔　　隙

基質は雲母質で淡褐色～褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶質～低結晶質。火山ガラスはバブルウォー
ル型。備　　考

２１１細　　　礫

砂

２４

５１３１極 粗 粒 砂
２２２３１２３１１粗　粒　砂
３３２１１１１４６１７中　粒　砂
２７１１１２８４１０細　粒　砂
６１３２極 細 粒 砂
４１２１粗粒シルト
１１中粒シルト
４５９基　　質
１４孔　　隙

基質は、雲母鉱物、褐色粘土鉱物などで埋められ、淡褐色を示す。緑簾石、バブルウォール型火山ガラスあり。備　　考
１１細　　　礫

砂

２５

５１１１２極 粗 粒 砂
２３１１１１６１３粗　粒　砂
４０１１１３１２４１２１５中　粒　砂
１６１１１１３９細　粒　砂
５１１３極 細 粒 砂
４１３粗粒シルト
０中粒シルト
３５１基　　質
９孔　　隙

基質は、雲母鉱物、褐色粘土鉱物などで埋められ、淡褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は低結晶質。緑簾石、
植物珪酸体、バブルウォール型火山ガラスあり。角閃石は弱酸化している。備　　考

― ―４２３
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第６章　分析・鑑定

第１８表　薄片観察結果（６）

合　

計

砂　粒　の　種　類　構　成

砂粒区分
試
料
番
号

その他岩　石　片鉱　物　片
植
物
珪
酸
体

炭
質
物

植
物
片

シ
ル
ト
・
粘
土
塊

酸
化
鉄
結
核

火
山
ガ
ラ
ス

珪
化
岩

変
質
岩

脈
石
英

粘
板
岩

ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス

黒
雲
母
片
岩

珪
長
岩

花
崗
岩
類

多
結
晶
石
英

安
山
岩

流
紋
岩
・
デ
イ
サ
イ
ト

凝
灰
岩

砂　

岩

頁　

岩

チ
ャ
ー
ト

不
透
明
鉱
物

ジ
ル
コ
ン

黒
雲
母

白
雲
母

緑
簾
石

酸
化
角
閃
石

角
閃
石

単
斜
輝
石

斜
方
輝
石

斜
長
石

カ
リ
長
石

石　

英

０細　　　礫

砂

２６

７１１２３極 粗 粒 砂
４２１１２２１１１３７２３粗　粒　砂
８６１８１１７３１２１１０３３中　粒　砂
３４１１１１７１４細　粒　砂
１７１１５３７極 細 粒 砂
１１６１４粗粒シルト
３３中粒シルト
６７１基　　質
３６孔　　隙

基質はややシルト質で、褐色粘土、雲母鉱物、石英、長石類などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝灰岩は非晶
質～低結晶質。緑簾石、バブルウォール型火山ガラスあり。備　　考

１１細　　　礫

砂

２７

６３１２極 粗 粒 砂
３２１５１１６１８粗　粒　砂
６１５２２１１１６１５２８中　粒　砂
５６１１１２１０１４２７細　粒　砂
２２１１５６９極 細 粒 砂
５３２粗粒シルト
０中粒シルト
６６９基　　質
３５孔　　隙

基質は雲母質で淡褐色～褐色を示す。流紋岩は結晶質。凝灰岩は低結晶質。緑簾石、ジルコンあり。火山ガラス
はバブルウォール型。備　　考

０細　　　礫

砂

２８

１２６１２３極 粗 粒 砂
５６２１１１７１１３１１１６６１５粗　粒　砂
４８１１９２３１１１９１０１０中　粒　砂
３１２３３１０３１０細　粒　砂
２３１１７２１２極 細 粒 砂
２２１１５２１３粗粒シルト
８２１５中粒シルト
８６７基　　質
２４孔　　隙

基質はシルト質で、淡褐色粘土鉱物、セリサイト、酸化鉄、石英、長石類などで埋められる。凝灰岩・流紋岩は
低結晶質。備　　考

１１細　　　礫

砂

２９

７７極 粗 粒 砂
３６２１２３２２９１１１３粗　粒　砂
７０２４２１２６１７３１１１０２１９中　粒　砂
４０３４１９３１１細　粒　砂
３０１１１１７１９極 細 粒 砂
１４１６７粗粒シルト
２１１中粒シルト
８６５基　　質
４０孔　　隙

基質はややシルト質で、淡褐色粘土、セリサイト、石英、長石類などで埋められる。凝灰岩は非晶質～低結晶質。
流紋岩は結晶質。角閃石は弱酸化している。火山ガラスはバブルウォール型。チャートあり。備　　考

１１細　　　礫

砂

３０

１１３１１２４極 粗 粒 砂
３３４４６１４５９粗　粒　砂
２４１１２１２３５中　粒　砂
１８２１１５３６細　粒　砂
１０１２１６極 細 粒 砂
６４１１粗粒シルト
１１中粒シルト
７０６基　　質
５４孔　　隙

基質は雲母鉱物質で淡褐色を示す。凝灰岩は非晶質～低結晶質。流紋岩は結晶質。備　　考

― ―４２４
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２）粒径組成

　各試料の砂分全体の粒径組成をみると、モードを示す粒径は試料により異なる。ここでは、モードを

示す粒径により、粗粒傾向の組成から細粒傾向の組成に向かって、順に１類から４類までの分類を設定

した。各分類の内容を以下に示す。

　１類：粗粒砂をモードとする。中粒砂、細粒砂との割合が近接しているものは下記の３類に入れる。

　２類：中粒砂をモードとする。粗粒砂、細粒砂との割合が近接しているものは下記の３類に入れる。

　３類：粗粒砂、中粒砂、細粒砂の３者の割合が近接している。

　４類：細粒砂をモードとする。粗粒砂、中粒砂との割合が近接しているものは上記の３類に入れる。

各分類の点数は、２類が最も多く、１４点あり、次いで１類が８点、３類が７点、４類は５点である。分

類された結果を第２０表に示す。

第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第１９表　薄片観察結果（７）

合　

計

砂　粒　の　種　類　構　成

砂粒区分
試
料
番
号

その他岩　石　片鉱　物　片
植
物
珪
酸
体

炭
質
物

植
物
片

シ
ル
ト
・
粘
土
塊

酸
化
鉄
結
核

火
山
ガ
ラ
ス

珪
化
岩

変
質
岩

脈
石
英

粘
板
岩

ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス

黒
雲
母
片
岩

珪
長
岩

花
崗
岩
類

多
結
晶
石
英

安
山
岩

流
紋
岩
・
デ
イ
サ
イ
ト

凝
灰
岩

砂　

岩

頁　

岩

チ
ャ
ー
ト

不
透
明
鉱
物

ジ
ル
コ
ン

黒
雲
母

白
雲
母

緑
簾
石

酸
化
角
閃
石

角
閃
石

単
斜
輝
石

斜
方
輝
石

斜
長
石

カ
リ
長
石

石　

英

１１細　　　礫

砂

３１

２０６１３１３６極 粗 粒 砂
３７１６２２１１１４５１４粗　粒　砂
５２２４１１８１１１２４１８中　粒　砂
３２１１７４１９細　粒　砂
２６１１１７６１０極 細 粒 砂
２０１１６１１１粗粒シルト
２２中粒シルト
８６７基　　質
３９孔　　隙

基質はややシルト質で、淡褐色粘土、雲母鉱物、石英、長石類などで埋められる。凝灰岩は、非晶質～低結晶質。
流紋岩は結晶質。備　　考

１１細　　　礫

砂

３２

１１１２２１５極 粗 粒 砂
２３２１１１１２５１１８粗　粒　砂
６９１２３２１１３２４２１８２１９中　粒　砂
５３１１８５１６２２０細　粒　砂
１８１１７極 細 粒 砂
２２２７１３粗粒シルト
３１２中粒シルト
８０４基　　質
２２孔　　隙

基質は淡褐色粘土、雲母鉱物、酸化鉄などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝灰岩は低結晶質～結晶質。備　　考
１１細　　　礫

砂

３３

１０１２５１１極 粗 粒 砂
４６１８２２３３１１１０１５粗　粒　砂
７８１３３６１１６１３１６１５３１中　粒　砂
３５１１１４１３１５細　粒　砂
２１１６４１０極 細 粒 砂
７４３粗粒シルト
２２中粒シルト
６９６基　　質
４０孔　　隙

基質は褐色粘土鉱物、雲母鉱物などで埋められる。流紋岩は結晶質。凝灰岩は低結晶質～結晶質。緑簾石、ジル
コンあり。備　　考

０細　　　礫

砂

３４

１３１８２２極 粗 粒 砂
４１１２０２５１３粗　粒　砂
４７１１０１１２７２５中　粒　砂
４８１１４１９２３細　粒　砂
３１１５１３１２極 細 粒 砂
１８２２１３５５粗粒シルト
２１１中粒シルト
６０５基　　質
４２孔　　隙

基質はシルト質で、雲母鉱物、淡褐色粘土鉱物などによって埋められる。凝灰岩は低結晶質。火山ガラスはバブ
ルウォール型。備　　考

― ―４２５
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第６章　分析・鑑定

第３８３図　各粒度階における鉱物・岩石出現頻度（１）

― ―４２６
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第３８４図　各粒度階における鉱物・岩石出現頻度（２）

― ―４２７
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第６章　分析・鑑定

第３８５図　各粒度階における鉱物・岩石出現頻度（３）

― ―４２８
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３）砕屑物・基質・孔隙の割合

　砕屑物・基質・孔隙の割合では、砕屑物の割合が１０数％から２０数％までの幅があるが、その中で各試

料の値はばらつき、特に集中する値は見出せない。したがって、砕屑物の割合からは分類を設定するこ

とはできない。

（２）各器種の胎土

１）円筒形

　１０点の試料のうち、ｂ１類が４点、ａ２類とｄ類が２点ずつ、ｂ２類とｃ類が１点ずつという内訳である。

これらの違いは、出土遺構とほぼ対応しており、前方部南側２段目斜面出土の試料番号１と２はともに

ａ２類、前方部南側１段目テラス埴輪列出土の試料番号４、５（６）はｂ１類であり、南造り出し出土の

試料番号１０はｃ類となっている。南渡土堤の試料番号１５はｄ類であるが、北渡土堤出土の試料番号１７、

１８、１９の３点は、それぞれｂ１類、ｄ類、ｂ２類に分かれる。なお、試料番号５と６は同一個体内の赤色

部と灰色部であり、ともにｂ１類かつ２類に分類され、２点間での鉱物・岩石組成および粒径組成に違

いは認められなかった。

２）朝顔形

　７、８、９の３点はいずれもｃ類、北渡土堤北端部出土の試料番号２０はａ１類となっている。南造り出

し出土の試料番号１１と１２はｃ類とｂ２類に分かれている。

３）壺　形

　３点の試料は、ｄ類が２点、ｂ２類が１点という分類結果であった。出土位置との相関はこの３点間だ

けでは低く、ともに南造り出し出土の試料番号１３と１４はｂ２類とｄ類に別れ、北渡土堤北端部の試料番号

２１は、出土位置の異なる試料番号１４と同様のｄ類である。

第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第３８６図　各粒度階における鉱物・岩石出現頻度（４）

― ―４２９
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第６章　分析・鑑定

第３８７図　砂の粒径組成（１）

― ―４３０
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第３８８図　砂の粒径組成（２）

― ―４３１
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第６章　分析・鑑定

第３８９図　砂の粒径組成（３）

― ―４３２
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４）丹後−因幡型

　２点の試料は、ともにｂ類ではあるが、ｂ１類とｂ２類に分かれる。出土位置との対応関係は２点が異

なる位置なので、現時点では不明である。

５）水鳥形

　６点のうち、５点までがｂ１類であり、残る１点はｂ２類である。また、粒径組成は全点２類に分類さ

れた。

６）家　形

　５点の試料は、ｂ２類とｃ類がそれぞれ２点ずつ、ｂ１類が１点という分類結果である。粒径組成は、

１類が２点、２類が３点であるが、鉱物・岩石組成との対応をみると、ｂ１類は１類、ｃ類２点はともに

２類であるが、ｂ２類の試料が１類と２類とに分かれている。

７）柵　形

　試料は１点のみであり、胎土は今回の試料の中では最も組み合わせの多かったｂ１類かつ２類である。

８）比較土壌サンプル

　前述したようにこの試料の鉱物・岩石組成を基準とするという意味もあり、ａ１類としたものである。

粒径組成は、今回の試料の中では少ない３類に分類された。

４．考　察
（１）胎土の鉱物・岩石組成と地質学的背景

　埴輪の胎土に認められた鉱物・岩石組成は、埴輪の材料となった粘土や砂の採取地（おそらく生産地

か生産地にかなり近い場所と考えられる）における地質学的背景を反映している。今回の分析では、大

第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第３９０図　砂の粒径組成（４）

― ―４３３
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第６章　分析・鑑定

第３９１図　砕屑物・基質・孔隙の割合　

― ―４３４
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きくは４種類、細分すると６種類の鉱物・岩石組成が認められたことから、地質学的背景の異なる４～

６つの場所で作られた埴輪が池田古墳に供給された可能性がある。その生産地域について、池田古墳の

立地する背後の地質から周辺域に広げてみることで検討してみたい。周辺地質については、上村ほか

（１９７４）、猪木（１９８１）、日本の地質「近畿地方」編集委員会（１９８７）および日本地質学会編（２００９）など

を参照した。

　池田古墳の背後に迫る山地をはじめとして、和田山町付近の円山川の両岸に分布する山地は、和田山

花崗岩と呼ばれる白亜紀～古第三紀に貫入した山陰帯の花崗岩類により主に構成されている。和田山花

崗岩の岩質は、田結庄ほか（１９８５）などの記載から黒雲母花崗岩（有色鉱物は黒雲母を主体とし、斜長

石よりもカリ長石の方が多い）とされている。試料番号３４の比較土壌サンプルで認められた多量の花崗

岩類の岩石片は、和田山花崗岩に由来すると考えられ、それは斜長石よりもカリ長石の方が多い鉱物組

成によく現れている。また、試料番号３４には微量ながらも低結晶質の凝灰岩が認められたが、これは、

和田山花崗岩の円山川の上流域側の周囲に広く分布する白亜紀の火砕岩類からなる生野層群かあるい

は、円山川の下流域側の周囲に分布する白亜紀～古第三紀の火砕岩からなる矢田川層群に由来すると考

第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第２０表　胎土分類結果

胎土分類
備考出　土　地　点地区報告

番号器　　　　種試料
番号 粒径鉱物

岩石
１ ａ  ２前方部南側２段目斜面南２円筒埴輪１
２ ａ  ２前方部南側２段目斜面南１１円筒埴輪２
１ｂ １前方部南側１段目テラス埴輪列南５８円筒埴輪４
２ｂ １赤色部前方部南側１段目テラス埴輪列南６９円筒埴輪５
２ｂ １灰色部前方部南側１段目テラス埴輪列南６９円筒埴輪６
３ｂ １北渡土堤北６４５円筒埴輪１７
１ｂ ２北渡土堤北６７０円筒埴輪１９
３ｃ南造り出し南２８７円筒埴輪１０
４ｄ南渡土堤南４２６円筒埴輪１５
４ｄ北渡土堤北６４６円筒埴輪１８
３ｃ区画溝南２４２朝顔形埴輪７
３ｃ区画溝南２４３朝顔形埴輪８
２ｃ区画溝南２４４朝顔形埴輪９
４ｃ南造り出し南４０４朝顔形埴輪１１
１ｂ ２南造り出し南４０５朝顔形埴輪１２
３ ａ  １北渡土堤北端部北７０５朝顔形埴輪２０
１ｂ ２南造り出し南４２０壺形埴輪１３
４ｄ南造り出し南４２３壺形埴輪１４
４ｄ北渡土堤北端部北７０７壺形埴輪２１
１ｂ １前方部南側１段目テラス南３８丹後−因幡型円筒埴輪３
３ｂ ２南渡土堤南５１７丹後−因幡型円筒埴輪１６
２ｂ １南造り出し南７３７水鳥形埴輪２２
２ｂ １南造り出し南７４６水鳥形埴輪２３
２ｂ １南造り出し南７５１水鳥形埴輪２４
２ｂ １南周濠南７５７水鳥形埴輪２５
２ｂ １南周濠南７６０水鳥形埴輪２７
２ｂ ２南周濠南７５８水鳥形埴輪２６
１ｂ １南造り出し南８９０家形埴輪１２８
１ｂ ２南造り出し南８９８家形埴輪３３０
２ｂ ２南造り出し南８９９家形埴輪４３１
２ｃ南造り出し南８９７家形埴輪２２９
２ｃ南造り出し南９００家形埴輪５３２
２ｂ １南造り出し南１１０８柵形埴輪３３
３ ａ  １比較土壌サンプル３４

器種別、遺構別に並べ替えている

― ―４３５
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えられる。矢田川層群は、池田古墳の対岸に広がる山地にも分布しているものである。この試料番号３４

の鉱物・岩石組成と同様の組成すなわちａ１類に分類された胎土の埴輪は、和田山花崗岩の山地が両岸

に迫る和田山町周辺で作られた可能性があると考えられる。しかし、これと同様の分類の埴輪試料は、

北渡土堤北端部から出土した朝顔形の試料番号２０の１点のみであった。

　ａ１類と同様に花崗岩類の岩石片の多い特徴を示すａ２類であるが、ａ１類との違いであるカリ長石が

少量しか含まれずに斜長石が多いという組成は、その地質学的背景を考える上で重要である。すなわ

ち、両者の組成は、元となる花崗岩類の岩質を反映している可能性があり、その場合、ａ２類の組成

は、和田山花崗岩とは異なる岩質、おそらく花崗閃緑岩～石英閃緑岩の組成を反映していると言える。

円山川流域に分布する花崗岩類は、和田山花崗岩のほかには、下流域の豊岡盆地東側の丹後山地に分布

する宮津花崗岩がある。しかし、宮津花崗岩も和田山花崗岩同様に黒雲母花崗岩からなる岩質とされて

いる（田結庄ほか，１９８５）ことから、ａ２類は、上流から下流までの円山川流域以外の地域の地質に由来

する可能性がある。現時点ではａ２類の具体的な地域を特定することはできないが、近畿地方で考える

ならば、花崗閃緑岩を主たる岩質とする領家帯の花崗岩類の分布地域があげられる。ただし、近畿地方

における領家帯の分布域は伊勢湾から大阪湾、淡路島に至る広い範囲であり、ａ２類の由来する地域性

については、今後の課題である。

　最も多くの試料に認められた胎土であるｂ類は、堆積岩類、凝灰岩、流紋岩・デイサイト、花崗岩類

といった地質が流域に分布する河川の中～下流域の堆積物に由来すると考えられる。円山川流域には、

上述したように和田山花崗岩と生野層群、矢田川層群のほかに、中生代の堆積岩類からなる舞鶴帯や丹

波帯と呼ばれる地質も分布している。したがって、ｂ類の由来する地域は、円山川流域の可能性もある

と考えられる。ただし、和田山町周辺も含めて、河川の両岸に山地が迫っているような円山川上流地域

では、両岸の山地から供給される砕屑物の割合が圧倒的に多いと考えられるから、上述したａ１類のよ

うな組成にしかならないため、ｂ類の由来する地域となる可能性は低い。豊岡盆地付近まで下った地域

となる可能性がある。ｂ１類とｂ２類の違いであるカリ長石と斜長石の量比関係については、ａ類の場合

とは異なり、由来する岩石が花崗岩類だけではなく、凝灰岩や流紋岩・デイサイトの影響もあることか

ら、局所的な材料採取地の違いを反映していると考えられる。

　ｃ類については、凝灰岩と流紋岩・デイサイトが多く含まれることが特徴であるが、凝灰岩が低結晶

質であることや流紋岩・デイサイトが結晶質であることなどから、これらの岩石片が由来する地質は、

円山川流域でみれば、上述した生野層群または矢田川層群であると考えられる。ｃ類には花崗岩類が微

量しか含まれていないことを考慮すると、和田山花崗岩の分布域よりも上流側の生野層群に由来する可

能性の方が高い。すなわち、ｃ類の由来する地域としては、和田山町よりも上流の朝来町や生野町付近

の流域となる可能性があると考えられる。

　ｄ類の由来する地域の地質学的背景は、背後に堆積岩類からなる地質が分布していることであるが、

同時に花崗岩類の分布の影響が極めて小さいという背景も見出せる。したがって、まず円山川流域で想

定するならば、和田山花崗岩の分布する和田山町周辺とそれよりも下流域の地域は、ｄ類の由来する地

域となる可能性は低い。和田山町よりも上流域では、朝来町付近の円山川両岸の山地に丹波帯が分布し

ている。その背後には生野層群が分布しており、この組み合わせはｄ類の組成となる。さらに上流の生

野町付近には、丹波帯の分布は認められないことから、ｄ類の由来する地域を円山川流域で考えるなら

ば、朝来町付近の地域を推定することができる。

第６章　分析・鑑定
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　以上述べた各胎土の地域性については、主に円山川流域という範囲で推定したものであり、円山川流

域外にも同様の地質学的背景は存在する。今回の埴輪胎土から得られた地域的な性格について、より確

かな見解を得るためには、自然堆積物の分析も含めた周辺における埴輪の分析事例の蓄積をしながら検

討を重ねる必要がある。

（２）池田古墳における埴輪の供給について

　分析結果で述べたように、胎土の鉱物・岩石組成と埴輪の器種および出土遺構との間には、対応関係

のある可能性が高い。胎土の鉱物・岩石組成の違いは、埴輪の生産地の違いに対応する可能性も高いこ

とから、池田古墳の埴輪は、器種によって生産と供給の事情が異なっていたことが示唆される。例えば

水鳥形はほとんど１箇所からの供給であったのに対して、円筒形は少なくとも４箇所以上からの供給で

あり、それらの中にはａ２類のように円山川流域外の可能性のある地域からの供給品も含まれていると

いう状況である。

　今後、他の古墳出土埴輪における分析事例も得た上で比較検討することにより、当該地域における古

墳の埴輪の生産と供給における有意な資料の作成が可能になることが期待される。
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第６章　分析・鑑定

第３９２図　胎土薄片（１）
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第３９３図　胎土薄片（２）
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第３９４図　胎土薄片（３）
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第３９５図　胎土薄片（４）
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第６章　分析・鑑定

第３９６図　胎土薄片（５）
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第３９７図　胎土薄片（６）
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第３９８図　胎土薄片（７）
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第２節　池田古墳出土埴輪の胎土分析

第３９９図　胎土薄片（８）

― ―４４５

Title:04_本文編_6章.eca Page:33  Date: 2015/03/24 Tue 15:07:40 



第６章　分析・鑑定

第４００図　胎土薄片（９）
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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

岡本一秀（兵庫県まちづくり技術センター）

１．はじめに
　池田古墳から出土した埴輪に付着する赤色顔料について、顕微鏡観察と蛍光Ｘ線分析を行い、顔料の

種類を検討した。

２．試　料
　試料は円筒系埴輪、水鳥形埴輪、家形埴輪など６８試料である（第２１表）。顔料が凹面に付着して蛍光Ｘ

線分析装置で直接測定が難しい試料は、粘着テープを用いて顔料のサンプリングを行い、分析をおこ

なった。

３．試料の観察と分析
実体顕微鏡による観察

　最初に試料を実体顕微鏡で観察して顔料の付着している部分を確認した後、デジタルカメラで記録を

取った。使用した装置は㈱ニコン製ＳＭＺ‐１５００である。（第４０１図～第４１４図）

蛍光Ｘ線分析装置による分析

　使用した機器は、スペクトロ社製エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置ＭＩＤＥＸ‐Ｍである。分析の条件

は電圧４５ｋＶ、電流０．２５ｍＡ、測定時間１８０秒でコリメータ径は２．０㎜で測定した。検出器はペルチェ冷却

ＳＤＤ（液体窒素不要）である。（第４０１図～第４１４図）

４．結　果
　赤色顔料の種類には朱とベンガラがある。朱は天然鉱物である硫化水銀（ＨｇＳ）を用いるため、水銀

（Ｈｇ）のスペクトルのピークが検出されることで明確に判断できる。ベンガラの場合は顔料の主成分は

鉄（Ｆｅ ２ Ｏ ３）であるが、鉄は土壌にも含まれるため、スペクトル図から断定することが難しい。そのた

め、顕微鏡による観察結果も含めて判断した。

　今回分析した池田古墳出土埴輪から採取した顔料のスペクトルには、鉄のピークは認められるが、水

銀のピークは認められなかった。このことから使用された顔料の種類は、鉄由来の顔料であるベンガラ

の可能性が高いと判断した。また、同じベンガラでも色調が明るいものと暗いものがあり、明るい色調

のベンガラは家形埴輪に多く見られ、暗い色調のベンガラは円筒埴輪に多く見られた。

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
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第６章　分析・鑑定

第２１表　分析結果一覧

色調埴輪№報告番号測定結果部　位器　　種分析番号
暗４５３ベンガラタガ周辺円筒埴輪１
明家形埴輪１８９０ベンガラ壁体家形埴輪２
暗４０９ベンガラ口縁部朝顔形埴輪３
明家形埴輪１８９０ベンガラ屋根家形埴輪４
暗１０８２ベンガラ体部柵形埴輪５
明水鳥形埴輪２１７５３ベンガラ頭部水鳥形埴輪６
暗２２１ベンガラタガ周辺円筒埴輪７
明柵形埴輪１１０５４ベンガラ口縁部柵形埴輪８
明８４９ベンガラ脇部水鳥形埴輪９
暗４０９ベンガラ口縁部朝顔形埴輪１０
明家形埴輪４８９９ベンガラ間柱家形埴輪１１
暗２９０ベンガラタガ周辺円筒埴輪１２
暗２４３ベンガラ口縁部朝顔形埴輪１３
明家形埴輪２８９７ベンガラ壁体家形埴輪１４
明家形埴輪２８９７ベンガラ壁体家形埴輪１５
明家形埴輪９９１１ベンガラ破風板家形埴輪１６
明９５９ベンガラ棟飾り家形埴輪１７
明柵形埴輪１１０５４ベンガラ口縁部柵形埴輪１８
明１１４７ベンガラ内面盾形埴輪１９
暗３７ベンガラ口縁部円筒埴輪２０
明水鳥形埴輪３１７６３ベンガラ頭部水鳥形埴輪２１
明１８８ベンガラ口縁部円筒埴輪２２
暗１９０ベンガラタガ周辺円筒埴輪２３
暗２８９ベンガラタガ周辺円筒埴輪２４
暗３６７ベンガラ底部円筒埴輪２５
明家形埴輪１１９１４ベンガラ妻側壁体家形埴輪２６
明家形埴輪１１９１４ベンガラ妻側壁体家形埴輪２７
明家形埴輪７９０２ベンガラ屋根家形埴輪２８
明水鳥形埴輪１８７５０ベンガラ翼水鳥形埴輪２９
暗２８９ベンガラタガ周辺円筒埴輪３０
明家形埴輪１８９０ベンガラ屋根家形埴輪３１
暗２３２ベンガラタガ周辺円筒埴輪３２
明１０１４ベンガラ妻側合掌部家形埴輪３３
暗２４５ベンガラ口縁部朝顔形埴輪３４
明８２４ベンガラ尾水鳥形埴輪３５
明家形埴輪２８９７ベンガラ壁体家形埴輪３６
暗３５３ベンガラタガ周辺円筒埴輪３７
明４３７ベンガラ口縁部円筒埴輪３８
暗４７５ベンガラタガ周辺円筒埴輪３９
暗４３１ベンガラタガ周辺円筒埴輪４０
暗家形埴輪１８９０ベンガラ壁体家形埴輪４１
暗家形埴輪１８９０ベンガラ壁体家形埴輪４２
暗３５４ベンガラタガ周辺円筒埴輪４３
暗３１７ベンガラ口縁部円筒埴輪４４
明家形埴輪１８９０ベンガラ間柱～壁体家形埴輪４５
明水鳥形埴輪２０７５２ベンガラ頭部水鳥形埴輪４６
明１０８２ベンガラ体部柵形埴輪４７
明柵形埴輪１１０５４ベンガラ体部柵形埴輪４８
暗１９１ベンガラ体部円筒埴輪４９
明家形埴輪１８９０ベンガラ壁体家形埴輪５０
明家形埴輪１４９２２ベンガラ屋根家形埴輪５１
明家形埴輪１８９０ベンガラ壁体～隅柱家形埴輪５２
明８４３ベンガラ体部水鳥形埴輪５３
明１００９ベンガラ壁体家形埴輪５４
明家形埴輪１８９０ベンガラ柱家形埴輪５５
暗５２８ベンガラタガ周辺円筒埴輪５６
暗２８５ベンガラタガ周辺円筒埴輪５７
暗５３９ベンガラ口縁部朝顔形埴輪５８
明家形埴輪１８９４ベンガラ台輪家形埴輪５９
暗４０２ベンガラ底部円筒埴輪６０
暗３３７ベンガラタガ周辺円筒埴輪６１
暗家形埴輪３８９８ベンガラ屋根家形埴輪６２
暗７１５ベンガラタガ周辺円筒埴輪６３
暗５４７ベンガラ口縁部円筒埴輪６４
暗５６２ベンガラ口縁部朝顔形埴輪６５
明水鳥形埴輪２６７５８ベンガラ台部水鳥形埴輪６６
暗５６４ベンガラ口縁部朝顔形埴輪６７
暗６１７ベンガラ頸部突帯朝顔形埴輪６８
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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

第４０１図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（１）

― ―４４９

Title:04_本文編_6章.eca Page:37  Date: 2015/03/24 Tue 15:08:17 



第６章　分析・鑑定

第４０２図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（２）
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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

第４０３図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（３）

― ―４５１
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第６章　分析・鑑定

第４０４図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（４）
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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

第４０５図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（５）
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Title:04_本文編_6章.eca Page:41  Date: 2015/03/24 Tue 15:08:24 



第６章　分析・鑑定

第４０６図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（６）
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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

第４０７図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（７）
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第６章　分析・鑑定

第４０８図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（８）
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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

第４０９図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（９）
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Title:04_本文編_6章.eca Page:45  Date: 2015/03/24 Tue 15:08:32 



第６章　分析・鑑定

第４１０図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（１０）
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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

第４１１図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（１１）
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第６章　分析・鑑定

第４１２図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（１２）
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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

第４１３図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（１３）
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第６章　分析・鑑定

第４１４図　分析試料と蛍光Ｘ線スペクトル図（１４）
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第４節　池田古墳の自然科学分析（花粉分析）報告

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに
　今回の分析調査では、５世紀中頃の大型の前方後円墳である池田古墳の南周濠および北周濠埋土を対

象として、周濠埋積期の周辺植生の変化に関する情報を得ることを目的として花粉分析を実施する。

　

１．試　料
　分析試料は、北周濠埋土の試料①～⑧と南周濠埋土の試料①～⑧の合計１６点である（第４１５図）。

　試料の層相は、南周濠埋土は、試料①が細礫・極粗粒砂混じり褐色泥、試料②が細礫・極粗粒砂混じ

り暗褐色泥、試料③が細礫・極粗粒砂混じり暗褐色極細粒砂質泥、試料④が細礫・極粗粒砂混じり暗褐

色泥、試料⑤が細礫・極粗粒砂混じり暗灰褐色泥、試料⑥が細礫・極粗粒砂混じり暗灰褐色泥、試料⑦

が細礫・極粗粒砂混じり暗褐灰色極細粒砂質泥、試料⑧が極粗粒砂・細礫混じり褐灰色中～細粒砂質泥

からなる。

　北周濠埋土は、試料①が細礫・極粗粒砂混じり褐色極細粒砂質泥、試料②が細礫・極粗粒砂混じり褐

色極細粒砂質泥、試料③が褐灰色細礫・極粗粒砂混じり褐色極細粒砂質泥、試料④が細礫・極粗粒砂混

じり褐灰色極細粒砂質泥、試料⑤が細礫・極粗粒砂混じり褐色極細粒砂質泥、試料⑥が細礫・極粗粒砂

混じり褐灰色極細粒砂質泥、試料⑦が暗褐灰色有機質混じり泥、試料⑧が植物遺体混じり暗褐～黒褐色

有機質泥からなる。

　以上の試料の層相から、北周濠と南周濠では埋土下部の層相が異なっていることが確認される。北周

濠では有機質泥埋土であるのに対して、南周濠埋土下部は砂質泥からなる。中上部の層相は南周濠埋土

で泥勝ちであるものの、概ね類似する層相をなす。

２．分析方法
　試料約１０ｇについて、水酸化カリウムによる泥化、篩別、重液（臭化亜鉛，比重２．３）による有機物の

分離、フッ化水素酸による鉱物質の除去、アセトリシス（無水酢酸９：濃硫酸１の混合液）処理による

植物遺体中のセルロースの分解を行い、物理・化学的処理を施して花粉を濃集する。残渣をグリセリン

で封入してプレパラートを作成し、４００倍の光学顕微鏡下でプレパラート全面を走査し、出現する全て

の種類について同定・計数する。同定は、当社保有の現生標本はじめ、Erdtman（１９５２，１９５７）、Faegri 

and Iversen（１９８９）などの花粉形態に関する文献や、島倉（１９７３）、中村（１９８０）、等の邦産植物の花粉

写真集などを参考にする。

　結果は同定・計数結果の一覧表、および主要花粉化石群集の層位分布図として表示する。図中の木本

花粉は木本花粉総数を、草本花粉・シダ類胞子は総数から不明花粉を除いた数をそれぞれ基数として、

百分率で出現率を算出し図示する。

３．結　果
　分析結果を第２２表、花粉化石群集の層位分布図を第４１６図に示す。以下に各地点の産状について記載

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

第２２表　花粉分析結果

地点･試料番号
樹　　種 北周濠南周濠

⑧⑦⑥⑤④③②①⑧⑦⑥⑤④③②①
木本花粉

１１４４３３３−−３１０４２３３７３　　モミ属
３２５６７４４２３１２２３６５２　　ツガ属
６２６２３２１２０３３５８８４５６２２２４２４２５４２７０７８　　マツ属：複維管束亜属
１１５２３７４１３−２５７６６−　　コウヤマキ属
６１９５７５６４９０６６５５３０１２７５４８２７７４６６０５１１５　　スギ属
４１１２５２３１７１１２１９２４１５２３１２１１５−　　イチイ科−イヌガヤ科−ヒノキ科
８５８１１１−−−−−−−１−−−　　ヤナギ属
−３−２２１２−−２２４１４４２　　サワグルミ属‐クルミ属
５２１０２６１７１５１２１１８９１２１４１７５５９　　クマシデ属‐アサダ属
２−３４３１２３−３１１３９５５　　カバノキ属
１５２−２３２３７１−１２１４３　　ハンノキ属
５４６１１１６９１０８２６９１２８１４３３　　ブナ属
６１６２３１８２５２８２３４１１８２７１３２４２５１９４０６７　　コナラ亜属
３４３０３７３０５２５３３４１９１３２９２４３１２５３８３４２２　　アカガシ亜属
−−−−−−−−１−−−２２１−　　クリ属
２３１６５１−１−２１４−２２−　　シイノキ属‐マテバシイ属
１５５７１１１６８６６８８５１５８７６　　ニレ属‐ケヤキ属
−１３２３４−３１４１２１３３２　　エノキ属‐ムクノキ属
２−８−３３１３−１３５２７７３　　クワ科‐イラクサ科
−３−−−１−−３−−−１−１−　　サンショウ属
−−−−−−−−−−−−−−−１　　アカメガシワ属
−−−−−−−−−１−−−−１−　　モチノキ属
−２−−−−−−１−−−１−−−　　カエデ属
１−−２−−−−−−−−−−１−　　トチノキ属
−−−−−−−−−−１−−−−−　　ツバキ属型
−１−−−−−−−−−−−−１−　　グミ属
−−−−−−１−−１１−１−−−　　ウコギ科
−−−１１１１−−−−−−−１−　　ツツジ科
−−−−−１−−−−−−−−−−　　カキノキ属
−３１−−−−−−−−−−−−−　　イボタノキ属型
−−−−−１−−−−１１−−−−　　タニウツギ属
−−−−−１−−−−−−−−１１　　スイカズラ属

草本花粉
１２−−−−−−−１−−−−−−−　　ガマ属
２１−−−−−−−−１−１−−−　　サジオモダカ属
−−１６１２１２８８５６−１０１５６７３３　　オモダカ属
３３３６２２６２４４３４９５０６６４２６３５２２１１０６１６８２１９２３０３８０７６２７６８　　イネ科
４０２５１６２７４１１５１１３８２５１６２２−３２３５９１６　　カヤツリグサ科
−−−−−−−１−−−−−−−−　　ツユクサ属
−−−−−−−−−−−１−−−−　　イボクサ属
−−６６５４１２３−７４１２１１４１　　ユリ科
−−−−−−−−−−−−−−４−　　ギシギシ属
−−−１−−２−−−−１１１−２　　ウナギツカミ節‐サナエタデ節
−１−−−−−−−−−−−−２１　　イタドリ節
−−−−２−１３−−−−−−８１　　ソバ属
５１１２３６１４４４１−２１１４５　　アカザ科‐ヒユ科
−−１１２３３４１−−１２１４５　　ナデシコ科
−−−−１２５１１１１１４１３１１５　　キンポウゲ科
−２−１２３９７６２４６１６６９　　アブラナ科
−−１−２−１１−−１２２−１−　　マメ科
−１−−−−−−−−−−−−−−　　アズキ属
２１−−−−−−−−−−−−−−　　ツリフネソウ属
−−−−１１１−−−−−−−３−　　キカシグサ属
−１３２５３２１−４１２１３−２　　セリ科
−−−−−−１−−−−−１−−−　　シソ科
−１２−−−−−−−−−−−−−　　ナス科
−−−−１−−−−−−−−−−−　　オオバコ属
−−１−−−−−−−−−−−−−　　オミナエシ属
−８８５７１１１２８６４３８１５１５１６　　キク亜科
−−１−１−−−−−−−−−−−　　ブタグサ属‐オナモミ属
５２１３６２６３７３４５３３９２０８２９４９３８２４４６４６　　ヨモギ属
−６４５８１７１７１４７３１５６１２３７２５　　タンポポ亜科
−２１−−５−１３−−２１−３１　　不明花粉

シダ類胞子
３３５０５８５０５５７２７８５３１６０１４４１０４１１６５５７８９９６１　　他のシダ類胞子

合　　計
２２０２３５２３７２２９２８１２６３２１９２１６２６１２０５２０６２３７２０１２４０２６５２２２　　木本花粉
９９１０５３２２３３２４７９６１３７８３７６３３０１１４５２４８３２９３３６４８９９０９９１５　　草本花粉
０２１００５０１３００２１０３１　　不明花粉
３３５０５８５０５５７２７８５３１６０１４４１０４１１６５５７８９９６１　　シダ類胞子
３２２６９０６１７６１１８１５９４８１０８０１０３２７２２４９４５５８６８２５９２８０７１２７３１１９８　　総計（不明を除く）
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第４１６図　花粉化石群集の層位分布
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する。

（１）南周濠

　試料⑧ではスギ属が４９％と高率を示すほか、マツ属（複維管束亜属）が２１％と続く。その他の分類群

では、ヒノキ科、クマシデ属−アサダ属、ハンノキ属、コナラ亜属、アカガシ亜属、ニレ属−ケヤキ属

が数％検出されるのみである。また、草本花粉ではイネ科が高率を示す。

　試料⑦～②ではスギ属が１９～４０％と高率を示すほか、マツ属（複維管束亜属）が１１～２６％と増加傾向

を示す。このほか、ヒノキ科、コナラ亜属、アカガシ亜属が数～１０数％の出現率を示す。また、草本花

粉ではイネ科が高率を示し、増加傾向を示す。

　試料①ではマツ属（複維管束亜属）が３５％、コナラ亜属が３０％と高率を示す。この他、スギ属、アカ

ガシ亜属が１０％程度の出現率を示す。草本花粉ではイネ科が極めて高い出現率を示す。

（２）北周濠

　試料⑧ではヤナギ属が３９％と高率を示すほか、スギ属が２８％、アカガシ亜属が１６％と続く。草本花粉

の割合は低いが、イネ科、カヤツリグサ科の出現率が他の分類群に比べ高い。

　試料⑦～②ではスギ属が２５～４０％と高率を示すほか、マツ属（複維管束亜属）が１１～２６％と増加傾向

を示す。このほか、ヒノキ科、コナラ亜属、アカガシ亜属が数～１０数％の出現率を示す。また、草本花

粉ではイネ科が試料⑦で低率であるが、その他の試料では高率を示し、増加傾向を示す。

　試料①ではマツ属（複維管束亜属）が３９％、コナラ亜属が１９％と高率を示す。この他、スギ属、アカ

ガシ亜属が１０％程度の出現率を示す。草本花粉ではイネ科が極めて高い出現率を示す。

　

４．考　察
　北周濠埋土および南周濠埋土の花粉化石群集は、埋土下部で草本花粉の産状において多少異なるもの

の、木本花粉は概ね類似した層位的変化を示している。

　木本花粉化石群集の層位変化をみると、両地点とも広域の植生を反映しているとみられる種類のうち、

下部でスギ属が多産し、上部にむけてマツ属（複維管束亜属）と落葉高木となるコナラ亜属が増加傾向

を示している。各地点の周濠埋土の成因・形成年代を踏まえた評価が必要であるが、両地点の堆積物は

生層序学的に対比される可能性がある。そうだとすると、古墳構築時の周辺植生はスギ属を主体とし、

アカガシ亜属が混じる植生であったが、周濠の埋積の進行に伴い、スギ属が減少し、マツ属・コナラ亜

属などの二次林要素が分布を拡げたことが推定される。この植生変化の原因としては、当時の人間によ

る森林資源の収奪など、人為的植生撹乱に起因する可能性がある。また、これらの時期を通じて、古墳

周辺の河川沿いにはニレ属−ケヤキ属、クマシデ属−アサダ属などの落葉広葉樹も生育していたと考え

られる。なお、北周濠埋土下部では湿地や川辺に生育する種を含むヤナギ属花粉が多産しているが、本

種類が花粉生産量が少ない種類であることを踏まえると、調査地点近辺の局地的な植生を反映している

と判断される。なお、当時の周辺植生を特徴づけていたスギ属は、後氷期後期の約２０００年前には中国山

地東部から近畿地方の日本海側地域で急激に増加していることが確認されている（高原，１９９８）。

　局地的な植生を強く反映しているとみられる草本花粉の産状をみると、埋土中上部は北周濠と南周濠

で類似するものの、埋土下部では異なっている。先述したように埋土下部の堆積物の層相も異なってい

る。このような違いは、北周濠が南周濠より低所に構築されていることから、水文条件や堆積環境の違

第４節　池田古墳の自然科学分析（花粉分析）報告
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いに起因する可能性が高い。

　北周濠埋土下部の試料⑧では、草本花粉の割合が低く、種類構成も単調である。産出する種類は、イ

ネ科・カヤツリグサ科、大型の抽水植物であるガマ属の産状が目立ち、このほか荒地に普通なヨモギ属

などを伴う。試料⑦層準も草本花粉は低率であるが種類数が増えており、試料⑤層準より上位層準では

イネ科を中心に急激に草本花粉が増加するようになる。

　このような草本花粉の産状、および上述のヤナギ属花粉の産状から、周濠埋積初期の北周濠付近はガ

マ属・ヤナギ属などが生育する湿地のような堆積場であったと推定される。周濠周辺で草本植生が目立

つようになるのは試料⑥層準形成期以降で、この時期には植生が再生し、草地が広がってきたことが示

唆される。なお、試料⑥層準より上位で増加するイネ科花粉の多くは大型のものが多く、小型の抽水植

物で水田雑草でもあるサジオモダカ属やオモダカ属などが伴うことから、この変化は古墳周辺での稲作

地の拡大を反映している可能性もある。

　一方、南周濠近辺では、埋土下部形成期より草本花粉が比較的多産しており、その中ではイネ科が多

産している。北周濠で目立った産状を示していたガマ属やヤナギ属はほとんど産出せず、周濠近辺の景

観が大きく異なっていた可能性がある。試料⑥層準形成期以降については北周濠と同様に草地領域が拡

大していることが示唆される。

　

５．まとめ
　北周濠埋土および南周濠埋土の花粉分析結果から、次のようなことが推定された。

・周濠埋積初期の景観は、北周濠近辺ではヤナギ属や大型の抽水植物のガマ属が生育する湿地のような

場所であった。一方、南周濠では砂質堆積物が流入するような堆積場でイネ科植物を主体とする草地

が存在した。

・周辺森林植生は、スギ属を主体とし、暖温帯性常緑広葉樹のアカガシ亜属や落葉広葉樹のコナラ亜属

などを伴う植生が存在した。

・周濠の埋積の進行に伴い、マツ属など二次林が分布を拡げたと推定される。
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高原　光，１９９８，スギ林の変遷．図解　日本列島植生史　安田　喜憲　（編集），　三好　教夫　（編集），

朝倉書店，　　２０７−２２０

第６章　分析・鑑定

― ―４６８

Title:04_本文編_6章.eca Page:56  Date: 2015/03/24 Tue 15:10:18 



第４節　池田古墳の自然科学分析（花粉分析）報告

第４１７図　花粉化石
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第５節　池田古墳から出土した牛歯

株式会社古環境研究所

１．はじめに
　日本の国土は火山灰性の酸性土壌に広く覆われ、動物遺存体の保存状態には恵まれないのが一般的で

ある。そのため動物遺存体が出土するのは貝塚、石灰岩地帯の洞穴や岩陰などが代表的で、近年では湿

地環境の遺跡や遺構からも多くの動物遺存体が報告されている。報告する試料は、全身骨格のなかで最

も保存状態に恵まれる歯である。なお、同定に際しては、丸山真史博士にご協力いただいた。

２．試　料
　試料は、南周濠の渡土堤南端から出土した歯３点である。

３．方　法
　試料は、肉眼で観察し、現生骨格標本と形態的特徴を比較して種類を同定した。

４．結　果
　試料は、いずれもウシ（Bos taurs）の右下顎臼歯であり、同一個体の第１、第２、第３後臼歯と同定

した（第２３表）。第２後臼歯は残存する歯冠が高く、第３後臼歯は咬耗が始まったばかりの状態である。

第３後臼歯が萌出する生後２年半から３年頃に死亡した幼齢個体と推定される（註１）。なお、第１～

第３後臼歯の咬耗指数は、それぞれｇ、ｃ～ｄ、ｂ～ｃを示す（註２）。

註

１．Ｃｏｎｗａｌｌ（１９５６）に倣う。

２．Ｇｒａｎｔ（１９８２）に倣う。

参考文献

Conwall, I.W. １９５６ Bones for the archaeologist J. M. Dent and Sons LTD 

Grant, Annie １９８２ ‘The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungulates.’ Aging and 

sexing animal bones from archaeologicalsites. BAR British Series １０９ pp.９１-１０８

第６章　分析・鑑定

第２３表　池田古墳における動物遺存体同定結果

咬耗備　　　考左右部分部　位小分類大分類遺構地区№

ｇ同一個体右歯冠下顎Ｍ１ウシ哺乳綱渡土堤南周濠１

ｃ−ｄ同一個体、歯冠高高い右歯冠下顎Ｍ２ウシ哺乳綱渡土堤南周濠２

ｂ−ｃ同一個体、萌出してまもなくで、咬耗はじ
まる右歯冠下顎Ｍ３ウシ哺乳綱渡土堤南周濠３

― ―４７０
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第５節　池田古墳から出土した牛歯

第４１８図　池田古墳の動物遺体

― ―４７１
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第６節　池田古墳における樹種同定

株式会社古環境研究所

１．はじめに
　本報告では、池田古墳より出土した木製品に対して、木材解剖学的手法を用いて樹種同定を行う。木

製品の材料となる木材は、セルロースを骨格とする木部細胞の集合体であり、解剖学的形質から、概ね

属レベルの同定が可能である。木材は、花粉などの微化石と比較して移動性が少ないことから、比較的

近隣の森林植生の推定が可能であるが、木製品では樹種による利用状況や流通を探る手がかりにもなる。

２．試料と方法
　試料は、池田古墳より出土した木樋、笠形木製品を含む木製品１２点である。試料の詳細は、結果表に

合わせて記載する。

　方法は、試料からカミソリを用いて新鮮な横断面（木口と同義）、放射断面（柾目と同義）、接線断面

（板目と同義）の基本三断面の切片を採取し、生物顕微鏡によって４０～１０００倍で観察した。同定は、解剖

学的形質および現生標本との対比によって行った。

３．結　果
　第２４表に結果を記載し、それぞれ断面の顕微鏡写真を示す。以下に同定根拠となった特徴を記す。

１）カヤ　Torreya nucifera Sieb. et Zucc. イチイ科　写真１（第４１９図）

　仮道管と放射柔細胞から構成される針葉樹材である。

　横断面：早材から晩材への移行は緩やかで、晩材部の幅は狭い。

　放射断面：放射柔細胞の分野壁孔はヒノキ型で１分野に１～４個存在する。仮道管の内壁には、らせ

ん肥厚が存在し２本対になる傾向を示す。

　接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型で、仮道管の内壁には２本対になる傾向を示すらせん肥

厚が存在する。

　以上の形質よりカヤに同定される。カヤは宮城県以南の本州、四国、九州と韓国の済州島に分布する。

常緑の高木で通常高さ２５ｍ、径９０㎝に達する。材は均質緻密で堅硬、弾性が強く水湿にも耐え、保存性

が高い。弓などに用いられる。

２）スギ　Cryptomeria japonica D.Donスギ科　写真２･３･４･５･６･７･８･９･１０（第４１９図～第４２２図）

　仮道管、樹脂細胞および放射柔細胞から構成される針葉樹材である。

　横断面：早材から晩材への移行はやや急

で、晩材部の幅が比較的広い。樹脂細胞が

見られる。

　放射断面：放射柔細胞の分野壁孔は典型

的なスギ型で、１分野に２個存在するもの

がほとんどである。

　接線断面：放射組織は単列の同性放射組

織型で、１～１６細胞高ぐらいである。樹脂

細胞が存在する。

第６章　分析・鑑定

第２４表　池田古墳における樹種同定結果

結果（学名／和名）器種報告番号
Torreya nucifera Sieb. et Zucc. カヤ　　W９
Cryptomeria japonica D.Don スギ　　木樋W２
Cryptomeria japonica D.Don スギ　　木樋W３
Cryptomeria japonica D.Don スギ　　W４
Cryptomeria japonica D.Don スギ　　W５
Cryptomeria japonica D.Don スギ　　W６
Cryptomeria japonica D.Don スギ　　W７
Cryptomeria japonica D.Don スギ　　W８
Cryptomeria japonica D.Don スギ　　W１１
Cryptomeria japonica D.Don スギ　　W１２
Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc. コウヤマキ笠形木製品W１
Chamaecyparis obtusa Endl. ヒノキ　W１０

― ―４７２
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　以上の形質よりスギに同定される。スギは本州、四国、九州、屋久島に分布する。日本特産の常緑高

木で、高さ４０ｍ、径２ｍに達する。材は軽軟であるが強靭で、広く用いられる。

３）コウヤマキ　Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc.　コウヤマキ科　写真１１（第４２２図）

　仮道管と放射柔細胞から構成される針葉樹材である。

　横 断 面：早材から晩材への移行は比較的緩やかで、晩材部の幅は狭い。

　放射断面：放射柔細胞の分野壁孔は窓状である。

　接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型で、１～６細胞高ぐらいである。

　以上の形質よりコウヤマキに同定される。コウヤマキは福島県以南の本州、四国、九州に分布する。

日本特産の常緑高木で、通常高さ３０ｍ、径８０㎝に達する。材は木理通直、肌目緻密で強靭、耐朽性、耐

湿性も高い。特に耐水湿材として用いられる。

４）ヒノキ　Ｃｈａｍａｅｃｙｐａｒｉｓ ｏｂｔｕｓａ Ｅｎｄｌ．　ヒノキ科　写真１２（第４２２図）

　仮道管、樹脂細胞および放射柔細胞から構成される針葉樹材である。

　横 断 面：早材から晩材への移行はやや急で、晩材部の幅は狭い。樹脂細胞が見られる。

　放射断面：放射柔細胞の分野壁孔は、ヒノキ型で１分野に２個存在するものがほとんどである。

　接線断面：放射組織は単列の同性放射組織型で、１～１５細胞高である。

　以上の形質よりヒノキに同定される。ヒノキは福島県以南の本州、四国、九州、屋久島に分布する。

日本特産の常緑高木で、通常高さ４０ｍ、径１．５ｍに達する。材は木理通直、肌目緻密で強靭、耐朽性、耐

湿性も高い。良材であり、建築など広く用いられる。

４．考　察
　同定の結果、池田古墳の木製品は、スギ９点、カヤ１点、コウヤマキ１点、ヒノキ１点であった。

　スギが最も多く、木樋などの木製品に使用されている。スギの木材は木理通直で肌目は粗く、加工工

作が容易で、大きな材がとれる良材である。特に積雪地帯や多雨地帯で純林を形成し、肥沃で湿潤な土

壌を好む。日本海側からつらなる山地部に多く分布し、多用される。カヤの木材は木理通直で緻密、耐

朽性、保存性が高く、水湿にも耐え、やや重硬で弾力のある材である。コウヤマキは笠形木製品に使用

されており、木材は木理通直、肌目緻密で、特に耐湿性に優れ、針葉樹の中では最も加工のしやすい材

である。コウヤマキ製の木製埴輪はたとえば天理市御墓山古墳（金原ほか、１９９６）など畿内の６世紀の

古墳には類例が多い。ヒノキの木材は木理通直で肌目緻密、大きな材が取れる良材であり、特に保存性

が高い。カヤは谷沿いなどやや湿潤なところに生育する。コウヤマキ、ヒノキは、適潤性であるが乾燥

した土壌にも耐え、尾根、急峻地または岩盤上にもよく生育する。いずれの樹種も当時遺跡周辺地域に

生育していたとみなされる。

参考文献

佐伯浩・原田浩（１９８５）針葉樹材の細胞．木材の構造，文永堂出版，ｐ．２０−４８．

佐伯浩・原田浩（１９８５）広葉樹材の細胞．木材の構造，文永堂出版，ｐ．４９−１００．

島地謙・伊東隆夫（１９８８）日本の遺跡出土木製品総覧，雄山閣，ｐ．２９６．

山田昌久（１９９３）日本列島における木質遺物出土遺跡文献集成，植生史研究特別第１号，植生史研究会，

ｐ．２４２．

金原正明・金原正子（１９９６）御墓山古墳における自然科学分析．天理市埋蔵文化財調査概報，平成４・

５年度（１９９２・１９９３年），天理市教育委員会，ｐ．６９−７９．

第６節　池田古墳における樹種同定
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第６章　分析・鑑定

第４１９図　池田古墳の木製品Ⅰ
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第６節　池田古墳における樹種同定

第４２０図　池田古墳の木製品Ⅱ

― ―４７５
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第６章　分析・鑑定

第４２１図　池田古墳の木製品Ⅲ
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第６節　池田古墳における樹種同定

第４２２図　池田古墳の木製品Ⅳ
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第７節　池田古墳の石材同定

藤根　久（パレオ・ラボ）・山田清朝

１．はじめに
　池田古墳は、朝来市和田山町平野地内に所在する全長約１４１ｍの前方後円墳である。この池田古墳は、

古墳時代中期初頭～前半に築造され、但馬地域で最も大きな古墳である。調査では、北周濠部から木樋

や用途不明の木製品が出土し、南周濠から水鳥形・家形等の形象埴輪も出土した。また、北墳丘部と南

墳丘部造り出し部から河原石を用いた葺石が検出された。

　ここでは、池田古墳から出土した葺石の石材について、肉眼観察による石材同定を行った。なお、近

接地の河川の河原石についても同様に調べた。

２．試料と方法
　石材は、池田古墳から出土した葺石７６点と近接地河川の河原石２４点である（第２６表・第２７表）。

　同定は、第２次調査で検出した葺石を中心とした。具体的には、南造り出し南側斜面と区画溝両側斜

面、２段目斜面、北造り出し北側斜面、石敷き遺構を同定対象とした（第４２３図～第４２６図）。

　比較資料として、円山川上流域（Ｃ）と中流域（Ｂ）、および円山川支流の八木川河床礫（Ａ）を同定

対象とした（第４２７図）。特に、円山川中流域については、池田古墳より約５．５㎞上流の和田山町市御堂で

採集したものである。また、八木川は氷ノ山を源とする河川で、池田古墳より約１０．５㎞下流の養父市八

鹿町下網場で円山川に合流している。

　石材同定は、主に肉眼により行った。なお、マイクロスコープを用いて代表的な石材の表面組織を撮

影した（第４２９図）。

第６章　分析・鑑定

第４２３図　石材サンプリング位置図（南側）
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第７節　池田古墳の石材同定

第４２４図　詳細サンプリング位置図（南側）

― ―４７９
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３．結　果
　第２５表に、肉眼による石材の同定結果を示す。

　以下に、同定した岩石の特徴について述べる。岩石の記載は、表面観察による色調や構成鉱物、岩石

組織の特徴等について行った（第２５表）。

１）砂岩（第４２９図−１）

　有色鉱物を少量含む主に微細な石英等からなる淡緑灰色系の岩石である。

２）安山岩（第４２９図−２）

　長石・輝石などの斑晶からなる赤褐色を呈する岩石である。

３）流紋岩（第４２９図−３）

　灰色～黒灰色粒子の斑晶が点在する白色～灰色～オリーブ色の火山岩類である。

４）花崗岩（第４２９図−４）

　石英や雲母あるいは輝石を僅かに含む、ピンク色長石が目立つ等粒状組織を呈する岩石である。

５）花崗閃緑岩

　石英や雲母あるいは輝石、ピンク色長石からなる等粒状組織を呈する岩石である。

６）閃緑岩（第４２９図−５）

　輝石や黒雲母あるいは長石などから構成されるやや暗緑色の等粒状組織を呈する岩石である。

７）斑れい岩（第４２９図−６）

　長石や角閃石などの有色鉱物からなる等粒状組織の黒色系の岩石である。

８）輝緑岩（第４２９図−７）

　暗緑色の細粒質の斑晶からなる半深成岩である。

９）蛇紋岩（第４２９図−８）

　緑色の蛇紋石等を含む緑色～暗緑色の不均一な岩石である。

第６章　分析・鑑定

第４２５図　石材サンプリング位置図（北側）

― ―４８０
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第７節　池田古墳の石材同定

第４２６図　詳細サンプリング位置図（北側）
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第６章　分析・鑑定

第４２７図　古墳周辺石材採取地点
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４．考　察
　遺跡周辺には、中生代白亜紀の花崗岩や花崗閃緑岩、斑れい岩、蛇紋岩、輝緑岩、安山岩、流紋岩が

分布する。また、中生代三畳紀の礫岩・砂岩・シルト岩が分布する（上村ほか，１９７４）。

　近接地の円山川と八木川の河原石２４点について石材の同定を行った結果、流紋岩と蛇紋岩が各７点、

閃緑岩が４点、安山岩と輝緑岩が各２点、花崗岩と斑れい岩が各１点であった（第２５表・第２７表）。

　古墳の葺石では、閃緑岩が圧倒的に多く、

次いで花崗閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、砂岩

であった（第２５表～第２７表）。

　対象とした葺石は、円磨した岩石であるこ

とから、主に隣接する円山川の比較的硬質の

河原石を採取して利用したと考えられる。

参考・引用文献

宮田清雄・宮村　学・吉田史郎（１９８５）２０万分の１地質図幅「姫路」．地質調査所．

上村不二雄・坂本　亨・山田直利・猪木幸男（１９７４）２０万分の１地質図幅「鳥取」．地質調査所．

第７節　池田古墳の石材同定

第２６表　分析試料一覧（１）

特　　　　　徴岩石名形状遺物遺構／地点地区／場所№
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩角礫葺石南造り出し南周濠　　１

閃緑岩亜円礫葺石南造り出し南周濠２
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩角礫葺石南造り出し南周濠３
黒色系、長石、角閃石？等粒状斑れい岩亜角礫葺石南造り出し南周濠４

閃緑岩角礫葺石南造り出し南周濠５
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩角礫葺石南造り出し南周濠６
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜角礫葺石南造り出し南周濠７
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや白色岩閃緑岩亜角礫葺石南造り出し南周濠８
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜円礫葺石南造り出し南周濠９
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜円礫葺石南造り出し南周濠１０
やや細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩角礫葺石南造り出し南周濠１１
やや細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜円礫葺石南造り出し南周濠１２
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩亜角礫葺石南造り出し南周濠１３
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜角礫葺石南造り出し南周濠１４
黒色系、長石、角閃石？等粒状斑れい岩亜角礫葺石南造り出し南周濠１５
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜角礫葺石南造り出し南周濠１６
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩亜角礫葺石南造り出し南周濠１７
黒色系、長石、角閃石？等粒状斑れい岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠１８
やや細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠１９
やや細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２０
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２１
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２２
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２３
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２４
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２５
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２６
黒色系、長石、角閃石？等粒状斑れい岩円礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２７
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２８
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠２９
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠３０
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩角礫葺石区画溝（南側斜面）南周濠３１
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩角礫葺石区画溝南周濠３２
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩亜角礫葺石区画溝南周濠３３
石英、白色長石斑状、マトリックスオリーブ黒色流紋岩角礫葺石区画溝南周濠３４
有色鉱物多い、石英脈閃緑岩亜円礫葺石区画溝南周濠３５
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩亜角礫葺石区画溝南周濠３６
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩角礫葺石区画溝南周濠３７
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜円礫葺石区画溝南周濠３８

第２５表　葺石と石材

総計葺石河床礫岩石名中分類大分類№
１１砂岩砕屑岩堆積岩類１
２２安山岩火山岩

火成岩類

２
１２５７流紋岩３
１１花崗岩

深成岩

４
１０１０花崗閃緑岩５
５８５４４閃緑岩６
７６１斑れい岩７
２２輝緑岩８
７７蛇紋岩広域変成岩類９
１００７６２４総　計

― ―４８３
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第６章　分析・鑑定

第２７表　分析試料一覧（２）

特　　　　　徴岩石名形状遺物遺構／地点地区／場所№
黒色系、長石、角閃石？等粒状斑れい岩亜円礫葺石区画溝南周濠３９
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩角礫葺石区画溝南周濠４０
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩角礫葺石２段目葺石前方部南側４１
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩亜角礫葺石２段目葺石前方部南側４２
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩角礫葺石２段目葺石前方部南側４３
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩円礫葺石２段目葺石前方部南側４４
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩角礫葺石２段目葺石前方部南側４５
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜角礫葺石２段目葺石前方部南側４６
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩角礫葺石２段目葺石前方部南側４７
石英、白色長石斑状、マトリックス白色流紋岩亜円礫葺石３段目葺石前方部北側４８
微細粒石英、有色鉱物等粒状、緑灰色系砂岩円礫葺石３段目葺石前方部北側４９
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩亜角礫葺石３段目葺石前方部北側５０
黒色系、長石、角閃石？等粒状斑れい岩亜円礫葺石３段目葺石前方部北側５１
８㎜石英、長石の大型斑晶流紋岩亜角礫葺石３段目葺石前方部北側５２
６㎜黒灰色、オリーブ色の斑晶、灰色系流紋岩亜角礫葺石３段目葺石前方部北側５３
ピンク色長石、有色鉱物斑状流紋岩亜円礫葺石３段目葺石前方部北側５４
やや細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩角礫葺石３段目葺石前方部北側５５
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状花崗閃緑岩亜角礫葺石北造り出し北周濠５６
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、長石の等粒状、黒色味強い閃緑岩亜角礫葺石北造り出し北周濠５７
やや細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜円礫葺石北造り出し北周濠５８
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩角礫葺石北造り出し北周濠５９
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、長石の等粒状、黒色味強い閃緑岩角礫葺石北造り出し北周濠６０
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜角礫葺石北造り出し北周濠６１
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜円礫葺石北造り出し北周濠６２
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、長石の等粒状、黒色味強い閃緑岩亜角礫葺石北造り出し北周濠６３
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩角礫葺石北造り出し北周濠６４
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩角礫葺石北造り出し北周濠６５
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩亜円礫敷石石敷き遺構北周濠６６
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜角礫敷石石敷き遺構北周濠６７
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩角礫敷石石敷き遺構北周濠６８
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩角礫敷石石敷き遺構北周濠６９
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状閃緑岩角礫敷石石敷き遺構北周濠７０
やや細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜角礫敷石石敷き遺構北周濠７１
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩角礫敷石石敷き遺構北周濠７２
細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩亜角礫敷石石敷き遺構北周濠７３
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、ピンク色長石の等粒状、やや細粒閃緑岩亜角礫敷石石敷き遺構北周濠７４
白色石英、黒色雲母 ｏｒ 輝石、長石の等粒状、黒色味強い閃緑岩角礫敷石石敷き遺構北周濠７５
やや細粒の長石、輝石が等粒状閃緑岩角礫敷石石敷き遺構北周濠７６
緑灰色、斑晶質流紋岩円礫河床礫中流部（加都）円山川７７
灰白色、礫～粗粒砂、石英および長石流紋岩円礫河床礫中流部（加都）円山川７８
灰白色、等粒状、ピンク色長石含む花崗岩円礫河床礫中流部（加都）円山川７９
灰色、礫～粗粒砂、石英および長石流紋岩円礫河床礫中流部（加都）円山川８０
緑色、等粒状閃緑岩円礫河床礫中流部（加都）円山川８１
灰色、斑晶質流紋岩円礫河床礫中流部（加都）円山川８２
緑色、等粒状閃緑岩円礫河床礫中流部（加都）円山川８３
緑灰色、斑晶質（微細）輝緑岩円礫河床礫中流部（加都）円山川８４
緑灰色、等粒状輝緑岩円礫河床礫中流部（加都）円山川８５
灰白色、斑晶質流紋岩円礫河床礫下流八木川８６
緑色、不均一蛇紋岩円礫河床礫下流八木川８７
暗緑色、不均一蛇紋岩円礫河床礫下流八木川８８
緑灰色、等粒状閃緑岩円礫河床礫下流八木川８９
明緑色、不均一蛇紋岩円礫河床礫下流八木川９０
緑色、不均一蛇紋岩円礫河床礫下流八木川９１
緑灰色、等粒状閃緑岩円礫河床礫下流八木川９２
赤褐色、斑晶質安山岩円礫河床礫下流八木川９３
緑色、不均一蛇紋岩円礫河床礫上流部（羽淵）円山川９４
褐灰色、斑晶質流紋岩円礫河床礫上流部（羽淵）円山川９５
緑色、等粒状斑れい岩円礫河床礫上流部（羽淵）円山川９６
褐灰色、長石・輝石など斑晶質安山岩円礫河床礫上流部（羽淵）円山川９７
緑色、不均一蛇紋岩円礫河床礫上流部（羽淵）円山川９８
緑色、不均一蛇紋岩円礫河床礫上流部（羽淵）円山川９９
灰白色、斑晶質流紋岩円礫河床礫上流部（羽淵）円山川１００
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第７節　池田古墳の石材同定

― ―４８５

（上村ほか（１９７４）の２０万分の１地質図幅「鳥取」の一部を改変）
第４２８図　池田古墳の位置と周辺の地質
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第６章　分析・鑑定

第４２９図　池田古墳出土石材のマイクロスコープ写真

― ―４８６
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第８節　池田古墳における種実同定

株式会社古環境研究所

１．はじめに
　植物の種子や果実は比較的強靱なものが多く、堆積物中に残存する。堆積物から種実を検出しその群

集の構成や組成を調べ、過去の植生や群落の構成要素を明らかにし古環境の推定を行うことが可能であ

る。また出土した単体試料等を同定し、栽培植物や固有の植生環境を調べることができる。

２．試　料
　試料は、試料１（登録番号２００９１５９−７）、試料２（登録番号２００９１５９−８）の２点である。全て水洗選

別済みである。

３．方　法
　試料を肉眼及び双眼実体顕微鏡で観察し、形態的特徴および現生標本との対比によって同定を行う。

結果は同定レベルによって科、属、種の階級で示す。

４．結　果
（１）分類群

　樹木７、草本２の計９分類群が同定された。学名、和名および粒数を第２８表に示し、主要な分類群を

写真に示す（第４３０図）。以下に同定根拠となる形態的特徴、写真に示したもののサイズを記載する。

〔樹木〕

クマシデ属　Ｃａｒｐｉｎｕｓ　果実　カバノキ科　長さ×幅：５．２２㎜×３．８５㎜

　灰褐色で狭卵形や狭楕円形を呈し、光沢はない。

カジノキ　Broussonetia papyrifera Vent.　種子　クワ科　長さ×幅：２．６９㎜×２．１５㎜

　黄褐色で広倒卵形を呈し、基部に突起がある。表面にはいぼ状の隆起がある。

アカメガシワ　Mallotus japonicus Muell. et Arg.　種子　トウダイグサ科　長さ×幅：３．３８㎜×３．０２㎜

　黒色で球形を呈し、「Ｙ」字状のへそがある。表面にはいぼ状の突起が密に分布する。

ノブドウ　Ampelopsis brevipedunculata var. heterophylla Hara　種子　ブドウ科　長さ×幅：４．１６

㎜×４．３９㎜

　茶褐色で広卵形を呈す。腹面に「ハ」字状の孔が２つあり、背面のカラザは長く伸びる。

ブドウ属　Ｖｉｔｉｓ　種子　ブドウ科　長さ×幅：３．９６㎜×３．２１㎜

　茶褐色で卵形を呈し、先端がとがる。腹面には二つの孔があり、背面には先端が楕円形のへそがある。

ブドウ科　Ｖｉｔａｃｅａｅ　種子　ブドウ科

　この分類群は破片でカラザの部分が欠損しているものである。

クマノミズキ　Cornus brachypoda C. A. Mey.　核　ミズキ科　長さ×幅：３．６９㎜×４．１１㎜

　淡褐色で球形を呈す。表面に一本の広い溝がめぐり、数本の細い縦筋が走る。

第８節　池田古墳における種実同定

― ―４８７

Title:04_本文編_6章.eca Page:75  Date: 2015/03/24 Tue 15:12:12 



〔草本〕

カヤツリグサ科　Cyperaceae　果実　長さ×幅：２．１２㎜×１．３６㎜

　黄褐色で倒卵形を呈す。断面は扁平である。

ハス　Nelumbo nucifetra Gaertn.　種子　スイレン科　長さ×幅：５．２４㎜×３．４９㎜

　灰黒色で楕円形ないし卵形体を呈し、光沢はない。先端に突起状の花柱基部が残る。

（２）種実群集の特徴

１）試料１（登録番号２００９１５９−７）

　樹木種実のノブドウ１、クマノミズキ２、草本種実のハス７が同定された。

２）試料２（登録番号２００９１５９−８）

　樹木種実のクマノミズキ１５１９が多く、ブドウ属２２、ブドウ科５、カジノキ３、ノブドウ３、クマシデ

属１、アカメガシワ１、草本種実のカヤツリグサ科１が同定された。

５．考　察
　試料１（登録番号２００９１５９−７）ではノブドウ、クマノミズキ、ハスが検出された。ノブドウは蔓性の

木本で人為環境を好む。クマノミズキは自然環境と人為環境にまたがり生育する木本である。金原

（２０１２）では古墳の二次林化で主要に分布する様相が示されており、二次林種と考えられる。本遺跡で

も周囲が人為改変後に放棄される状態になり、これらが二次林化したとみなされる。草本種実のハスは

浮葉植物ないし抽水植物の水生植物であり、試料の採取層準は滞水し、１ｍ前後から１．５ｍの水深であっ

たことが示唆される。

　試料２（登録番号２００９１５９−８）ではクマノミズキが極めて多い。他に樹木種実のブドウ属、ブドウ

科、カジノキ、ノブドウ、クマシデ属、アカメガシワの生育も示唆される。いずれも二次林種ないし人

為環境と接する林縁に生育する種類である。草本種実のカヤツリグサ科にはやや多様な環境に生育する

種類が含まれる。

　

６．まとめ
　池田古墳において種実同定を行った。その結果、調査地の周囲にはクマノミズキ、ノブドウ、カジノ

キ、ブドウ科、クマシデ属、アカメガシワの二次林種および林縁に生育するブドウ属が繁茂し、二次林

化していた様相が示唆される。試料１（登録番号２００９１５９−７）でハスが検出され、調査地点は滞水し、

浮葉植物ないし抽水植物のハスが生育する１ｍ前後から１．５ｍの水深を呈していたとみなされる。

参考文献

笠原安夫（１９８５）日本雑草図説，養賢堂，４９４ｐ．

南木睦彦（１９９２）低湿地遺跡の種実．月刊考古学ジャーナルＮｏ．３５５，ニューサイエンス社，ｐ．１８‐２２．

南木睦彦（１９９３）葉・果実・種子． 日本第四紀学会編， 第四紀試料分析法， 東京大学出版会， ｐ．２７６‐２８３．

金原正明（２０１２）纒向石塚古墳第４次調査周濠内堆積物の植生および環境の復原，奈良県桜井市史跡纒

向古墳群纒向石塚古墳発掘調査報告書，桜井市埋蔵文化財発掘調査報告書第３８集，桜井市教育委員会．

ｐ．３２５−３３６．
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第８節　池田古墳における種実同定

第４３０図　池田古墳の種実

第２８表　池田古墳における種実同定結果

備考個　数部　位
分　　類　　群

登録番号
和　　名学　　　名

刺２１種子ノブドウAmpelopsis brevipedunculata var. heterophylla Hara２００９１５９　７
２核クマノミズキCornus brachypoda C. A. Mey.（試料１）
６種子（完形）ハスNelumbo  nucifetra Gaertn.
１　　（破片）
１果実クマシデ属Carpinus２００９１５９　８
３種子カジノキBroussonetia papyrifera Vent. （試料２）
１種子アカメガシワMallotus japonicus Muell. et Arg.
３種子ノブドウAmpelopsis brevipedunculata var. heterophylla  Hara
２２種子ブドウ属Ｖｉｔｉｓ
５種子（破片）ブドウ科Ｖｉｔａｃｅａｅ
１４７３核クマノミズキCornus  brachypoda C. A. Mey.
４６　　 （破片）
１果実カヤツリグサ科Ｃｙｐｅｒａｃｅａｅ
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第９節　池田古墳出土埴輪の蛍光Ｘ線分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三辻　利一

１．はじめに
　埴輪は古墳の造営直後に並べられた祭祀道具である。各古墳についてみると、その製作時期も古墳時

代の限られた時期に作られたものであろう。また、古墳自体、地方豪族の首長の墳墓であるから、埴輪

を作る場所も古墳ごとにある程度限定されたと考えられる。このように、時期的にも、場所的にもある

程度限定されたところで製作された土器遺物の生産・供給問題の研究は比較的取扱い易い。したがって、

種々の土器遺物の中では、埴輪は生産・供給問題の研究対象としては絶好の蛍光Ｘ線分析の対象である。

　池田古墳には大量の埴輪が並べられていた。これらの埴輪が同じ地域内で作られておれば、その胎土

の化学特性も殆ど同じであるはずである。もし、外部地域から供給された埴輪が含まれておれば、蛍光

Ｘ線分析によって、容易に検出できるはずである。また、複数の胎土の埴輪があれば、それらの埴輪の

配置場所と胎土との関係もわかる。したがって、埴輪の配置に関する情報から、埴輪がどのようにして

並べられたのかを知る手がかりも得られ、埴輪研究に新しい領域を開くことになる。本報告では、池田

古墳から出土した２７４点の埴輪の分析データとともに、岡田２号墳などの周辺の古墳から出土した埴輪の

蛍光Ｘ線分析の結果についても報告する。

２．分析方法
　埴輪の小破片試料はタングステンカーバイド製乳鉢の中で、１００メッシュ以下に粉砕された。粉末試

料は電動式圧縮機で、塩化ビニル製リングを枠にして高圧をかけてプレスし、内径２０㎜、厚さ５㎜の錠

剤試料を作成し、蛍光Ｘ線分析用の試料とした。

　蛍光Ｘ線分析には大阪大谷大学に設置されている理学電機製ＲＩＸ２１００（波長分散型）を使用した。こ

の装置には、TAP、Ge、LiFの３枚の分光結晶と、ガスフロー比例計数管とシンチレーションカウンター

の二つの検出器が装備されており、コンピュータの制御によって、自動的に交換できる完全自動式の分

析装置である。また、５０試料が同時に搭載できる自動試料交換器も連結されている。したがって、デー

タの打ち出しや試料交換も自動的にできる。このような装置でないと、大量の土器遺物の分析を必要と

する、土器遺物の生産・供給問題の研究を遂行することは困難である。使用したＸ線管球はＲｈ管球（出

力３．０ｋＷ）であり、使用条件は５０ｋＶ、５０ｍＡである。Ｎａ、Ｋ、Ｃａ、Ｆｅ、Ｒｂ、Ｓｒの６元素の蛍光Ｘ線

強度を測定した。１試料の測定時間は約６～７分である。定量分析のための標準試料として、日本の地

質調査所が調整した岩石標準試料ＪＧ‐１Ａを使用した。分析値はＪＧ‐１Ａの各元素の蛍光Ｘ線強度で標準化

した値で表示した。土器遺物の生産・供給問題の研究は１０年を超える長期間にわたる研究であるので、

検量線法よりも、特定の標準試料による標準化法のほうが種々の点で便利である。筆者はこの研究の当

初から、ＪＧ‐１Ａによる標準化法を採用している。

３．分析結果
　今回分析した全試料の分析値は第３１表～第３５表にまとめてある。このうち、謂１～謂７２までの試料を

取り出し、試験的に両分布図を作成してみた。第４３２図にはＫ‐Ｃａ、Ｒｂ‐Ｓｒ分布図を示す。殆どの試料は
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第９節　池田古墳出土埴輪の蛍光X線分析

第２９表　分析試料一覧（１）

遺　　　　　　構地区器　　種報告
番号

試料
番号遺　　　　　　構地区器　　種報告

番号
試料
番号

前方部南側１段目テラス南円筒埴輪３２８２前方部南側２段目斜面南円筒埴輪２１
前方部南側１段目テラス南朝顔形埴輪３３８３前方部南側２段目斜面南円筒埴輪１１２
前方部南側１段目テラス南朝顔形埴輪３５８４前方部南側１段目テラス南朝顔形埴輪３４３
前方部南側１段目テラス南朝顔形埴輪３６８５前方部南側１段目テラス南丹後型円筒埴輪３８４
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪４１８６前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪５８５
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪４４８７前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪６９‐１６
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪４５８８前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪６９‐２７
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪４６８９前方部南側１段目テラス埴輪列南朝顔形埴輪１３５８
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪４７９０前方部南側１段目テラス埴輪列南朝顔形埴輪１３６９
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪５０９１前方部南側１段目テラス埴輪列南朝顔形埴輪１３７１０
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪５３９２区画溝南円筒埴輪１９５１１
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪５４９３区画溝南朝顔形埴輪２４２１２
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪５６９４区画溝南朝顔形埴輪２４３１３
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪５９９５区画溝南朝顔形埴輪２４４１４
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪６１９６区画溝南朝顔形埴輪２４７１５
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪６３９７南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２５８１６
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪６５９８南造り出し南円筒埴輪２８６１７
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪６８９９南造り出し南円筒埴輪２８７１８
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪７０１００南造り出し南円筒埴輪２９８１９
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪７４１０１南造り出し南朝顔形埴輪４０４２０
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪７７１０２南造り出し南朝顔形埴輪４０５２１
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪７８１０３南造り出し南壺形埴輪４１８２２
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪７９１０４南造り出し南壺形埴輪４２０２３
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪８０１０５南造り出し南壺形埴輪４２２２４
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪８１１０６南造り出し南壺形埴輪４２３２５
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪８２１０７南渡土堤南円筒埴輪４２６２６
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪８４１０８南渡土堤南朝顔形埴輪４９６２７
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪８５１０９南渡土堤南丹後−因幡型円筒埴輪５１７２８
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪８６１１０南周濠南丹後−因幡型円筒埴輪５４１２９
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪８８１１１前方部北側１段目斜面南円筒埴輪５５４３０
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪８９１１２北造り出し北円筒埴輪６１９３１
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪９２１１３北造り出し北円筒埴輪６２８３２
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪９４１１４北造り出し北円筒埴輪６３６３３
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪９６１１５北渡土堤北円筒埴輪６４５３４
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪９７１１６北渡土堤北円筒埴輪６４６３５
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪９８１１７北渡土堤北円筒埴輪６４８３６
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１０２１１８北渡土堤北円筒埴輪６７０３７
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１０３１１９北渡土堤北端部北円筒埴輪６７７３８
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１０８１２０北渡土堤北端部北円筒埴輪６７８３９
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１０９１２１北渡土堤北端部北円筒埴輪６８４４０
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１１０１２２北渡土堤北端部北円筒埴輪６９５４１
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１１２１２３北渡土堤北端部北朝顔形埴輪６９９４２
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１１３１２４北渡土堤北端部北朝顔形埴輪７０５４３
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１１４１２５北渡土堤北端部北壺形埴輪７０７４４
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１１６１２６北渡土堤北端部北壺形埴輪７０８４５
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１１８１２７南造り出し南水鳥形埴輪７３７４６
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１１９１２８南造り出し南水鳥形埴輪７４４４７
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１２１１２９南造り出し南水鳥形埴輪７４６４８
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１２２１３０南造り出し南水鳥形埴輪７４８４９
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１２６１３１南造り出し南水鳥形埴輪７５０５０
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１３０１３２南造り出し南水鳥形埴輪７５１５１
前方部南側１段目テラス埴輪列南円筒埴輪１３４１３３南周濠南水鳥形埴輪７５７５２
前方部南側１段目斜面南円筒埴輪１４１１３４南周濠南水鳥形埴輪７５８５３
前方部南側１段目斜面南円筒埴輪１４２１３５前方部南側１段目斜面南水鳥形埴輪７５９５４
前方部南側１段目斜面南円筒埴輪１６７１３６南周濠南水鳥形埴輪７６０５５
前方部南側１段目斜面南円筒埴輪１６８１３７南渡土堤南水鳥形埴輪７６２５６
前方部南側１段目斜面南朝顔形埴輪１７２１３８南渡土堤南水鳥形埴輪７６３５７
前方部南側１段目斜面南朝顔形埴輪１７６１３９南造り出し南家形埴輪８９０５８
区画溝南円筒埴輪１８４１４０南造り出し南家形埴輪８９７５９
区画溝南円筒埴輪２０９１４１南造り出し南家形埴輪８９８６０
区画溝南円筒埴輪２１５１４２南造り出し南家形埴輪８９９６１
区画溝南円筒埴輪２２２１４３南造り出し南家形埴輪９００６２
区画溝南朝顔形埴輪２４８１４４南造り出し南家形埴輪９０２６３
区画溝南朝顔形埴輪２４９１４５南造り出し南家形埴輪９０３６４
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２５５１４６南造り出し南家形埴輪９１３６５
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２５６１４７南造り出し南家形埴輪９１４６６
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２５７１４８南造り出し南柵形埴輪１０５４６７
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２５９１４９前方部南側１段目斜面南柵形埴輪１０８６６８
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２６０１５０南造り出し南柵形埴輪１０９２６９
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２６１１５１南造り出し南柵形埴輪１１０８７０
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２６２１５２南周濠南柵形埴輪１１３０７１
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２６３１５３北周濠北盾形埴輪１１５０７２
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２６４１５４北造り出し北小型壺１１８１７３
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２６６１５５北造り出し北小型高坏１２３６７４
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２６８１５６比較土壌サンプル７５
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２６９１５７前方部南側２段目斜面南円筒埴輪１７６
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２７０１５８前方部南側２段目斜面南円筒埴輪５７７
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２７１１５９前方部南側１段目テラス南円筒埴輪１７７８
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２７２１６０前方部南側１段目テラス南円筒埴輪１９７９
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２７３１６１前方部南側１段目テラス南円筒埴輪３０８０
南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２７４１６２前方部南側１段目テラス南円筒埴輪３１８１
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第６章　分析・鑑定

第３０表　分析試料一覧（２）

遺　　　　　　構地区器　　種報告
番号

試料
番号遺　　　　　　構地区器　　種報告

番号
試料
番号

北渡土堤北端部北円筒埴輪６８３２３１南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２７５１６３
北渡土堤北端部北円筒埴輪６８７２３２南造り出し　北側埴輪列南円筒埴輪２７６１６４
北渡土堤北端部北円筒埴輪６９１２３３南造り出し　西側埴輪列南円筒埴輪２７７１６５
北渡土堤北端部北円筒埴輪６９３２３４南造り出し　西側埴輪列南円筒埴輪２７８１６６
北渡土堤北端部北円筒埴輪６９７２３５南造り出し　西側埴輪列南円筒埴輪２７９１６７
北渡土堤北端部北朝顔形埴輪７０１２３６南造り出し　西側埴輪列南円筒埴輪２８０１６８
北渡土堤北端部北壺形埴輪７１１２３７南造り出し　西側埴輪列南円筒埴輪２８１１６９
北周濠北円筒埴輪７１５２３８南造り出し　西側埴輪列南円筒埴輪２８２１７０
北周濠北朝顔形埴輪７２０２３９南造り出し　西側埴輪列南円筒埴輪２８３１７１
南造り出し南家形埴輪８９８２４０南造り出し　西側埴輪列南円筒埴輪２８４１７２
南造り出し南家形埴輪８９９２４１南造り出し　西側埴輪列南円筒埴輪２８５１７３
南造り出し南家形埴輪９０２２４２南造り出し南円筒埴輪３０８１７４
南造り出し南家形埴輪９０４２４３南造り出し南円筒埴輪３１１１７５
南造り出し南家形埴輪９１８２４４南造り出し南円筒埴輪３２５１７６
南造り出し南家形埴輪９２０２４５南造り出し南円筒埴輪３３０１７７
南造り出し南家形埴輪９２５２４６南造り出し南円筒埴輪３３１１７８
南造り出し南家形埴輪９３８２４７南造り出し南円筒埴輪３７５１７９
南造り出し南家形埴輪９４１２４８南造り出し南円筒埴輪３９９１８０
南造り出し南家形埴輪９４９２４９南造り出し南朝顔形埴輪４０６１８１
南造り出し南家形埴輪９５６２５０南造り出し南朝顔形埴輪４０８１８２
南造り出し南家形埴輪９６１２５１南造り出し南朝顔形埴輪４０９１８３
南造り出し南家形埴輪９６３２５２南造り出し南朝顔形埴輪４１０１８４
南造り出し南家形埴輪９６４２５３南造り出し南朝顔形埴輪４１１１８５
南造り出し南家形埴輪９７３２５４南造り出し南壺形埴輪４１９１８６
南造り出し南家形埴輪９７７２５５南造り出し南壺形埴輪４２４１８７
南造り出し南家形埴輪９７８２５６南渡土堤南円筒埴輪４５７１８８
南造り出し南家形埴輪９８３２５７南渡土堤南円筒埴輪４６１１８９
南造り出し南家形埴輪９９６２５８南渡土堤南朝顔形埴輪４９８１９０
南造り出し南家形埴輪９９７２５９南渡土堤南朝顔形埴輪５０５１９１
南造り出し南家形埴輪１００３２６０南渡土堤南朝顔形埴輪５０９１９２
南造り出し南家形埴輪１０２２２６１南渡土堤南壺形埴輪５１０１９３
南造り出し南家形埴輪１０２３２６２南渡土堤南壺形埴輪５１２１９４
南造り出し南家形埴輪１０２４２６３南渡土堤南壺形埴輪５１３１９５
北造り出し南家形埴輪１０５０２６４南周濠南円筒埴輪５２５１９６
南造り出し南柵形埴輪１０６３２６５南周濠南円筒埴輪５３２１９７
南造り出し南柵形埴輪１０８２２６６南周濠南朝顔形埴輪５３６１９８
南造り出し南柵形埴輪１０８５２６７南周濠南壺形埴輪５４０１９９
南造り出し南柵形埴輪１０９０２６８前方部北側１段目斜面北円筒埴輪５４４２００
南造り出し南柵形埴輪１０９３２６９前方部北側１段目斜面北円筒埴輪５４６２０１
南造り出し南柵形埴輪１１０３２７０前方部北側１段目斜面北円筒埴輪５４８２０２
南造り出し南柵形埴輪１１０６２７１前方部北側１段目斜面北円筒埴輪５５２２０３
北周濠北柵形埴輪１１４１２７２前方部北側１段目斜面北円筒埴輪５５６２０４
南造り出し南囲形埴輪１１４２２７３前方部北側１段目斜面北朝顔形埴輪５５８２０５
前方部南側１段目斜面南囲形埴輪１１４３２７４前方部北側１段目斜面北朝顔形埴輪５６２２０６

加都車塚古墳

参
考
試
料
（
周
辺　

古
墳
）

２７５前方部北側３段目斜面北朝顔形埴輪５６５２０７
加都車塚古墳２７６前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５６７２０８
冑塚古墳２７７前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５６９２０９
冑塚古墳２７８前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５７２２１０
茶すり山古墳２７９前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５７３２１１
茶すり山古墳２８０前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５７４２１２
長塚古墳２８１前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５７８２１３
長塚古墳２８２前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５８０２１４
船宮古墳２８３前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５８４２１５
船宮古墳２８４前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５８８２１６
森向山１号墳２８５前方部北側１段目テラス埴輪列北円筒埴輪５９４２１７
森向山１号墳２８６前方部北側１段目斜面北円筒埴輪５９７２１８
岡田２号墳２８７前方部北側１段目斜面北円筒埴輪６０１２１９
岡田２号墳２８８前方部北側１段目斜面北朝顔形埴輪６０６２２０
岡田２号墳　８７００２２２８９石敷き遺構北円筒埴輪６１２２２１
岡田２号墳　８７００２２２９０北造り出し北円筒埴輪６２１２２２
岡田２号墳　８７００２２　２９１北造り出し北円筒埴輪６２９２２３
岡田２号墳　８７００２２２９２北造り出し北朝顔形埴輪６３８２２４
岡田２号墳　８７００２２２９３北造り出し北朝顔形埴輪６４１２２５
岡田２号墳　８７００２２２９４北渡土堤北円筒埴輪６４９２２６
岡田２号墳　８７００２２２９５北渡土堤北円筒埴輪６５９２２７
岡田２号墳　８７００２２２９６北渡土堤北円筒埴輪６６３２２８
岡田２号墳　８７００２２２９７北渡土堤北丹後−因幡型円筒埴輪６７３２２９
岡田２号墳　８７００２２２９８北渡土堤北端部北円筒埴輪６８１２３０
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両分布図でまとまって分布していることがわかる。これらの埴輪は同じ地域内で作られた可能性が高い。

これらの試料を包含して、在地領域とした。その理由はこの領域内に池田古墳周辺の土壌試料も分布し

たからである。そうすると、多くの埴輪は在地産の埴輪であることがわかる。しかし、番号を付した１０

点ばかりの埴輪は明らかに両分布図で在地領域をずれて分布し、在地産の埴輪とは異なる胎土をもつこ

とを示している。在地産と推定された埴輪の多くはＲｂ‐Ｓｒ分布図では在地領域の左側に偏って分布する

が、在地領域の右側の領域に偏って分布する少数派の埴輪もあることがわかる。両者は同じ地域内の別

場所で作られた埴輪である可能性があるので、ここではＳｒが比較的少ない前者をＡ群、Ｓｒが比較的多い

後者をＢ群と分類した。便宜上、Ｓｒが０．６以下をＡ群、０．７５以上をＢ群、両者の中間のＳｒが０．６～０．７５で

ある埴輪はどちらの群へ帰属させてよいのか判断できないので、Ａ・Ｂ群とした。これらの埴輪が仮に、

同じ地域内の別場所で作られた埴輪であるとすると、少なくとも地元では３か所で埴輪を焼成したこと

になる。なお、９点の異質の胎土を持つ埴輪を搬入品とし、№６と№６８を搬入品？とした。分類結果は

第３１表・第３２表にも記載されている。

第９節　池田古墳出土埴輪の蛍光X線分析

第４３１図　分析対象古墳

― ―４９３
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　つぎに、これらの埴輪の素材となった粘土の堆積環境（堆積場所、堆積年代など）に関する情報を

探ってみた。第４３３図には南地区、北地区の７２点の埴輪試料のＫ‐Ｒｂ、Ｃａ‐Ｓｒの両相関図を示してある。

Ｋ‐Ｒｂ相関図では勾配（１：１）の直線にそって試料集団が分布することがわかる。主成分元素Ｋと微量

元素Ｒｂの間には正の相関性があることがわかる。異質の胎土をもつ９点の埴輪は他の試料集団から離

れて分布し、化学特性が明らかに異なることを示している。通常、花崗岩類を分析すると、試料集団は

勾配（１：１）の直線沿いに分布し、主成分元素Ｋと微量元素Ｒｂは正の相関性があることを示す。この

ことは花崗岩類に含まれるＫの殆どはカリ長石に含まれていたものと仮定すると、カリ長石の結晶中に、

主成分元素Ｋと微量元素Ｒｂが一定の比率で包含されていたことを意味する。埴輪試料も勾配が（１：１）

の直線沿いに正の相関性をもって分布しており、母岩の化学特性が風化して生成した粘土にも残されて

いることを示している。

　他方、Ｃａ‐Ｓｒ相関図では異質の胎土をもつ９点の埴輪は他の試料集団から離れて分布し、化学特性は

他の試料集団の埴輪とは明らかに異なることを示している。在地産とみられる埴輪の試料集団は勾配が

（１：１）と（１：３）の直線に挟まれた領域にばらついて分布する。それでも、ＣａとＳｒの間には正の

相関性が残っていることがわかる。花崗岩類を分析すると、ＣａとＳｒも勾配（１：１）の直線に沿って正

の相関性をもって分布する。花崗岩類中の主成分元素Ｃａも殆どが斜長石に含まれていたと仮定すると、

花崗岩類に含まれる斜長石の結晶中に、主成分元素Ｃａと微量元素Ｓｒが一定の比率で包含されていたこ

とを意味する。多くの埴輪試料は勾配が（１：１）と（１：３）の直線の間に分布することは、母岩に

比べて、素材粘土中に微量元素Ｓｒが主成分元素Ｃａに比べて増加したことを示している。このことは母

岩が風化して粘土を生成する過程で斜長石がカリ長石よりも早く分解し、溶液中に溶け出した微量元素

Ｓｒが粘土化の過程で何らかの形で粘土中に取り込まれたことを示している。

　両相関図における試料集団の分布は粘土の堆積環境の違いを表している可能性がある。カリ長石も風

化溶解する過程で微量元素Ｒｂも溶出するが、生成する粘土に取り込まれ難く、風化の際、溶解せず残っ

たカリ長石の微粒子がそのまま粘土中に残されたため、Ｋ‐Ｒｂ相関図では勾配が（１：１）の直線沿い

に試料集団は分布することになったと解釈された。また、第４３３図のＣａ‐Ｓｒ相関図でも、異質の胎土をも

つ９点の円筒埴輪は（１：１）の勾配の直線よりも上側に大きくばらついて分布することがわかる。こ

のことはこれらの埴輪の素材粘土の母岩が在地産とみられる他の多くの埴輪の素材粘土の母岩とは異な

ることを示すのみならず、９点の埴輪も大きくばらついて分布することは堆積環境の異なる粘土も混

ざっていることを示している。これらの埴輪の胎土にはＫ、Ｒｂが比較的少なく、逆に、Ｃａ、Ｓｒが比較

的多いところから、玄武岩系の岩石に由来する粘土を素材とした可能性がある。したがって、異質の胎

土をもつ９点の埴輪は外部地域で作られた搬入品であると考えられた。これに対して、在地産とみられ

る多くの埴輪は勾配が（１：１）と（１：３）の直線に囲まれた領域に正の相関性を持って分布する。

土壌試料も埴輪の試料集団に混ざって分布していることがわかる。同じ母岩（花崗岩類と考えている）

に由来する粘土が素材となったとみられるが、データのばらつきは堆積環境が異なる粘土が混ざってい

ることを示していると考えられる。それが原因で小さな地域差となって表れたのである。その結果、Ａ

群埴輪とＢ群埴輪に分類されることになったのである。Ａ群埴輪とＢ群埴輪は同じ地域内の別場所で作

られた埴輪であると考えられる。

　ここで、南地区と北地区に並べられた埴輪には円筒系埴輪だけではなく、水鳥形埴輪、柵形埴輪、盾

形埴輪、家形埴輪などの形象埴輪が含まれるので、埴輪の器種別に分布図を作成してみた。
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　まず、円筒系埴輪からみてみよう。その場合、円筒埴輪と朝顔形埴輪・壺形埴輪・丹後−因幡型円筒

埴輪をまとめて円筒系埴輪として取り扱った。これまでの研究では、これらの形式の埴輪の胎土は類似

している例が多いからである。このことは多くの場合、朝顔形埴輪や壺形埴輪は円筒埴輪と同じところ

で焼成されたことを示唆している。円筒系埴輪は古墳の南地区と北地区に分かれて並べられているので、

南地区の円筒系埴輪と北地区の円筒系埴輪にわけて分布図を作成した。

　第４３４図には南地区に配置された円筒系埴輪のＫ‐Ｃａ、Ｒｂ‐Ｓｒの両分布図を示す。殆どの円筒系埴輪は

まとまって在地領域に分布しており、池田古墳の周辺で作られた埴輪であることを示している。№２５、

№２６の２点の埴輪は外部地域から持ち込まれた可能性のある埴輪である。製作技法でも他の円筒埴輪と

異なるかどうかが問題となる。他の円筒埴輪はすべて、在地産の埴輪と推定される。在地産と推定され

る円筒系埴輪も第４３４図のＲｂ‐Ｓｒ分布図をみると、在地領域の左側の領域に偏って分布する試料群と右

側の領域に偏って分布する試料群があることがわかる。第３１表より、Ａ群と分類された円筒系埴輪は９

点、Ｂ群と分類された円筒埴輪は１１点、その中間のＡ・Ｂ群と分類された円筒系埴輪は７点である。Ａ・

Ｂ群に分類された埴輪の中に型式からみて丹後−因幡型と考えられる３点の埴輪が含まれている。これ

ら３点の丹後−因幡型埴輪は同じ場所で作られた埴輪であることを示している。このことから、Ａ・Ｂ

群と分類された埴輪は同じ地域内でも、Ａ群埴輪やＢ群埴輪とは別場所で作られた埴輪である可能性が

出てきた。土壌試料がＡ群に帰属することは注目される。

　第４３５図には古墳の北地区に配置された円筒系埴輪の両分布図を示す。在地領域に分布する試料と、在

地領域に分布しない埴輪の２群に分かれる。Ｋ‐Ｃａ分布図で在地領域からずれて分布している№３５、

３６、３８、３９、４０、４１、４４の７点の円筒系埴輪はいずれも搬入品と推定される埴輪である。なお、№３３、

３７、４３の３点の埴輪はＫ‐Ｃａ分布図では在地領域に分布するものの、Ｒｂ‐Ｓｒ分布図では在地領域から少

しずれて分布している。これら３点の埴輪にはＦｅ量が他の円筒系埴輪に比べて多く、Ａ群埴輪であると

するには問題があるが、基本的には在地産の円筒系埴輪であると考えられる。この結果、在地産Ａ群埴

輪とされるのはＲｂ‐Ｓｒ分布図で在地領域に分布する５点の円筒埴輪だけである。ここで、注目されるの

は、北地区に並べられた円筒埴輪には在地産がわずか５点で、外部地域から持ち込まれたと推定される

円筒系埴輪が７点もあり、在地産の埴輪の数を上回る点である。搬入品と推定される埴輪が古墳の北地

区に多く配置されているという点が注目される。３点のＦｅ量の多い在地産の円筒系埴輪を加えると、外

見上、赤褐色の円筒系埴輪が南地区には２点しか配置されていなかったのに対して、北地区では１０点も

配置されていた点も注目される。これらの事実は埴輪をでたらめに並べた訳ではなく、古墳での個々の

埴輪の配置場所を考慮して並べた結果であると考えられる。

　南地区には形象埴輪が並べられている。第４３６図には南地区に並べられた家形埴輪の両分布図を示す。

すべての家形埴輪は在地領域に分布し、多くの円筒系埴輪と同じ胎土をもつ埴輪であることがわかる。

多くの家形埴輪の分布領域はＳｒが比較的少ないＡ群埴輪の分布領域に重なる。多くの家形埴輪はＡ群型

の円筒系埴輪と同じ素材粘土で作られた在地産の埴輪であると考えられる。外見上も灰白色である。し

かし、少数派のＢ群に帰属する家形埴輪は２点である。家形埴輪も円筒系埴輪と同様、Ａ、Ｂの２か所で

作っていたことになる。

　この結果、家形埴輪も含めて、円筒系埴輪は南地区には在地産、Ａ群埴輪が多数派を占めることにな

る。Ｂ群埴輪は少数派である。北地区にも、Ｂ群の円筒系埴輪はなく、在地産と推定された埴輪の胎土は

Ａ群型であった。そして、搬入品とみられる埴輪は南地区には少なく、北地区に多いことがわかった。
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　つぎに、他の形象埴輪の胎土をみてみよう。家形埴輪も含めて、形象埴輪は圧倒的に南地区に多い。

第４３７図には水鳥形埴輪の両分布図を示す。水鳥形埴輪も古墳の南地区にしか配置されていない。両分

布図でよくまとまって分布しており、同じ粘土を素材として作られた埴輪である。そこで、比較対照の

領域として、すべての水鳥埴輪を包含するようにして、水鳥領域を描いてある。そうすると、土壌試料

も両分布図で水鳥領域に対応することが注目される。また、水鳥領域はそっくりそのまま、円筒埴輪の

在地領域に入り、在地産の埴輪であることを示している。Ａ群埴輪の分布領域にほぼ重なる。Ｆｅ量も

比較的少なく、外見上も灰白色である。もし、水鳥埴輪が在地産であれば、Ａ群型の円筒埴輪を製作し

た場所の近くで作られた可能性がある。

　第４３８図には柵形埴輪と盾形埴輪の両分布図を示す。搬入品？と推定される№６８の１点は両分布図で

在地領域をずれるが、他の４点の柵形埴輪と１点の盾形埴輪は水鳥領域に分布し、水鳥形埴輪と同じ素

材粘土を使い、同じところで作られた埴輪であると考えられる。№６８の１点の柵形埴輪にはＣａ、Ｓｒが少

なく、水鳥領域はもちろん、円筒系埴輪の在地領域からもずれる。外部から持ち込まれた埴輪である可

能性がある。埴輪の製作技法が他の柵形埴輪や円筒系埴輪とは異なる可能性があるので、製作技法につ

いても他の柵形埴輪や円筒系埴輪と比較することが必要である。かくして、形象埴輪もその胎土はＡ群

型であることがわかった。

　以上の結果、池田古墳の南地区と北地区に並べられた埴輪の多くは胎土分析のデータからは在地産の

埴輪であると考えられた。しかも、Ａ群型胎土をもつ埴輪が多数派であった。Ａ群型胎土をもつ埴輪を

作った場所が池田古墳の埴輪の主要な生産地であったことがわかる。しかし、Ｆｅ量が多く、外見上から

も明らかに在地産の埴輪の胎土とは異なる埴輪があり、これらの埴輪は長石系因子からみても、外部地

域から持ち込まれた埴輪であると推定された。製作技法でも在地産と推定される埴輪との比較検討が必

要である。外部地域から持ち込まれたと推定される埴輪はどの地域で作られた埴輪であるのかは目下の

ところ、不明である。また、在地産と推定される埴輪でも、Ｂ群胎土の円筒系埴輪は南地区に多いが、

形象埴輪は殆どが南地区に並べられており、その胎土はＡ群型胎土である。その結果、全体として、南

地区にはＡ群型胎土を持つ埴輪が多数派である。他方、北地区には形象埴輪は殆どなく、円筒系埴輪の

胎土もＡ群かＡ・Ｂ群であり、Ｂ群型胎土の埴輪は見当たらないことがわかった。そして、搬入品と推定

された埴輪が北地区に多いことも注目される。この結果、古墳の南地区と北地区で埴輪の生産地による

違いがあることが明らかになった。このことは何を意味するのかは考古学的見地からも考察されるべき

興味ある問題である。今後に残された研究課題である。

　なお、２点の土師器の両分布図を第４３９図に示す。比較対照の領域として在地領域を描いてあるが、両

分布図における分布位置からみて、在地産の埴輪胎土とも少し異なる。在地産の埴輪とは別場所で焼成

された土師器である。しかし、その分布位置は在地領域の端であり、地元のどこかで焼成されたもので

あろう。このように、同一古墳から出土する埴輪と土師器の胎土は別々である場合が多い。このことは

一般的に埴輪と土師器は別場所で作ることを意味する。なお、小型壺、小型高坏は分析した６元素から

みても類似しており、同じ生産地の製品と推定された。

　また、円筒系埴輪の中には、型式からみて丹後−因幡型円筒埴輪が３点（№４、２８、２９）含まれてい

るが、胎土分析では在地産と推定された他の円筒系埴輪と同じ胎土であった。しかし、在地産Ａ群でも、

Ｂ群でもなく、Ａ・Ｂ群と分類された点が注目される。同じ地域内でも、Ａ群埴輪やＢ群埴輪とは別場所

で作られた可能性もある。このことは丹後あるいは因幡地域で埴輪を製作した経験をもつ工人が池田古
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墳の埴輪を製作した工人集団の中に混ざっていたことになる。このことを確認するためには、今後、両

地域の古墳から出土した、典型的な丹後−因幡型円筒埴輪の小破片を分析しておくことが必要である。

　なお、念のため、南地区、北地区に並べられた埴輪の両相関図を次に示す。第４４０図には、南地区に並

べられた円筒系埴輪の両相関図を示す。Ｋ‐Ｒｂ相関図では２点の搬入品と推定される埴輪を含めて、勾

配（１：１）の直線にそって正の相関性を持って分布する。Ｃａ‐Ｓｒ相関図では２点の搬入品埴輪は勾配

（１：１）の直線の上側に分布し、在地産の埴輪の胎土とは明らかに異なることを示している。また、Sr

が０．６以下のＡ群埴輪は少なく、多くの埴輪はＢ群埴輪であり、また、Ａ・Ｂ群埴輪も含まれる。これら

の分布図では円筒埴輪、朝顔形埴輪、壺形埴輪は胎土からみて区別しがたいことがわかる。第４４１図に

は、北地区の円筒埴輪の両相関図を示す。Ｋ‐Ｒｂ相関図では南地区の埴輪に比べて、Ｋ、Ｒｂが比較的少

ないことが第４４０図と比較すればわかる。また、Ｃａ‐Ｓｒ相関図から、在地産Ｂ群に帰属する埴輪は１点も

ないことがわかる。異質の胎土をもつ７点の埴輪は勾配が（１：１）の直線の上側に分布し、他の埴輪

の胎土とは異なることを示している。　　　　　　　　　　　　　　　

　第４４２図には、水鳥埴輪などの形象埴輪の両相関図を示す。Ｋ‐Ｒｂ相関図では南地区の円筒埴輪に比べ

て、Ｋ、Ｒｂが比較的少ない埴輪であることが第４４０図のＫ‐Ｒｂ相関図と比較すればわかる。また、Ｃａ‐Ｓｒ

相関図ではＳｒが０．６以下の埴輪が殆どで、明らかに、Ｂ群埴輪とは別場所で作られた埴輪であることが

わかる。Ａ群埴輪を作った近くで、水鳥埴輪が作られた可能性が高い。在地産と推定される埴輪は両相

関図でも分布が類似している点も注目される。

　つぎに、試料番号７６以降の埴輪の分析データは第３２表～第３５表にまとめられている。これらの埴輪の

うち、まず、古墳の前方部に並べられた埴輪の胎土からみてみよう。

　前方部南側１段目テラスに並べられた埴輪の両分布図を第４４３図に示す。殆どの埴輪は両分布図で在

地領域に分布することがわかる。異質の胎土をもつ埴輪はない。試料集団のＲｂ‐Ｓｒ分布図での分布から、

Ａ群埴輪が多いが、Ｂ群埴輪も含まれることがわかる。分類結果は第３１表～第３４表に記載されている。

両相関図は第４４４図に示す。多くの埴輪はＡ群埴輪であり、Ｂ群埴輪は少ないことがわかる。Ａ・Ｂ群と

された埴輪もある。前方部南側２段目斜面の２点の埴輪胎土もＡ群型胎土であり、前方部南側１段目斜

面の埴輪の胎土は多数派のＡ群型胎土の埴輪が３点と少数派のＢ群型胎土の埴輪が３点並べられてい

る。

　他方、前方部北側１段目テラスおよび１段目斜面に並べられた埴輪の両分布図を第４４５図に示す。明ら

かに、Ａ群埴輪が多く、Ｂ群埴輪が少ないことがわかる。第４４６図には、両相関図を示す。殆どがＡ群埴

輪でＢ群埴輪はないことがわかる。Ｓｒの多い３点の埴輪はＡ・Ｂ群である。そうすると、古墳の前方部テ

ラスでは南側も、北側も多数派のＡ群型胎土の埴輪が多く並べられており、少数派のＢ群型胎土の埴輪

は少ないことがわかる。Ａ・Ｂ群埴輪も少数ある。

　つぎに、造り出しに並べられていた埴輪の胎土をみてみよう。南造り出し出土埴輪の両分布図を第４４７

図に示す。円筒埴輪、朝顔形埴輪と壺形埴輪があるが、すべて在地産の胎土を持つ埴輪である。第３３表

～第３４表から、Ａ群型胎土の円筒埴輪が１点、Ｂ群型胎土の円筒埴輪が４点で、５点の朝顔形埴輪と２

点の壺形埴輪の胎土はすべて、Ａ・Ｂ群である。多数派のＡ群型胎土の埴輪が南造り出し部では少ない点

が注目される。両相関図は第４４８図に示す。しかし、南造り出し部に並べられた７点の柵形埴輪の胎土は

Ａ群である。

　南造り出し北側に並べられた埴輪の両分布図を第４４９図に示す。また、両相関図を第４５０図に示す。第
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３３表より、Ａ群型胎土の埴輪は１１点、Ｂ群胎土の埴輪は３点、Ａ・Ｂ群型胎土の埴輪は５点で、北側では

多数派のＡ群型胎土の埴輪が多いことがわかる。

　南造り出し西側に並べられた埴輪の両分布図は第４５１図に示す。Ｂ群型胎土の埴輪は１点あるが、他の

８点の埴輪はすべて、Ａ群埴輪である。西側でもＡ群埴輪が多いことがわかる。かくして、造り出し部

では北側も西側も多数派のＡ群型胎土の埴輪が多く並べられていたが、南側には胎土による埴輪の多少

は認められず、柵形埴輪が８点も並べられていた点が注目される。

　第４５２図には、南造り出しに並べられた家形埴輪の両分布図を、また、第４５３図には両相関図を示す。

Ａ群埴輪は１１点、Ｂ群埴輪は９点、Ａ・Ｂ群埴輪は５点であり、３か所で作られた埴輪が並べられている。

家形埴輪は３か所で作っていた訳である。

　つぎに、南渡土堤出土埴輪の両分布図を第４５４図に、また、両相関図を第４５５図に示す。ここには円筒

埴輪、朝顔形埴輪と壺形埴輪が並べられている。胎土からみると、Ａ群埴輪はなく、Ｂ群埴輪が４点、

Ａ・Ｂ群埴輪が４点ある点が注目される。他方、北渡土堤と北渡土堤北端ではＡ群埴輪が３点、Ｂ群埴輪

が１点で、他の７点の埴輪は異質の胎土を持つ搬入された埴輪である。北渡土堤とその北端に並べられ

た埴輪の両分布図を第４５６図に、また、その両相関図を第４５７図に示す。外部地域からの搬入品がまとめ

て並べられている点が注目される。

　以上のように、南・北両渡土堤に並べられた埴輪の胎土は多数派のＡ群型胎土をもつ埴輪が少なく、

前方部や造り出しの古墳の主要部に並べられていた埴輪の胎土が多数派のＡ群型胎土であったこととは

異なる点である。また、搬入品の埴輪が北渡土堤にまとめて並べられていた点も注目される。この結果、

南渡土堤と北渡土堤では生産地の異なる埴輪が並べられていたのである。

　以上の結果、池田古墳に並べられた多数の埴輪の主力生産地はＡ群埴輪を製作したところであり、こ

の他に主力生産地の埴輪生産を補うようにして少数派のＢ群埴輪の生産地があり、さらに、それらを補

強するような形でＡ・Ｂ群生産地があったことがわかる。これらの埴輪はすべて、在地産の埴輪である。

その他に、ごく少数の、外部地域から搬入された埴輪があることがわかった。さらに、これらの生産地

で作られた埴輪の胎土と古墳での配置場所との関連性からみて、古墳に並べられた埴輪は任意に並べら

れたものではなく、何らかの意図が働いて、古墳の限定された場所に配置されたことも伺われる。どう

いう意図なのかは興味深い問題である。今後の研究課題である。

　ここで、池田古墳の周辺に分布する岡田２号墳などの他の古墳出土埴輪がどんな化学特性をもつのか

見てみよう。第３６表には、周辺の古墳出土埴輪の分析データを示す。

　まず、岡田２号墳出土埴輪の両分布図を第４５８図に、また、両相関図を第４５９図に示す。これらの図に

は森向山１号墳、船宮古墳出土埴輪の分析データもプロットしてある。

　岡田２号墳出土埴輪は両分布図でよくまとまって分布しており、１か所の生産地で製作された埴輪で

あることを示している。また、試料集団の両分布図での分布位置からみて、池田古墳出土埴輪の分析

データを解析するときに使用した在地領域にほぼ対応して分布しており、池田古墳の埴輪同様、在地産

の埴輪であるといえる。また、岡田２号墳の埴輪の試料集団の分布位置は池田古墳のＡ群、Ｂ群、Ａ・Ｂ

群の埴輪の分布位置とは少しずれて分布しており、在地産の埴輪であっても、池田古墳の埴輪の生産地

とは別場所で作られた埴輪である。岡田２号墳の周辺で作られた埴輪であると推定される。

　森向山１号墳の埴輪は２点しかないが、その分布位置は岡田２号墳の埴輪とも異なる。岡田２号墳の

埴輪とは別場所で作られた埴輪である。しかし、Ｋ‐Ｃａ分布図では岡田２号墳の埴輪と同様、在地領域
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にほぼ対応する位置に分布しており、在地産の埴輪であることは間違いない。森向山１号墳の周辺で作

られた埴輪であると考えられる。

　船宮古墳出土埴輪も２点しかないが、Ｋ‐Ｃａ分布図での分布位置は在地領域に対応しており、在地産

の埴輪であることを示している。しかし、２点の埴輪の両分布図での分布位置は岡田２号墳の埴輪の試

料集団とも、また、森向山１号墳出土埴輪の分布位置とも対応しない。地元の別場所で作られた埴輪で

あると推定される。やはり、他の古墳の埴輪と同様、船宮古墳周辺で作られた埴輪であると考えられる。

　第４６０図には、茶すり山古墳、加都車塚古墳、冑塚古墳、長塚古墳出土埴輪の両分布図を、また、第

４６１図には両相関図を示す。いずれの古墳出土埴輪も分析点数は少ないが、これらの古墳出土埴輪は両分

布図で在地領域に対応しており、在地産の埴輪であると推定される。また、これらの古墳出土埴輪の両

分布図での分布位置からみて、それぞれの古墳周辺で作られた埴輪であると考えられる。

　最後に、第４６０図・第４６１図の両相関図における埴輪試料の分布位置からみて、Ｋ‐Ｒｂ相関図では勾配

が（１：１）の直線沿いに正の相関性を残して分布しており、また、Ｃａ‐Ｓｒ相関図でも、池田古墳出土

埴輪や岡田２号墳埴輪と同様、勾配が（１：１）と（１：３）の直線に挟まれた領域にばらついて分布

する。試料集団の両相関図での分布の類似性からみて、同じ母岩に由来する粘土を素材としており、ま

た、類似した堆積環境で生成した粘土が素材となっていることが推察される。これらの点からみて、池

田古墳の周辺の古墳出土埴輪も在地産の粘土を素材として製作した埴輪であることが理解できる。また、

古墳ごとに埴輪胎土の化学特性が微妙に異なることから、素材粘土の堆積環境の違いが微妙な地域差と

なって、両分布図での分布位置の微妙なずれとなって表われたと考えられる。したがって、両相関図で

の試料集団の分布の違いは、素材粘土の堆積環境の違いを表している可能性が高い。いずれの古墳出土

埴輪も外部地域から搬入された埴輪ではなく、古墳周辺で作られた埴輪であると考えられる。ごく少数

であるが、池田古墳だけに外部地域から搬入された埴輪が検出された。今回得られた埴輪の胎土分析の

結果は今後、他の古墳や古墳群出土埴輪の胎土研究に刺激を与えることであろう。今後、新しい土器遺

物の研究法として、埴輪の考古科学的研究が新しい情報をもたらすことが期待される。

　なお、１基の古墳から出土した大量の埴輪を分析した例としては、山口県柳井市の柳井茶臼山古墳と

大阪府羽曳野市の矢倉古墳などがある。今後、このような研究例を集積していけば、埴輪研究に新しい

研究領域が開かれるであろう。

参考文献
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第６章　分析・鑑定

第３１表　分析結果一覧（１）

分類
結果ＮａＳｒＲｂＦｅＣａＫ地　　区地区報告

番号器種三辻研
№

試料
番号

Ａ０．１５１０．４０１０．５１５２．９３０．１４８０．５１５前方部南側２段目斜面南２円筒２６‐１１４１
Ａ０．１３９０．３７７０．５４８３．０４０．１７１０．５２１前方部南側２段目斜面南１１円筒２６‐１１５２
Ａ０．１８４０．５３７０．６０２１．７００．２１００．６０４前方部南側１段目テラス南３４朝顔２６‐１１６３
Ａ・Ｂ０．１９６０．６４７０．５６０１．９６０．３２４０．５４３前方部南側１段目テラス南３８丹後−因幡型２６‐１１７４
Ａ０．１４３０．３８４０．５３９３．３４０．２１１０．５０４前方部南側１段目埴輪列南５８円筒２６‐１１８５
搬入？０．０５１０．３３００．７６９３．０２０．１４４０．７１９前方部南側１段目埴輪列南６９‐１円筒２６‐１１９６
Ａ０．２０８０．５８６０．５５５２．０５０．２８１０．５５４前方部南側１段目埴輪列南６９‐２円筒２６‐１２０７
Ｂ０．２６２０．８７４０．６０６１．５５０．３１８０．６４７前方部南側１段目埴輪列南１３５朝顔２６‐１２１８
Ｂ０．２５３０．７５３０．６５４１．９８０．２９８０．６４６前方部南側１段目埴輪列南１３６朝顔２６‐１２２９
Ｂ０．２７８０．７８５０．６２２１．６２０．２７３０．６８０前方部南側１段目埴輪列南１３７朝顔２６‐１２３１０
Ａ０．１３６０．４８４０．４６８３．５６０．３１７０．４７５区画溝南１９５円筒２６‐１２４１１
Ｂ０．２５９０．８８９０．６２０１．３７０．３７２０．６３９区画溝南２４２朝顔２６‐１２５１２
Ｂ０．２６５０．８４８０．６５４１．６２０．３３４０．６２６区画溝南２４３朝顔２６‐１２６１３
Ｂ０．２４９０．９８３０．５８０１．８４０．４４２０．６１１区画溝南２４４朝顔２６‐１２７１４
Ａ０．１９５０．５５８０．５３４２．３００．２６９０．５４６区画溝南２４７朝顔２６‐１２８１５
Ｂ０．２３１０．８０９０．５６２２．７４０．３８１０．５９６南造り出し　北側埴輪列南２５８円筒２６‐１２９１６
Ｂ０．２８６０．９０００．６３６１．６９０．３６８０．６２９南造り出し南２８６円筒２６‐１３０１７
Ｂ０．２５９０．８７７０．６４８１．７００．３８００．６１３南造り出し南２８７円筒２６‐１３１１８
Ｂ０．２９７１．０２０．６４１１．５５０．４２００．６４５南造り出し南２９８円筒２６‐１３２１９
Ｂ０．２６２１．１００．６１９１．５７０．４０６０．６１２南造り出し南４０４朝顔２６‐１３３２０
Ａ・Ｂ０．２１６０．７１９０．５６７１．３９０．３１５０．５５０南造り出し南４０５朝顔２６‐１３４２１
Ａ０．２５５０．５７４０．５６２１．７２０．２３８０．６２９南造り出し南４１８壺形２６‐１３５２２
Ａ・Ｂ０．１９４０．６７００．４４７２．３００．３７２０．５４６南造り出し南４２０壺形２６‐１３６２３
Ａ・Ｂ０．２０２０．７２２０．５１４１．５４０．３８５０．５６９南造り出し南４２２壺形２６‐１３７２４
搬入０．２４５０．６２９０．２２４４．２８０．６６００．２９３南造り出し南４２３壺形２６‐１３８２５
搬入０．２８８０．５８００．１８３４．０７０．８６３０．２４３南渡土堤南４２６円筒２６‐１３９２６
Ａ・Ｂ０．２０２０．６１７０．５５１１．３８０．３１９０．５７０南渡土堤南４９６朝顔２６‐１４０２７
Ａ・Ｂ０．１８８０．６３４０．５２５１．６７０．３４５０．５３７南渡土堤南５１７丹後−因幡型２６‐１４１２８
Ａ・Ｂ０．１９９０．７０１０．４８６１．３２０．３２１０．５１９南周濠南５４１丹後−因幡型２６‐１４２２９
Ａ０．１４５０．３９６０．５６９３．０８０．１９９０．５４８前方部北側２段目斜面北５５４円筒２６‐１４３３０
Ａ・Ｂ０．１７６０．６３７０．５２３１．７９０．３４６０．５４０北造り出し北６１９円筒２６‐１４４３１
Ａ０．１７７０．５５８０．４５９１．９５０．３４５０．５２６北造り出し北６２８円筒２６‐１４５３２
Ａ０．１２９０．３９４０．３６５４．７７０．２８２０．４５０北造り出し北６３６円筒２６‐１４６３３
Ａ０．１５６０．５６４０．４４１２．６８０．３８３０．５１２北渡土堤北６４５円筒２６‐１４７３４
搬入０．３０４０．４１４０．２１６４．２７０．４０１０．２７３北渡土堤北６４６円筒２６‐１４８３５
搬入０．２９２０．３６７０．２００４．３００．３９８０．２６２北渡土堤北６４８円筒２６‐１４９３６
Ａ０．１１２０．３８８０．４４２３．４９０．２５００．４８２北渡土堤北６７０円筒２６‐１５０３７
搬入０．２１２０．６３８０．１６２４．５５０．８８７０．２２３北渡土堤北端部北６７７円筒２６‐１５１３８
搬入０．２４６０．６５００．１７５３．７００．９４００．２３１北渡土堤北端部北６７８円筒２６‐１５２３９
搬入０．１９５０．４７２０．１２２７．４７０．７９５０．２０７北渡土堤北端部北６８４円筒２６‐１５３４０
搬入０．３０７０．４９５０．２１４４．３９０．５２５０．２７９北渡土堤北端部北６９５円筒２６‐１５４４１
Ａ０．１６９０．５３９０．５３６１．９７０．２６３０．５５５北渡土堤北端部北６９９朝顔２６‐１５５４２
Ａ０．１２８０．４０９０．３９３４．６１０．３２９０．４７８北渡土堤北端部北７０５朝顔２６‐１５６４３
搬入０．１５１０．４２２０．０９２７．６６０．５８８０．２３３北渡土堤北端部北７０７壺形２６‐１５７４４

― ―５００
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第９節　池田古墳出土埴輪の蛍光X線分析

第３２表　分析結果一覧（２）

分類
結果ＮａＳｒＲｂＦｅＣａＫ地　　区地区報告

番号器種三辻研
№

試料
番号

Ａ・Ｂ０．１８５０．６５９０．５６７１．４６０．３１９０．５８４北渡土堤北端部北７０８壺形２６‐１５８４５
Ａ０．０８７０．４３１０．５２１２．８９０．３１１０．５８３南造り出し南７３７水鳥２６‐１５９４６
Ａ０．１３３０．５５００．４７９２．１７０．２８７０．５３５南造り出し南７４４水鳥２６‐１６０４７
Ａ・Ｂ０．１９３０．６１５０．５２３１．９４０．３２６０．４９４南造り出し南７４６水鳥２６‐１６１４８
Ａ０．１６２０．４１１０．５９９２．４６０．２１７０．６２３南造り出し南７４８水鳥２６‐１６２４９
Ａ０．１５６０．５９４０．４８４２．２３０．３４８０．５４０南造り出し南７５０水鳥２６‐１６３５０
Ａ０．１３１０．４７９０．４９１２．２６０．２５４０．５３１南造り出し南７５１水鳥２６‐１６４５１
Ａ０．１０５０．４４４０．５３８２．２２０．２３００．５６４南周濠南７５７水鳥２６‐１６５５２
Ａ０．１５２０．３６３０．６４８２．４３０．１８７０．６５７南周濠南７５８水鳥２６‐１６６５３
Ａ０．１２００．４７１０．５９９２．０６０．２６５０．５９２前方部南側１段目斜面南７５９水鳥２６‐１６７５４
Ａ０．１１５０．４３９０．６０２１．９３０．２７４０．５７８南周濠南７６０水鳥２６‐１６８５５
Ａ０．０９６０．４７８０．５６１２．２９０．２５９０．５８７南渡土堤南７６２水鳥２６‐１６９５６
Ａ０．１１７０．５２５０．５０１２．０５０．２６９０．５２２南渡土堤南７６３水鳥２６‐１７０５７
Ａ・Ｂ０．２０７０．６２５０．６１３１．９００．３１００．６００南造り出し南８９０家形２６‐１７１５８
Ｂ０．２５８０．９５２０．６１６１．２２０．３６８０．６２０南造り出し南８９７家形２６‐１７２５９
Ａ・Ｂ０．１８７０．６８２０．５６０１．８３０．３３７０．５３９南造り出し南８９８家形２６‐１７３６０
Ａ０．２０３０．４８２０．５６６２．３５０．２３００．５５２南造り出し南８９９家形２６‐１７４６１
Ｂ０．２４７０．９２４０．５７５１．３２０．３６３０．６１５南造り出し南９００家形２６‐１７５６２
Ａ・Ｂ０．１８９０．６８００．５５７１．５７０．３４７０．５２１南造り出し南９０２家形２６‐１７６６３
Ａ０．１７６０．５８１０．５２４２．７４０．３０３０．５０２南造り出し南９０３家形２６‐１７７６４
Ａ０．１６８０．５３１０．４６９２．９８０．３１００．４８４南造り出し南９１３家形２６‐１７８６５
Ａ・Ｂ０．２１８０．７２８０．５５７１．３４０．３１７０．５８０南造り出し南９１４家形２６‐１７９６６
Ａ０．０９５０．５１５０．５９０２．４３０．２８８０．５７６南造り出し南１０５４柵形２６‐１８０６７
搬入？０．０８４０．２４６０．６１４３．０８０．０９４０．５６４前方部南側１段目斜面南１０８６柵形２６‐１８１６８
Ａ０．１２４０．５４１０．４６７２．３３０．２９８０．５４２南造り出し南１０９２柵形２６‐１８２６９
Ａ０．１３３０．４９６０．６０４２．５００．２６５０．６００南造り出し南１１０８柵形２６‐１８３７０
Ａ・Ｂ０．１１７０．６１００．４７２２．０８０．３３７０．５２７南周濠南１１３０柵形２６‐１８４７１
Ａ０．１７４０．５３７０．４８２３．３６０．３０１０．５１５北周濠北１１５０盾形２６‐１８５７２

０．１７８０．４４６０．３５７２．１７０．２６９０．４２９北造り出し北１１８１小型壺２６‐１８６７３
０．２２７０．３４９０．４２５２．５３０．１５７０．５０８北造り出し北１２３６小型高坏２６‐１８７７４
０．２１１０．５０８０．５１９３．８８０．３６６０．６４２土壌２６‐１８８７５

Ａ０．１５１０．４０００．５７１２．８８０．２２７０．５３８前方部南側２段目斜面南１円筒２６‐２０４７６
Ａ０．０５９０．３４４０．６４３２．８５０．１５１０．６９７前方部南側２段目斜面南５円筒２６‐２０５７７
Ａ０．１８６０．４６８０．５８９１．６２０．１９８０．５７２前方部南側１段目テラス南１７円筒２６‐２０６７８
Ａ０．１６５０．４８００．５６２１．８５０．１９３０．５８６前方部南側１段目テラス南１９円筒２６‐２０７７９
Ａ０．１７６０．４６９０．５１９２．９８０．２６７０．５７５前方部南側１段目テラス南３０円筒２６‐２０８８０
Ａ０．１６６０．５２４０．５４８３．０７０．２８６０．５３５前方部南側１段目テラス南３１円筒２６‐２０９８１
Ｂ０．２４７０．８４６０．５７１１．７７０．２９９０．６４８前方部南側１段目テラス南３２円筒２６‐２１０８２
Ａ０．１６６０．４５９０．５５５２．２７０．１９８０．５９５前方部南側１段目テラス南３３朝顔２６‐２１１８３
Ａ０．１６２０．４６４０．５５９１．７９０．１９１０．５６５前方部南側１段目テラス南３５朝顔２６‐２１２８４
Ａ０．１９５０．５６９０．５５１１．６３０．２５９０．５９８前方部南側１段目テラス南３６朝顔２６‐２１３８５
Ａ・Ｂ０．２７５０．７４２０．６９９１．８２０．２７１０．６６４前方部南側１段目テラス埴輪列南４１円筒２６‐２１４８６
Ａ０．１６２０．４６８０．５０１２．５００．２２８０．５６０前方部南側１段目テラス埴輪列南４４円筒２６‐２１５８７
Ａ０．１４２０．３８１０．５１８３．４７０．１９１０．５１４前方部南側１段目テラス埴輪列南４５円筒２６‐２１６８８
Ａ０．１６００．４７２０．５４３２．７９０．２４５０．５３１前方部南側１段目テラス埴輪列南４６円筒２６‐２１７８９
Ａ・Ｂ０．２５８０．６９００．６５１１．２４０．２５００．６７６前方部南側１段目テラス埴輪列南４７円筒２６‐２１８９０
Ａ０．１５４０．４０７０．４９２３．３２０．１９２０．５５１前方部南側１段目テラス埴輪列南５０円筒２６‐２１９９１
Ａ０．１２００．３５５０．４４６３．４７０．１６２０．５０５前方部南側１段目テラス埴輪列南５３円筒２６‐２２０９２
Ｂ０．２８６０．７７８０．６４０１．５８０．２５８０．６９２前方部南側１段目テラス埴輪列南５４円筒２６‐２２１９３
Ａ０．０７７０．３８９０．７２３２．６２０．２２５０．７３０前方部南側１段目テラス埴輪列南５６円筒２６‐２２２９４
Ａ０．１７５０．５３４０．５４３２．１２０．２５７０．５６５前方部南側１段目テラス埴輪列南５９円筒２６‐２２３９５
Ａ・Ｂ０．２６１０．６９５０．６０３１．６６０．２５８０．６６９前方部南側１段目テラス埴輪列南６１円筒２６‐２２４９６
Ａ０．１３６０．３７４０．４８３３．６００．１７９０．５１５前方部南側１段目テラス埴輪列南６３円筒２６‐２２５９７
Ａ０．１５３０．４０７０．４７０３．４３０．２０４０．５２３前方部南側１段目テラス埴輪列南６５円筒２６‐２２６９８
Ｂ０．２７００．８６２０．６６９２．０２０．３５１０．６５３前方部南側１段目テラス埴輪列南６８円筒２６‐２２７９９
Ａ０．１４６０．３９３０．５０５３．７３０．２８８０．５２５前方部南側１段目テラス埴輪列南７０円筒２６‐２２８１００
Ｂ０．２７４０．７５２０．５０１２．２８０．２９８０．６４５前方部南側１段目テラス埴輪列南７４円筒２６‐２２９１０１
Ａ０．１８４０．５１４０．５５６２．１５０．２７４０．５８３前方部南側１段目テラス埴輪列南７７円筒２６‐２３０１０２
Ａ０．１２９０．３７７０．３９６３．８３０．２０６０．４８２前方部南側１段目テラス埴輪列南７８円筒２６‐２３１１０３
Ｂ０．２８４０．７５００．６５０１．８２０．２８００．６９１前方部南側１段目テラス埴輪列南７９円筒２６‐２３２１０４
Ａ０．１２１０．４１４０．４６０３．６２０．２６１０．４８６前方部南側１段目テラス埴輪列南８０円筒２６‐２３３１０５
Ａ０．１２７０．４０１０．４４６４．１５０．２６２０．４９０前方部南側１段目テラス埴輪列南８１円筒２６‐２３４１０６
Ａ０．１３５０．４４４０．４９５３．３８０．２２１０．５２０前方部南側１段目テラス埴輪列南８２円筒２６‐２３５１０７
Ａ・Ｂ０．２４５０．６３４０．６２４１．４９０．２１００．６６０前方部南側１段目テラス埴輪列南８４円筒２６‐２３６１０８
Ｂ０．２６００．７８６０．６１０１．７５０．２８３０．６６６前方部南側１段目テラス埴輪列南８５円筒２６‐２３７１０９
Ａ０．１６００．４８７０．５１９２．０８０．２４００．５５３前方部南側１段目テラス埴輪列南８６円筒２６‐２３８１１０

― ―５０１
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第６章　分析・鑑定

第３３表　分析結果一覧（３）

分類
結果ＮａＳｒＲｂＦｅＣａＫ地　　区地区報告

番号器種三辻研
№

試料
番号

Ａ０．０７００．３８３０．７６９２．６７０．２２２０．７２２前方部南側１段目テラス埴輪列南８８円筒２６‐２３９１１１
Ｂ０．２６９０．７７５０．６５１１．４４０．２５６０．６４２前方部南側１段目テラス埴輪列南８９円筒２６‐２４０１１２
Ｂ０．２９１０．９０９０．５６７１．８６０．３２７０．６４２前方部南側１段目テラス埴輪列南９２円筒２６‐２４１１１３
Ａ０．１８２０．５３２０．５２７２．１３０．３０８０．５５９前方部南側１段目テラス埴輪列南９４円筒２６‐２４２１１４
Ｂ０．２８４０．８２２０．６０６２．０９０．３１５０．６５７前方部南側１段目テラス埴輪列南９６円筒２６‐２４３１１５
Ａ０．１７８０．５１７０．６０６２．３２０．２５３０．５５４前方部南側１段目テラス埴輪列南９７円筒２６‐２４４１１６
Ｂ０．２３７０．８６３０．５２２２．７９０．４０７０．６０９前方部南側１段目テラス埴輪列南９８円筒２６‐２４５１１７
Ｂ０．２７２０．７８７０．６３８１．６４０．２９００．６７２前方部南側１段目テラス埴輪列南１０２円筒２６‐２４６１１８
Ａ・Ｂ０．２３００．７２３０．６３７１．２８０．２７２０．６７１前方部南側１段目テラス埴輪列南１０３円筒２６‐２４７１１９
Ａ・Ｂ０．２６５０．６３２０．７２７２．０９０．２５４０．６６２前方部南側１段目テラス埴輪列南１０８円筒２６‐２４８１２０
Ａ０．１３３０．４０６０．４７６２．７１０．１９６０．４８６前方部南側１段目テラス埴輪列南１０９円筒２６‐２４９１２１
Ａ０．１３９０．３４１０．４６６３．５８０．１６９０．５０８前方部南側１段目テラス埴輪列南１１０円筒２６‐２５０１２２
Ｂ０．２７２０．９３８０．６１５１．６９０．３５４０．６５６前方部南側１段目テラス埴輪列南１１２円筒２６‐２５１１２３
Ｂ０．２８８０．７５９０．６５６１．６８０．２８００．６６８前方部南側１段目テラス埴輪列南１１３円筒２６‐２５２１２４
Ａ０．１１２０．４３２０．４９０３．７５０．２５８０．４７７前方部南側１段目テラス埴輪列南１１４円筒２６‐２５３１２５
Ｂ０．２５３０．７４６０．６３１１．５８０．２６２０．６６３前方部南側１段目テラス埴輪列南１１６円筒２６‐２５４１２６
Ａ０．１６００．４５９０．５７１３．０００．２３３０．５５４前方部南側１段目テラス埴輪列南１１８円筒２６‐２５５１２７
Ａ０．１５１０．４２００．５００４．１６０．２３３０．４９２前方部南側１段目テラス埴輪列南１１９円筒２６‐２５６１２８
Ｂ０．２７１０．７８６０．５９３１．７６０．２７４０．６８４前方部南側１段目テラス埴輪列南１２１円筒２６‐２５７１２９
Ａ・Ｂ０．２０８０．６７９０．５０２１．６７０．３０８０．５２７前方部南側１段目テラス埴輪列南１２２円筒２６‐２５８１３０
Ａ・Ｂ０．２７８０．７０７０．７０８１．７１０．２５３０．６７４前方部南側１段目テラス埴輪列南１２６円筒２６‐２５９１３１
Ａ０．１８２０．５１９０．５６７２．１１０．２４４０．５４３前方部南側１段目テラス埴輪列南１３０円筒２６‐２６０１３２
Ａ０．１５９０．３９２０．４９８３．６３０．２０９０．５３３前方部南側１段目テラス埴輪列南１３４円筒２６‐２６１１３３
Ｂ０．２７３０．８４７０．６１７１．４９０．３４６０．６３１前方部南側１段目斜面南１４１円筒２６‐２６２１３４
Ｂ０．２３５０．８３７０．５５８１．９７０．３１５０．６３１前方部南側１段目斜面南１４２円筒２６‐２６３１３５
Ａ０．１５００．４４４０．５７６２．８７０．１９９０．５６３前方部南側１段目斜面南１６７円筒２６‐２６４１３６
Ａ０．１５５０．４３７０．５０９３．５００．２２９０．５０４前方部南側１段目斜面南１６８円筒２６‐２６５１３７
Ｂ０．２７３１．０２０．６０６１．０３０．４１５０．６２４前方部南側１段目斜面南１７２朝顔２６‐２６６１３８
Ａ０．１５５０．５１８０．４６５２．４５０．２７６０．４９９前方部南側１段目斜面南１７６朝顔２６‐２６７１３９
Ａ０．１８３０．５２３０．５４９２．０４０．２７００．５２９区画溝南１８４円筒２６‐２６８１４０
Ａ０．１４６０．５０２０．４８４２．７２０．２９２０．５０１区画溝南２０９円筒２６‐２６９１４１
Ａ・Ｂ０．１７６０．６６９０．５２５１．９００．３０００．５３４区画溝南２１５円筒２６‐２７０１４２
Ｂ０．２６８０．９４８０．６２７１．３８０．３６７０．６４６区画溝南２２２円筒２６‐２７１１４３
Ｂ０．２８５０．９９１０．６３６１．３４０．３９９０．６５５区画溝南２４８朝顔２６‐２７２１４４
Ｂ０．２７５０．９６２０．６３０１．６００．３８００．６２４区画溝南２４９朝顔２６‐２７３１４５
Ｂ０．２５２０．９９１０．５４２２．２２０．４１１０．６０３南造り出し　北側埴輪列南２５５円筒２６‐２７４１４６
Ａ０．１３００．５２９０．４１５３．６５０．３２７０．４４８南造り出し　北側埴輪列南２５６円筒２６‐２７５１４７
Ｂ０．２４５０．９８８０．４５３２．７９０．４８１０．５６７南造り出し　北側埴輪列南２５７円筒２６‐２７６１４８
Ａ０．１７００．５７３０．４７３３．０４０．３１００．５２９南造り出し　北側埴輪列南２５９円筒２６‐２７７１４９
Ａ０．１５６０．４９６０．４２８３．４８０．２７８０．４８５南造り出し　北側埴輪列南２６０円筒２６‐２７８１５０
Ａ０．１８１０．５６００．４８４２．５９０．２５９０．５７０南造り出し　北側埴輪列南２６１円筒２６‐２７９１５１
Ａ・Ｂ０．２６４０．６６９０．５８８２．１９０．３３５０．６２１南造り出し　北側埴輪列南２６２円筒２６‐２８０１５２
Ａ・Ｂ０．２５８０．７２５０．５２９２．３５０．３７１０．５９９南造り出し　北側埴輪列南２６３円筒２６‐２８１１５３
Ａ・Ｂ０．２５５０．６７５０．６１４２．５８０．３４７０．６２１南造り出し　北側埴輪列南２６４円筒２６‐２８２１５４
Ｂ０．２６３１．０６０．５２０２．０１０．４３１０．６０４南造り出し　北側埴輪列南２６６円筒２６‐２８３１５５
Ａ０．１２８０．４３８０．３９７３．９５０．３５８０．４４８南造り出し　北側埴輪列南２６８円筒２６‐２８４１５６
Ａ０．１１８０．４０５０．４３１４．１８０．３１５０．４５２南造り出し　北側埴輪列南２６９円筒２６‐２８５１５７
Ａ・Ｂ０．１７４０．６１６０．４８３２．２６０．３４００．５１３南造り出し　北側埴輪列南２７０円筒２６‐２８６１５８
Ａ０．１４７０．５４５０．４７７３．６３０．３２４０．４７７南造り出し　北側埴輪列南２７１円筒２６‐２８７１５９
Ａ０．１８７０．５６６０．５６５２．２７０．２９６０．５４５南造り出し　北側埴輪列南２７２円筒２６‐２８８１６０
Ａ０．１５９０．５５６０．４８６２．５８０．３２１０．４８８南造り出し　北側埴輪列南２７３円筒２６‐２８９１６１
Ａ０．１５５０．５３１０．４７５２．５３０．２９６０．５１１南造り出し　北側埴輪列南２７４円筒２６‐２９０１６２
Ａ０．１５８０．５１２０．４８４２．９８０．３８２０．５０５南造り出し　北側埴輪列南２７５円筒２６‐２９１１６３
Ａ・Ｂ０．３１３０．６４３０．６６３１．７３０．３２６０．７２１南造り出し　北側埴輪列南２７６円筒２６‐２９２１６４
Ｂ０．２１５０．８５００．５６１１．７７０．３６６０．５９３南造り出し　西側埴輪列南２７７円筒２６‐２９３１６５
Ａ０．１４９０．４８１０．４１２３．４３０．３２１０．４６８南造り出し　西側埴輪列南２７８円筒２６‐２９４１６６
Ａ０．１３４０．４８８０．３８６３．１１０．３４３０．４６２南造り出し　西側埴輪列南２７９円筒２６‐２９５１６７
Ａ０．１４００．４７３０．５３２２．９２０．２８７０．５０７南造り出し　西側埴輪列南２８０円筒２６‐２９６１６８
Ａ０．１２４０．４６６０．４３３３．４３０．３１４０．４５４南造り出し　西側埴輪列南２８１円筒２６‐２９７１６９
Ａ０．１７１０．４９７０．５２７２．１７０．３０８０．５２４南造り出し　西側埴輪列南２８２円筒２６‐２９８１７０
Ａ０．１４２０．５１６０．４９１２．９３０．３０４０．４９３南造り出し　西側埴輪列南２８３円筒２６‐２９９１７１
Ａ０．２０６０．５８６０．５９６１．８３０．３０４０．５６１南造り出し　西側埴輪列南２８４円筒２６‐３００１７２
Ａ０．１８５０．５７７０．６０３２．１００．３１２０．５４７南造り出し　西側埴輪列南２８５円筒２６‐３０１１７３
Ａ・Ｂ０．２４００．６７８０．５８６２．６３０．３４３０．６１１南造り出し南３０８円筒２６‐３０２１７４
Ｂ０．２７２１．０８０．５８７１．５２０．４３６０．６１２南造り出し南３１１円筒２６‐３０３１７５
Ｂ０．２６１０．８８７０．６３２１．５１０．３８６０．６１１南造り出し南３２５円筒２６‐３０４１７６
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第９節　池田古墳出土埴輪の蛍光X線分析

第３４表　分析結果一覧（４）

分類
結果ＮａＳｒＲｂＦｅＣａＫ地　　区地区報告

番号器種三辻研
№

試料
番号

Ａ０．１６３０．５３００．４４２３．２００．３２００．５１１南造り出し南３３０円筒２６‐３０５１７７
Ｂ０．２６３０．９３５０．６０３１．５５０．３９８０．６１８南造り出し南３３１円筒２６‐３０６１７８
Ｂ０．２７４１．０９０．６０８１．３６０．４３９０．６３１南造り出し南３７５円筒２６‐３０７１７９
Ａ・Ｂ０．２１２０．６８２０．５１３１．５９０．３４９０．５３５南造り出し南３９９円筒２６‐３０８１８０
Ａ・Ｂ０．１９４０．７２１０．５４６１．２４０．３４８０．５８１南造り出し南４０６朝顔２６‐３０９１８１
Ａ・Ｂ０．２０３０．７３５０．５４６１．３３０．３５００．５７５南造り出し南４０８朝顔２６‐３１０１８２
Ａ・Ｂ０．２１５０．７３６０．５２９１．３７０．３７９０．５６０南造り出し南４０９朝顔２６‐３１１１８３
Ａ・Ｂ０．１８１０．６４３０．４３１２．２９０．３８９０．５０５南造り出し南４１０朝顔２６‐３１２１８４
Ａ・Ｂ０．２２８０．６６６０．５３３１．４５０．３１９０．５９８南造り出し南４１１朝顔２６‐３１３１８５
Ａ・Ｂ０．２１２０．７３００．５２２１．８６０．３６１０．５６８南造り出し南４１９壺形２６‐３１４１８６
Ａ・Ｂ０．２０６０．６４８０．５４６１．７５０．３４３０．５９４南造り出し南４２４壺形２６‐３１５１８７
Ｂ０．２５４０．９９４０．６０５１．２６０．４３９０．６２６南渡土堤南４５７円筒２６‐３１６１８８
Ｂ０．２６６０．９４１０．６７５１．１２０．３７４０．６１６南渡土堤南４６１円筒２６‐３１７１８９
Ａ・Ｂ０．２０３０．６５６０．５０１１．４３０．３５８０．５４１南渡土堤南４９８朝顔２６‐３１８１９０
Ｂ０．２０００．７５７０．５１４１．４４０．４２７０．５６９南渡土堤南５０５朝顔２６‐３１９１９１
Ａ・Ｂ０．２１４０．６８２０．５０５１．９６０．３３３０．５９４南渡土堤南５０９朝顔２６‐３２０１９２
Ａ・Ｂ０．１８１０．６２６０．４３９２．３９０．３８５０．５２９南渡土堤南５１０壺形２６‐３２１１９３
Ａ・Ｂ０．２０２０．６９１０．５１０１．８００．４１２０．５６６南渡土堤南５１２壺形２６‐３２２１９４
Ｂ０．２８６１．０１０．６６０１．０８０．４１８０．６２６南渡土堤南５１３壺形２６‐３２３１９５
Ｂ０．２６４０．８８７０．６１４１．２００．３６１０．６３０南周濠南５２５円筒２６‐３２４１９６
Ｂ０．２６２０．８８００．６１０１．６９０．３８１０．６００南周濠南５３２円筒２６‐３２５１９７
Ａ・Ｂ０．１８６０．６５６０．４７９１．７５０．３５８０．５２４南周濠南５３６朝顔２６‐３２６１９８
Ａ・Ｂ０．１９５０．６９６０．４８５１．６２０．４０６０．５２３南周濠南５４０壺形２６‐３２７１９９
Ａ０．１４８０．４５２０．６０１２．８２０．２４８０．５６４前方部北側１段目斜面北５４４円筒２６‐３２８２００
Ａ０．１５５０．３９４０．５６６３．１１０．２２５０．５４８前方部北側１段目斜面北５４６円筒２６‐３２９２０１
Ａ０．１７６０．４８４０．５６５１．７３０．１９７０．５７９前方部北側１段目斜面北５４８円筒２６‐３３０２０２
Ａ０．１８３０．５１４０．５２０１．８００．２２５０．５７９前方部北側１段目斜面北５５２円筒２６‐３３１２０３
Ａ０．１４６０．３６６０．４４８２．６５０．２０００．４９８前方部北側１段目斜面北５５６円筒２６‐３３２２０４
Ａ０．１２２０．３７５０．３８７４．２６０．２５５０．４７６前方部北側１段目斜面北５５８朝顔２６‐３３３２０５
Ａ・Ｂ０．２７４０．７３４０．５９１１．６８０．３３１０．６９７前方部北側１段目斜面北５６２朝顔２６‐３３４２０６
Ａ・Ｂ０．２３３０．７２８０．６６７１．８８０．２６６０．６６７前方部北側１段目斜面北５６５朝顔２６‐３３５２０７
Ａ０．１９５０．５０４０．５７０１．５５０．１９８０．５９２前方部北側１段目テラス埴輪列北５６７円筒２６‐３３６２０８
Ａ０．０５６０．２７６０．７０４３．２００．１０７０．７３４前方部北側１段目テラス埴輪列北５６９円筒２６‐３３７２０９
Ａ０．２１００．５３２０．５８３１．８５０．２２４０．５６９前方部北側１段目テラス埴輪列北５７２円筒２６‐３３８２１０
Ａ０．１４６０．３６３０．４９７３．１５０．１３７０．５７０前方部北側１段目テラス埴輪列北５７３円筒２６‐３３９２１１
Ａ０．１８５０．４７７０．５８６２．６４０．１７９０．６１６前方部北側１段目テラス埴輪列北５７４円筒２６‐３４０２１２
Ａ０．１３８０．４２２０．５４７３．１６０．２０７０．５４４前方部北側１段目テラス埴輪列北５７８円筒２６‐３４１２１３
Ａ０．１４５０．４１７０．５３８２．５８０．１７３０．５７４前方部北側１段目テラス埴輪列北５８０円筒２６‐３４２２１４
Ａ・Ｂ０．２７８０．７２２０．６３６１．７１０．２５００．７００前方部北側１段目テラス埴輪列北５８４円筒２６‐３４３２１５
Ａ０．１１７０．３９３０．４６６３．５５０．２０７０．５０３前方部北側１段目テラス埴輪列北５８８円筒２６‐３４４２１６
Ａ０．０５３０．２７８０．５９５３．７５０．１２３０．６８６前方部北側１段目テラス埴輪列北５９４円筒２６‐３４５２１７
Ａ０．１１９０．３９１０．４３０４．２６０．２３１０．４９０前方部北側１段目斜面北５９７円筒２６‐３４６２１８
Ｂ０．２４８０．７６３０．６４０１．７１０．２５８０．６４８前方部北側１段目斜面北６０１円筒２６‐３４７２１９
Ａ０．１６８０．５７８０．５５０１．９８０．３１００．５４７前方部北側１段目斜面北６０６朝顔２６‐３４８２２０
Ａ０．１９５０．５２９０．４８７２．６００．２４３０．５４８石敷き遺構北６１２円筒２６‐３４９２２１
Ａ・Ｂ０．１７７０．６２４０．５０５２．３３０．３４５０．５４５北造り出し北６２１円筒２６‐３５０２２２
Ａ・Ｂ０．１９００．６７００．４７８２．１３０．３８００．５２７北造り出し北６２９円筒２６‐３５１２２３
Ａ・Ｂ０．１９８０．６８１０．４７８２．０３０．３９４０．５５０北造り出し北６３８朝顔２６‐３５２２２４
Ａ・Ｂ０．１７６０．６６９０．５３２１．８５０．３７４０．５５２北造り出し北６４１朝顔２６‐３５３２２５
Ａ０．１５４０．５５３０．４８６２．６５０．３４３０．４９９北渡土堤北６４９円筒２６‐３５４２２６
Ａ０．３１６０．４７８０．２０２４．１３０．５８２０．２５０北渡土堤北６５９円筒２６‐３５５２２７
Ａ０．１３００．５３８０．４８６３．０５０．３５００．４６６北渡土堤北６６３円筒２６‐３５６２２８

北渡土堤北６７３丹後−因幡型２６‐３５７２２９
搬入０．２８４０．６５００．１４７３．５２０．８７００．２２５北渡土堤北端部北６８１円筒２６‐３５８２３０
搬入０．２９３０．４５６０．１９１４．６００．５７４０．２４６北渡土堤北端部北６８３円筒２６‐３５９２３１
Ｂ０．２５９０．８８１０．５７５２．２９０．４１１０．６０７北渡土堤北端部北６８７円筒２６‐３６０２３２
搬入０．２３３０．５８７０．１４７５．４１０．９２７０．２２８北渡土堤北端部北６９１円筒２６‐３６１２３３
搬入０．２３３０．５４１０．１２４５．５００．８１８０．２２０北渡土堤北端部北６９３円筒２６‐３６２２３４
搬入０．１８３０．４３００．１４２６．９３０．７０００．２３４北渡土堤北端部北６９７円筒２６‐３６３２３５
搬入０．２８４０．３６６０．１５７４．９３０．５０４０．２３７北渡土堤北端部北７０１朝顔２６‐３６４２３６
搬入０．２６９０．６８３０．１６６２．９９０．７６５０．２６３北渡土堤北端部北７１１壺形２６‐３６５２３７
Ａ０．１８３０．５８４０．４７８１．４３０．３１９０．４９８北周濠北７１５円筒２６‐３６６２３８
Ａ・Ｂ０．２２１０．６８２０．４８２１．９１０．３８２０．５７１北周濠北７２０朝顔２６‐３６７２３９
Ａ０．１６００．５３２０．４７４２．９２０．３０００．５２１南造り出し南８９８家形２６‐３６８２４０
Ａ０．１９９０．５２８０．５６９１．９７０．２４２０．５６３南造り出し南８９９家形２６‐３６９２４１
Ａ０．１６００．５７９０．４９０２．３７０．３２２０．５１９南造り出し南９０２家形２６‐３７０２４２
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第６章　分析・鑑定

第３５表　分析結果一覧（５）

分類
結果ＮａＳｒＲｂＦｅＣａＫ地　　区地区報告

番号器種三辻研
№

試料
番号

Ｂ０．２６５０．８４３０．６４３１．２７０．３５１０．６５０南造り出し南９０４家形２６‐３７１２４３
Ａ０．１８７０．５２７０．４８２２．９２０．３０７０．４８９南造り出し南９１８家形２６‐３７２２４４
Ｂ０．２６３０．７７８０．６０８１．３００．３３６０．６５０南造り出し南９２０家形２６‐３７３２４５
Ｂ０．２６６０．８５１０．５６７１．６１０．３９１０．６２８南造り出し南９２５家形２６‐３７４２４６
Ａ０．１６７０．５０９０．４１４３．３１０．３２１０．５１６南造り出し南９３８家形２６‐３７５２４７
Ａ０．１９４０．５８３０．４８１２．５９０．３０７０．５２８南造り出し南９４１家形２６‐３７６２４８
Ｂ０．２４６０．７９５０．５４２１．７２０．３４２０．６０６南造り出し南９４９家形２６‐３７７２４９
Ａ・Ｂ０．２０４０．６３２０．５９９１．６７０．３２２０．５３６南造り出し南９５６家形２６‐３７８２５０
Ａ・Ｂ０．１８４０．６０４０．５４０１．５１０．３０３０．５２９南造り出し南９６１家形２６‐３７９２５１
Ａ・Ｂ０．１９９０．６３３０．５１８１．８９０．３０００．５８２南造り出し南９６３家形２６‐３８０２５２
Ａ０．１７６０．５９３０．４９９１．８７０．２９５０．５１１南造り出し南９６４家形２６‐３８１２５３
Ａ０．１８００．４５５０．６１７２．２２０．２０８０．５３８南造り出し南９７３家形２６‐３８２２５４
Ｂ０．２５００．８５２０．５９１１．３７０．３４６０．６３９南造り出し南９７７家形２６‐３８３２５５
Ｂ０．２４３０．８１３０．６１９１．４９０．３３５０．６４３南造り出し南９７８家形２６‐３８４２５６
Ｂ０．２７２０．９１３０．６２５１．１２０．３５４０．６３５南造り出し南９８３家形２６‐３８５２５７
Ａ・Ｂ０．２１３０．７１６０．５３０１．３４０．３４６０．５６９南造り出し南９９６家形２６‐３８６２５８
Ｂ０．２７８０．８９４０．５８０１．７５０．３６８０．６２２南造り出し南９９７家形２６‐３８７２５９
Ａ０．１７１０．４５３０．５５２２．１５０．２０００．５６２南造り出し南１００３家形２６‐３８８２６０
Ａ０．１８１０．５８２０．４６９２．３００．３０６０．４９８南造り出し南１０２２家形２６‐３８９２６１
Ｂ０．２２１０．８０００．６０３１．３９０．３４３０．６２２南造り出し南１０２３家形２６‐３９０２６２
Ａ０．１６４０．５５１０．４９３２．９９０．３５００．４８２南造り出し南１０２４家形２６‐３９１２６３
Ａ・Ｂ０．２１４０．６７５０．５２２１．４２０．３３２０．５８９北造り出し南１０５０家形２６‐３９２２６４
Ａ０．１１５０．４８７０．４４１２．５６０．３０３０．５２９南造り出し南１０６３柵形２６‐３９３２６５
Ａ０．０８００．５２９０．５７６１．８４０．２７７０．５８８南造り出し南１０８２柵形２６‐３９４２６６
Ａ０．０７４０．４２１０．５８７３．１３０．２３７０．６０４南造り出し南１０８５柵形２６‐３９５２６７
Ａ０．０８１０．４８７０．５６５２．９３０．２８７０．５８４南造り出し南１０９０柵形２６‐３９６２６８
Ａ０．０８１０．４６６０．５８４２．８７０．２９６０．５９２南造り出し南１０９３柵形２６‐３９７２６９
Ａ０．０８５０．４２５０．５３５３．３００．２３７０．５８７南造り出し南１１０３柵形２６‐３９８２７０
Ａ０．１６１０．４９４０．５０３２．９１０．３０２０．５０４南造り出し南１１０６柵形２６‐３９９２７１
Ａ０．０７００．４７８０．５４４３．６３０．３０７０．６４１北周濠北１１４１柵形２６‐４００２７２
Ａ０．０９２０．４９１０．６２３２．７９０．２８５０．６０１南造り出し南１１４２囲形２６‐４０１２７３
Ａ・Ｂ０．１７５０．６１５０．４７３２．４４０．３７２０．５２３前方部南側１段目斜面南１１４３囲形２６‐４０２２７４

第３６表　周辺の古墳出土埴輪

ＮａＳｒＲｂＦｅＣａＫ備考三辻研№試料番号古墳名

０．１６００．７３６０．４９７２．２２０．２９６０．４１９２６‐４０３２７５加都車塚古墳
０．１１６０．４８４０．４７０３．０８０．２１００．４７３２６‐４０４２７６加都車塚古墳

０．１３００．５４３０．６３３２．７８０．１９２０．４４７２６‐４０５２７７冑塚古墳
０．１２５０．６０２０．３５４３．０６０．２７４０．３７４２６‐４０６２７８冑塚古墳

０．０９３０．４０４０．６４１３．２７０．１８９０．６６９２６‐４０７２７９茶すり山古墳
０．２９００．７４８０．６３４１．６９０．４５５０．６０７２６‐４０８２８０茶すり山古墳

０．１２４０．４５１０．５１７２．６６０．１８５０．４９９２６‐４０９２８１長塚古墳
０．１７６０．７４５０．５４０２．６５０．３３４０．４５９２６‐４１０２８２長塚古墳

０．１８２０．５５００．６１９１．３６０．１９００．６１３２６‐４１１２８３船宮古墳
０．１９３０．５５２０．６６２１．３２０．１９４０．６３８２６‐４１２２８４船宮古墳

０．１５９０．４８１０．３９６１．９９０．１７００．４８９２６‐４１３２８５森向山１号墳
０．１６６０．５２００．３７７２．１９０．１６２０．４８４２６‐４１４２８６森向山１号墳

０．１６２０．６６２０．４８６１．８２０．３１８０．４８５２６‐４１５２８７岡田２号墳
０．１５３０．６３８０．４５９２．８４０．３７４０．４７６２６‐４１６２８８岡田２号墳
０．１９５０．５７６０．５２０２．４２０．２７９０．４３８１‐３２６‐４１７２８９岡田２号墳
０．１７００．６０９０．４７６３．４４０．３３１０．４４０１‐６２６‐４１８２９０岡田２号墳
０．１５７０．６２１０．４８１２．３８０．３０５０．４４８１‐６２６‐４１９２９１岡田２号墳
０．１７３０．８３８０．４７９１．７２０．３７５０．４５９１‐６２６‐４２０２９２岡田２号墳
０．１５４０．６２２０．５１２２．４７０．２６００．４３２１‐６２６‐４２１２９３岡田２号墳
０．１７１０．７８１０．５０２１．３３０．３４２０．４８５１‐９２６‐４２２２９４岡田２号墳
０．１４５０．６１５０．４５４３．０５０．２８８０．４３６１‐９２６‐４２３２９５岡田２号墳
０．１３２０．５０８０．４８１２．９５０．２３８０．４７９１‐９２６‐４２４２９６岡田２号墳
０．１４５０．５６７０．４７１２．９５０．２７００．４５６１‐９２６‐４２５２９７岡田２号墳
０．１９８０．６７３０．５２２２．４１０．２９２０．４５０１‐９２６‐４２６２９８岡田２号墳

    　 　 　 　 　 　

― ―５０４
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第９節　池田古墳出土埴輪の蛍光X線分析
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第６章　分析・鑑定
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第９節　池田古墳出土埴輪の蛍光X線分析
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第６章　分析・鑑定
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第９節　池田古墳出土埴輪の蛍光X線分析
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第６章　分析・鑑定
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第９節　池田古墳出土埴輪の蛍光X線分析
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第６章　分析・鑑定

― ―５１２

Title:04_本文編_6章.eca Page:100  Date: 2015/03/24 Tue 15:12:57 



第７章　出土遺物のまとめ

第１節　円筒系埴輪

１．円筒埴輪
（１）はじめに

　本書で報告する埴輪のなかで最も多量に出土した埴輪である。第５章第２節で報告したように、全て

の地区から出土している。基本的には埴輪列として樹立されていたようで、前方部１段目テラス・南造

り出しにおいては、底部のみではあるが、樹立された状態で出土している。このほか、区画溝や周濠内

から、転落した埴輪が多く出土している。また、円筒埴輪は年代検討の基本となる遺物と考えている。

　ここでは、年代的位置付けを主眼に、分析していく。

　

（２）年代の検討

　ここでは、年代を検討する前提として、①形態、②規格、③外面２次調整、④焼成方法、⑤透かし、

について検討していく。なお、一部の検討にあたっては、壺形埴輪を除く円筒系埴輪を対象とする。

①形　態

　ここでは、口縁部形態と突帯の断面形態を中心に検討する。

口縁部形態　形態分類にあたっては、池田古墳の分 類 をもとに、新たな型式も加えていく。池田古墳に
（ ）

みられる口縁部形態は、大きく以下の５タイプに分類できる（第４６２図）。

Ａ類　逆Ｌ字形をなすもの。内端部に稜が認められる点を基本とする。以下の４タイプに細分できる。

Ａａ  ：直角に屈曲し、端面を有するもの。１８６・１９４・６０８・６８４。

第１節　円筒系埴輪

第４６２図　円筒埴輪口縁部の分類

― ―５１３
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Ａｂ ：直角に屈曲するが水平方向への引き伸ばしがわずかで突帯状をなすもの。端面を有する。１４０・

１７８・５２４。

Ａｃ ：斜上方に屈曲し、端面を有するもの。１・２９７・２８９。

Ａｄ ：端面が認められず、丸くおさめられるもの。２・３・５５・２０８・４３７・４３５・６２３・６５５。

Ｂ類　口縁端部が肥厚するもの。その特徴により、以下の５タイプに細分できる。

Ｂａ ：外端部を水平方向につまみ出し、ヨコナデにより水平な端面を有するもの。断面は三角形状をな

す。４・５４・１８８・２０５・３００・３０６・４３４・５６６。

Ｂｂ ：外端部を斜下方につまみ出し、ヨコナデにより斜行する端面を有するもの。断面は三角形状をな

す。２９１・３０３・３０９・４２５・４２６・５９７・６１８・６８１・６８３。

Ｂｃ ：端部がわずかに肥厚し、内端部を中心としたヨコナデにより斜行する端面を有するもの。２９５・

６１０・６５０。

Ｂｄ ：外端部を中心とした弱いヨコナデにより肥厚するもの。端面は認められず、わずかに玉縁状に肥

厚する。６・４３・１９０・３０２・４２７・５９８。

Ｂｅ ：外端部を中心とした弱いヨコナデにより肥厚するもの。断面形態は、Ｂｂと類似するが、全体的

に丸味を帯びる。２０３・２１３・２１４・２９６。

Ｃ類　口縁部が外反するもの。外反の形態により、８タイプに細分できる。

Ｃａ ：口縁部が緩やかに外反するもの。断面に対して直交するヨコナデにより、端面を有するもの。

１７・２２・２５・２０４・３１８・６１９。

Ｃｂ ：口縁部が逆Ｌ字状に外反し、断面に直交するヨコナデにより端面を有するもの。２６・３９・４０・

６７６他多数。

Ｃｃ ：Ｃｂ同様、口縁部が逆Ｌ字状に外反するもの。端部内外面をつまむようなヨコナデにより、端部

を丸くもしくは薄くおさめる。１８５・１９６・２０２・２０７・２１０・６５３。

Ｃｄ ：端部の特徴はＣｃと同じであるが、外反がわずかであるもの。１４３・１９７・２５４・３１１・３１４。

Ｃｅ ：口縁部が屈曲気味に外反するもの。断面に対して直交するヨコナデにより、斜行する端面を有す

る。内端部を中心としたヨコナデにより、内端部が上方に肥厚傾向にあるものも認められる。

２１・４６・６４５～６４８。

Ｃ ｆ ：Ｃｅより屈曲がさらにわずかなもの。１８４・１９９・３１５・５６８・６２４。

Ｃｇ ：Ｃｂよりさらに短く屈曲気味に外反するもの。断面に対して直交するヨコナデにより、垂直な端

面が形成される。１８・１９・１７９・１９１・２９４・３２１・６２２・６８０。

Ｃｈ ：口縁端部が短く屈曲し、端部を丸くおさめるもの。７・２４・４９・５１・６０。

Ｄ類　口縁部が上方にまっすぐのびるもの。端部の形態により、３タイプに細分できる。

Ｄａ ：断面に対して直交するヨコナデにより、水平な端面を有するもの。５６・１８０・１９２・２８６・２８７・

２９２・２９８・４２８・４３０。

Ｄｂ ：端部を上方につまみあげるようにヨコナデを施し、端面を尖らすもの。２３・１８３・４３２・６２０・

６５１・６８５。

Ｄｃ ：断面に対して斜行するヨコナデにより、傾斜する端面を有するもの。６７７。

Ｅ類　口縁部が帯状の突帯をなすもの。５・７２４・７２５の３例のみである。

　以上が、口縁部の形態分類である。このなかで、最も多く認められるタイプはＣｂ類で、全体の約２１％

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５１４
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を占める。続いて、Ａｂ類（８％）・Ａｃ類（７％）・Ａａ類（６％）・Ｃｇ類（６％）が出土しているが、Cb

類と比較すると、その比率はわずかである。さらに、Ｄｃ類やＥ類は１点に限られる。よって、Ｃｂ類が、

池田古墳出土円筒埴輪の代表的な口縁部形態と理解することができる。Ｃｂ類については、上田分 類 の
（ ）

Ⅲａ類に対応するもので、別 稿 では仲津山古墳段階を中心とした時期に認められるようである。
（ ）

突帯断面　分類については、その断面形と器壁の厚さ（器厚）を基準とした突帯の突出度を組み合わせ

て分類する。なお、分類にあたっては、体部として報告した資料についても含めている。

　まず、器厚に対する突出度は、突帯高が器厚を超えるもの（Ⅰ）、ほぼ同じもの（Ⅱ）、明らかに器厚

に及ばないもの（Ⅲ）、はるかに及ばないもの（Ⅳ）、の４ランクに分類する。これに対して、断面形に

ついては、台形をなすもの（Ａ）、わずかにＭ字状をなすもの（Ｂ）、Ｂに対して上辺が突出するもの（Ｃ）、

逆に下辺が突出するもの（Ｄ）、方形をなすもの（Ｅ）、方形を基本形とするが全体的に斜下方に傾斜する

もの（Ｆ）、三角形傾向にある台形をなすもの（Ｇ）、縦長の長方形をなすもの（Ｈ）、の８タイプに分類

できる。

　以上をもとに、突帯の突出度と断面形態

の相関関係を表したのが、第４６３図である。

　第４６３図では、同じ断面形であっても、

Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳと退化傾向にあると理解す

るものである。このなかで、最も出土量が

多いのはＡタイプで、全体の約３１％を占め

ている。以下、Ｃタイプ（１８％）、Ｅタイプ

（１７％）と続き、他は１０％に満たない量であ

る。また、Ａタイプの中ではⅢ２型式が過

半数を占めている。Ｃタイプにおいても、

Ⅲ２型式が過半数を占めている。一方、Ｅ

タイプにおいてはⅡ型式が過半数を占めて

いる。

　総じて、器厚と比較して突出度の高いⅠ

型式は全体の９％に過ぎず、器厚より低い

Ⅲ型式が６２％を占めている。以上から、池

田古墳出土円筒系埴輪の突帯は、傾向とし

て突出度が低く、全体的に退化傾向にある

ものと考えられる。

　なお、完形に復元された個体をはじめと

して、同一個体において突帯が複数条残存

する例をみると、異なるタイプの突帯が併

用されている例が少なからず認められる。

　たとえば、３９ではＡⅢ１ ・ ＣⅢ２ ・ ＥⅢ１が、

２８７ではＢⅡとＢⅢ１が、 ２８８ではＡⅢ１ ・ ＣⅣ・

ＦⅢ１・ＦⅢ２が、２８９ではＡⅢ２とＥⅢ１が、

第１節　円筒系埴輪

第４６３図　突帯断面の分類

― ―５１５
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６１８ではＡⅢ１とＥⅢ１が、６４５ではＡⅠとＢⅠが、６７８ではＡⅡとＢⅠが、それぞれ併用されている。

　このような併用例としては、ＡⅡとＥⅡ、ＡⅢ１とＣⅢ１、ＡⅢ１とＥⅢ１、ＣⅢ２とＥⅢ２、ＥⅡとＨⅢ２等の

組合せが、複数例認められる。上記の併用例の組合せの傾向として、突出度の類似するタイプが組み合

わさる傾向を見ることができる。逆に言えば、ⅠランクとⅣランクの併存のような例は認められない。

　以上から、上記の突帯の分類は、厳密に規制されたものではなく、ある程度の差が認められていたも

のと考えられる。個人差とも考えられる。一方、突出度については、ある程度の意識があったのではな

いかと考えられる。ただし、これらのなかでは大きな時期差は内包されていないものと考えられる。

　ところで、上記の分類と古市古墳群出土埴輪を対象とした上田分 類 と比較すると、Ⅰ類に相当する突
（ ）

帯形態は今回の調査資料中には認めることはできない。ＣⅠタイプの存在等、上田の古市古墳群中にお

ける埴輪変 遷 における仲津山古墳段階以降の資料に該当するものと考えられる。
（ ）

　以上から、突帯の断面形態は、津堂城山古墳段階までさかのぼる資料は認められないものといえる。

②規　格

　口縁部高・底部高・突帯間高およびこれらの規格性について検討する。また、規格性の検討にあたっ

ては、完形に復元できた個体を基本とする。

口縁部高　４段目突帯から口縁端部まで残存する資料について、その口縁部高をグラフ化したのが、第

４６４図である。これによると、口縁部高の最低値は９．７０㎝（２０）、最高値は１８．８０㎝（４９・２９３）で、その

平均値は１２．５６㎝である。また、口縁部高の分布をみると、１０㎝前後・１２㎝前後・１４㎝前後・１６㎝前後・

１８㎝前後に分布の偏りが認められる。このなかで最も集中するのが１２㎝前後で、大半を占める。

底部高　壺形埴輪を除く円筒系埴輪の１段目突帯まで残存する底部について、その底部高を棒グラフ化

したのが第４６５図である。これによると、底部高は最低値で１４．８０㎝（１０４）、最高値で２１．３０㎝（６７７）を

第７章　出土遺物のまとめ

第４６４図　円筒埴輪の法量（口縁部高）

― ―５１６
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測る。平均で１８．００㎝となる。さらに、これらの底部高の分布をみると、１５㎝前後・１７㎝前後・１９㎝前

後・２１㎝前後に分布の偏りが認められる。少なくとも、池田古墳において、底部高は４タイプに分類で

きる。この中で最も分布が集中するのは１７㎝前後で、次に１９㎝前後と続く。

口　径　最低値が２２．８０㎝（２０２）、最高値が３７．５０㎝（４２６）で、平均値は３０．９０㎝である（第４６６図）。特

別一定の数値に集中する傾向は認められないが、２５㎝以下、２８㎝前後、２９㎝～３０㎝、３２㎝前後、３４㎝前

後、３６㎝以上、に分布の集中をみることができる。

第４６５図　円筒系埴輪の法量（底部高）

第１節　円筒系埴輪

― ―５１７

第４６６図　円筒埴輪の法量（口径）
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第７章　出土遺物のまとめ

第３７表　体部突帯間規模

高　さ
（㎝）

突帯間平
均 （㎝）

体部高
（㎝）底部高・突帯間・口縁部比口縁部高

（㎝）
４段目高
（㎝）

３段目高
（㎝）

２段目高
（㎝）

底部高
（㎝）種 別№

（４７．６５）１１．８０（３４．４５）３ｂ≒４ｂ＜ａ１３．９０１２．００１１．６０円筒埴輪２
（３６．５０）１１．６０（２５．３０）３ｂ≒４ｂ≧ａ１１．２０１１．５０１１．７０円筒埴輪１８
（３９．７０）１１．９５（２９．９０）３ｂ≒４ｂ≧ａ１０．３０１１．９０１２．００円筒埴輪２６
（４２．７０）１２．００（３１．６０）３ｂ≒４ｂ≒ａ１１．７０１２．１０１１．９０円筒埴輪２７
（４０．６０）１１．７５（２９．１０）３ｂ≦４ｂ＝ａ１２．００１２．００１１．５０円筒埴輪３９
（３７．３０）（１８．５０）４ｂ＜ａ１８．８０１３．００円筒埴輪４９
（３５．９０）１３．６０（３５．９０）３ｂ≧４ｂ１３．２０１４．００体部７９
（３６．５０）（１９．１０）ｃ＞４ｂ１３．６０１７．４０底部１０７
（３７．１０）１１．９０（２５．８０）３ｂ＝４ｂ≧ａ１１．３０１１．９０１１．９０円筒埴輪１８６
（４２．１０）（２７．９０）４ｂ≒ａ１４．２０１４．００円筒埴輪１９１
（４０．４０）１２．０５（２８．６０）３ｂ≒４ｂ≒ａ１１．８０１２．１０１２．００円筒埴輪１９２
（４３．２０）１２．０５（３１．６０）３ｂ≒４ｂ≒ａ１１．６０１２．３０１１．８０円筒埴輪１９５
（３５．５０）（２２．１０）４ｂ≒ａ１３．４０１２．８０円筒埴輪１９９
（３１．６０）（１９．２０）４ｂ≒ａ１２．４０１２．２０円筒埴輪２０４
（４１．８０）１１．８５（３０．４０）３ｂ≒４ｂ≒ａ１１．４０１２．００１１．７０円筒埴輪２８６
６８．７０１２．４７３７．４０ｃ＞２ｂ＝３ｂ≒４ｂ＜ａ１３．６０１２．６０１２．４０１２．４０１７．７０円筒埴輪２８７
６７．８０１２．３７３７．１０ｃ＞２ｂ≒３ｂ＝４ｂ≒ａ１３．００１２．６０１２．６０１１．９０１７．７０円筒埴輪２８８
８０．３０１５．３３４６．００ｃ＞２ｂ≒３ｂ≒４ｂ＜ａ１６．８０１５．２０１５．３０１５．５０１７．５０円筒埴輪２８９

（３２．００）（２０．５０）４ｂ≒ａ１１．５０１１．７０円筒埴輪２９０
（３８．２０）１１．６０（３８．２０）３ｂ≒４ｂ≒ａ１１．２０１１．８０１１．４０円筒埴輪２９１
（４０．４０）１１．４０（２７．６０）３ｂ＜４ｂ≦ａ１２．８０１２．００１０．８０円筒埴輪２９２
（３６．６０）（１７．８０）４ｂ＜ａ１８．８０１２．９０円筒埴輪２９３
（２７．１０）（１６．３０）４ｂ＞ａ１０．８０１２．４０円筒埴輪２９８
（３８．０５）（２０．６５）ｃ＞２ｂ１３．１０１７．４０底部３６６
（３５．００）（２１．６０）４ｂ＜ａ１３．４０１２．２０円筒埴輪４２８
（３７．３０）１１．８０（３１．１０）３ｂ≒４ｂ１２．１０１１．５０体部４３１
（６１．６０）（５１．６０）３ｂ≒４ｂ１６．７０１６．６０朝顔形埴輪５３９
（３８．７０）１２．２０（２６．８０）３ｂ≒４ｂ≒ａ１１．９０１２．００１２．４０円筒埴輪５４２
（３０．８０）（２０．２０）４ｂ＞ａ１０．６０１２．４０円筒埴輪５４３
（２７．６０）（１６．６０）４ｂ≧ａ１１．００１１．９０円筒埴輪５４６
（４７．８０）１１．７３（３６．２０）２ｂ≒３ｂ≒４ｂ１１．８０１１．６０１１．８０円筒埴輪５４９
（４４．４０）１２．００（３３．８０）３ｂ≒４ｂ＞ａ１０．６０１２．１０１１．９０円筒埴輪６０８
（２４．５０）（１２．９０）４ｂ≧ａ１１．６０１２．００円筒埴輪６０９
（３２．３０）（１３．６０）ｃ＞２ｂ１１．５０１８．７０底部６１３
（５１．９０）１２．２３（３６．７０）２ｂ＝３ｂ＝４ｂ≒ａ１２．００１２．３０１２．２０１２．２０円筒埴輪６１８
（４２．１０）１２．２０（３０．９０）３ｂ＝４ｂ＞ａ１１．２０１２．２０１２．２０円筒埴輪６４４
（４２．６０）１１．４５（３１．９０）３ｂ≒４ｂ≧ａ１０．７０１１．２０１１．７０円筒埴輪６４５
６６．１０１１．５７３４．７０ｃ＞２ｂ≒３ｂ＝４ｂ≒ａ１１．６０１１．３０１１．８０１１．６０１９．８０円筒埴輪６７５
７１．４０１３．５７４０．７０ｃ＞２ｂ≒３ｂ＝４ｂ≒ａ１４．００１３．４０１３．９０１３．４０１６．７０円筒埴輪６７６
６９．１０１２．２０３６．６０ｃ＞２ｂ≒３ｂ＝４ｂ≒ａ１１．２０１１．９０１２．６０１２．１０２１．３０円筒埴輪６７７

（４７．２０）１１．８５（３５．７０）３ｂ≒４ｂ≒ａ１１．５０１２．２０１１．５０円筒埴輪６７８
（３３．００）（２１．４０）４ｂ≒ａ１１．６０１１．８０円筒埴輪６７９
（４１．１０）１２．５０（２９．６０）３ｂ≧４ｂ≧ａ１１．５０１２．２０１２．８０円筒埴輪６８０
（２７．６０）（１５．２０）４ｂ≒ａ１２．４０１２．００円筒埴輪６８１
（３７．６０）１２．３５（２９．４０）３ｂ≒４ｂ１２．３０１２．４０体部６８６
（３２．２０）（２７．８０）２ｂ≒３ｂ１２．７０１２．２０体部６８８
（４２．４０）（２１．５０）ｃ＞２ｂ１１．６０２０．９０底部６８９
（３４．００）（１６．８０）ｃ＞２ｂ１４．３０１７．２０底部６９０
（６５．５０）１４．１０４２．３０ｃ＞２ｂ＝３ｂ≒４ｂ１４．００１４．３０１４．００１６．６０底部６９２
（３０．８０）（１３．９０）ｃ＞２ｂ１３．００１６．９０底部６９４

１２．４２１２．４１１２．７６平均値

― ―５１８
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底　径　最低値が１７．４０㎝（４０１）、最高値が３５．５０㎝（４７８）で、平均値は２３．５５㎝である。口径同様、一

定の値に集中する傾向は認められないが、２１㎝以下、２２㎝～２３㎝、２４㎝～２５㎝、２５㎝～２７㎝、３１㎝以上

に分布の集中をみることができる（第４６７図）。

体部突帯間高　体部の突帯間（２段目・３段目・４段目）の位置付けが明らかなものを対象として、各

段の平均値を求めると、２段目が１２．７６㎝、３段目が１２．４１㎝、４段目が１２．４２㎝となる。２段目が約３㎜

高い値であるが、基本的に大きな差は認められない。

　また、体部が複数段残存する個体について、１段あたりの平均値を求めてみたところ（第３７表）、最少

で１１．４０㎝（２９２）、最大で１５．３３㎝（２８９）となる。大半は上記の数値の±１．００㎝の範囲内の値となってい

る。これを大きく下回る数値は見られない。さらに、各段の単独の数値としては、６９０の２段目（１４．３０

㎝）、６９２の２段目（１４．００㎝）が挙げられる。小さい数値としては、１１．４５㎝（６４５）、１１．４０㎝（２９２）が

挙げられる（第３７表）。

　以上から、突帯間高は、以下の４タイプに分類することができる。

　Ⅰ類：１５㎝以上のもの（２８９）。

　Ⅱ類：１３．００㎝から１５．００㎝未満のもの（７９・６７６・６９２）。

　Ⅲ類：１１．６０㎝から１２．４０㎝のもの（３９・２８８・５４２・６７７等）。

　Ⅳ類：１１．６０㎝未満のもの（２９２・６１３・６４５・６７５）。

　このなかで、最も量的に多いのはⅢ類である。

完形品との比較　ここで、上記の口縁部高・底部高・突帯間高と、完形に復元できた個体の数値を比較

してみたい。

　まず完形に復元できた個体について分析する。対象となるのは、２８７～２８９・６７５～６７７の６個体である。

これら６個体の口縁部高・体部突帯間規模・底部高を比較すると、以下の特徴を指摘することができる。

第４６７図　円筒系埴輪の法量（底径）

第１節　円筒系埴輪

― ―５１９
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　①いずれも底部高が体部突帯間高・口縁部高より高い。②口縁部高は、体部突帯間高より大きいもの

と、ほぼ同間隔のものとが認められる。③体部突帯間高は基本的に等しい。

　①については、他の底部と体部突帯間高を比較できる資料をみると、全ての資料において、底部高が

体部突帯間高を上回っている。底部高の方が低い資料は１点も認められない。以上から、池田古墳出土

円筒埴輪の底部高は、体部突帯間高を上回るものが基本とみることができる。

　②については、完形資料で認められたパターン以外に、口縁部高が体部突帯間高より下回る例（２９８・

第７章　出土遺物のまとめ

第４６８図　円筒埴輪の規格（１）

第４６９図　各規格の円筒埴輪

― ―５２０
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５４３・６０８・６４４等）も認められる。これらについては、６４４の１１．２０㎝を除いて、いずれも１０㎝大と同規模

である。

　③については、検討できる資料のほとんどは、基本的に同規模である。しかし、その数値をみると、

先に検討した１２㎝大のものと、２８９のようにその平均値が１５．３３㎝と明らかに間隔の大きなタイプが認め

られる。

　以上から、Ⅰ：底部高＞２段目高＝３段目高＝４段目高＜口縁部高（２８７・２８９・２９３）

　　　　　　Ⅱ：底部高＞２段目高＝３段目高＝４段目高＝口縁部高（２８８・６７５～６７７）

　　　　　　Ⅲ：底部高＞２段目高＝３段目高＝４段目高＞口縁部高（２９８・５４３・６０８）

の３タイプに分類することができる（第４６８図・第４７０図）。

　さらに、Ⅰタイプにおいて、体部突帯間高がと１４㎝を超えるもの（Ⅰａ：２８９）と１２㎝大のもの（Ⅰｂ：

２８７）の２タイプに細分できる。また、Ⅱタイプにおいても、底部高が１７㎝大のもの（Ⅱｂ：２８８・６７６）、

１９㎝大のもの（Ⅱｃ：６７５）、２１㎝大のもの（Ⅱｄ：６７７）と、３タイプに細分することができる。このな

かで、Ⅱタイプが、量的に多く認められる。

　この他、Ⅰｂタイプに分類される２９３は、口縁部高１８．８０㎝・突帯間高１２．９０㎝を測り、より細分が可能

である。

小　結　以上が、池田古墳出土円筒埴輪の規格についての検討結果である。いずれも上田　睦の分類で

は、一部を除いて中型品にあたるものであ る 。池田古墳出土円筒埴輪の特徴として、検討可能な資料の
（ ）

全てにおいて、底部高が突帯間高を上回る点を指摘することができる。底部高自体、１５㎝以上を測り、

１７㎝大が最も多いという特徴が認められる。

第４７０図　円筒埴輪の規格（２）

第１節　円筒系埴輪

― ―５２１
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　ところで、上田　睦は、円筒埴輪の底部高に着目し、古市古墳群中の埴輪を分析してい る 。これによ
（ ）

ると、古市古墳群中においては、１７㎝を超えるものは基本的に認められない。このような、底部高が１７

㎝を超えるものは、大和において認められ、その規格を「大和型規格」と呼称されている。さらに、こ

の「大和型規格」に基づく埴輪を「大和型埴輪」と呼称されている。そして、底部高が１７㎝の規格の埴

輪は、Ⅲ期１段階に位置付けられてい る 。よって、池田古墳出土円筒埴輪の規格も、Ⅲ期１段階の「大
（ ）

和型埴輪」に該当するものと考えられる。

③外面２次調整

　外面の調整は、タテハケ（１次調整）→ヨコハケ（２次調整）が基本的なパターンである。ヨコハケ

については、Ａ種ヨコハケとＢ種ヨコハケが認められる。

Ａ種ヨコハケ　ここでは、ストロークの長いヨコハケを対象とす る 。多くが波打つように施されている
（ ）

ことから、回転台を使用しないＡｂ種ヨコハケと判断したものである。一部Ｃａ種ヨコハケに分類される

ものも含まれている可能性も否定できない。

　また、壺形埴輪ではあるが、４２０においては、同じ突帯間でＢｂ種ヨコハケとの共伴が認められる。２９２

においても、Ａｂ種ヨコハケとＢ種ヨコハケの共伴が認められる。さらに、６６６は、同じ突帯間において

Ａａ種ヨコハケとの共伴が認められ、加えて上の突帯間においてはＢ種ヨコハケも認められる。この実態

については、後項で検討したい。

Ｂ種ヨコハケ　静止痕の存在からＢ種と判断される個体は多く認められる。しかし、確実にその細分化さ

れたＢｂ種ヨコハケ・Ｂｃ種ヨコハケ・Ｂｄ種ヨコハケに特定できるのは、数例に限られる。これは、２次

調整としてのヨコハケが、突帯間全面に及ばない例が多くみられることが一つの要因として挙げること

ができる。さらに、静止痕の認められるヨコハケを観察すると、ヨコハケ自体が波打っている例も少な

からず認められる。以上から、ヨコハケの施し方が稚拙であったと考えられるもので、ある種模倣的な

様相が認められる。この他、明らかにハケ一単位の幅が狭い例（４２８）も認められる。

　Ｂａ種ヨコハケに関しては、静止痕の認められない個体の大半が該当するものと考えられる。したがっ

て、Ｂ種ヨコハケのなかでも量的にはＢａ種が最も多い可能性が考えられる。

　Ｂｄ種ヨコハケに関しては、一見したところ、２７と４３１が該当する。この他、７９については、Ｂｂ種ヨ

コハケもしくはＢｃ種ヨコハケが考えられるが、静止痕がわずかに傾いていることのみから判断すると、

Ｂｄ種ヨコハケの可能性も考えられる。いずれにしても、Ｂｄ種ヨコハケはわずかである。

④焼成方法

　基本的に黒斑が認められ、野焼き焼成によっている。また、野焼きによるが、硬質に焼かれた資料も

認められない。さらには、窖窯焼成によると判断される円筒埴輪も認められない。

⑤透かし

　円形と長方形が認められるが、長方形については３２２と５４３の２個体に限られ、他は全て円形である。

円形透かしは、各段２穴を基本として開けられており、１穴もしくは３穴以上の例は認められない。基

本的に２段にわたり開けられ、２段の透かしが千鳥に配置（直交配置）されている。ただし、各段の透

かしの位置が必ずしも相対する位置関係にないこともあり、各段の円形透かしのなす角度が正確に９０° と

第７章　出土遺物のまとめ
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なる例はわずかである。

　その開けられた段の組合せは、第４段と第３段（４９・１８８・１９１・２０４・２８６～２８８・２９０・２９１・６８８）、第

４段と第２段（２・２６・２７・１９２・１９５・２８９・６１８・６４５・６７５・６７７・６９２）の組合せがほぼ同数認められ

る。この他、第４段・第３段・第２段の３段にわたり開けられた例（６７６）も認められる。

　なお、６９２については、第２段・第４段とも同方向に開けられ、千鳥には配置されていない。

　

⑥小　結

　以上の検討結果を踏まえ、時期について検討したい。

　①の口縁部形態・突帯断面形態の分析から、上田編 年 のⅢ期２段階以降に位置付けられる。
（10）

　②の底部高から、上田編年のⅢ期１段階に位置付けられる。また、突帯間規模については、Ⅲ類が多

いことから、Ⅲ期２段階より新しい傾向にあるものとみることができる。

　③については、Ｂ種ヨコハケが多く認められることから、少なくとも川西編年Ⅲ期以降と判断される。

さらに、Ｂ種ヨコハケにおいて、Ｂａ種・Ｂｂ種ヨコハケもしくはＢｃ種ヨコハケが大多数を占めている。

　Ｂｄ種ヨコハケについては、その可能性のある個体が２点（２７・４３１）のみ認められる。Ｂｄ種ヨコハケ

は、川西編年Ⅳ期後半以降に出現す る とされるが、その時期は窖窯焼成が開始された時期にあたる。と
（11）

ころが、２７と４３１をみてみると、両者とも黒斑が認められる。このように、池田古墳に認められるＢｄ種

ヨコハケについては、大きな問題を含むものである。このような埴輪が、Ｂｄ種ヨコハケの時期に新たに

池田古墳に追加されたとも考えられるが、出土位置・状況は他の埴輪と変わるものではなく、そのよう

な状況を想起することは困難である。

　ここで、Ｂｄ種ヨコハケの本来の意味を考えてみたい。古市・百舌鳥古墳群におけるＢｄ種ヨコハケの

出現は、突帯間の狭小化と連動するものであっ た 。そこで、２７と４３１の突帯間との関係についてみてみた
（12）

い。まず、２７のＢｄ種のみられる突帯間規模は１１．９０㎝ と１２．１０㎝、４３１は１２．１０㎝ である。先にみたよう

に、突帯間規模の平均値は１２．４０㎝であることからすると、いずれも平均値に近い値である。

　以上から、池田古墳にみられたＢｄ種ヨコハケは、突帯間規模の狭小化と連動したものではないと判断

される。よって、一見したところＢｄ種ヨコハケとみられるヨコハケについては、本来の意味でのＢｄ種

ヨコハケではないものと判断される。結果として静止痕が斜行したものと考えたい。これは、先述した

ヨコハケの稚拙さとも関連するものと考えられる。

　この具体例として、 ４２８が挙げられる。 この埴輪においても一見したところＢｄ種ヨコハケとみられる。

しかし、詳細に観察すると、静止痕が斜行するものの、その幅は突帯間規模より明らかに狭いものであ

る。場所によっては、静止痕の幅が突帯間規模の１/２程度となっている。

　よって、池田古墳に認められたＢｄ種ヨコハケについては、本来のＢｄ種ヨコハケではなく、Ｂｂ種もし

くはＢｃ種ヨコハケとして理解すべきものと考えられる。

　④からは、上田編年のⅣ期まで下がることはない。

　以上から、池田古墳出土の円筒埴輪は、上田編年のⅢ期２段階からⅣ期１段階にかけての時期に位置

付けられる。特に、応神陵古墳の築造時あるいは築造後でないと、他地域にＢｂ種ヨコハケ・Ｂｃ種ヨコ

ハケの埴輪は成立しえないとの小浜　成の 説 から、Ⅳ期１段階に近い時期と考えられる。
（13）

第１節　円筒系埴輪
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（３）その他の特徴

　池田古墳出土円筒系埴輪の中には、少数例ではあるが、特徴的な事例がいくつか認められる。これを

まとめておきたい。

小穴をあける例　円形の透かしより明らかに小規模な小穴（径１㎝～２㎝）が開けられた埴輪が、わず

かではあるが認められる。第１段（底部）に開けられる例（８５・１０５・１０６・１２１・２６４・２７２・３７８・５８７）

と口縁部に開けられる例（１９０・１９２・２９３・３００・４２８）が認められる。いずれも１段に１穴であるが、

１０５に限り底部に２穴開けられている。この他、体部片ではあるが、７４・６３１においても小穴の穿孔例が

認められる。

　第１段（底部）に開けられる例は、８５・１０５・１０６・１２１が前方部南側１段目テラス埴輪列、２６４と２７２が

南造り出し北側埴輪列に樹立されたものである。後者については、１９０・１９２が区画溝、２９３・３００・３７８

が南造り出し、４２８が南渡土堤に樹立されたものである。このように、小穴を開けた例の大半が墳丘の

南側に樹立された埴輪に認められる。また、体部片に開けられた７４についても、前方部南側１段目テラ

ス埴輪列に樹立されたものである。

　北側から出土したものとしては、５８７が前方部北側１段目テラス埴輪列、６３１が北造り出しと、墳丘北

側から出土している。

　このなかで、底部に対する小穴の例としては、コナベ古 墳 （奈良市：５世紀初頭）・三ッ城古 墳 （広島
（14） （15）

県東広島市：５世紀前半）等で、若干の出土例が認められる。

円形竹管文　器面に円形竹管文が押印された例が、４６６・６４４・６４６・６５７の４点に認められる。４６６が南

渡土堤から出土している以外、北渡土堤から出土している。この他、１９１と２２１には円形の刺突文が認め

られる。２点とも区画溝から出土している。

色　調　円筒埴輪の色調をみると、大きく３種に分類できる。灰白色系・黄橙色系・橙色系の３種であ

る（巻首図版３２）。これは、胎土の違いを反映したものと考えられる。三辻利一による胎土分析（第６章

第９節）で、灰白色系が在地産、橙色系が搬入品に相当するものである。なお、黄橙色系について、三

辻利一による胎土分析においては抽出できていない。また、灰白色系と黄橙色系の区別が明確でない個

体も認められる点も加えておく。

　黄橙色系に分類されるのは、２・１７・２６・３９・９７・１０９～１１１・１１７・１３４・１６５・５４２～５４４・５５４・５６９・

５７３・５８３・５８５・５８７・６７５・６８２・６８４・６８６・６９６・７２４である。橙色系は、１１４・６４４・６４６・６４８・６５７・

６５９・６７７・６７９・６８０・６８９・６９５である。上記以外の大半は、灰白系に分類されるもので、大多数を占め

ている。なお、黄橙色系は朝顔形埴輪、橙色系は壺形埴輪にも認められる。橙色系の壺形埴輪について

は、後述する。

　このなかで、橙色系の埴輪は、１１４が前方部南側１段目斜面から出土している以外、６４４・６４６・６４８・

６５７・６５９が北渡土堤、他が北渡土堤北端部から出土している。このように、大半が北側から出土してい

る点は注目される。また、橙色系の埴輪を先の円筒埴輪の規格に当てはめると、６７７がⅡｄタイプに分類

されたものである。この他、６７９がⅡタイプに、６４４と６８０がⅢタイプに分類できる。

　このように、橙色系の埴輪は、胎土は異なるものの、一般的な胎土と同様の規格のもとに作られてい

ることが理解できる。

　黄橙色系については、橙色系のような偏りは認められないが、北側からの出土が多い傾向にある。た

だし、南側では１段目テラス埴輪列、北側では１段目テラス埴輪列と北渡土堤北端部に限られ、樹立位

置に偏りが認められる。少なくとも、南北の造り出し上には樹立されていない。

第７章　出土遺物のまとめ
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２．朝顔形埴輪・壺形埴輪
（１）はじめに

　朝顔形埴輪と壺形埴輪は、円筒系埴輪のなかでは、量的に多くはない。しかし、壺形埴輪のなかには

ほぼ完存する個体や、完形に復元された個体が認められる。一方、朝顔形埴輪については、完存もしく

は完形に復元できた個体は認められない。ただし、口縁部から肩部にかけての個体において、比較的多

くの資料が得られている。この他、先述したように（第５章第２節）、口縁部片や頸部片において、朝顔

形埴輪と壺形埴輪の分類が困難な資料も多く出土している。

　そこで、朝顔形埴輪と壺形埴輪について検討していくにあたり、両者に共通する口縁部と頸部を分析

し、それを踏まえて朝顔形埴輪・壺形埴輪それぞれの分析を行い、円筒埴輪との比較をもとに、年代等

についての検討をおこなうことにする。

第１節　円筒系埴輪

第４７１図　主要朝顔形埴輪・壺形埴輪出土位置（南側）
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（２）出土位置

　まず、出土位置を確認しておく。朝顔形埴輪・壺形埴輪とも、南側（第４７１図）と北側（第４７２図）か

ら出土している。円筒埴輪と比べて量的には多くはないが、出土地点はほぼ同じである。ただし、全体

的に南側からの出土が目立つ傾向にある。

（３）共通要素の分析

　ここでは、口縁部形態と頸部形態について分類する。

口縁部の分類　朝顔形埴輪・壺形埴輪ともに、口縁部は複合口縁をなしている。いずれも、１次口縁と

２次口縁の分割成形によるものである。ここでは、１次口縁と２次口縁との接合および複合部の突帯を

もとに分類する。これらを基準にみると、大きく３タイプに分類可能である（第４７３図）。

Ａ：１次口縁の端部やや内側に２次口縁を載せ、突出した１次口縁端部が突帯状をなす（疑似突帯）。

さらに、疑似突帯の断面形により、２タイプに細分可能である。

　　ａ：端面を有するもの（３７・２４４・２４７・２４８・６１６・７００・７２０）。

　　ｂ：端面をもたないもの（３５・２４２・５５８・７０１）。

　また、Ａａ類においては、２次口縁端部が丸くおさめられるもの（３７）と、端面を有するもの（２４４・

２４７・２４８・６１６・７００・７２０）が認められる。壺形埴輪では２５３がＡａ類に分類される。

第７章　出土遺物のまとめ

第４７２図　主要朝顔形埴輪・壺形埴輪出土位置（北側）
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Ｂ：１次口縁の延長上に連続して２次口縁

を接合し、接合部外面に突帯を貼り付

けるもの。突帯の貼り付け位置と断面

形態により、４タイプに細分できる。

ａ：突帯を２次口縁側に貼り付けるもの

（１３５・２４３・４０９）。壺形埴輪７０７も当

タイプに位置付けられる。

ｂ：突帯を２次口縁と１次口縁の中間に

貼り付けるもの（５０２・５０３）。

ｃ：突帯を１次口縁側に貼り付けるもの

で、突帯断面が台形をなすもの

（４０４・７０３）。

ｄ：突帯を１次口縁側に貼り付けるもの

で、突帯断面が厚みのない方形もし

くは長方形をなすもの（４０５・６１５・

６３７・６４１・６９９）。壺形埴輪７０６も当

タイプに位置付けられる。

Ｃ：１次口縁と２次口縁の接合法はＢ類と

同じであるが、外面に突帯を貼り付けないもの（３３・４０６）。

　なお、Ａ類としたものは、上人ケ平遺跡の報 告 において、擬口縁状突帯として報告されているもので
（16）

ある。

頸部突帯の分類　頸部に貼りつけられた突帯の断面形態を基準に分類する（第４７４図）。

Ｄ：断面形がヨコナデにより三角形をなすもの。三角形の形状により、４タイプに細分可能である。

ａ：突帯に対するヨコナデが上下均等に行われるもの（朝顔形埴輪：２４２・２４３・２４４・７０５　壺形埴

輪：２５３・４２１・７０６・７０７・７１０　口縁部片：７０３　頸部片：４１２・５６１・５６３・６３８）。

ｂ：突帯に対するヨコナデが下側に強く施されるもの。このため、突帯の断面形が縦長の長方形と

なる（朝顔形埴輪：１６・２４８・４９５・５３９）。

ｃ：突帯の断面形はｂと同じであるが、

突帯全体が退化傾向にあるもの（頸

部：７３０）。

ｄ：突帯に対するヨコナデが上側に強く

施されるもの。このため、突帯の断

面形が横長の長方形となる（朝顔形

埴輪：３７　頸部：２４９・４１３・６０５・

６０６）。

Ｅ：断面形に厚みがなく突出するもの。断

面の形状により、２タイプに細分可能

である。

第１節　円筒系埴輪

第４７４図　朝顔形埴輪・壺形埴輪　頸部突帯の分類

第４７３図　朝顔形埴輪・壺形埴輪　口縁部の分類

― ―５２７
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ａ：断面形が長方形状に突出するもの（朝顔形埴輪：４０５　壺形埴輪：６４０　頸部：５０９・６０４）。

ｂ：断面形が退化し、方形もしくは台形状をなすもの（朝顔形埴輪：４９６）。

Ｆ：２段におよぶ強いヨコナデにより、先端が薄く収束するもの（壺形埴輪：７０８・７０９）。

Ｇ：断面形が退化傾向にあり、丸味のある台形状をなすもの（朝顔形埴輪：２４６）。

　以上が頸部突帯の分類である。この結果、Ｄａ類とＥａ類が朝顔形埴輪と壺形埴輪に共通して認められ

る。一方、Ｄｂ類・Ｄｄ類・Ｅｂ類・Ｇ類は朝顔形埴輪のみに、Ｆ類は壺形埴輪のみに認められる。ただし、

壺形埴輪の出土点数が少ないことから、Ｄｃ類とＤｄ類についても、壺形埴輪に認められる可能性は否定

できない。

　このように、頸部突帯の特徴から、Ｄａ・Ｅａタイプの朝顔形埴輪と壺形埴輪は、共通した工人のもと

で製作された可能性が考えられる。

（３）朝顔形埴輪

①規格について

　突帯間規模について検討する。

体部突帯間高　突帯間規模については、対象試料が少

ないが、以下の４段階に分類できる（第３８表）。

　Ⅰ類：１６㎝大のもの（５３９）。

　Ⅱ類：１５㎝大のもの（３７・２４４）。

　Ⅲ類：１２㎝大のもの（２４２・４０４・２４３）。

　Ⅳ類：１１㎝大のもの（４０５・４９６・７０５・３６・４１６）。

②型式分類

　これまでの、口縁部形態の分類・頸部突帯の分類、

第７章　出土遺物のまとめ

第４７５図　朝顔形埴輪の分類（１）

第３８表　朝顔形埴輪突帯間規模

肩部高
（㎝）

５段目高
（㎝）

４段目高
（㎝）

３段目高
（㎝）

２段目高
（㎝）№

８．００（１．５０）１６
（３．９０）１１．８０（８．１０）３６
９．４０１５．００１５．００（５．５０）３７
１６．２０１２．５０１２．５０（１０．４０）２４２
１１．８０１２．２０（４．９０）２４３
１０．４０１５．００（２．６０）２４４
１２．４０（７．６０）２４６
１１．６０１２．２０１２．７０（４．５０）４０４
１０．６０１１．７０１１．７０（１１．５０）４０５

（１０．９０）１１．８０１１．６０（５．２０）４１６
１０．００（２．００）４９５
９．６０１１．３０（７．２０）４９６
１１．２０１６．７０１６．６０（７．１０）５３９
７．４０１１．２０１０．４０１１．２０１１．００７０５

― ―５２８
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突帯間規模の分類をもとに、以下の大きく５タイプに分類することができる（第４７５図・第４７６図）。な

お、この分類は、確実に朝顔形埴輪と特定できる資料を対象としたものである。

Ａ：突帯間規模Ⅰ類・頸部突帯Ｄｂ類からなるもの（５３９）。

Ｂ：口縁部Ａ類からなるもの。頸部突帯・突帯間規模から３タイプに細分できる。

ａ：口縁部形態Ａａ類・突帯間規模Ⅱ類からなるもの。さらに、頸部突帯Ｄａ類（ａ１：２４４）が認め

られる。

ｂ：口縁部形態Ａａ類・突帯間規模Ⅱ類・頸部突帯Ｄｄ類からなるもの（３７）。

ｃ：口縁部形態Ａｂ類・突帯間規模Ⅲ類・頸部突帯Ｄａ類からなるもの（２４２）。

Ｃ：口縁部Ｂ類からなるもの。頸部突帯・突帯間規模から３タイプに細分できる。

ａ：口縁部形態Ｂａ類・突帯間規模Ⅲ類からなるもの（２４３）。

ｂ：口縁部形態Ｂｃ類・突帯間規模Ⅲ類からなるもの（４０４）。

ｃ：口縁部形態Ｂｄ類・突帯間規模Ⅳ類・頸部突帯Ｅａ類からなるもの（４０５）。

Ｄ：突帯間規模Ⅳ類・頸部突帯Ｅｂ類からなるもの（４９６）。

Ｅ：頸部突帯Ｇ類からなるもの（２４６）。

　この他、４９５がＣ類に分類される。Ｃｂ類もしくは別タイプに細分されるものと考えられる。

　ところで、朝顔形埴輪は、完形に復元されたものはない。このため、全体の形状を明らかにできるも

のはない。このなかで唯一、７０５が５条突帯からなることが明らかとなっている。しかし、５条突帯につ

いては円筒埴輪では認められないもので、これが朝顔形埴輪に一般的な規格であるのかについては、明

確にし得ない。

②年代の検討

　次に、円筒埴輪との比較を主に、年代的検討を行いたい。その項目は、突帯間規模・外面調整・焼成

方法・透かし形態である。

底部高　底部高のわかるのは７０５に限られ、１６．９０㎝を測る。この数値は、円筒埴輪の平均値の１８㎝より

第１節　円筒系埴輪

第４７６図　朝顔形埴輪の分類（２）

― ―５２９

Title:05_本文編_7章.eca Page:17  Date: 2015/03/24 Tue 13:20:12 



は低いが、最も分布が集中する１７㎝大に近似する値である。１例のみではあるが、底部高に関しては、

円筒埴輪とほぼ同じ規格のものが存在したことが明らかである。

突帯間規模について　先に分類した規格を円筒埴輪と比較する。円筒埴輪の平均値が１２㎝大であったこ

とと比較すると、Ⅲ類が最も近似する数値とみることができる。Ⅰ類とⅡ類については、明らかに大き

い傾向にあると見ることができる。一方、Ⅳ類の４０５については、円筒埴輪でも見られた数値である。し

かし、７０５については明らかに小規模である。

　以上から、円筒埴輪の突帯間規模と比較して、ほぼ類似するもの（Ⅲ類）と、異なるもの（Ⅰ類・Ⅱ

類・Ⅳ類）の、二者を認めることができる。

外面２次調整について　円筒埴輪同様、１次調整をタテハケ、２次調整をヨコハケにより仕上げられて

いる。ヨコハケは、Ａａ種ヨコハケ（２４６）、Ａｂ種ヨコハケ（４０４・４１６）、Ｂｂ種ヨコハケ（４０４・４０５）、Bb

種ヨコハケもしくはＢｃ種ヨコハケ（３７・５３９）、Ｂｃ種ヨコハケ（７０５）の各種が認められる。これは、円

筒埴輪に認められた外面２次調整と全く同じである。

黒斑について　１６・３６・４９５を除いては黒斑が認められる。１６・３６・４９５についても、残存状況の問題で、

窖窯焼成によるものは出土していない。

透かしについて　全て円形で、方形のものは１点も認められない。また、透かしの開けられた位置は、

４段目と３段目（３７・２４２・２４３）・４段目と２段目（４０５・５３９）・５段目と３段目（７０５）の３タイプが認

められる。確認できた例としては、４段目と３段目に開けられるパターンが目立つ傾向にある。また、

両タイプとも、千鳥に配されている。これらの特徴も、円筒埴輪と同じである。

　この他、残存状況のよくない２４４・２４６・４０４・４９６の４点についても、４段目に透かしが認められる。

したがって、少なくとも肩部下には透かしが開けられていたものと考えられる。

色　調　円筒埴輪で認められた橙色系は認められないが、７０５は黄橙色系に分類されるものである。他

は全て灰白色系に分類される。口縁部片の５５８についても、黄橙色系に分類されるものである。

小　結　以上から、今回報告する朝顔形埴輪については、円筒埴輪で認められた特徴と多くの点で一致

する。よって時期的に齟齬は認められない。ただし、突帯間の狭い７０５は、やや新しい傾向にあるものと

考えられる。

（４）壺形埴輪

　壺形埴輪は、積山洋・鐘方正樹による壺形埴輪の分類のなかでＢ 類 に該当するものである（第４７７図・
（17）

４７８図）。

底部高について　最大値は２５３の２７．２５㎝、最小値は４２１の１９．６０㎝で、平均は２２．６１㎝である。この底部高

を基に、以下の３タイプに分類できる。

　Ⅰ類：底部高が２５㎝を超えるもの（２５３：２７．２５㎝）。

　Ⅱ類：底部高が２１㎝～２４㎝のもの（４２０・６４０・７０６・７０８・７０９）。

　Ⅲ類：底部高が２０㎝以下のもの（４２１・７０７）。

底部径について　以下の２タイプに分類できる。

　Ⅳ類：底径が２２㎝以上のもの（２５２・２５３・４２０・５１２・６４３・７０６）。

　Ⅴ類：底径が１９．５０㎝以上～２２㎝未満のもの（４２１・４２４・６４０・７０７・７０８・７０９・７１０）。

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５３０
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透かしの形態　４２１を除いては、全て円形の透かしである。４２１については、一部の残存ではあるが、逆

三角形もしくは逆半円形となるものと考えられる。円形透かしのものは、２穴を基本としている。

壺形埴輪の分類　先の口縁部形態の分類・頸部突帯の分類及び上記の底部高の分類等を総合し、壺形埴

第４７７図　池田古墳出土壺形埴輪（１）

第１節　円筒系埴輪

― ―５３１
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輪の分類を行いたい。さらに、他の要素も加えると、以下の７タイプに細分できる（第４８０図・第４８１図）。

Ａ類：底部高がⅠ類、底部径がⅣ類、口縁部がＡａ類、頸部突帯がＤａ類からなるもの（２５３）。

Ｂ類：底部高がⅡ類、底部径がⅣ類、口縁部がＢｄ類、頸部突帯がＤａ類からなるもの（７０６）。

Ｃ類：底部高がⅡ類、底部径がⅤ類、頸部突帯がＦ類からなるもの（７０８・７０９）。口縁部形態は不明。

Ｄ類：底部高がⅡ類、底部径がⅣ類からなるもの（４２０）。頸部突帯・口縁部形態は不明。

Ｅ類：底部高がⅢ類、底部径がⅤ類、頸部突帯がＤａ類からなるもの（４２１）。口縁部形態は不明。

Ｆ類：底部高がⅢ類、底部径がⅤ類、口縁部がＢａ類、頸部突帯がＤａ類からなるもの（７０７）。

Ｇ類：底部高・口縁部形態・頸部突帯等、全ての要素が不明であるが、底部と肩部の製作が他と異な

るもの（４１９・４２２）。

第７章　出土遺物のまとめ

第４７８図　池田古墳出土壺形埴輪（２）

― ―５３２
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　Ｇ類については、肩部下端に、底部に対して顕著な膨らみが認められ、器台に壺を載せた形態により

近い特徴を示していることから、あえて１つの型式として加えたものである。

　また、Ｆ類とした７０７は、色調が赤橙色系をなし、他の壺形埴輪とは明らかに異なる。鍔の断面形態も

異なる特徴を示している。また、７１１についても、７０７と同じ色調に分類することができる。しかし、鍔

の断面形態が異なり、さらに新たな型式が存在する可能性が考えられる。Ｅ類については、底部の透か

しが、円形ではなく半円形もしくは逆三角形の可能性が考えられ、古い様相を示している。

時期の検討　上記の分類において、Ａ類・Ｂ類・Ｅ類・Ｆ類については、口縁部形態および頸部突帯の分

類が、朝顔形埴輪と共通する。よって、朝顔形埴輪と時期的に平行するものと考えられる。さらには工

人の共通性も考えられる。ただし、Ｆ類については胎土が明らかに異なる。また、口縁部の特徴も他と

は異なる。

　この他、２５３・４１８・４２２・６７１・７０６～７０９・７１２においては黒斑が認められる。底部の透かしは、４２１を

除いて全て円形透かしである。

　底部外面の調整については、タテハケを１次調整とし、ヨコハケを２次調整としている。さらに、ヨ

コハケにおいて、４２０・６４０・７０９においてＢ種ヨコハケが認められる。この他、５１２においては、Ａｂ種ヨ

コハケが認められる。このように２次調整についても、円筒埴輪と特徴を同じくするものである。

　以上の特徴から、円筒埴輪と時期的に齟齬はないものと考えられる。

その他の特徴　７１１の鍔上面には円形竹管文の押印が認められる。円筒埴輪（４６６・６４４・６４６・６５７）にも

同様な押印が認められるとともに、４６６以外は橙色系と、胎土も共通する。したがって、両者は共通した

工人による可能性が考えられる。さらには、円形竹管文の存在から、因幡地域との関連も考えられるの

ではないかと考えられる。

　なお、他の壺形埴輪については、灰白色系に分類されるものである。

第１節　円筒系埴輪

第４７９図　主要壺形埴輪

― ―５３３
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３．丹後−因幡型円筒埴輪
（１）はじめに

　円筒埴輪の上に無頸壺を載せた形態の埴輪が９点出土している（第４８３図）。このような形態の埴輪に

ついては、丹後では「丹後型円筒埴 輪 」、因幡では「因幡型円筒埴 輪 」と称されるものである。池田古墳
（18） （19）

出土の埴輪については、いずれに該当するのかについて即断することは困難である。そこで、本書では、

暫定的に池田古墳出土例に限り「丹後－因幡型円筒埴輪」と呼称し、報告する。

　口縁部が残存し、確実に丹後－因幡型円筒埴輪と断定できる個体についてカウントしたものである。

この他にも、体部片のみあるいは肩部のみの破片についても、丹後－因幡型円筒埴輪に分類される個体

が出土している可能性も否定できない。本項では、上記９点を対象として検討することにする。

　出土位置をみると、前方部・南渡土堤・南周濠・北渡土堤から出土している（第４８２図）。

　前方部から出土したのは、南側１段目テラスから出土した３８の１点のみである。

　南渡土堤からは５１６～５１８の３点が出土している。これらの資料は、西側斜面葺石直上から出土したこ

とは明らかであるが、平面的な出土位置を記録することはできなかった。５１６が西側斜面北半から、他が

斜面南半から出土している。いずれにしても、渡土堤に樹立されていたものと考えられる。この他、５１５

については、南周濠内ではあるが、南渡土堤が前方部と接合する箇所の直下から出土している。渡土堤

に近い位置であることから、５１５についても南渡土堤に樹立されていた可能性が考えられる。他に南周

濠内からは５４１の１点が出土している。南外堤に近い位置からの出土であることから、外堤上に樹立さ

れていた可能性が考えられる。

　北渡土堤からは、６７２～６７４の３点が出土している。６７２と６７３は、西側斜面、溝状遺構付近の上面から

出土している。６７３については、東側斜面の葺石頂上から出土している。いずれにしても、これらの資料

は北渡土堤上に樹立されていたものと考えられる。

　

（２）丹後型円筒埴輪との比較

　口縁部形態・外面調整・突帯断面形態・法量等について比較検討する。

形態分類　丹後型円筒埴輪の分類については、口縁部形態を中心に三浦 到 ・北原梨 江 により行われてい
（20） （21）

る。これによると、池田古墳出土の丹後－因幡型円筒埴輪については、いずれも三浦分類のＡ類、北原

分類のⅣ類に分類されるものである。いわゆる立ち上げ系に分類され、単純系の口縁部は１点も出土し

第４８０図　壺形埴輪の分類（１）

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５３４
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ていない。しかし、口縁部の細部形態が、上記の分類に該当するものは、認められない。つまり、丹後

で出土した丹後型円筒埴輪とは、特徴を異にしている。

　ここで、上記の三浦分類のＡ類、北原分類のⅣ類を細分する形で、形態分類を行うことにする。以下、

３タイプに分類することができる（第４８４図）。

　ａ：口縁端部が垂直方向に短く立ち上がるもの（５１６・５１８・５４１・６７４）。

　ｂ：ａと同様に立ち上がり、外端部を強いナデにより拡張させるもの（５１５・５１７・６７２・６７３）。

　ｃ：口縁部がａより明らかに大きくたちあがるもの（３８）。

　ａ 類については、稲荷山命婦谷遺 跡 で出土例が認められ、古墳時代前期末前後に位置付けられてい
（22）

る。ｃ類については、大将軍遺 跡 等で出土例が認められ、川西編年Ⅱ期に位置付けられている。
（23）

第１節　円筒系埴輪

第４８２図　丹後−因幡型円筒埴輪出土位置

第４８１図　壺形埴輪の分類（２）

― ―５３５
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外面調整　体部まで残存する個体は３個体に限られるが、タテハケを１次調整、ヨコハケを２次調整と

している。このなかで、３８と５４１においては、静止痕が認められ、Ｂ種ヨコハ

ケの使用を確認することができる。

突帯断面形態　突帯が残存するのは、３８・５１５・５４１の３個体に限られる。円

筒埴輪における突帯断面形態の分類（第４６３図）と比較すると、３８がＥⅢ２に、

５１５がＡⅢ１に、５４１がＥⅡに、それぞれ対応する。いずれも、円筒埴輪で多く

認められた断面形態である。

その他　３８・５１５・５４１・６７３・６７４で、黒斑が認められる。３８と５４１において

は、円形透かしが肩部から２段下の段に２方向に開けられている。

法　量　底部まで残存しないため、突帯間規模を中心に検討する。突帯間規

模の検討対象となるのは、３８・５４１・５１５の３個体である。３個体の突帯間規

模は、３８が１１．２０㎝・１１．４０㎝（平均１１．３０㎝）、５４１が１１．８０㎝・１２．１０㎝・

１１．９０㎝（平均１１．９０㎝）、５１５が１３．００㎝ を測る。これによると、３８と５４１の突

帯間規模が１２㎝ 未満とほぼ同規模で（Ⅰ類）、５１５が１３．００㎝ とやや突帯間が

広くなっている（Ⅱ類）。よって、報告する丹後－因幡型円筒埴輪においては、２タイプの規格があるこ

とが理解できる。Ⅰ類・Ⅱ類とも、円筒埴輪で認められた規格である。

　この他、口径と肩部径との比率を見てみたい。肩部下の体部径を１００とした場合の口径の比率をもとに

指数化（口径÷体部径×１００）すると、３８は３２、５１５は２９、５４１は３１と、３０前後となる。

年代的検討　北原編 年 に当てはめると、１段２方の円形透かしから、丹後型３段階に位置付けられる。
（24）

しかし、外面調整・突帯間規模・外面調整における円筒埴輪との共通性から、これよりやや古く位置付

けが可能ではないかと考えられる。丹後型２段階と３段階の間に位置付けられるものと考えられる。

小　結　第６章第２節・第９節における胎土分析の結果から、搬入品ではないことは明らかである。こ

れは、丹後出土の丹後型円筒埴輪の肉眼観察の結 果 からも、明らかである。また、口縁部形態・突帯の
（25）

断面形態・突帯間規模等、多くの点において特徴を異にする。

第７章　出土遺物のまとめ

第４８３図　池田古墳出土丹後−因幡型円筒埴輪

第４８４図　丹後−因幡型
円筒埴輪の分類

― ―５３６
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　特に口縁部形態においては、口径と体部径の指数が異なる。具体的にみると、小銚子古 墳 で３８～４８、
（26）

網野銚子山古 墳 で３８～３９、温江百合３号 墳 で５６と、池田古墳とは明らかに異なる。唯一、法王寺古 墳 で
（27） （28） （29）

３２、作山１号 墳 で３０と、池田古墳に近い比率となっているが、肩部高が明らかに異なる。
（30）

　また、外面２次調整において、池田古墳出土例はヨコハケが比較的顕著に認められ、静止痕も認めら

れるのに対して、丹後出土例についてはヨコハケがほとんど認められない。

　以上の胎土的特徴を除く相違点の多くは、時期的な差も反映している。池田古墳の方が新しく位置付

けられ、丹後地域との時期的な併行関係を見ることは困難である。

（３）因幡型円筒埴輪との比較

　因幡型円筒埴輪のなかでも、池田古墳例に類似するのは、六部山３号墳出土 例 に限られる。池田古墳
（31）

より古く位置付けられるが、口縁部の形態は類似する。突帯間規模は、六部山３号墳出土例の２段目・

３段目が１１㎝ と、池田古墳例よりやや狭い傾向にある。口縁部は立ち上げ系で、池田古墳のａ類に分類

されるものである。しかし、胎土・色調は明らかに異な る 。胎土分析の結果においても、搬入品ではな
（32）

いとの結果が得られている（第６章第９節）。口径と体部径との比率を示す指数についても、３８を示し、

丹後型円筒埴輪とほぼ同様の値を示している。

　

（４）小　結

　以上から、池田古墳と同時期の丹後型円筒埴輪、もしくは因幡型円筒埴輪は認められない。しかし、

口縁部形態において因幡型円筒埴輪に近い傾向にある。

４．まとめ
　ここでは、円筒系埴輪全体に共通する線刻・規格・胎土・工人についてまとめてみたい。

（１）線　刻

　７５体の円筒系埴輪に認められる。２０６と４３２を除いては、いずれも外面に施されている。ただし、欠損

箇所が多く、線刻全体が残存するものは限られている。これらの線刻について、類似したものを器種ご

とに集成したのが第４８５図～第４８７図である。

　まず、線刻であるが、その表現によって、絵画系・図形系・記号系・矩線系・直線形・弧線系・他、

の７タイプに分類できる。以下、各タイプについて検討する。

絵画系　やや複雑に表現されているものである。このなかで、比較的残存状況が良好なのは、５１９・

６８２・６４５・２１９・２４２・６７９である。

　５１９は、欠損箇所が多いが、残存する限りにおいては、船を漕いでいる状況をイメージさせるものであ

る。４０４についても、弧線が１条ではあるが、春成秀爾により船として掲載され た 出土地不明埴輪の線刻
（33）

と類似する。

　６８２は、四辺が弧状をなす方形の線刻内に対角線を加えたもので、対角線の交点は円形の小穴となって

いる。線刻と小穴が組み合わされた例である。１６１・２３１・６２６もその一部の可能性が考えられる。６４５

は、完存するが、その表現内容は不明である。２１９と２４２は極めて類似する表現である。鳥を表現した可

能性が考えられ る 。６７９は、他の線刻と異なり、極めて鋭利な工具により施文されている。完存する表現
（34）

であるが、その表現内容は不明である。

第１節　円筒系埴輪

― ―５３７
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第７章　出土遺物のまとめ

第４８５図　線刻集成（１）

― ―５３８
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第４８６図　線刻集成（２）

第１節　円筒系埴輪

― ―５３９
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記号系　「○」と「×」を表現したものである。「○」は、４２０と４１４が該当し、いずれも壺形埴輪である。

このほか、６４９についても、「○」の可能性が考えられる。ただし。前者と比べて明らかに小型である。

「×」 を表現したものとして、 １８６・２９２・５６６・７０６が挙げられる。 また、 １７４もその可能性が考えられる。

第７章　出土遺物のまとめ

第４８７図　線刻集成（３）

― ―５４０
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　この他、１７５・４１７・５３７は、多条の平行する沈線からなるが、全体は不明である。２０８・３０３・６８７につ

いては、鋸歯文との関連も考えられる。

矩線系　平行する２本の線刻で鍵括弧形を表現したものである。１４６が完存するもので、方形にはなら

ない。類似するものとして、５０・６５４～６５６・５６９が挙げられる。また、９・５２３・５４０についても、その可

能性が考えられる。

直線系　単なる直線からなるものである。２００・４３１のように１本からなるもの、６７６のように平行する

２本線からなるもの、１５６・１６０のようにジグザグ状をなすものが認められる。

図形系　菱形と長方形を表現したものである。菱形は、６１８が該当する。１９５と１４１・１５７も、菱形の一部

の可能性が考えられる。長方形は４７７に限られ、完存する。

弧線系　弧をなす線からなるものである。注目されるのが３５２で、船を表現したものと考えられる。７０５

についても、その変形と考えられる。４７０・２２９についても、その一部の可能性が考えられる。また、４１・

３４０・４６９・６９２についても、１本の弧線からなるが、船を表現したものと考えられる。４１と同じ線刻が私

市円山古墳から出土しており、辰巳和弘は船画と分類してい る 。
（35）

　この他、１５０・１６２・６５２は連弧状をなすものである。２５０もその一部と考えられる。

その他　直線もしくは弧線に近いものであるが、全体的に明確でないものである。

　以上が、円筒系埴輪にみられる線刻の概要である。かなりのバリエーションが認められるのが一つの

特徴である。ただし、モチーフが明確なのは、船（５１９・３５２・７０５）と鳥（２１９・２４２）に限られる。ま

た、矩線系が比較的まとまって出土している点も指摘できる。さらに、これらの線刻のなかで、複数の

器種間に共通して認められるのは、記号系の×表現が円筒埴輪と壺形埴輪に認められるのみである。た

だし、体部と共通する線刻は数例認められる。

第１節　円筒系埴輪

第４８８図　円筒系埴輪の規格（１）

― ―５４１
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第７章　出土遺物のまとめ

第４８９図　円筒系埴輪の規格（２）

― ―５４２
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　最後に、円筒埴輪に記された線刻であるが、多くが口縁部に施されている。円筒埴輪３１点中、２２点が

口縁部に施されている。この他、線刻はヘラ先状の工具を基本とするが、鋭利な工具によるもの（１６３・

６１１・６７９）も認められる。

　また、菱形については、市教委の調査でも出土例が認められ る 。
（36）

（２）規　格

　まず、円筒埴輪・朝顔形埴輪・丹後－因幡型円筒埴輪相互の突帯間規模について比較してみると、大

きく３つの規格（規格Ⅰ～Ⅲ）に分類できる（第４８８図・第４８９図）。完存するのは円筒埴輪に限られ、段

と突帯数については検討できない。

規格Ⅰ　丹後－因幡型円筒埴輪と円筒埴輪を比較すると、丹後－因幡型円筒埴輪Ⅰ類は円筒埴輪Ⅳ類

（６７５）とほぼ同規格である。これは、朝顔形埴輪Ⅳ類（４０５他）とも近似する値である。

規格Ⅱ　丹後－因幡型円筒埴輪Ⅱ類については、円筒埴輪Ⅱ類（６７６他）と近い値である。また、朝顔形

埴輪Ⅲ類（４０４他）ともほぼ同規模である。

規格Ⅲ　円筒埴輪Ⅰ類（２８９）と朝顔形埴輪Ⅱ類と（３７）とがほぼ同規格である。

　このように、突帯間規格を比較してみると、全てではないが、円筒埴輪・朝顔形埴輪・丹後－因幡型

円筒埴輪相互に共通した規格があることが理解できる。さらには、円形透かしの配置が、いずれも直交

配置であることも共通している。

　よって、これら３種の規格からなる円筒系埴輪については、同じ工人あるいはその集団のもとに製作

されたものと考えられる。

　最後に、壺形埴輪と円筒埴輪との関係についてみてみたい。壺形埴輪の鍔下端部の底部径をみると、

最少で２２㎝（４２３）、最大で３０㎝（４２０）を測る。平均すると２６．１０㎝となる。この数値は、円筒埴輪の口

径より全体的に小さい傾向にある。したがって、法量的には、円筒埴輪に壺形埴輪を載せることは可能

であったと考えられる。そして、後述（第７章第７節）するように、両者がセットで樹立されていた状

況を想定することが可能な出土状況も認められる。畿内中枢部と同様の樹立状 況 を伺うことができる。
（37）

第１節　円筒系埴輪

第４９０図　円筒埴輪と朝顔形埴輪

― ―５４３
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（３）胎　土

　円筒埴輪の胎土において、灰白色系・黄橙色系・橙色系の３種が認められた。灰白色系は、円筒埴

輪・朝顔形埴輪・壺形埴輪・丹後－因幡型円筒埴輪の各タイプに認められ、大多数を占めている。一方、

黄橙色系は円筒埴輪と朝顔形埴輪に、橙色系は円筒埴輪と壺形埴輪に認められる。

（４）小　結

　前項の胎土の特徴から、白色系の円筒埴輪・朝顔形埴輪・壺形埴輪・丹後－因幡型円筒埴輪、黄橙色

系の円筒埴輪・朝顔形埴輪、橙色系の円筒埴輪・壺形埴輪の、少なくとも３地域において、一定規格の

もと埴輪が作られている。ただし、技法・規格は、胎土ごとに異なるのではなく、一定の基準のもとで

作られている。

　ところで、円筒埴輪の規格は大和型に分類されるもので、佐紀古墳群との関連が伺える。一方、外面

２次調整において多く認められたＢ種ヨコハケは、古市・百舌鳥古墳群との関連が伺える。

　さらに、東大寺山古 墳 （奈良県天理市：４世紀中葉）・御廟山古 墳 （大阪府堺市：５世紀前半）・土師
（38） （39）

ニサンザイ古 墳 （大阪府堺市：５世紀中葉）出土の朝顔形埴輪にも、朝顔形埴輪・壺形埴輪の口縁部の
（40）

分類において、Ａａ類に分類されたものが出土している。東大寺山古墳の方が時期的に古く位置付けられ

ることから、製作技法における大和からの影響の一端を伺うことができる。

　また、Ａ類の口縁部を有する壺形埴輪の類例として、乙女山古 墳 （奈良県河合町）・一ヶ塚古 墳 （大阪
（41） （42）

市：５世紀前半）が挙げられる。５世紀前半に位置付けられており、池田古墳と時期的に合致するもの

である。特に、乙女山古墳出土例については、底部高もほぼ同じである。当該地域との関係を伺うこと

ができる。

　一方、外面に竹管文が押印された例などは、因幡地方との関係も伺うことができる。一部ではあるが、

当該地方の工人の参加を想定することができる。この動きの延長から、丹後－因幡型円筒埴輪について

も、因幡型との類似点が認められ、因幡地方との関係のもとに製作された可能性が考えられる。一方、

丹後型円筒埴輪について、因幡地域からの影響下で成立したとする説があ る 。池田古墳は、両地域より
（43）

新しく位置付けられる。したがって、上記の因幡から丹後への流れの延長上に、池田古墳の丹後－因幡

型円筒埴輪が製作された可能性も考えられる。

　ただし、池田古墳出土の丹後－因幡型円筒埴輪にＢ種ヨコハケが認められることから、調整について

は、他の円筒系埴輪工人の影響下に製作されたものと考えられる。

〔註〕

（１）中島雄二『池田古墳』朝来市教育委員会　２０１３

（２）上田　睦「出土埴輪から見た古市古墳群の構成」『堅田直先生古希記念論文集』堅田直先生古希記念

論文集刊行会　１９９７

（３）上田　睦「古市古墳群を中心とした古墳時代中期前半期円筒埴輪の規格－玉手山古墳群出土埴輪の

理解のための考察－」『玉手山古墳群の研究Ⅰ－埴輪編－』柏原市教育委員会　２００１

（４）前掲（２）

（５）前掲（３）

（６）前掲（３）
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（７）前掲（３）

（８）上田　睦「古墳時代中期における円筒埴輪の研究動向と編年」『埴輪論叢』第５号　２００３

（９）一瀬和夫「円筒埴輪の外面調整から～Ｂ種ヨコハケの成立と波及に関する覚書」『埴輪－円筒埴輪の

製作技法の観察・認識・分析－』第５２回埋蔵文化財研究集会　２００３

　　一瀬和夫『古墳時代のシンボル　仁徳陵古墳』新泉社　２００９

（１０）上田　睦「古墳時代中期における円筒埴輪の研究動向と編年」『埴輪論叢』第５号　２００３

（１１）関本優美子「百舌鳥・古市古墳群と円筒埴輪研究」『百舌鳥・古市の陵墓古墳－巨大前方後円墳の実

像―』大阪府立近つ飛鳥博物館　２０１１

（１２）森下章司・廣瀬　覚「円筒埴輪の製作技法」『埴輪－円筒埴輪の製作技法の観察・認識・分析－』第

５２回埋蔵文化財研究集会　２００３

（１３）小浜　成「Ｂｂ種ヨコハケの伝播過程からみた応神陵古墳の暦年代観－摂津総持寺古墳群の検討から

－」『埴輪論叢』第６号　２００７

（１４）山田俊輔「山陽地域における古墳時代中期の埴輪」『中国四国前方後円墳研究会　第１４回研究集会

埴輪から見た中期古墳の展開』中国四国前方後円墳研究会　２０１１

（１５）石井隆博『史跡三ッ城古墳発掘調査報告書－史跡三ッ城古墳保存整備事業に係る発掘調査－』財団

法人　東広島市教育文化振興事業団　２００４

（１６）平良泰久他『京都府遺跡調査報告書　第１５冊　上人ケ平遺跡』財団法人　京都府埋蔵文化財調査研

究センター　１９９１

（１７）積山洋「一ケ塚古墳（長原８５号墳）の埴輪編年」『長原・瓜破遺跡発掘調査報告Ⅱ－１９８２年度大阪市

長吉瓜破地区土地区画整理事業施行に伴う発掘調査報告書－』財団法人　大阪市文化財協会　１９９０

　　鐘方正樹「古墳時代前期における円筒埴輪の研究動向と編年」『埴輪論叢』第４号　２００３

（１８）佐藤晃一「埴輪の成立と変遷－丹後型円筒埴輪の分布と背景－」『丹後の弥生王墓と巨大古墳』季刊

考古学別冊１０　雄山閣　２０００

（１９）東方仁史「因幡・伯耆の古墳を探る②　埴輪の地域成」『企画展　因幡・伯耆の王者たち』鳥取県立

博物館２００８

（２０）三浦　到『網野銚子山古墳・小銚子古墳（三宅遺跡第２・３次）発掘調査概要』網野町教育委員会

１９８７

（２１）北原梨江・福永伸哉「丹後型円筒埴輪の２系統とその展開過程」『太邇波考古　第３３号』両丹考古学

研究会　２０１１

（２２）宇野隆志「稲荷山命婦谷遺跡出土の埴輪棺」『吾々の考古学』和田晴吾先生還暦記念論集刊行会　

２００８

（２３）三浦　到・金木泰憲・加藤晴彦「大将軍遺跡と網野銚子山古墳」『浪江庸二先生・林　和廣先生追悼

太邇波考古学論集』両丹考古学研究会　１９９７

（２４）前掲（２０）

（２５）京丹後市教育委員会岡林峰夫氏の御好意により、神明山古墳・網野銚子山古墳・小銚子古墳出土の

丹後型円筒埴輪を実見させていただいた。また、与謝野町立古墳公園内はにわ資料館にて蛭子山１

号墳・作山１号墳・同２号墳・温江百合３号墳出土丹後型円筒埴輪を、京都府立丹後資料館にて作

山１号墳・法王寺古墳出土丹後型円筒埴輪を実見した。

第１節　円筒系埴輪
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（２６）前掲（２０）

（２７）岡林峰夫『網野銚子山古墳範囲確認調査報告書』京丹後市教育委員会　２０１０　

（２８）佐藤晃一「加悦町温江百合３号墳出土の埴輪棺」『京都府埋蔵文化財情報』第４号　１９８２

（２９）奥村清一郎「法王寺古墳の埴輪」『丹後郷土資料館だより』京都府丹後郷土資料館　２０１３

（３０）前掲（２７）　

（３１）高田健一『古郡家１号墳・六部山３号墳の研究－出土品再整理報告書－』鳥取県　２０１３

（３２）鳥取県立博物館平成１９年度企画展『因幡・伯耆の王者たち』にて実見

（３３）春成秀爾「埴輪の絵」『祭りと呪術の考古学』塙書房　２０１１

（３４）かみつけの里博物館『第５回特別展　鳥の考古学』１９９９

（３５）辰巳和弘「船のシンボリズム」『他界へ翔る船』新泉社　２０１１

（３６）中嶋雄二『池田古墳』朝来市教育委員会　２０１３

（３７）高井健司「壺形埴輪について」『長原遺跡発掘調査報告Ⅳ　市営長吉住宅建設に伴う発掘調査報告書』

財団法人　大阪市文化財協会　１９９１

（３８）金関　恕『東大寺山古墳の研究－初期ヤマト王権の対外交渉と地域間交流の考古学的研究－』東大

寺山古墳研究会・天理大学・天理大学附属天理参考館　２０１０

（３９）内本勝彦・十河良和他『百舌鳥古墳群の調査５　御廟山古墳（ＧＢＹ‐６）発掘調査報告書』堺市教

育委員会　２０１１

（４０）徳田誠志「東百舌鳥陵墓参考地整備工事予定区域の事前調査」『書陵部紀要』第６５号　２０１３

（４１）木下　亘『史跡　乙女山古墳　付高山２号墳－範囲確認調査報告－』河合町教育委員会　１９８８

（４２）京嶋　覚・積山　洋『長原・瓜破遺跡発掘調査報告Ⅱ－１９８２年度大阪市長吉瓜破地区土地区画整理

事業施行に伴う発掘調査報告書－』財団法人　大阪市文化財協会　１９９０

（４３）高橋克壽「三大古墳と埴輪」『第３回加悦町シンポジウム　日本海三大古墳はなぜ丹後につくられた

のか』加悦町・加悦町教育委員会　１９９７
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第２節　水鳥形埴輪

（１）はじめに

　今回の調査で多くの形象埴輪が出土しているが、そのなかで最も多く出土しているのが、水鳥形埴輪

である。また、全体的に残存状況も良好であり、当該期の水鳥形埴輪を検討する上では良好な資料と考

えられる。個体数についても、以下で検討するように、少なくとも２４体は出土している。これらの水鳥

形埴輪は、かなりのバリエーションが認められる。以下、製作技法・表現方法等の分析を通じて、水鳥

形埴輪の特徴を明らかにしていきたい。

（２）水鳥形埴輪の出土個体数について

　頭部から台部まで残存する個体については問題ないが、台部・頭部のみの個体や、翼等の小片が少な

からず出土している。これらについては、個体数のカウント対象とするのは困難である。このような状

況のなかで、頭部の数が最も確実な個体数とみることができる。その数は２４点（水鳥形埴輪２～５・８

～１１・１４・１６・１７・１９～３１）である。したがって、２４点が確実な水鳥形埴輪の出土点数といえる。さら

に、上記頭部と接合関係が認められなかった嘴が５点出土している。これを足すと２９点となる。あるい

は、頭頸部のみを欠く個体６点（水鳥形埴輪１・６・７・１２・１３・１８）についても、頭部片のみ残存す

るものと接合関係にある可能性が低いものも認められる。この数と頭部数を足すと３０点となり、確実性

をもった可能性のある最大数とみることができる。さらに、朝来市教育委員会の調査で１体分出土して

い る 。よって、池田古墳としては、確実な数値として２５点、可能性のある数値として３０点となる。
（１）

（３）製作技法の復元

　水鳥形埴輪の製作にあたり、台部から体部下半の成形手順はほぼ一致する。以下、体部・頸部・頸部

～頭部・嘴・尾の成形において、数パターンの技法が

認められる。以下、体部・頸部・頸部～頭部・嘴に分

けて検討する。

体部成形　背部の綴合において、大きく２タイプの技

法が認められる（第４９１図）。

背部綴合１：背部まで粘土を積み上げ、背部中央部

で綴じ合わせるもの（水鳥形埴輪５・

１９・２７・３０）。

背部綴合２：背部中位まで成形後、背部に粘土を補

填し、綴じ合わせるもの（水鳥形埴輪

１・６・７・１２～１８・２３・２５・２６・２８・２９・３１）。

　確認できた水鳥形埴輪のなかでは、背部綴合２が過半数を占めている。

頸部成形　輪積みとそれ以外の、大きく２タイプの技法が認められる。

　頸部成形１：輪積みによるもの（水鳥形埴輪２～５・８～１０・１６・１７・１９・２０・２２・２４～２７・２９～３１）。

頸部成形２：輪積み以外のもの。明確な成形法は不明であるが、型造りでないことは明らかである。

第２節　水鳥形埴輪

第４９１図 背部の綴合（上側：綴合１ 下側：綴合２）

― ―５４７
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粘土板による成形が考えられる（水鳥形埴輪１８・２１・２３・２８）。

頸部～頭部・嘴成形　ＣＴスキャンによる撮影結果をもとに分類を行った。まず、頸部と頭部の接合で

あるが、以下の２タイプが認められる。

　頸部・頭部接合１：頸部成形後その上側に別途つくられた半球形の頭部を載せるもの。

 （水鳥形埴輪４・１６・１７・２５）　

　頸部・頭部接合２：頸部の先端から粘土を継ぎ足し、頭部を成形していくもの。

 （水鳥形埴輪２・３・５・８～１１・１４・１９～２４・２６～３１）　

　このように、確認できたなかでは、頸部・頭部接合２が過半数を占めている。

嘴　嘴については、中空のものと中実のものが認められる。これは、製作技法に由来するもので、以下

の４タイプに分類できる。

　嘴１：あらかじめ中実の嘴をつくり、後に頭部と接合させるもの。（水鳥形埴輪２・２４・２５・２８・３０）

　嘴２：頭部側と下顎部から粘土を継ぎ足し、上下に粘土を重ねることにより嘴を形成するもの。

 （水鳥形埴輪３・５・８・１０・１１・１９～２３・２６・２７・２９・３１）　

　嘴３：頭部から連続する粘土で、嘴まで一気に成形するもの。（水鳥形埴輪１６・１７）

　嘴４：嘴の上側を断面三角形状に立体的に成形し、下嘴と合わせるもの。（水鳥形埴輪１４）

　嘴１は完全な中実である。嘴２は中空とまではならないが、接合面が認められる。さらに、嘴４につ

いては、完全に中空となっている。嘴４を除いては、嘴の合わせが線刻により表現されている。

　以上から、頸部から嘴にかけての成形は、以下の５タイプに分類することができる（第４９２図）。

　頭部成形１：頸部・頭部接合１＋嘴１（水鳥形埴輪２５）

　頭部成形２：頸部・頭部接合１＋嘴３（水鳥形埴輪１６・１７）

　頭部成形３：頸部・頭部接合２＋嘴１（水鳥形埴輪２・２４・２８・３０）

　頭部成形４：頸部・頭部接合２＋嘴２（水鳥形埴輪３・５・８・１０・１１・１９～２３・２６・２７・２９・３１）

　頭部成形５：頸部・頭部接合２＋嘴４（水鳥形埴輪１４）

第４９２図　水鳥形埴輪の頭部成形

第７章　出土遺物のまとめ
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　このなかで、頭部成形２については、頸部に対して、完全に別

途つくられた頭部～嘴を載せるタイプ（頭部成形２ａ）と、後頭

部については頸部から粘土を継ぎ足し延長させるタイプ（頭部成

形２ｂ）、とに細分可能である。

尾　尾の成形方法については、以下の４タイプに分類できる（第

４９３図）。

尾部成形１：あらかじめ板状の尾をつくり、後で体部と接合さ

せるもの（水鳥形埴輪５・水鳥形埴輪２３・８６８）。

尾部成形２：上尾筒側のみ延長させ、尾を成形するもの（水鳥

形埴輪２９）。

尾部成形３：上尾筒側と下尾筒側から粘土を継ぎ足し、上下に粘土を重ね、尾を成形するもの（水鳥

形埴輪６・水鳥形埴輪１２・水鳥形埴輪１７・水鳥形埴輪１６・水鳥形埴輪１８・水鳥形埴輪

２５・水鳥形埴輪２６・水鳥形埴輪２７・水鳥形埴輪２８・水鳥形埴輪３０・水鳥形埴輪３１・

８２７・８２８）。

尾部成形４：基本は尾部成形３と同じであるが、横断面が箱形をなし、中空となるもの（水鳥形埴輪

１４）。

小　結　以上の各部の成形の組合せから、少なくとも以下の１０の成形手順を確認することができる（第

４９４図）。

　手順１：背部綴合１→尾部成形１→頸部成形１→頭部成形４（水鳥形埴輪５）

　手順２：背部綴合１→尾部成形３→頸部成形１→頭部成形３（水鳥形埴輪３０）

　手順３：背部綴合１→尾部成形３→頸部成形１→頭部成形４（水鳥形埴輪２７）

　手順４：背部綴合２→尾部成形１→頸部成形２→頭部成形４（水鳥形埴輪２３）

　手順５：背部綴合２→尾部成形２→頸部成形１→頭部成形４（水鳥形埴輪２９）

　手順６：背部綴合２→尾部成形３→頸部成形１→頭部成形１（水鳥形埴輪２５）

　手順７：背部綴合２→尾部成形３→頸部成形１→頭部成形２（水鳥形埴輪１６・水鳥形埴輪１７）

　手順８：背部綴合２→尾部成形３→頸部成形１→頭部成形４（水鳥形埴輪２６・水鳥形埴輪３１）

　手順９：背部綴合２→尾部成形３→頸部成形２→頭部成形３（水鳥形埴輪２８）

　手順１０：背部綴合２→尾部成形４→頸部成形１→頭部成形５（水鳥形埴輪１４）

　なお、台部の成形については、基本的には輪積みによると考えられる。しかし、水鳥形埴輪２４等の剥

離状況をみると、輪積みではなく、粘土を貼り合わせてつくられた個体の存在も考えられる。

外面の仕上げ　ハケを主体としたものとナデを主体としたものとが認められる。ハケを主体に仕上げら

れているものとしては、水鳥形埴輪７・水鳥形埴輪２６・水鳥形埴輪３１が挙げられる。

　ナデを主体としたものとしては、水鳥形埴輪５・水鳥形埴輪６・水鳥形埴輪１２・水鳥形埴輪１４・水鳥

形埴輪１６～１９・水鳥形埴輪２３～２５・水鳥形埴輪２７～３０が挙げられる。このように、ナデを基調としたも

のが圧倒的に多数を占めている。このなかで、水鳥形埴輪５はヘラナデとナデを、水鳥形埴輪６はユビ

ナデとナデを、水鳥形埴輪２８はヘラナデを、水鳥形埴輪２９はヘラナデとユビナデを、それぞれ基調とし

ている。

第２節　水鳥形埴輪

第４９３図　尾部成形

― ―５４９
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（４）表現方法について

　頭部表現・背部表現・脚部にわけて検討する。

頭部表現　頭部表現には、眼・耳孔・鼻孔・ハ字形線刻が認められる。ハ字形線刻とは、嘴先端上面に

施された細筋の線刻である。詳細については、後（５５８頁）に検討する。全ての頭部にこれら４種が表現

されているわけではなく、個体によってその組み合わせにいくつかのパターンが認められる。その組み

合わせは、以下の７パターンである（第４９５図）。

　頭部表現１：眼＋耳孔＋鼻孔

　　　水鳥形埴輪５・水鳥形埴輪１０・水鳥形埴輪１７・水鳥形埴輪１４・水鳥形埴輪１１・水鳥形埴輪２１

　頭部表現２：眼＋耳孔　水鳥形埴輪３・（水鳥形埴輪９・水鳥形埴輪２３）

　頭部表現３：眼＋鼻孔

　　　水鳥形埴輪２０・水鳥形埴輪２４・水鳥形埴輪２５・水鳥形埴輪２７・水鳥形埴輪３０・水鳥形埴輪１９

　　　水鳥形埴輪２６・水鳥形埴輪２８

　頭部表現４：眼＋鼻孔＋ハ字形線刻　水鳥形埴輪３１

　頭部表現５：眼＋耳孔＋ハ字形線刻　水鳥形埴輪２９

第４９４図　水鳥形埴輪製作手順

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５５０
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　頭部表現６：眼＋鼻孔＋ハ字形線刻　水鳥形埴輪２

　頭部表現７：無表現　水鳥形埴輪２２

　上記のなかで、頭部表現１において、眼と耳孔ともに円形竹管文で表現される水鳥形埴輪１０・水鳥形

埴輪２１（ａ）、眼が円形竹管文・耳孔が円形浮文で表現される水鳥形埴輪１７（ｂ）、眼が円形竹管文・耳孔

が刺突文で表現される水鳥形埴輪１１（ｃ）、眼と耳孔が円孔により表現される水鳥形埴輪１４（ｄ）、とに細

分できる。さらに、水鳥形埴輪５においては、眼が竹管文と竹管円形浮文、耳孔が円形浮文により表現

されている。

　また、眼については大半が円形竹管文により表現されているが、水鳥形埴輪１４は円孔により、水鳥形

第２節　水鳥形埴輪

第４９５図　水鳥形埴輪頭部表現の分類

― ―５５１
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第４９６図　水鳥形埴輪　背部表現の分類（１）

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５５２
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埴輪２０は刺突により、表現されている。また、水

鳥形埴輪５の眼は、片方が竹管円形浮文により、

もう片方が竹管文により表現されている。

　鼻孔については、ヘラ先の刺突によるものと、

棒状工具によるものが認められる。

　この他、水鳥形埴輪１６については、嘴が残存し

ないため明確にできないが、眼の他に鼻孔が加わ

る可能性が考えられる。

　嘴については、上下の合わせを線刻により表現

している。ただし、水鳥形埴輪３・１４・２２・２４に

おいては認められない。

背部表現　まず、翼と尾に分けて分類し、最後に

両者の分類を総合し、背部表現として分類を行うことにする。

翼　水鳥形埴輪の表現方法のバリエーションが最も顕著に表れている箇所である。その表現方法におい

て、以下のようにＡ～Ｄの４タイプに分類できる（第４９６図・第４９７図）。

　Ａ：別途つくられた翼を、脇部側を浮かせ、背部側に貼り付けるもの。さらに、２タイプに細分でき

る。

ａ：翼の長側面を体部に貼り付けるもの（水鳥形埴輪１４）。風切の打ち合わせまで立体的に表現され

ている。

ｂ：翼の背部側を背部に擦り合わせるように貼り付けるもの（水鳥形埴輪３１・７７０）。

　Ｂ：粘土板全体を背部から体部に貼り付け、翼を表現するもの。さらに、４タイプに細分できる。

ａ：粘土板の貼り付けに際し、完全に密着せず、脇部側のみ中空となるもの（水鳥形埴輪１６）。風切

の打ち合わせまで立体的に表現されている。

ｂ：粘土板全体を体部に貼り付けるが、左翼と右翼の打ち合わせも表現するもの（水鳥形埴輪５・

水鳥形埴輪１３・水鳥形埴輪１７・水鳥形埴輪１９・水鳥形埴輪２７・水鳥形埴輪３０）。風切の打ち合

わせまで立体的に表現されている。なお、水鳥形埴輪１３と水鳥形埴輪３０については、風切表現

は不明である。

ｃ：ｂと同様に粘土板を貼り付けるが、粘土板で打ち合わせは表現しないもの（水鳥形埴輪１８）。

ｄ：脇部側を中心に粘土板の貼り付けをおこない、背部で粘土板を擦り付けるもの（水鳥形埴輪１・

水鳥形埴輪６・水鳥形埴輪１５・水鳥形埴輪２６・７６９）。なお、水鳥形埴輪６については、風切部

分で打ち合わせ表現があった可能性が考えられる。

Ｃ：粘土板は貼りつけず、背部に直接線刻するもの（水鳥形埴輪７・水鳥形埴輪１２・水鳥形埴輪２３・

水鳥形埴輪２４・水鳥形埴輪２９）。

　Ｄ：無文で、翼・羽毛の表現がないもの（水鳥形埴輪２５・水鳥形埴輪２８）。

　次に、翼内の羽毛表現についてみてみたい。基本的には線刻により表現され、その方向は、尾側から

みて頭部側に開く逆ハの字状をなす平行線で表現されている。その放射角についても、水鳥形埴輪１５を

除いては、ほぼ一定している。水鳥形埴輪１５については、明らかに他とは異なる。

　ところが、Ｂｂ類の水鳥形埴輪１７のみ、一部を除いて逆方向である。また、雨覆いの表現もみられる。

第２節　水鳥形埴輪

第４９７図　水鳥形埴輪　背部表現の分類（２）

― ―５５３

Title:05_本文編_7章.eca Page:41  Date: 2015/03/24 Tue 13:20:42 



第３９表　水鳥形埴輪　製作技法・表現方法一覧（１）

第７章　出土遺物のまとめ

製　作　技　法器　高

No.

頭　部

手
順　
１０

手
順
９

手
順
８

手
順
７

手
順
６

手
順
５

手
順
４

手
順
３

手
順
２

手
順
１

ⅢⅡⅠ
頭
部
表
現
７

頭
部
表
現
６

頭
部
表
現
５

頭
部
表
現
４

頭
部
表
現
３

頭
部
表
現
２

頭
部
表
現
１

水鳥形埴輪１

●水鳥形埴輪２

●水鳥形埴輪３

水鳥形埴輪４

●●●水鳥形埴輪５

水鳥形埴輪６

水鳥形埴輪７

水鳥形埴輪８

○水鳥形埴輪９

●水鳥形埴輪１０

●水鳥形埴輪１１

水鳥形埴輪１２

水鳥形埴輪１３

●●●水鳥形埴輪１４

水鳥形埴輪１５

●●水鳥形埴輪１６

●●●水鳥形埴輪１７

水鳥形埴輪１８

●●水鳥形埴輪１９

●水鳥形埴輪２０

●水鳥形埴輪２１

●水鳥形埴輪２２

○●●水鳥形埴輪２３

●●水鳥形埴輪２４

●●●水鳥形埴輪２５

●●水鳥形埴輪２６

●●●水鳥形埴輪２７

●●●水鳥形埴輪２８

●●●水鳥形埴輪２９

●●●水鳥形埴輪３０

●●●水鳥形埴輪３１

― ―５５４
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第４０表　水鳥形埴輪　製作技法・表現方法一覧（２）

第２節　水鳥形埴輪

鍔台　部下尾筒
透かし

表　現　方　法

ＤＣ

ＢＡ平面形透かし尾翼

ｂａｂａ
楕
円
形

円　

形

透
か
し
０

透
か
し
２

透
か
し
４

２

１く
さ
び
尾

角円ＤＣ

ＢＡ

ⅢⅡⅠｄｃｂａｂａ

●●●●●

●●●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●●●

●

●●●●●●

●●●●●●

●●○●

●●●●○●

●●●●●●

●●○●

●●●●●●

●●○●●

●●●●●●

●●●●●

●●●●●●

●●●●●●

●●●●○●

― ―５５５
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　以上をもとに、Ｂｄタイプについて、風切を立体的に表現するものをＢｄ１類、立体表現しないものを

Ｂｄ２類、羽毛表現が異なるものをＢｄ３類と細分する。

打ち合わせ　左右の翼、特に風切りについて、その打ち合わせの表現方法に２タイプが認められる。打

ち合わせを立体的に表現するタイプと、背部中央で左翼と右翼の境を平面的に表現するタイプである。

前者は全て、左翼側を上にしている。

　まず、打ち合わせを平面的に表現したものとして、水鳥形埴輪１・７・１２・１８・２３・２６・２９が挙げら

れるが、両翼の上下関係は表現されていない。次に、打ち合わせを立体的に表現したものとして、水鳥

形埴輪１４・１６・１７・１９・３０があり、いずれも左翼側を上にしている。この他、打ち合わせ表現があると

考えられるが、左翼側・右翼側を明確にできないものとして、水鳥形埴輪５・６・２７・３１が挙げられる。

尾　尾は全て横尾タイプであ る 。ここでは、平面形と羽毛表現により分類する。平面形については、円
（２）

尾・角尾・くさび尾の３タイプに分類できる。

円尾：水鳥形埴輪１２・水鳥形埴輪２３・水鳥形埴輪２９・７８３・８２７・８２８・８６８

角尾：水鳥形埴輪５・水鳥形埴輪１４・水鳥形埴輪１６・水鳥形埴輪１７・水鳥形埴輪２５・水鳥形埴輪２７・

水鳥形埴輪３０・（水鳥形埴輪１９・水鳥形埴輪３１）

くさび尾：８２９

　次に、上記のタイプごとに、羽毛表現との関係を見てみたい。まず、円尾であるが、８２８が無文である

のを除くと、全て放射状にのびる直線により表現されている。角尾については、水鳥形埴輪１７・水鳥形

埴輪２５が無文である以外、尾の主軸と同方向に平行する直線で表現されている。

　なお、水鳥形埴輪１４と水鳥形埴輪３１については、残存する限りにおいては明らかにできない。ただし、

水鳥形埴輪３１については無文の可能性が考えられる。この他、くさび尾は無文で、８２９の１点が出土して

いる。

　さらに、翼表現の分類との関係をみると、円尾はＣ類に限られる。角尾については、Ｃ類を除く各タイ

プに認められる。この中で、羽毛表現のないＤ類は、尾についても無文のタイプである。Ｂ類について

も、水鳥形埴輪１７のみが無文のタイプである。

　以上をもとに、翼の分類において、Ｂｂタイプのなかで、尾が無文タイプのものをＢｂ１類に、羽毛表

現のあるものをＢｂ２類とする。

　以上、翼表現と尾の表現をもとに分類したのが第４９６図と第４９７図である。

（５）水鳥形埴輪のモチーフについて

　以上の水鳥形埴輪の各部表現の分析から、水鳥形埴輪のモチーフについて検討してみたい。まず、前

項で分析した各部の表現および全体の形態から、大半の水鳥形埴輪は雁鴨類をモチーフとしたものと考

えられ る 。このなかで、首を長く表現した、水鳥形埴輪２・４・５・１４・１６～１９・２３・２６・２７・３０・３１
（３）

については、ハクチョウをモチーフにしたものと考えられる。また、埴輪の大きさから、大型の水鳥形

埴輪１４についてはオオハクチョウ、他についてはコハクチョウ（第４９９図）と考えられる。

　一方、首を短くまたは太く表現した水鳥形埴輪２４・２５・２８については、雁鴨類のなかでもカモ（第５０１

図）に近いものと考えられる。このなかで注目されるのが小鳥を伴う水鳥形埴輪２８である。カルガモを

除くカモの多くは渡り鳥である。このため、日本列島内において見られるのは成鳥に限られる。このた

め、小鳥を伴う水鳥形埴輪２８は、カルガモのような留鳥の可能性が考えられる。ただし、カルガモの生

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５５６
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態において、親鳥の背に小鳥が乗ることがあるかどうかは不明である。なお、水鳥形埴輪２８のように親

鳥の背に小鳥が乗る例として、雁鴨類ではないがカイツブリが挙げられる。水鳥形埴輪２８の形態からカ

イツブリを想定することは困難と考えられるが、カモに一部カイツブリ親子のイメージが付加され、水

鳥形埴輪２８となった可能性も考えられる。

　また、水鳥形埴輪２８に関して、前頸部のキザミが注目される。しかし、このキザミが何を表現したの

かについては、明らかにし得ない。この他、水鳥形埴輪２９については、ハクチョウとカモの中間形態と

も考えられる。その大きさから、ガンの可能性も考えられる。

　以上の検討結果をもとに、細部の表現と実際の鳥との比較を行ってみたい。対象とするのは、頭部表

現と背部表現である。

頭部表現　まず、耳孔について検討する。賀来孝代が指摘されているように、耳孔は実際の鳥では見る

ことのできないものであ る 。このことから、水鳥形埴
（４）

輪の工人は実際の鳥をみて製作したのではなく、他の

水鳥形埴輪を参考としたものと考えられる。池田古墳

より古く位置付けられる津堂城山古墳出土 例 （大阪府
（５）

藤井寺市：４世紀後半）と巣山古墳出土 例 （奈良県広
（６）

陵町：４世紀後半）と比較すると、両古墳出土例とも、

耳孔の表現は認められない。したがって、池田古墳の

水鳥形埴輪は、鶏形埴輪を含めた他の埴輪の影響下で

製作されたものと考えられる。

　次に、嘴上面に表現されたハ字形線刻について検討

第２節　水鳥形埴輪

第５０２図 水鳥形埴輪３１ 第５０３図 コハクチョウの嘴

― ―５５７

第４９８図　水鳥形埴輪１７ 第４９９図　コハクチョウ

第５０１図　カモ第５００図　水鳥形埴輪２５
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する。ハクチョウ・ガンをみると、ハ字形線刻に相当するものは認められない（第５０３図）。このような、

嘴上面への線刻表現例としては、津堂城山古墳例と野中宮山古墳 例 （大阪府藤井寺市：５世紀前葉）を
（７）

挙げることができる。津堂城山古墳では３体の水鳥形埴輪が出土しているが、そのうちの２点において

ハ字形線刻が認められ、鼻孔を表現されたものと考えられてい る 。ただし、「ハ」字の開き方が池田古墳
（８）

例とは逆である。野中宮山古墳例については、「ハ」字の開き方が池田古墳例と同じで、最も近似する例

といえる。津堂城山古墳同様、鼻孔を表現したものと考えられる。

　ところで、池田古墳の水鳥形埴輪は、その製作にあたっては、津堂城山古墳例をモデルとしていると

考えられる。したがって、池田古墳出土水鳥形埴輪に認められるハ字形線刻についても、津堂城山古墳

例からその情報が伝わったものと考えられる。ただし、水鳥形埴輪２や水鳥形埴輪３１では、ハ字形線刻

と鼻孔の両者が表現されている。したがって、鼻孔としてではなく、ひとつの表現として伝わった可能

性が考えられる。

背部表現　風切の合わせを中心に検討する。先に、風切の合わせについて、３タイプが認められること

を明らかにした。実際のコハクチョウと比較すると、合わせを平面的に表現するタイプは、実際とは異

なることは明らかである。

　ところで、両翼の合わせについて第５０５図の写真をみると、左翼側を上にしていることがわかる。した

がって、立体的に風切を表現したタイプのなかで、左翼側を上にした表現がより実際のコハクチョウに

近い表現とみることができる。

（６）諸要素の特徴

下尾筒の透かし　下尾筒が残存するすべての水鳥形埴輪に、円形の透かしが開けられている。基本的に

は１箇所であるが、２箇所の例も認められる。以下、円孔の規模と数を基準に分類する（第３９表・第４０

表）。

　１Ⅰ：円孔が一つで、径が１㎝以下のもの。

　　　　水鳥形埴輪１・水鳥形埴輪１２・水鳥形埴輪２３・水鳥形埴輪２８・水鳥形埴輪２９

　１Ⅱ：円孔が一つで、径が１．５０㎝～３．００㎝未満のもの。

　　　　水鳥形埴輪５・水鳥形埴輪６・水鳥形埴輪１７・水鳥形埴輪２５・水鳥形埴輪２７・水鳥形埴輪３１

　１Ⅲ：円孔が一つで、径が３．００㎝大のもの。

　　　　水鳥形埴輪１４・水鳥形埴輪１６・水鳥形埴輪１９・水鳥形埴輪３０

　２：円孔が二つのもの。水鳥形埴輪２６

第７章　出土遺物のまとめ
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台部の透かし　円形を基本とするが、４方へ開けるもの（透かし４）、２方へ開けるもの（透かし２）と

が認められる。さらには、透かしを全く開けないもの（透かし０）も認められる。

透かし４：水鳥形埴輪１・水鳥形埴輪１９・８５６。この他、水鳥形埴輪２６についても、当タイプの可能性

が考えられる。

透かし２：水鳥形埴輪７・水鳥形埴輪１６・水鳥形埴輪２３・水鳥形埴輪２５・８７９・８５９。この他、水鳥形

埴輪１８と水鳥形埴輪２４についても、当タイプの可能性が考えられる。

透かし０：水鳥形埴輪５・水鳥形埴輪１７・水鳥形埴輪２７・水鳥形埴輪２８・水鳥形埴輪２９・水鳥形埴輪

３０・水鳥形埴輪３１・８５５・８５７。

台部の平面形　円形と楕円形の２タイプが認められる。

円　形：水鳥形埴輪１・水鳥形埴輪５・水鳥形埴輪７・水鳥形埴輪１６・水鳥形埴輪１９・水鳥形埴輪

２３・水鳥形埴輪２４・水鳥形埴輪２５・水鳥形埴輪２７・水鳥形埴輪２８・水鳥形埴輪２９・水鳥形埴

輪３０・８５４・８５６・８５７・８７９

楕円形：水鳥形埴輪６・水鳥形埴輪１３・水鳥形埴輪１４・水鳥形埴輪１７・水鳥形埴輪１８・水鳥形埴輪

３１・８５５・８５８・８６０

鍔の断面形・平面形　鍔の突出度および平面形態の特徴から、５タイプに分類できる。

鍔Ａ：突出度が高く、明らかに鍔状をなすもの。鍔が全周し、その幅が一定であるもの（ａ）と、一

定ではないもの（ｂ）に細分できる。

　　　　　（ａ）：水鳥形埴輪５・水鳥形埴輪１６・水鳥形埴輪１９・水鳥形埴輪２７・水鳥形埴輪３０

　　　　　（ｂ）：水鳥形埴輪２８

鍔Ｂ：鍔Ａと鍔Ｂの中間形態をなすもの。鍔が全周するもの（ａ）と、しないもの（ｂ）に細分できる。

　　　　　（ａ）：水鳥形埴輪１ ・ 水鳥形埴輪１３ ・ 水鳥形埴輪１７ ・ 水鳥形埴輪２５ ・ 水鳥形埴輪２６ ・ ８５５ ・ ８５６。

　　　　　（ｂ）：水鳥形埴輪３１

鍔Ｃ：突帯状をなすもの。

水鳥形埴輪６・水鳥形埴輪７・水鳥形埴輪１８・水鳥形埴輪２３・水鳥形埴輪２４・水鳥形埴輪

２９・８５７

鍔Ｄ：突帯が貼り付けられないもの。水鳥形埴輪１４

（７）工　人

　製作技法・各部の表現方法の検討結果（第３９表・第４０表）から、かなりのバリエーションが認められ

る。逆に、類似する水鳥形埴輪は認められない。よって、基本的に同一工人による水鳥形埴輪を確認す

ることは困難である。一工人が多様な製作技法をとらない限り、個体数分の工人が関ったと考えられる。

（８）規　格

　器高を比較すると、第５０６図のように３タイプに分類できる。まず、水鳥形埴輪１４が別格で、抜きんで

た大きさである。他の水鳥形埴輪については、２タイプに分類できる。なお、全長は水鳥形埴輪１４で６８

㎝と、コハクチョウの全長（１１５～１５０㎝）と比べて明らかに小型である。

　Ⅰ：器高８０㎝を超えるもの。特大タイプ。（水鳥形埴輪１４）

　Ⅱ：器高４５㎝～５５㎝のもの。（水鳥形埴輪５・１６・１７・１９・２７・２８・３０・３１）　

　Ⅲ：器高４０㎝未満のもの。（水鳥形埴輪２３・２４・２５・２９）

第２節　水鳥形埴輪
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（１０）その他の特徴

　黒斑・赤色塗布・胎土の特徴についてまとめておき

たい。

黒　斑　水鳥形埴輪１・３・５・７・１２～１９・２３～３１

と、大半の水鳥形埴輪において黒斑が認められる。以

上から、水鳥形埴輪についても野焼き焼成によるもの

と判断することができる。

赤色塗布　水鳥形埴輪１・１８・２０・２１・２４・２６・３１に

おいて認められる。

胎　土　砂粒・鉄分が非常に多く赤茶褐色をなすものと、砂粒が比較的少なく黄褐色をなすものの２タ

イプが認められる。後者は水鳥形埴輪１４に限られ、他の水鳥形埴輪は全て前者に分類されるものである。

前者の胎土は、円筒系埴輪や家形埴輪とは明らかに異なるものである。これに類似するものは、柵形埴

輪に限られる。一方、後者の水鳥形埴輪１４の胎土・色調は、家形埴輪に近い特徴を示している。

　ただし、三辻利一の胎土分析（第６章第９節）においては、両者の違いは明らかとなっていない。在

地産との分析結果が得られている。

（１１）時期について

　先に検討した円筒系埴輪の年代から、５世紀初頭に位置付けられるものと考えられる。黒斑が顕著に

認められる点からも、矛盾はないものと考えられる。

（１２）類例との比較

　池田古墳と時期的に近い類例としては、津堂城山古墳（藤井寺市）・巣山古墳（奈良県広陵町）・斑鳩

瓦塚１号 墳 （奈良県斑鳩町：４世紀末～５世紀初頭）・向墓山古 墳 （羽曳野市：５世紀前半）・野中宮山
（９） （10）

古墳・盾塚古 墳 （藤井寺市：５世紀前半）・誉田御廟山古 墳 （羽曳野市：５世紀前半）が挙げられる。こ
（11） （12）

第５０６図　水鳥形埴輪の規格

第７章　出土遺物のまとめ

第５０７図　３規格の水鳥形埴輪

― ―５６０

Title:05_本文編_7章.eca Page:48  Date: 2015/03/24 Tue 13:20:44 



のなかで、津堂城山古墳と巣山古墳は池田古墳より古く、誉田御廟山古墳は池田古墳より新しく、他は

ほぼ同時期に位置付けられる。これらのなかで、良好な状態で出土しているのが、津堂城山古墳・巣山

古墳・誉田御廟山古墳からの出土資料である。

　以下、これらの古墳出土例との比較を通して、池田古墳出土水鳥形埴輪の特徴を検討していく。

津堂城山古墳出土水鳥形埴輪　３体出土している。３体とも器高が１０６㎝（２体：１体は推定）・７９㎝と、

大型の水鳥形埴輪である。この規模の水鳥形埴輪は、池田古墳においては水鳥形埴輪１４に限られる。そ

して、この水鳥形埴輪１４と津堂城山古墳出土水鳥形埴輪との間には、以下の４点において共通する特徴

が認められる。それは、①頭部から嘴の成形が「頭部成形５」である、②翼が背部に擦り付けられる

「翼Ａ」に分類される、③ナデによる仕上げ、④黒斑が認められ る 、の４点である。
（13）

　一方、水鳥形埴輪１４とは、①眼を円形の凹みで表現、②翼に線刻が認められない、③尾の形態が筒尾

タイプであ る 、④耳孔の表現がない、の４点において特徴を異にする。
（14）

巣山古墳出土水鳥形埴輪　３体出土している。３体とも器高６０㎝と、水鳥形埴輪１４を除く池田古墳出土

水鳥形埴輪より大型である。①翼が背部に擦り付けられる「翼Ａ」に分類される、②尾の形態が筒尾タ

イプである、③台部の透かしが半円形である、④耳孔の表現がない、の４点において明らかに特徴を異

にする。 一方、 ①眼及び鼻孔の表現、 ②黒斑が認められる、 ③嘴の成形が 「嘴成形４」 とみられ る 、 ④こ
（15）

の結果「頭部成形５」の可能性が考えられる、⑤下尾筒に透かしが開けられている、の５点が共通する。

誉田御廟山古墳出土水鳥形埴輪　１０数体以上が出土している。このなかで、１５点について実見し た 。当
（16）

該資料にも、池田古墳出土水鳥形埴輪と類似する点と、異なる点が認められる。

　類似する点としては、①翼の表現方法に「翼Ａａ」　（前掲（１２）第１４２図７・９・他）・「翼Ｂｄ１」（同

第１４２図８）が認められる。学習院所蔵水鳥形埴輪についても「翼Ｂｄ」に分類されるものである、②頭

部表現において「頭部表現３」が認められる（同第１４１図・第１４２図１・２）。また前掲（１２）３は「頭部

表現１ｄ」の可能性が考えられる、③体部外面がナデを基調とするもの（同第１４１図・第１４２図７・９）

とハケを基調とするもの（同第１４２図５・６・８）とが認められる、④背部の綴合が「背部綴合１」（同

第１４２図５・学習院所蔵水鳥形埴輪）と「背部綴合２」（同第１４１図・第１４２図６・８）　の両タイプが認め

られる、⑤下尾筒に透かしが認められる（国立東京博物館所蔵資料）、⑥翼が無文のもの（同第１４１図・

第１４２図５・７～９・学習院所蔵水鳥形埴輪）と、線刻により羽毛を表現するもの（同第１４２図１・４・

６）が認められる、⑦脚を表現するもの（同第１４２図４～６）と表現しないもの（同第１４１図・第１４２図７

～９）が認められる、等の特徴を指摘することができる。

　ただし、⑤に関しては１点のみである。⑥の羽毛表現に関しては、１と４のような鱗状の表現は認め

られない。また、⑥の線刻についても、線刻の向きが異なる。そして、無文のものが多い傾向にある。

⑦に関しては、池田古墳例より脚の表現が多い傾向が認められる。

　明らかに異なる点としては、①尾の形態が筒尾タイプである（同第１４１図・第１４２図５～７）、②黒斑が

認められない、③台部が楕円筒のものは認められない、等が指摘できる。

　この他、頭部成形に関しては、詳細な観察ができなかったため比較は困難であるが、外観したところ

では類似する。

　以上のように、いずれの出土例においても、池田古墳と全く同じ特徴を有するものは認められない。

池田古墳より古く位置付けられる津堂城山古墳と、新しく位置付けられる誉田御廟山古墳を比較すると、

同じ雁鴨類をモチーフとした水鳥形埴輪であっても、津堂城山古墳から誉田御廟山古墳へと、各部の表

第２節　水鳥形埴輪
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現方法においてバリエーションの拡大傾向が認められる。この拡大傾向の中間点に、池田古墳出土例を

位置付けることができるのではないかと考えられる。

　同時期の野中宮山古墳出土資料については、頭部のみの残存であるが、眼とハ字形線刻に限られ、池

田古墳には認められない表現パターンである。

　最後に、小鳥を表現したものとしては、宝塚１号 墳 ・クワンス塚古 墳 に認められる。しかし、宝塚１
（17） （18）

号墳例は、３例中２例が形象埴輪の鍔のような部分につけられたものであり、クワンス塚古墳例は単独

での出土で、水鳥形埴輪２８のように、親鳥と小鳥をセットにした例は認められない。

　　　　　　　

〔註〕
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　　賀来孝代「水鳥形埴輪の鳥の種類」『塙　静夫先生　古希記念論文集　栃木の考古学』２００３
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墳に関しては、当該報告による。

（６）井上義光『出島状遺構　巣山古墳調査概報』奈良県広陵町教育委員会　２００５　以下、当墳に関して

は、当該報告による。

（７）上田　睦「野中宮山（足塚）古墳」『新版　古市古墳群』藤井寺市教育委員会　１９９３　以下、当墳に

関しては、当書による。

（８）賀来孝代の御教示による。以下、ハ字形線刻に関しては、賀来孝代の御教示によるものである。

（９）関川尚功『斑鳩町瓦塚１号墳発掘調査概報』奈良県橿原考古学研究所　１９７６

（１０）上田　睦「出土埴輪から見た古市古墳群の構成」『堅田直先生古希記念論文集』堅田直先生古希記念

論文集刊行会１９９７　

（１１）小浜　成『土師の里遺跡他発掘調査概要Ⅳ　盾塚・鞍塚古墳の調査』大阪府教育委員会　１９９６

（１２）吉田珠己「誉田御廟山古墳」『羽曳野市史　第３巻　史料編１』羽曳野市史編纂委員会羽曳野市　

１９９４

（１３）藤井寺市　アイセルシュラホールにて実見。

（１４）賀来孝代「埴輪の鳥」『日本考古学』第１４号　日本考古学協会　２００２

（１５）奈良県立橿原考古学研究所附属博物館平成２５年度春季特別展『５世紀のヤマト～まほろばの世界～』

にて実見

　　大阪府立近つ飛鳥博物館平成２６年度　春季特別展『ヤマト王権と葛城氏』にて実見

（１６）国立東京博物館にて１４点を実見。学習院大学史料館にて１点を実見。以下の記述の多くは、この際

の実見結果を基にしている。

（１７）福田哲也・松葉和也『史跡宝塚古墳　保存整備事業に伴う宝塚１号墳・宝塚２号墳調査報告』松阪

市教育委員会　２００５

（１８）森　幸三「クワンス塚古墳」『加西市史　第七巻　史料編１　考古』加西市　２０１０
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第３節　家形埴輪

（１）はじめに

　家形埴輪は、南造り出しと北造り出しの上面およびその周辺から出土している。このため、先述した

ように、南造り出しと北造り出し上に樹立されていたものと復元することができる。なかでも、出土し

た家形埴輪の大半は南造り出しに伴うものである。このなかで、南造り出し上に樹立されたものは、少

なくとも２４棟（家形埴輪１～２４）を数えることができる。

　一方、北造り出し上に樹立された家形埴輪は、数棟に限られる。しかも、多くが小片での出土で、建

物の特徴を理解できる程度まで復元することはできなかった。

　以下、本節では、南造り出し上に樹立された家形埴輪を中心にまとめていく。

　

（２）建物構造

　屋根構造・床構造・壁構造・身舎空間・柱間等について検討する（第４１表・第４２表）。

屋根構造　入母屋式（Ａ）・切妻式（Ｂ）・寄棟式（Ｃ）の３タイプからなる。入母屋式の建物は、家形埴

輪１・２・４・９・１２・１３・１５～１８の１０点で、最も多く出土している。続いて切妻式が多く、家形埴輪

３・５～８・１０・１１・２４の８点である。一方、寄棟式については、家形埴輪１４の１点に限られる。

床構造　大きく高床式（２ａ）と平屋式（１）の２タイプからなる。高床式は、家形埴輪１・３・４・

８・１２・２１～２４の９点と、最も多く出土している。さらに、このなかで、家形埴輪８と２４については、

屋根倉タイプ（２ｂ）に分類されるものである。平屋式については、家形埴輪２と家形埴輪５の２点に

限られる。

壁構造　基本的には、開け放しタイプ（Ⅱ）と真壁タイプ（Ⅰ）の２タイプに分類できる。開け放しタ

イプは、家形埴輪３・４・８・１１・２２の５点である。真壁タイプは、家形埴輪１・２・１３・１５・１９・２０・

２３の７点と、多く出土している。

　なお、家形埴輪５については、大壁構造（Ⅲ）の可能性が考えられる。しかし、一部の線刻が柱表現

と考えられることから、その可能性をもつ埴輪と考えておきたい。

身舎空間　閉鎖的なタイプと開放的なタイプの２タイプからなる。閉鎖的なタイプは、家形埴輪２・

３・５・８・１３・１５・１９・２０の８点が出土している。ただし、家形埴輪１と家形埴輪５については、４

面に窓および入口があり、他の家形埴輪と同様の閉鎖性は感じられない。開放的なタイプとしては、家

形埴輪１・４・２２の３点に限られる。

柱　間　平側×妻側が、２間×２間、１間×２間、１間×１間の３タイプが認められる。２間×２間か

らなるものが最も多く、家形埴輪１・２・４・８・１１の５点を数える。この他、１間×２間については

家形埴輪３、１間×１間については家形埴輪５と、それぞれ１点ずつ出土している。

　以上をまとめると、池田古墳出土の家形埴輪は、少なくとも以下の７タイプに分類できる（第５０９図）。

　家形埴輪Ａ：入母屋式（Ａ）＋高床式（２ａ）＋真壁構造（Ⅰ）→家形埴輪１

　家形埴輪Ｂ：入母屋式（Ａ）＋高床式（２ａ）＋開け放し（Ⅱ）→家形埴輪４

　家形埴輪Ｃ：入母屋式（Ａ）＋平屋式（１）＋真壁構造（Ⅰ）→家形埴輪２

　家形埴輪Ｄ：切妻式（Ｂ）＋高床式（２ａ）＋開け放し（Ⅰ）→家形埴輪３

第３節　家形埴輪
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　家形埴輪Ｅ：切妻式（Ｂ）＋高床式（２ｂ）＋開け放し（Ⅱ）→家形埴輪８

　家形埴輪Ｆ：切妻式（Ｂ）＋平屋式（１）＋大壁構造（Ⅲ）→家形埴輪５

　家形埴輪Ｇ：寄棟式（Ｃ）→家形埴輪１４

　このなかで、Ｃタイプは住居、Ｄタイプは倉庫、Ｅタイプは屋根倉、Ａ・Ｂ・Ｆタイプについては非日

常的機能を有する建物、と考えられ る 。Ｅタイプについては後に検討する。
（ ）

（３）建物の細部表現

　棟木・桁柱・棟束柱・網代・棟飾り・鰭飾り・入口について検討する。

棟　木　大きく３タイプが認められる（第５０９図）。

ａ：大棟裏面に平板をあて、棟木が中空をなすもの（家形埴輪９）。

ｂ：破風合掌部から大棟裏面にかけて、中実の棟木を貼りつけるもの（家

形埴輪３・６・１０）。

ｃ：破風合掌部に棟木端を貼り付けるもの（家形埴輪２）。

棟束柱　家形埴輪８と家形埴輪１１・９９１・９９２で表現されている。家形埴輪８

は、粘土を貼り付け、表現されている。家形埴輪１１は、線刻によるもので、

その上端は斗束を表現している可能性も考えられる（第３５７図）。

桁　柱　家形埴輪３の妻側で認められる。縦形に分類されたもので、妻側壁

体から破風板まで延びる形で表現されている。

網　代　家形埴輪１・家形埴輪９・９６３・９９９・１０００で認められる。いずれも、

屋根に網代が表現されている。網代の編成 法 は、家形埴輪９と９９９は、「二本
（ ）

越え、二本潜り、一本送り」である。家形埴輪１については、「二本越え、一

第４１表　主要家形埴輪一覧（１）

第５０８図　棟木の分類

第７章　出土遺物のまとめ

身　屋根・　
身舎接合

屋　　根建物
分類

報　告　№
壁構造床構造妻の転び（°）傾斜（°）屋根構造№埴輪名

真壁高床式５０５０～５７入母屋Ａ８９０家形埴輪１
真壁平屋式ｂ４８２５入母屋Ｃ８９７家形埴輪２
開け放し高床式ａ５５３０切妻式Ｄ８９８家形埴輪３
開け放し高床式ｂ・ｄ４０４５入母屋Ｂ８９９家形埴輪４
大壁平屋式ｃ１３８４０切　妻Ｆ９００家形埴輪５

３９４０～４５切　妻９０１家形埴輪６
３２切　妻９０２家形埴輪７

開け放し高床式（屋根倉式）ｂ７０６１切　妻Ｅ９０３家形埴輪８
４８入母屋９０４～９１２家形埴輪９
３７６８切　妻９１３家形埴輪１０

開け放しａ４７４３切　妻９１４家形埴輪１１
高床式入母屋９１５～９１８家形埴輪１２

真壁ｃ１入母屋９１９～９２１家形埴輪１３
寄棟式Ｇ９２２・９２３家形埴輪１４

真壁ｃ２入母屋９２４・９２５家形埴輪１５
入母屋９２６・９２７家形埴輪１６
入母屋９２８～９３１家形埴輪１７
入母屋９３２～９３６家形埴輪１８

真壁９３７～９４０家形埴輪１９
真壁９４１～９４３家形埴輪２０

高床式９４４～９４７家形埴輪２１
開け放し高床式９４８～９５２家形埴輪２２
真壁高床式９５３～９５７家形埴輪２３

高床式（屋根倉式）５７～６０切　妻９８９～９９３家形埴輪２４
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本送り」である。潜りの本数については、一本までしか確認できない。

棟飾り　家形埴輪４・家形埴輪９・９５８～９６０で認められる。いずれも、翼状をなす粘土板が大棟上に貼

りつけられている。

鰭飾り　家形埴輪４で認められる。入母屋式屋根の四柱部と切妻部の境の傾斜変換部に貼りつけられて

いる。残存するのは平側に限られるが、妻側にも存在した可能性が高い。

入　口　家形埴輪２・３・４・５・８で認められる。このなかで、家形埴輪２・５は階下に、家形埴輪

３・４・８は階上に設けられている。また、家形埴輪４と家形埴輪５の下端部には、踏込の表現が認め

られる。さらに、入口の位置から、家形埴輪２と家形埴輪５は平入り、家形埴輪３と家形埴輪４・家形

埴輪８は妻入りに、それぞれ分類される。

台　輪　家形埴輪１・家形埴輪３・家形埴輪４・１０２１～１０２５・１０５１で認められる。いずれも高床式建物

に分類されるもので、階上と階下の境内側に貼り付けられている。これに対応する外面には、階廻突帯

が貼り付けられている。この他、家形埴輪８においても、その剥離痕が認められる。

階廻突帯　家形埴輪１・家形埴輪３・家形埴輪４・家形埴輪１２・家形埴輪２１・家形埴輪２３・９９８・１００１

～１００６・１０２６で認められる。いずれも、断面が屈折する鼠返しタイプに分類されるものである。このな

かで、家形埴輪４においては、横行する線刻にキザミが加えられ、装飾性が顕著である。

壁　体　壁体は、無文のものと加飾されたものの２タイプが認められる。後者では、家形埴輪１と家形

埴輪４において横行する綾杉文が施文されている。家形埴輪２においては、３本ないしは４本を単位と

する横位の線刻が、４単位施文されている。横板壁を表現したものと考えられる。家形埴輪２０において

も、小片ではあるが同様の施文が認められる。

　この他、１００８～１０１１の４片において、平行線と綾杉文を組み合わせた線刻が認められた。盾等を表現

した可能性も考えられる。

第３節　家形埴輪

第４２表　主要家形埴輪一覧（２）

赤色
塗布黒斑面　積

（㎡）
屋根長
（㎝）

器　高
（㎝）そ　の　他　舎

柱　　間身舎空間
有有０．２７１２３．００網代屋根・棟木・窓・階廻突帯・台輪２間×２間開放的
有有０．１６７６．２０６７．２０入口・棟木２間×２間閉鎖的
有有０．１８８６．１０６７．２０棟木・台輪・入口・桁柱・階廻突帯１間×２間閉鎖的
有有０．１８７５．００８４．４０棟飾り・鰭飾り・台輪・階廻突帯・入口２間×２間開放的
有有０．０４５７．００３２．２０入口・踏込・窓１間×１間閉鎖的
無有０．１３７７．４０棟木
有有１０９．００
無有０．１４８０．５０入口・棟束柱・梁柱２間×２間閉鎖的
有無網代屋根・棟飾り・棟木端
無有７２．８０棟木端
有有９０．００斗束表現２間×２間
有無階廻突帯
無有２間×閉鎖的
有無梁柱・桁柱
無有２間×閉鎖的
無無
無無
無無
有無入口（２間）閉鎖的
有無窓２間×閉鎖的
有無階廻突帯
有有２間×１間＋α開放的
無有階廻突帯

無棟束柱・台輪
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（４）家形埴輪の製作技法

　身舎と屋根との接合方法・他の接合方法・閉塞方法について検討する。

身舎・屋根接合方法　大きく４タイプに分類できる（第５１０図）。

ａ類：身舎上端に屋根を直接のせるもの（家形埴輪３・１１）。

ｂ類：屋根裏面に身舎上端と接合する平坦部をつくり、接合させるもの（家形埴輪２・４・８）。

ｃ類：身舎上端と屋根との接合部分に粘土を補強し、身舎上端の受部を形成するもの。粘土の補強が

わずかなもの（ｃ１：家形埴輪５・１３）と、顕著なもの（ｃ２：家形埴輪１５）、とに細分可能で

ある。

ｄ類：身舎から屋根にかけての変換点が受け口状をなし、内側を粘土で補強するもの（家形埴輪４）。

　このなかで、家形埴輪４においては、ｂ類とｄ類の両接合法が存在している。なお、ａ類は前田分 類 の
（ ）

ａタイプ、ｂ類は同分類のｃタイプに対応するものである。

他の接合方法　特に、ｂタイプの棟木の貼り付け、裾廻突帯・階廻突帯の貼り付け、押縁突帯の貼り付

第５０９図　家形埴輪の分類

第７章　出土遺物のまとめ
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けにおいて、その剥離面に顕著な筋状の沈線が認められた。これは、上記の貼り付けに際しての強度を

保つための手法と考えられる。これは、鬼瓦の製作過程でみられる「カキヤブリ」の使用による痕跡と

同じと考えられる。以上から、この手法による痕跡を、本報告では「掻き破り痕」と呼称する。

　この他、破風板の貼り付けにおいて、大棟上面にキザミ目が認められた。掻き破り痕と同様の機能が

考えられる。

閉塞方法　閉塞痕が認められたのは、家形埴輪１１と１００７に限られる。家形埴輪１１においては大棟裏面に、

１００７においては切妻建物妻側壁体内面に、それぞれ認められた。

赤色塗布　家形埴輪１～５・家形埴輪７・家形埴輪９・家形埴輪１１・家形埴輪１２・家形埴輪１４・家形埴

輪１９～家形埴輪２２に認められた。いずれも、建物の外側にある部分で、内側に塗布された例は認められ

ない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５）家形埴輪の時期

　多くの家形埴輪に黒斑が認められることから、野焼き焼成によるものと考えられ、他の埴輪と時期的

な齟齬は認められない。よって、円筒埴輪により示された時期（５世紀初頭）と考えられる。

（６）小　結

　以上、南造り出し出土家形埴輪について検討してきた。少なくとも２４棟の建物が復元でき、これらの

建物は７タイプからなることが明らかとなった。南造り出しに樹立された家形埴輪は、タイプを異にす

る建物で構成されていたことは明らかである。

　このなかで特徴的な家形埴輪としては、装飾性が豊かな家形埴輪４と、小型の家形埴輪５が挙げられ

る。

　家形埴輪４については、類例として宝塚１号 墳 （三重県松阪市：４世紀後半）・美園１号 墳 （大阪市：
（ ） （ ）

４世紀末）が挙げられる。棟飾り・鰭飾りの装飾法がほぼ同じである。また、これらの類例の示す年代

は、いずれも、先に検討した池田古墳の年代とほぼ同時期、もしくはやや古く位置付けられるものであ

る。

　家形埴輪５に関しては、池田古墳出土家形埴輪のなかでは、際だって小型の家形埴輪である。特に、

台形をなす窓の表現は他に類例をみないものである。また、間取りも１間×１間と、明らかに小型の家

を表現しているものと考えられる。このような小型の家形埴輪で、１間×１間かつ切妻式屋根の類例を

みると、宝塚１号墳・庵寺山古 墳 （京都府宇治市：４世紀後半）・御廟山古 墳 （大阪府堺市：５世紀前
（ ） （ ）

半）が挙げられる。家形埴輪４同様、池田古墳の年代とほぼ同時期もしくはやや古く位置付けられるも

のである。

第５１０図　屋根と身舎の接合

第３節　家形埴輪
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　このような、１間×１間の小型の家形埴輪は、宝塚１号墳・御廟山古墳などでは、囲形埴輪に伴って

出土している。そして、導水祭祀を表した埴輪と位置付けられてい る 。家形埴輪５については、柵形埴
（8）

輪もしくは囲形埴輪に囲まれた状況を確認することはできなかったが、周囲から柵形埴輪が出土してい

る。よって、家形埴輪５についても、水を伴う祭祀に関連する建物ではないかと考えられる。

　また、復元された家形埴輪の規模が全体的に大きい傾向を指摘することができる。０．１５㎡以上を大型

とする基 準 に照らすと、家形埴輪１～家形埴輪４の４棟が大型に分類されるものである。また、家形埴
（9）

輪８についても、０．１４㎡とほぼ大型に準ずる規模である。

　以上が、池田古墳出土家形埴輪の概要である。全体的にみて、非日常的な建物が多く、住居を表現し

た埴輪が少ない傾向が伺われる。

〔註〕

（１）古谷　毅「家形のコスモロジー－家形飾環頭のモデル－」『東大寺山古墳の研究－初期ヤマト王権の

対外交渉と地域間交流の考古学的研究－』天理大学・東大寺山古墳研究会　２０１０

（２）地底の森ミュージアム『平成１３年度地底の森ミュージアム特別企画展　編む・組む』２００１

（３）前田真由子「製作技法からみた家形埴輪の変遷とその画期－近畿地方出土家形埴輪を中心に－」『古

文化談叢』第６１集　九州古文化研究会　２００９

（４）福田哲也・松葉和也『史跡宝塚古墳　保存整備事業に伴う宝塚１号墳・宝塚２号墳調査報告』松阪

市教育委員会　２００５　以下、当墳に関しては、当該報告書による。

（５）渡辺昌宏『美園』大阪府教育委員会・財団法人大阪文化財センター　１９８５

（６）杉本宏『宇治市埋蔵文化財発掘調査概報　第１５集（庵寺山古墳・五ヶ庄二子塚古墳）』宇治市教育委

員会　１９９０

（７）十河良和『百舌鳥古墳群の調査５　御廟山古墳（ＧＢＹ‐６）発掘調査報告書』堺市教育委員会　２０１１

（８）今尾文昭「「導水」の埴輪と王の治水」『水と祭祀の考古学』奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

２００５　

（９）青柳泰介「家形埴輪と大型掘立柱建物の関係について－平面形態の比較を中心に－」『古代学研究

１５０』古代學研究会　２０００
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第４節　その他の埴輪

　ここでは、水鳥形埴輪・家形埴輪以外の形象埴輪についてまとめていきたい。対象となるのは、①柵

形埴輪、②盾形埴輪、③船形埴輪、④蓋形埴輪、⑤その他、についてである。特に、年代観を中心にま

とめていきたい。

（１）柵形埴輪

　南北の造り出しから出土している。ここでは、南造り出し上から出土し、完形に復元された１０５４を中

心に検討する。

　１０５４については、①２条突帯、②２条突帯下長径部に透かし、等の特徴を指摘することができる。ま

た、他の小片から判断して、数個体はあったものと考えられる。この数個体がセットで造り出し上に並

べられていたものと考えられる。ただし、調査においては、その樹立状況を復元できるような状況では

出土していない。このため、具体的にどのように並べられていたのかについては、明らかにすることは

できない。

　１０５４については、森田克行の楕円Ⅱｂ 式 、河内一浩のⅠ類－ ａ に分類され、いずれも４世紀末に位置付
（ ） （ ）

けられている。これは、先に検討した円筒埴輪の時期（５世紀初頭）と矛盾するものではない。また、

河内一浩によると、造り出し上に配置されるようになるのは、５世紀前半とされている。池田古墳例と

は、時期的に合致するものである。池田古墳例は、造り出し上に配置される例のなかで、古式に位置付

けられるのではないかと考えられる。

　

（２）盾形埴輪

　８点出土しているが、いずれも小片のため、詳細な検討は困難である。このなかで、比較的良好に残

存する１１４７と１１４８を中心に検討する。両者は、出土地点は異なるが、胎土・色調・器壁の厚さ等が類似

する。また、文様構成も類似し、他の盾形埴輪とは、明らかに特徴を異にする。以上から、少なくとも、

池田古墳には複数の盾形埴輪が樹立されていたことは明らかである。

　ただし、いずれも、革製盾を模した２類に分類されるものであ る 。２類の盾形埴輪は、５世紀に出現
（ ）

するとされている。

　また、橋本達也による古墳出土革盾の分 類 によると、池田古墳出土盾形埴輪の文様は、脇区を鋸歯文、
（ ）

内区を菱形文で埋める１ａ式に該当する。そして、１ａ式については、４世紀末頃の古墳に出現するよう

である。

　さらに、１１４７と１１４８に認められる文様は、脇区の鋸歯文が三角縁窓付鋸歯文、内区の菱形文がｂ型、

紋様区画帯が３条一組の綾杉文、からなるものであ る 。この鋸歯文・菱形文・綾杉文の組合せは、５世
（ ）

紀第Ⅱ四半期以降に出現するようである。

　他の小片についても、３条一組の綾杉文が認められる個体（１１５０・１１５２）についても、同様の時期が

考えられる。一方、頂点から沈線が放射状にのびる鋸歯文（１１４９・１１５１）については、ＢⅠに分類され、

ＣⅢ類の１１４７・１１４８とはタイプを異にす る 。年代観は示されていないが、石山古 墳 に出土例が認められ、
（ ） （ ）

池田古墳と時期的に矛盾しない。

第４節　その他の埴輪
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　このように、盾形埴輪および革盾文様の分析から導き出された年代観と、池田古墳の年代観はほぼ一

致する。一方、紋様構成から導き出された年代観は、上記の年代観に近いものと、やや新しく位置付け

られる２者が認められる。なお、後者については、茶すり山古墳出土 例 （盾４）と文様構成が一致し、
（ ）

注目される。

（３）船形埴輪

　一体成形船と二体成形船が出土している。いずれも、南造り出しに伴うものである。一体成形船につ

いては、舳先のみの出土で、詳細を検討することは困難である。また、二体成形船については、出土し

た破片から、少なくとも２体は樹立されていたと考えられる。ただし、全体を復元できたのは、１１５５に

限られる。

　そこで、１１５５を中心に検討する。ただし、１１５５については、やや強引に復元したもので、規模等につ

いては不確定要素が多く、詳細に分析することはできない。このなかで、上部構造・下部構造とも、ニ

ゴレ古墳（京都府京丹後市：５世紀中葉）出土 例 に類似する。特に、下部船底部両端の類似が顕著であ
（ ）

る。このような二体成形船については、菩提池西型に分類され る もので、４世紀末以降に出現するとさ
（10）

れている。また、一体成形船についても、５世紀前葉には出現していたとされている。

　このように、年代的に円筒埴輪の示す時期と合致するものである。最後に、池田古墳出土船形埴輪で

注目される点として、①複数の船形埴輪が出土している、②一体成形船と二体成形船の２タイプの船形

埴輪が出土している、③全ての船形埴輪が造り出しに伴う、の３点を挙げることができる。

　船形埴輪の出土地点については、その初現期の４世紀後半から５世紀前半には、河内を中心に分布す

るとされている。また、河内地域では円墳・方墳などの小規模墳から出土するのに対して、地方では前

方後円墳から出土する傾向が認められるとされてい る 。池田古墳での船形埴輪の出土は、この傾向に合
（11）

致するものである。

　また、船形埴輪の出土地点をみると、造り出しおよびその周辺から出土する例が多い傾向にあ る 。池
（12）

田古墳においても南造り出しに伴うものと考えられ（後述）、この出土傾向に合致するものである。

（４）蓋形埴輪

　７点（１１６２～１１６８）出土している。いずれも小片で、１１６２～１１６６が立飾り、１１６７が笠部、１１６８が軸部

と考えられる。これらの破片から、２類に分類され る ものと考えられる。
（13）

　１１６７の笠部については、笠部中央突帯から笠下半部にかけての小片と考えられる。放射状沈線が２条

からなることから、松木分 類 のＣに対応し、津堂城山タイプの新相（５世紀前葉～中葉）に位置付けら
（14）

れる。また、立飾りについても、飾り板の外形に沿う沈線・上端部が弧状をなす等の特徴は、上記タイ

プと矛盾しないものである。

　また、小栗明彦によると、笠部の布張り表現は「Ａｃ２」に分類されるもので、３段階に位置付けられ

てい る 。そして、３段階は、円筒埴輪編年のⅢ期２段階（埴輪検討会編 年 ）に対応するとされている。
（15） （16）

　なお、朝来市教育委員会により報告され た 蓋形埴輪は、今回報告した蓋形埴輪とは別のタイプに分類
（17）

されるものである。よって、池田古墳には、少なくとも２タイプの蓋形埴輪が樹立されていたものと考

えられる。
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（５）その他

　靫形埴輪等が出土しているが、小片で量的に少ない。このため、年代等の詳細な検討は困難である。

（６）小　結

　以上、柵形埴輪・盾形埴輪・船形埴輪・蓋形埴輪を中心に検討してきた。この結果、柵形埴輪は４世

紀末、盾形埴輪および革盾文様は４世紀末、盾形埴輪の紋様構成は上記の年代観に近いものとやや新し

く位置付けられる２者、船形埴輪は４世紀末以降、蓋形埴輪は５世紀前半と、概ね４世紀末から５世紀

前葉に位置付けられる結果となった。

　これは、先に検討した円筒埴輪の年代観（５世紀初頭）とほぼ一致するものである。円筒埴輪の年代

観において、仲津山古墳よりやや新しく位置付けたが、これは上記形象埴輪の年代観とほぼ一致するも

のである。ただし、時期的にやや新しく位置付けられた一部の盾形埴輪については、今後の検討が必要

と考えられる。

〔註〕

（１）森田克行「新・埴輪芸能論」『埴輪群像の考古学』大阪府立近つ飛鳥博物館　２００８

（２）河内一浩「柵形埴輪に関する覚書」『堀田啓一先生古希記念　獻呈論文集』２００４

（３）高橋克壽「器財埴輪の編年と古墳祭祀」『史林』第７１巻第２号　史学研究会　１９８８

（４）橋本達也「盾の系譜」『国家形成期の考古学－大阪大学考古学研究室１０周年記念論文集－』大阪大学

考古学研究室　１９９９

（５）青木あかね「古墳出土革盾の構造とその変遷」『古文化談叢』第４９集　九州古文化研究会　２００３

（６）小栗明彦「畿内の盾形埴輪文様分類試案」『堀田啓一先生古希記念　獻呈論文集』２００４

（７）三重県埋蔵文化財センター『第２４回三重県埋蔵文化財展　石山古墳』２００５

（８）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　

（９）西谷真治・置田雅昭『ニゴレ古墳』京都府弥栄町文化財調査報告　第５集　１９８８

（１０）一瀬和夫「交通と伝達　②船・ソリ」『古墳時代の考古学５　時代を支えた生産と技術』同成社　

２０１２

（１１）竹原千佳誉「船形埴輪樹立の歴史的背景」『神女大史学』第２５号　神戸女子大学史学会　２００８

（１２）和田晴吾「古墳の他界観」『古墳時代の葬制と他界観』２０１４

（１３）高橋克壽「器財埴輪の編年と古墳祭祀」『史林』第７１巻第２号　史学研究会　１９８８

（１４）松木武彦「蓋形埴輪の変遷と画期－畿内を中心に－」『鳥居前古墳－総括編－』大阪大学文学部考古

学研究室　１９９０

（１５）小栗明彦「蓋形埴輪編年論」『埴輪論考Ⅰ－円筒埴輪を読み解く－』大阪大谷大学　２００７

（１６）上田　睦「古墳時代中期における円筒埴輪の研究動向と編年」『埴輪論叢』第５号　２００３

（１７）中島雄二『池田古墳』朝来市教育委員会　２０１３
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第５節　小型土製品・小型土器

（１）小型土器

　北渡土堤北端部から出土した１点（１１９０）を除き、北造り出しおよびその周辺から出土している。器

種としては、壺・鉢・高坏を小型化したものである。

壺　後述する高坏と比較すると、出土量はわずかである。１１７８～１１８８の１１点が出土している。完存する

ものはなく、１１７８～１１８１の４点が体部を中心に比較的良好に残存する。しかし、口縁部まで残存するも

のは認められない。体部の形態から、小型丸底壺を小型化したものと考えられる。ナデとユビオサエを

基調として仕上げられている。

鉢　確実に当器種に分類できるのは、１１８９～１１９１の３点に限られる。３点とも完存するものではなく、

体部・底部を中心に残存する。これら３点の残存状況から、小型丸底鉢を小型化したものと考えられる。

残存状況が良好ではないため、詳細を検討することはできない。

高　坏　量的に最も多く出土している。ただし、坏部の出土は１１９２の１点に限られ、他は全て脚柱部で

ある。しかも、脚柱部のなかでもその上半部に限られ、裾部まで残存するのは１１９３の１点に限られる。

このような、出土状況は、意識的な結果によるものではなく、調査精度もその一因と考えている。

　１１９２と１１９３から、高坏の全体像を復元することができる。ここで復元された形態は、当該期の土師器

の有稜高坏と相似形である。さらに、脚部を中心に認められるヘラミガキ等も、土師器の高坏と全く同

じ仕上げである。加えて、１２２９に認められる、脚柱部上端中央部の棒状圧痕についても、土師器の高坏

にも認められる技法である。

　以上から、今回報告する小型高坏は、当該期の土師器の高坏と同技法・調整によりつくられた小型品

とみることができる。

小　結　以上、出土した壺・鉢・高坏は、いずれも当該期に存在した土師器の同器種を小型化したもの

であることが明らかとなった。特に、高坏に関しては、土師器の同器種を忠実に小型化していることが

理解できる。つまり、比較的ていねいにつくられていると理解することができる。また、壺に関しては、

乙女山古 墳 （奈良県）や行者塚古 墳 （兵庫県加古川市）で、高坏に関しては五色塚古 墳 や行者塚古墳で、
（ ） （ ） （ ）

ほぼ同タイプのものが出土している。これらと比較しても、高坏同様、ていねいにつくられている。

（２）小型土製品

　棒状土製品・餅状土製品・樋形土製品・槽形土製品が出土している。棒状土製品と餅状土製品が北造

り出しから、樋形土製品と槽形土製品が南造り出しから出土している。

棒状土製品　１２４７～１２４９の３点が出土し、１２４７と１２４８が完存する。断面円形で弧状をなす製品である。

類例は認められず、模倣対象を明らかにすることはできない。あえて類似する例として、行者塚古墳か

ら出土しアケビ状土製品と報告されたものがある。ただし、当該製品と比較して、池田古墳例は細く、

アケビのイメージとはやや離れている。また、クワンス塚古 墳 （兵庫県加西市：５世紀前半）出土の棒
（ ）

形についても、より棒状をなしているが、これに近い類例と考えられる。

　当該期の多くの小型土製品が食物を模っていることから、当棒状土製品についても、同様の製品と考

えられる。
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餅状土製品　１２５０の１点が出土し、完存する。類例として、行者塚古墳出土例が挙げられる。

樋形土製品　１２５１と１２５２の２点が出土している。いずれも一部のみが残存し、その可能性が高いとして

報告したものである。

槽形土製品　１２５３の１点が出土している。一部のみが残存し、木樋形土製品同様、その可能性が高いと

して報告したものである。

（３）小　結

　以上が、小型土器・小型土製品の概要である。特に注目されるのが、北造り出しおよびその周辺から

出土した一群である。いずれも、北造り出しに伴うものと考えられ、小型土器と棒状土製品・餅状土製

品が出土している。棒状土製品と餅状土製品については、食物を模ったものと考えられ、小型土器に関

してはいずれも供献用の器種を小型化したものである。

　したがって、これらの小型製品がセットをなしていたものと考えられる。このような、高坏・壺等を

中心とした小型土器と食物を模した小型土製品の組合せは、行者塚古墳・野中宮山古 墳 等でも認められ
（ ）

る。特に、行者塚古墳においては、上記のセットが西造り出し上から出土しており、池田古墳の状況と

一致する。また、野中宮山古墳の高坏の残存状況は、池田古墳と類似する。さらには、高坏が量的に多

い特 徴 も同じである。
（ ）

　なお、南造り出しに伴うと考えられる樋形土製品と槽形土製品についてであるが、他の古墳の出土例

から、南造り出し上から出土した柵形埴輪もしくは囲形埴輪と関連するのではないかと考えられる。た

だし、調査では両者との具体的な出土関係を復元することはできなかった。

〔註〕

（１）木下　亘『史跡　乙女山古墳　付高山２号墳－範囲確認調査報告－』河合町教育委員会　１９８８

（２）菱田哲郎他『行者塚古墳発掘調査概報』加古川市教育委員会１９９７　以下、当古墳に関しては本書に

よる。

（３）丸山　潔『史跡五色塚古墳　小壺古墳発掘調査・復元整備報告書』神戸市教育委員会　２００６

（４）森　幸三「クワンス塚古墳」『加西市史　第七巻　史料編１　考古』加西市　２０１０

（５）桐井理揮・中久保辰夫「技術の革新と古墳祭祀－土器からみる東アジア交流」『野中古墳と「倭の五

王」の時代』高橋照彦・中久保辰夫編著　２０１４

（６）前掲（５）
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第６節　木製品

１．はじめに
　木製品としては、１２点報告した。このなかで、本節では、池田古墳に関わると考えられる木製品につ

いて検討する。検討対象となるのは、Ｗ１～Ｗ９の９点であるが、中心となるのは笠形木製品（Ｗ１）

と木樋（Ｗ２・Ｗ３）である。

２．笠形木製品
　Ｗ１は、ほぼ完存する笠形木製品である。北周濠底から出土しているが、原位置とは考えられない。

しかし、当初の設置場所を明らかにすることはできない。笠形木製品は、全国で２０を超える古墳からの

出土が知られている。これらの出土例と比較して、笠中央部の方形孔が貫通しない点、側部垂直面の襞

の表現が丁寧である点が、特徴的である。

　笠形木製品を分類した鈴木裕明によると、Ｗ１はＣ形態の⑤‐ａ類に分類されるものであ る 。この分類
（ ）

によると、出土例としては誉田御廟山古 墳 （大阪府羽曳野市）と塚本古 墳 （京都府南丹市）に限られる。
（ ） （ ）

応神陵古墳は５世紀前葉（ＴＫ７３）に位置付けられている。

　円筒埴輪の分析から、池田古墳は誉田御廟山古墳より古く位置付けられる。襞の表現・その製作技法

を見ると、今里車塚古墳例（京都府：５世紀前半）と特徴が一致す る 。したがって、Ｃ形態の⑤‐ａ類の
（ ）

なかでは最も古く位置付けられる資料と考えられる。

　なお、平面の規模は、３９．６０㎝×３６．１０㎝を測り、今里車塚古墳例・応神陵古墳例よりは小型である。

ただし、他のタイプの異なる出土例と比較すると、同規模の例が多く認められる。

　なお、ＡＭＳ測定の結果（第６章第１節）においては、４世紀後半から５世紀前半との結果が得られて

おり、先の検討結果を支持するものと考えられる。また、樹種であるが、Ｗ１についてはコウヤマキと

の分析結果が得られている（第６章第６節）。他の古墳の出土例と一致するものである。

　この笠形木製品については、古市古墳群の大王により発案されたとの 説 がある。誉田御廟山古墳を意
（ ）

識したものと考えられる。先の円筒埴輪の分析（第７章第１節）の結果、池田古墳は誉田御廟山古墳よ

り若干古く位置付けられるものと考えている。

　

３．木　樋
　Ｗ２とＷ３の２点出土している。北周濠底からの出土で、２点が重なるように出土している。残存す

る端部には、２点を縦列に接続するための加工痕は認められない。この点からも上記の可能性が考えら

れる。２点とも完存しないが、一木造りである。Ｗ２は３．３８７ｍ残存するが、西ノ辻遺跡 例 ・南郷大東遺
（ ）

跡出土 例 から、４ｍ前後はあったものと考えられる。
（ ）

　なお、２点の木樋は北周濠内から出土しているが、築造当初から周濠内にあったとは考え難い。使用

された箇所の候補として、その出土位置から、北造り出しが考えられる。

　そこで考えられるのが、石敷き遺構との関連である。石敷き遺構に関しても、導水に係る施設と考え

ている（第８章第２節）。したがって、木樋はこの石敷き遺構とセットで機能していたのではないかと考

えられる。その候補として、後円部側（くびれ部）からの導水である。調査が行われていないため明確
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ではないが、後円部側周濠底と石敷き遺構とはレベル差があるものと考えられる。したがって、後円部

側から石敷き遺構へ水を揚げなければならない。この水揚げのため、木樋が使われていた可能性が考え

られるのではないだろうか。ただし、木樋自体が、造り出しの東側から出土している点が、上記の考え

に否定材料となる。

４．その他
　他の製品については、その用途を特定できるものは認められない。このなかで、Ｗ８は、削り込みに

より丁寧に造られた製品である。全体的に薄く仕上げられている。蓋の可能性も考えられる。また、Ｗ

４とＷ５に類似した製品が、昭和４６年度の調査報告書で報告されてい る 。
（ ）

　

〔註〕

（１）鈴木裕明「笠形木製品覚書－四条７号墳出土例を中心として－」『博古研究』第２３号　２００２

（２）吉田珠己「誉田御廟山古墳」『羽曳野市史　第３巻　史料編１』羽曳野市史編纂委員会羽曳野市　

１９９４

（３）森下　衛・引原茂治「塚本古墳発掘調査概要」『京都府遺跡調査概報』第４１冊　財団法人　京都府埋

蔵文化財調査研究センター　１９９１

（４）山城郷土資料館にて実見

（５）坂　靖「埴輪・木製立物とヤマト王権」『古墳時代の遺跡学－ヤマト王権の支配構造と埴輪文化－』

２００９

（６）松田順一郎『神並遺跡第４次、西ノ辻遺跡第１０・１６次発掘調査報告書』財団法人　東大阪市文化財

協会　２００２

（７）青柳泰介『南郷遺跡群Ⅲ』奈良県立橿原考古学研究所　２００３

（８）櫃本誠一『城の山・池田古墳』和田山町教育委員会　１９７２
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第７節　埴輪樹立地点の復元

　

１．はじめに
　これまでの報告から、埴輪が樹立されていた箇所として、南北前方部テラス埴輪列・南北造り出し・

南北渡土堤、の大きく３地区に分けることができる。以下、各地区に樹立されていた埴輪について検討

する。

　まず、樹立位置の検討にあたって、水鳥形埴輪が並べられた場所と、区画溝出土埴輪について、検討

しておきたい。

　　

２．水鳥形埴輪の樹立場所について
　水鳥形埴輪は、多くが南側の渡土堤・前方部・造り出し斜面を中心に出土している。平面的な樹立場

所については後で検討するとして、ここでは、各斜面から出土した水鳥形埴輪の樹立場所についての基

本的な見解について、明らかにしておきたい。

　最初に、前方部裾部付近から出土した水鳥形埴輪について検討する。まず、前方部裾部出土の水鳥形

埴輪について、前方部斜面上側（テラス）から転落したとすると、水鳥形埴輪２６～２８のような完形に近

い状態での出土状況は理解できないのではないかと考えられる。加えて、１段目斜面上部からは水鳥形

埴輪の破片は出土していない。よって、斜面上部から転落

したのではなく、裾部付近から転倒したものと考えたい。

　そして、前方部裾部付近の出土状況と、渡土堤付近・造

り出し付近の裾部および周辺周濠底における出土状況は同

じである。よって、造り出しと渡土堤においても、水鳥形

埴輪は前方部と同じような場所に並べられ、同じような状

況で転倒したものと考えられる。なお、渡土堤については、

水鳥形埴輪の小片（８８４・８８５）がその上面から出土してい

ることから、造り出し同様、渡土堤上にも並べられていた

可能性も考えられる。

　以上から、南造り出し・前方部・南渡土堤の裾部付近に

並べられ、水面に浮く姿が演出されていたものと考えられ

る。これは、後述する（第８章第３節）渡土堤の機能と一

体のものである。これを支持するものとして、斜面葺石中

にみられる、上面が水平面となった石が各所に認められる

点である（写真図版７５・７６）。このような葺石上に水鳥形埴

輪が置かれていたのではないかと考えられる（第５１１図・第

５１２図）。また、水鳥形埴輪１７の出土状況（写真図版１５４）を

みると、台部と扁平な石が一体となっている。扁平な葺石

上に置かれていたものが、葺石とともに倒れた状況を示しているのではないかと考えられる。

　なお、水鳥形埴輪台部側面等には、冠水を示す痕跡は認められなかった。
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３．区画溝出土埴輪
　埴輪の樹立位置を復元する過程で、問題となるのが区画溝出土埴輪である。南造り出し側と前方部１

段目テラス側から、転落し混在しているためである。いずれも一定程度埋没した段階の層中から出土し

たものである。したがって、宝塚１号墳（松阪市）のように造り出しと前方部からなる谷部へ置かれた

と判断できる埴輪は、出土していない。以下、主要な埴輪（ｈ８～ｈ１５・ｈ２１）について検討する。

ｈ８　１段目斜面転石層出土片との接合関係が認められることから、前方部南側１段目テラスに樹立さ

れていたものと考えられる。ただし、その出土位置がくびれ部にあたることから、前方部・後円部両者

の可能性が考えられる。

ｈ９　１段目斜面転石層出土片との接合関係が認められることから、前方部南側１段目テラスに樹立さ

れていたものと考えられる。

ｈ１０　朝顔形埴輪（２４２）については、造り出し上面出土片との接合関係があることから、造り出し上に

樹立されていたものと考えられる。

ｈ１５　２３９において１段目斜面転石層出土片との接合関係が認められることから、前方部南側１段目テ

ラス埴輪列に樹立されていた可能性が考えられる。

ｈ２１　南周濠にあたるが、ｈ１６と接合関係にある（第２６４図）。ｈ２１出土の円筒埴輪（１９１）は南造り出し

上面出土片との接合関係があることから、ｈ１６も南造り出し上に樹立されていたものと考えられる。

ｈ１１～ｈ１４　樹立地点を特定することは困難である。ただし、ｈ１１においては、家形埴輪片とともに出

土している。後述するように、家形埴輪は南造り出し上に樹立されていたものである。したがって、ｈ

１１から出土した円筒埴輪（１７９・１８５・１８８・１９６・２０１・２０５）と体部片（２１９・２２１・２３０・２３１）は、家形

埴輪同様、南造り出し上に樹立されていた可能性が考えられる。

他　区画溝から出土した埴輪のなかで、その接合関係から、円筒埴輪（１８９・１９０・１９７）と朝顔形埴輪

（２４４）・壺形埴輪（２５３）は、南造り出し上に樹立されていたものと判断される。特に２５３の壺形埴輪につ

いては、出土位置がＨ７５と復元される。また、円筒埴輪（２０６）についても、出土地点が造り出し側であ

ることから、南造り出し上に樹立されていた可能性が考えられる。

　一方、円筒埴輪（１８３）は、Ｈ１３と接合関係にあり、前方部南側１段目テラス埴輪列に樹立されていた

ものと判断される。体部片（２２６）と朝顔形埴輪（２４６）も、前方部南側１段目テラス上に樹立されてい

たものと考えられる。また、頸部片（２４９）についても、朝顔形埴輪（２４６）の下層から出土しているこ

とから、前方部南側１段目テラス上に樹立されていた可能性が考えられる。

　他の区画溝出土埴輪については、樹立地点を特定することは困難である。

４．前方部
　埴輪が樹立されていた場所として、南側１段目斜面裾部・南側１段目テラス埴輪列・南側２段目テラ

ス・北側１段目テラス埴輪列・北側墳頂部からなる。

（１）南側１段目斜面裾部

　先の検討結果から、水鳥形埴輪が裾部付近の葺石上に樹立されていたものと考えられる。水鳥形埴輪

２４～２８の５点である。それぞれの間隔は、水鳥形埴輪２４－２５間で２．８０ｍ、水鳥形埴輪２５－２６間で３．００ｍ、

水鳥形埴輪２６－２７間で２．５０ｍ、水鳥形埴輪２７－２８間で３．３０ｍと、ほぼ一定の間隔で出土している。これ

らの平均の間隔は２．９０ｍとなり、ほぼ３ｍ間隔で置かれていたものと復元される（第５３７図）。
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（２）南側１段目テラス

　樹立状況が確実なものとして、Ｈ１～Ｈ５３の埴輪列が挙げられる。円筒系

埴輪が主体で、Ｈ１１・Ｈ１６・Ｈ２２・Ｈ３１・Ｈ３２・Ｈ３５・Ｈ３８・Ｈ４５・Ｈ４９が円筒

埴輪と確認できる。また、Ｐ１から出土した円筒埴輪についても、Ｈ２６に対応

するものと考えられ、Ｈ２６も円筒埴輪と判断できる。

　この他、Ｈ５は円筒埴輪（５２）と、Ｈ７出土の底部片はＣ群北部から出土し

た円筒埴輪（４７）と、Ｈ１２は円筒埴輪（５９）と、Ｈ１３は区画溝中から出土し

た円筒埴輪（１８３）と、Ｈ１５はＤ群中から出土した円筒埴輪（５９）と、それぞ

れ接合関係にある。よって、これらは円筒埴輪と判断される。

　また、出土した埴輪から、Ｈ４については朝顔形埴輪の樹立が明らかであ

る。Ｈ９・Ｈ２０についても、同地点から朝顔形埴輪の小片が出土しているこ

とから、朝顔形埴輪と判断される。

　さらに、Ｈ２においても肩部が出土しているが、朝顔形埴輪もしくは丹後

－因幡型円筒埴輪の可能性があり、器種を特定することは困難である。Ｈ４０

から出土した口縁部についても、２次口縁のみの残存で、朝顔形埴輪と壺形

埴輪の区別は困難である。同じくＣ群中においても口縁部の出土が認められ

るが、Ｂａ類に分類されるもので（第４７３図）、朝顔形埴輪と壺形埴輪に共通す

るタイプであることから、器種の特定は困難である。

　この他、先に検討した区画溝から出土した埴輪が該当する。ただし、埴輪

列の具体的な位置を復元することはできない。

　また、ｈ６に伴う円筒埴輪（４８）と体部片（６６・７１・７６）についても、上

記埴輪列に樹立されていたものと考えられる。

　さらに、その南側の１段目斜面から出土した埴輪についても、埴輪列に伴

うものと考えられる。具体的には、円筒埴輪（１４１・１４３～１４８）・体部片（１４２・

１４９～１６５）・底部片（１６６～１７０）・壺形埴輪（１７５）・肩部片（１７６・１７７）・口縁

部片（１７１～１７４）が該当する。

　以上から、前方部南側１段目テラスの埴輪列は、円筒埴輪と朝顔形埴輪か

ら構成されていたことが復元できる（第５１３図）。円筒埴輪が主で、一定の間

隔で朝顔形埴輪が樹立されていたものと考えられる。ただし、朝顔形埴輪が

樹立されていた具体的な間隔を復元することはできなかった。ちなみに、朝

顔形埴輪が樹立されていたＨ４とＨ９の間は１２本分、Ｈ９とＨ２０の間は２４本分

である。この他、樹立地点を特定することはできないが、Ｂ群からは壺形埴

輪が出土している。円筒埴輪とセットで樹立されていた可能性も考えられる。

（３）南側２段目テラス

　調査では、２段目テラスは残存していなかった。しかし、その出土位置・出土状況から、２段目テラ

スに樹立されていたと判断できるものが認められる。２段目斜面から出土した埴輪と１段目テラスから

出土した埴輪である。

第７章　出土遺物のまとめ

第５１３図　１段目埴輪列

― ―５７８
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　２段目斜面から出土した埴輪としては、円筒埴輪（１～７）・体部片（８～１３）・底部片（１４）・肩部片

（１５）・朝顔形埴輪（１６）が挙げられる。

　この他、１段目テラスから出土した埴輪群のなかに、その出土状況から２段目テラスから落ち込んだ

と考えられるものが認められる。具体的には、ｈ１～ｈ５とｈ７に伴う埴輪である。ｈ１では円筒埴輪

（２７）が、ｈ２では円筒埴輪（２０）と朝顔形埴輪（３６）が、ｈ３では円筒埴輪（２６）が、ｈ４では朝顔形埴

輪（３７）が、ｈ５では円筒埴輪（１８）が、ｈ７では丹後－因幡型円筒埴輪（３８）が該当する。

　以上から、２段目テラスには、円筒埴輪・朝顔形埴輪・丹後－因幡型円筒埴輪が樹立されていたもの

と復元できる。特に、丹後－因幡型円筒埴輪の樹立が注目される。

（４）北側１段目テラス埴輪列

　樹立状況が確実なものとして、Ｈ５４～Ｈ６７からなる。

　多くは底部片のみの出土で、器種の特定は困難である。このなかで、Ｈ６１からは円筒埴輪の口縁部片

が出土していることから、円筒埴輪と判断される。当該埴輪列から出土した埴輪片には朝顔形埴輪と判

断できるものは出土していない。しかし、当該埴輪列が崩れ落ちたと考えられる１段目斜面からは、朝

顔形埴輪の小片が出土している。

　さらに、ｈ２５から出土した円筒埴輪（５４２・５４６・５４８）・体部片（５４４・５５０）・底部片（５４５・５５４・５５６・

５５７）・口縁部片（５５８）と、ｈ２６から出土した円筒埴輪（５４３）が、該当する。また、１段目斜面から出

土した円筒埴輪（５４７・５４９・５９６～５９９）・体部片（５５１・５５２・６００）・底部片（５５３・５５５・６０１～６０３）・頸

部片（６０４）・肩部片（６０５・６０７）・口縁部片（５６２）についても、該当する。

　以上から、北側１段目テラス埴輪列についても、円筒埴輪と朝顔形埴輪で構成されていたものと考え

られる。

（５）北側墳頂部埴輪列

　前方部３段目斜面から出土した埴輪である。出土位置から、墳頂部に樹立されていたものと考えられ

る。口縁部片（５５９～５６１）・頸部片（５６３）・肩部片（５６４・５６５）が該当する。他に、体部片が出土してい

るのみである。円筒埴輪と断定できるものが出土していないが、円筒埴輪が主体であったものと考えら

れる。

第４３表　南造り出しにおける円筒系埴輪の樹立位置

第７節　埴輪樹立地点の復元

壺形
埴輪

頸部
肩部口縁部朝顔形

埴輪底部体部円筒埴輪樹立
位置

４１９
４２０

４０６
４０８４１６

３６８・３７０～３７２・３７４・
３７５・３８３～３８５・３９３～
３９６

３２２・３２３・３２５・３２８・
３２９・３３１・３３４・３４７・
３４８・３５０

２９０・２９１・２９６・２９７・
２９８・３０３・３１１・３１６南辺

４１８
４２１４０９４０５

３６６・３６７・３７３・３７６・
３７７・３７９・３８７～３８９・
３９１・３９２・４０２・４０３

３２６・３３５・３３７・３５５・
３５７

２８８・２８９・２９２～２９４・
３００～３０２・３０５・３０６・
３１２・３１７・３２１

東辺

２５３
４２４

４０７
４１０
４１１

２４２
２４４
４０４

２５７～２７６・３６９・３８０・
３９０・３９７・３９８・４００

２１９・２２１・２３０・２３１・
２５５・２５６・３２４・３２７・
３４２～３４４・３４６・３５１・
３５３・３５４・３６４・３６５

１７９・１８５・１８８～１９１・
１９６・１９７・２０１・２０５・
２０６・２５４・２８６・２８７・
２９５・３０４・３０８・３０９・
３１４

北辺

４１２２７７～２８４２８５・３３０・３４９３１０・３１８西辺
４１７
４２２
４２３

４１３
４１４
４１５

３７８・３８１・３８２・３８６・
３９９・４０１

３３０・３３２・３３３・３３８～
３４１・３４５・３５２・３５６・
３５８～３６３

２９９・３０７・３１３・３１５・
３１９・３２０他

― ―５７９
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５．造り出し
（１）南造り出し

　第５章での報告のとおり、円筒系埴輪・形象埴輪が樹立されていたことは明らかである。さらに、小

型土製品の出土も認められる。以下、円筒系埴輪・形象埴輪・小型土製品にわけて検討する。

円筒系埴輪　樹立位置が確実なのが、西側縁辺部と北側縁辺部の埴輪列である。底部のみであるが、樹

立された状態で出土している。

第５１４図　南造り出し　円筒系埴輪出土位置図

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５８０
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　北側埴輪列においては、Ｈ６８～Ｈ８９の２２本が検出されている。Ｈ８１が円筒埴輪と判断できるが、他は全

て底部片のみで、器種の特定はできない。ただし、Ｈ８９において４２４の壺形埴輪がそれぞれ出土してお

り、円筒埴輪と壺形埴輪がセットで樹立されていた可能性が考えられる。

　西側埴輪列においては、Ｈ９０～Ｈ９９の１０本が検出されている。しかし、いずれも底部のみで、器種の

特定はできない。

　この他、第５１４図は報告した円筒系埴輪の出土位置をまとめたものである。これによると、原位置が保

第５１６図　南造り出し北辺　円筒系埴輪出土位置図

第７節　埴輪樹立地点の復元

第５１５図　南造り出し西辺樹立円筒系埴輪

― ―５８１
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たれていなかった円筒系埴輪についても、その出土位置から判断して、南側・東側・北側の各縁辺部に

樹立されていたものと考えられる。第５１４図をもとに、樹立位置をまとめたのが第４３表である。

西　辺　円筒埴輪・体部片・肩部片・底部片が出土している（第５１５図）。肩部片の出土から、朝顔形埴

輪が樹立されていたか、もしくは壺形埴輪が円筒埴輪とセットをなしていたものと考えられる。なお、

第５１８図　南造り出し南辺　円筒系埴輪出土位置図

第７章　出土遺物のまとめ

第５１７図　南造り出し東辺　円筒系埴輪出土位置図

― ―５８２
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第５１９図　南造り出し北辺樹立円筒系埴輪（１）

第７節　埴輪樹立地点の復元

― ―５８３
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第５２０図　南造り出し北辺樹立円筒系埴輪（２）

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５８４
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第５２１図　南造り出し北辺樹立円筒系埴輪（３）

第７節　埴輪樹立地点の復元

― ―５８５
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検出した埴輪列から復元される西辺全体の樹立本数は２３本である。

北　辺　円筒埴輪・体部・底部・朝顔形埴輪・口縁部が出土している（第５１９図～第５２２図）。したがっ

て、北辺においては、円筒埴輪と朝顔形埴輪が樹立されていたことは明らかである。また、第５１６図をみ

ると、埴輪列が残存していなかった東側１/４においては、埴輪の出土量も少ない。よって、当初から、当

該箇所の数本分は埴輪が樹立されておらず、墳丘側からの入り口であった可能性が考えられる。

　また、入口が想定される箇所の東側斜面および北側の区画溝内からは朝顔形埴輪が出土していること

から、少なくとも４０４については、北側埴輪列の東端に樹立していたものと考えられる。また、東辺に樹

立されたと考えた４０５についても、北東隅付近に樹立し、４０４とセットで入り口をなしていた可能性も考

えられる。

　また、Ｈ８９においては、壺形埴輪と円筒埴輪がセットで、円筒埴輪に壺形埴輪を載せた状態で樹立さ

れていたものと考えられる。

東　辺（第５１７図）　円筒埴輪・体部・底部・朝顔形埴輪・口縁部・壺形埴輪が出土している（第５２３図・

第５２４図）。北辺同様、円筒埴輪と朝顔形埴輪が樹立されていたことは明らかである。また、壺形埴輪が

出土していることから、東辺においても円筒埴輪と壺形埴輪がセットで樹立されていたものと考えられ

る。ただし、その箇所の特定は困難である。

　また、西辺・北辺で検出した埴輪列の間隔をもとに東辺での埴輪の樹立本数を復元すると、２１本とな

る。この数は、第４３表にみられる円筒埴輪と朝顔形埴輪の数とほぼ一致するものである。したがって、

西辺・北辺と同様の間隔で、列状をなしていたものと考えられる。

南　辺（第５１８図）　東辺同様、円筒埴輪・体部・底部・朝顔形埴輪・口縁部・壺形埴輪が出土している

（第５２７図・第５２８図）。円筒埴輪と朝顔形埴輪が９本分、底部が１４本分出土している。西辺・北辺におけ

る埴輪列から復元される樹立本数は３２本と推定されるが、調査で出土した本数もこれに近い値である。

したがって、西辺・北辺と同様の間隔で樹立されていたものと復元できる。また、壺形埴輪（４２０）が南

東隅付近から出土していることから、南東隅付近では円筒埴輪と壺形埴輪がセットで樹立されていたも

のと考えられる。北西隅と対になる位置である。

第５２２図　南造り出し北辺樹立円筒系埴輪（４）

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５８６
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第５２３図　南造り出し東辺樹立円筒系埴輪（１）

第７節　埴輪樹立地点の復元

― ―５８７
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　以上から、一部しか検出できなかった西辺を除いては、各辺において円筒埴輪と朝顔形埴輪がセット

で樹立されていたものと考えられる。各辺とも列状に樹立されていたものと考えられるが、北辺につい

ては、東部で埴輪列が途切れ、入口状をなしていたものと考えられる。

　なお、朝顔形埴輪については、西辺を除いて、確実な例は各辺とも数本に限られる。口縁部片等も出

土していることから、さらに増える可能性もあるが、各辺に数本ずつ樹立されていたものと考えられる。

また、壺形埴輪については、北西隅Ｈ８９および第５１４図での出土状況から、少なくとも造り出し上を方形

に区画した埴輪列の四隅に、円筒埴輪と壺形埴輪がセットで樹立されていた可能性が考えられる。

第７章　出土遺物のまとめ

第５２４図　南造り出し東辺樹立円筒系埴輪（２）

第５２６図　水鳥形埴輪の樹立（２）第５２５図　水鳥形埴輪の樹立（１）

― ―５８８
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第５２７図　南造り出し南辺樹立円筒系埴輪（１）

第７節　埴輪樹立地点の復元

― ―５８９
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　この他、本章第１節で分析した胎土をみると、南造り出し上に樹立された円筒埴輪には、橙色系の搬

入された埴輪（第６章第９節）は認められない点が指摘され、主流を占める埴輪のみで構成されている。

　最後に、東辺・南辺において西辺・北辺のような状況で残存していなかった原因として、南側を中心

に斜面が崩れた点が挙げられる。さらには、南東部を中心とした後世の削平が考えられる。

形象埴輪　第５章での報告のとおり、水鳥形埴輪・家形埴輪・柵形埴輪・囲形埴輪・船形埴輪・蓋形埴

輪が樹立されていたことは明らかである（第５３１図・第５３２図）。

水鳥形埴輪　主要な水鳥形埴輪の出土位置は、第５３０図のとおりである。注目されるのは、造り出し東側

から出土した水鳥形埴輪は、水鳥形埴輪が造り出しの上面と裾部に並べられていた（第５２５図）と復元さ

れることである。これは、多くの水鳥形埴輪に脚の表現がない点と関連するものと考えられる。つまり、

水面に浮かぶ姿が表現されたものと考えられ、水辺に近い裾部に一定の間隔で置かれていた（第５２６図）も

のと考えられる。

　主な水鳥形埴輪相互の間隔は、水鳥形埴輪１７－１８間で２．３０ｍ、水鳥形埴輪１８－２０間で６０㎝、水鳥形埴

輪２０－２３で４．００ｍを測る。後述する前方部１段目斜面と比較して、間隔は一定ではない。

　ところで、南造り出しにおいては、造り出し上に置かれていたことがその出土位置から判断できる水

鳥形埴輪が存在する。水鳥形埴輪１・２・６・１５・１６の５点である。

　さらに、水鳥形埴輪１８と１９、水鳥形埴輪２２と２３が、それぞれ造り出し東辺の近接した位置で出土して

いる。水鳥形埴輪１８と１９については、水鳥形埴輪１８が裾部から周濠底にかけて出土しているのに対して、

水鳥形埴輪１９については裾部で完存したものが押しつぶされた状態で出土している。このため、出土状

況から、両者の位置関係を復元することはできない。ここで注目されるのが、水鳥形埴輪１９に脚が認め

第７章　出土遺物のまとめ

第５２８図　南造り出し南辺樹立円筒系埴輪（２）

― ―５９０
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られた点である。脚が表現されていることは、水上ではなく陸上にいる姿を表現したものと考えられる。

したがって、水鳥形埴輪１９は造り出し上に樹立されていたのではないかと考えられる。

　水鳥形埴輪２２と２３については、水鳥形埴輪２２が斜面上から、水鳥形埴輪２３が周濠内から出土し、前者

が比較的小片で、後者が完存したものが押し潰された状態で出土している。このような状況から、水鳥

形埴輪２２が造り出し上に、水鳥形埴輪２３が裾部に樹立されていたものと考えられる。水鳥形埴輪２３の他

に、水鳥形埴輪３～５・７～１４・１７・１８・２０・２１も、裾部に樹立されていたものと判断される。

　また、翼の打ち合わせを主体的に表現したタイプについて、陸上における姿を表しているという 説 も
（１）

ある。水鳥形埴輪１６と水鳥形埴輪１９は、この説に合致するものである。

　この他、脚部片８５３（図版１５９）も造り出し上から出土している。また、西辺の一部を検出した朝来市

教育委員会の平成１８年度調査でも水鳥形埴輪が出土してい る 。したがって、西辺にも並べられていた可
（２）

能性が考えられる。

第７節　埴輪樹立地点の復元

― ―５９１

第５２９図　南造り出し樹立円筒系埴輪
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家形埴輪　南側出土家形埴輪は、全て当造り出し上に樹立されていたものと考えられる。各家形埴輪の

樹立地点であるが、基本的に原位置が保たれた状態で出土したものは認められない。そこで参考となる

のが、出土地点の分布図である。これをもとに復元したのが第５３０図である。厳密な位置を示しているの

ではないことを断っておく。このように、各家形埴輪の配置を具体的に復元できる状況ではない。

柵形埴輪　第３７３図によると、北東隅と南西隅付近に出土の集中が認められる。このなかで、完形近くに

復元できた１０５４は、北東隅に集中する傾向が認められる。よって、少なくとも北東隅付近に樹立されて

いたものと考えられる。

囲形埴輪　造り出し上面および区画溝内から出土している。造り出し上の具体的な出土位置は、東側縁

辺部中央やや北寄りである。

船形埴輪　第３７４図によると、造り出し西半部と北東隅付近に分布が認められる。最も良好に残存する船

第５３０図　南造り出し　埴輪樹立位置の復元

第７章　出土遺物のまとめ
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第５３１図　南造り出し上樹立形象埴輪（１）

第７節　埴輪樹立地点の復元

― ―５９３
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第５３２図　南造り出し上樹立形象埴輪（２）

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５９４
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第５３３図　南造り出し裾部樹立水鳥形埴輪

第７節　埴輪樹立地点の復元

― ―５９５
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体部は、後者から出土しているが、破片数は西半部から多く出土している。このため、造り出し上に置

かれたことは間違いないが、具体的な樹立位置を復元することは困難である。

蓋形埴輪　南東隅付近と南西隅付近から出土している。南半に樹立されたものと考えられる。

小型土製品　樋形土製品と槽形土製品が出土している。出土地点は、北辺中央部北側の区画溝である。

　以上の検討結果をもとに、樹立位置を復元したのが第５３０図である。全体的に北東隅に集中する傾向が

認められる。造り出し南側に空閑地があったものと考えられる。また、第５３０図では、水鳥形埴輪１の出

土地点から、埴輪列の外側に水鳥形埴輪の樹立を想定している。

　なお、北東隅に集中する状況は、石山古墳東方外区における埴輪 群 のあり方と類似し、注目される。
（３）

（２）北造り出し

　第５章での報告のとおり、円筒系埴輪と形象埴輪が樹立されていたことは明らかである。さらに、小

型土製品と土器が置かれていた。以下、円筒系埴輪・形象埴輪・小型製品にわけて検討する。

第５３４図　北造り出し埴輪出土位置図

第７章　出土遺物のまとめ

― ―５９６
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第５３５図　北造り出し樹立円筒系埴輪

第７節　埴輪樹立地点の復元

― ―５９７
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第５３６図　北造り出し樹立形象埴輪・小型土製品

第７章　出土遺物のまとめ
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円筒系埴輪　南造り出し縁辺部におけるような、原位置が保たれた状態で出土したものは認められない。

さらに、北造り出し上およびその周辺からの出土量は明らかに少ない。南造り出しで復元された一辺あ

たりの樹立本数と比較して、圧倒的に少ないと考えられる状況である。

　まず、その出土位置（第５３４図）から、北辺と東辺に樹立されていたことは間違いないと判断される。

その数が少ないことから、かなりの間隔をもって樹立されていたものと考えられる。器種としては、円

筒埴輪が認められるが、朝顔形埴輪と断定できるものは出土していない。わずかに口縁部片と肩部片が

出土しており、朝顔形埴輪が樹立されていた可能性は考えられる。しかし、壺形埴輪が円筒埴輪と同様

な傾向で出土している。よって、上記の口縁部・肩部片は壺形埴輪の一部である可能性も否定できな

い。少なくとも、上記口縁部・肩部は、朝顔形埴輪に限定されるタイプではない。円筒埴輪と壺形埴輪

がセットで、もしくは朝顔形埴輪の替わりに壺形埴輪が樹立されていたことも考えられる。

形象埴輪　樹立が明らかなのは、家形埴輪・柵形埴輪・盾形埴輪・靫形埴輪に限られる。いずれも、完

形に復元できるものはなく、破片数も少ないことから、樹立された点数も限られる。家形埴輪で数棟分

である。また、これらの樹立位置の復元も、南造り出し以上に困難である。

小型土器　壺・鉢・高坏が出土しており、特に高坏の出土点数が圧倒的である。高坏に関しては、残存

状況がやや悪い南西部を除いては、全域から出土している。このなかで、中央部北側に集中傾向が認め

られる（第３７７図）。

小型土製品　棒状製品と餅形土製品が出土している。棒状土製品の１点は北東隅から出土しているが

（第３７７図）、他の製品の具体的な出土位置は不明である。

小　結　以上、北造り出しにおいては円筒埴輪・壺形埴輪・形象埴輪が樹立され、小型土製品・土器が

並べられていた（第５３５図・第５３６図）。全体的に出土量が限られ、その樹立位置等の復元は困難である。

６．渡土堤
（１）南渡土堤

　渡土堤西側斜面およびその西側周濠内から出土した一群と、前方部との接合部から出土した一群（ｈ

２３）とに分けられる。前者から出土したのは円筒系埴輪・水鳥形埴輪・柵形埴輪に限られ、朝顔形埴輪

の樹立は認められない。いずれも、渡土堤西側肩部に樹立されていたものと考えられる。

円筒系埴輪　円筒埴輪（４２５～４３０・４３２～４３８）・壺形埴輪（５１０～５１４）・丹後－因幡型円筒埴輪（５１５～

５１８）の各種が出土している。この他、体部片（４３９～４５７・４５９～４７６）・底部片（４７７～４９４）・口縁部片

（４９７～５０１・５０３・５０４）・頸部片（５０５・５０９）・肩部片（５０６・５０７）が出土している。

　これらの埴輪について、樹立状態が復元できる状態で出土したものは認められない。多くが、西側斜

面の葺石上から出土していることから、渡土堤の肩部に樹立されていたのではないかと考えられる。両

者の接合部に樹立されていたものと考えられる。この他、体部片（４５８）と頸部片（５０８）、さらには渡土

堤と前方部の接合部南西側の周濠底から出土した一群（ｈ２２）についても、ｈ２３との接合関係から、ｈ２３

と同様に樹立されていたものと考えられる。

水鳥形埴輪　水鳥形埴輪２９～３１の３体が出土している。水鳥形埴輪２９と同３０は渡土堤西側裾部付近周濠

底、水鳥形埴輪３１は西側斜面裾部付近から出土している。先に検討したとおり（５７６頁）、渡土堤裾部付

近に樹立されていたものと考えられる。各水鳥形埴輪相互の間隔は、水鳥形埴輪２９－３０が３．３０ｍ、水鳥

形埴輪３０－３１が６．００ｍを測る。この間隔は、前者が前方部１段目裾部での水鳥形埴輪相互の間隔と一致

第７節　埴輪樹立地点の復元
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Title:05_本文編_7章.eca Page:87  Date: 2015/03/24 Tue 13:21:16 



し、後者はその倍数にあたる。当初は、水鳥形埴輪３０と水鳥形埴輪３１の間に、もう一体樹立されていた

可能性も考えられる。

　以上から、水鳥形埴輪については、南造り出し・南側１段目斜面・南渡土堤の裾部に一定の間隔で並

べられていたものと復元することができる（第５３７図）。ところで、水鳥形埴輪の手本となった（第７章

第２節）津堂城山古墳や巣山古墳において、水鳥形埴輪は州浜を意識した場所に並べられている。池田

古墳における、上記のような裾部への樹立については、津堂城山古墳からの影響も考えられる。

柵形埴輪　１０８１の１点が出土している。西側斜面北半から出土しているが、具体的な出土地点は不明で

ある。渡土堤上に樹立されていた可能性が考えられる。前方部との接合部（ｈ２３）から出土した円筒系

埴輪は、朝顔形埴輪（４９５・４９６）と口縁部（５０２）である。

盾形埴輪　ｈ２３から１１４７が出土している。渡土堤から墳丘への入り口での出土にあたり、墳丘の防御を

第７章　出土遺物のまとめ

第５３７図　主要水鳥形埴輪配置図
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意識した配置と考えられる。

（３）北渡土堤

　渡土堤西側斜面から出土した埴輪と、北外堤との接合部（北渡土堤北端）で出土した埴輪に分けられる。

渡土堤西側斜面　円筒埴輪・丹後－因幡型円筒埴輪・壺形埴輪・体部・底部片が出土しており、朝顔形

埴輪は出土していない。また、形象埴輪の出土も認められない。

　ｈ３１～ｈ３４における出土状況から、渡土堤肩部に樹立されていたものと考えられる。ただし、出土した

点数から、前方部テラス埴輪列のような隣接する間隔での樹立は考えられない。一定の間隔で樹立され

ていたものと考えられる。このなかで、円筒埴輪（６５４）・体部（６５９）・底部（６６５・６６７・６７０）・丹後－

因幡型円筒埴輪（６７３） は、渡土堤東側斜面から出土している。渡土堤の東側肩部に樹立されていたもの

と考えられる。したがって、渡土堤の西側・東側の両肩部に円筒系埴輪が樹立されていたものと考えら

れる。

北渡土堤北端　円筒埴輪・朝顔形埴輪・壺形埴輪・口縁部片・体部・底部片が出土している（図版８９～

１０３）。形象埴輪の出土は認められない。暗渠状をなす集石部からまとまって出土した埴輪群である。た

だし、当該箇所に樹立されていたのかについては、明確な判断はできない。集石部上に樹立させること

は困難であることから、当地には樹立されていなかったのではないかと考えられる。

７．まとめ
　以上が、復元された埴輪樹立地点である。なお、外堤については、その斜面および周辺から埴輪が出

土していないため、樹立されていなかったものと判断される。このなかで問題となるのが、南周濠内か

ら出土したｈ２４についてである。出土した埴輪のなかでは比較的外堤に近い地点となる。しかし、ｈ２４が

外堤に樹立されていたものと判断することはできない。

　ここで考えられるのが、佐紀陵山古墳の調査 例 である。当該古墳では、渡土堤と外堤との取り付き付
（４）

近から盾形埴輪が出土している。ｈ２４については、上記に該当する箇所とはやや離れているが、上記に

樹立されていた可能性も考えられる。

　この他、円筒系埴輪の全体的な傾向として、北側に樹立された埴輪に、搬入品が目立つ傾向が認めら

れる。これは、三辻利一による胎土分析結果（第６章第９節）において指摘されていることである。特

に、橙色系の円筒埴輪と壺形埴輪のほとんどが北側から出土している。また、竹管文が押された円筒埴

輪と壺形埴輪についても、北側から出土している。ただし、丹後－因幡型円筒埴輪については、両側か

ら出土している。

　最後に、樹立位置が復元された埴輪であるが、円筒系埴輪を中心に見る限り、南北の造り出し・渡土

堤等、樹立位置間に時期差はないものと考えられる。

〔註〕

（１）賀来孝代の御教示による

（２）中島雄二『池田古墳』朝来市教育委員会　２０１３

（３）高橋克壽「東方外区の埴輪」『第２４回三重県埋蔵文化財展　石山古墳』三重県埋蔵文化財センター 

２００５

（４）宮内庁書陵部『出土品展示目録　埴輪Ⅳ』２００３

第７節　埴輪樹立地点の復元

― ―６０１

Title:05_本文編_7章.eca Page:89  Date: 2015/03/24 Tue 13:21:19 



第８節　小　結

　以下、本章の検討結果について、その概略をまとめておきたい。

　まず、池田古墳に樹立された埴輪は、円筒系埴輪と形象埴輪からなる（第５３８図）。このなかで、円筒

系埴輪の分析から、Ⅲ期２段階（５世紀初頭）に位置付けられることが明らかとなった。また、他の埴

輪についても、この年代観と大きく矛盾するものは認められなかった。

　出土した埴輪は、基本的に畿内中央から伝えられた技術をもとに製作されている。円筒埴輪に認めら

れるヨコハケ技法、水鳥形埴輪・家形埴輪・柵形埴輪、などがその代表例と言える。このなかで、円筒

埴輪については、その規格から「大和型」に分類されるものであることが明らかとなった。

　その一方、丹後－因幡型円筒埴輪に象徴されるように、一部畿内中央以外との関係を伺うこともでき

る埴輪も出土している。円筒埴輪および壺形埴輪への竹管文の押印もその一例といえる。池田古墳と畿

内中央部との関係のみで埴輪群が成立したのではなく、池田古墳と他地域との関係も、埴輪群を形成す

る要素となっている。

　また、円筒系埴輪には、灰白色系・黄橙色系・橙色系の３種が認められ、橙色系が搬入品であること

が明らかとなった。しかし、南造り出しに樹立された円筒系埴輪は、在地産のみからなる（第６章第９

節）。搬入品もしくは他地域系の埴輪は認められない。つまり、埴輪の樹立にあたっては、南造り出しが

最も重視されたのではないかと考えられる。

　以上から、明らかに搬入品と判断できるのは、円筒埴輪と壺形埴輪の２種に限られる。在地産と判断

されるものには、技法上全面的に畿内的と考えられる一群と、丹後－因幡型円筒埴輪に代表されるよう

に部分的に他地域からの影響下にある一群、の２タイプが認められる。

第５３８図　池田古墳出土主要埴輪

第７章　出土遺物のまとめ
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第８章　古墳のまとめ

第１節　前方部

１．調査成果
　調査では、１段目斜面（南側・北側）・１段目テラス（南側・北側）・２段目斜面（南側）・２段目テラ

ス（北側）・３段目斜面（北側）が検出されている（第５４０図・第５４１図）。１段目テラスまでは、比較的

良好に残存していたが、２段目以上は部分的な残存にとどまる（第５３９図）。各斜面の残存部分では葺石

が検出され、斜面には葺石が葺かれていたことが明らかとなった。さらに、１段目テラスにおいては、

その肩部に埴輪列が伴っていた。

　この中で特筆されるのが、北側で検出された３段目斜面の検出である。池田古墳の調査では初めての

検出例となり、この成果から、池田古墳の前方部が三段築成であったことが明らかとなった。以下、各

段について見ていくことにする。

１段目　Ｂラインにおける周濠底と上面との標高差は、南側で２．２０ｍ、北側で２．１０ｍと、ほぼ同様の比

高が認められる。１段目テラスの標高は、南側で７９．４０ｍ（Ａライン）、北側で７８．７０ｍ（Ｃライン）と、

７０㎝の差が認められる。第４章第１節でも述べたように、１段目テラスと周濠底との比高が南北でほぼ

同じであるのに対して、周濠底の標高は異なっている。北側周濠底のレベルが低くなっている。したがっ

て、１段目の標高差は旧地形によるものと考えられる。

２段目　北側のみでその上面が検出されている。その標高は８１．４０ｍを測り、Ｃラインから復元される北

第１節　前方部

第５３９図　前方部残存範囲

― ―６０３
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側１段目テラスとの比高は２．７０ｍを測る。この結果、北周濠底と北側１段目テラスとの比高とは明らか

に異なる。この特徴は三段築成からなる前方後円墳の前方部各段の典型的な比 率 とはやや異なる。これ
（ ）

は、南北の周濠底の標高および１段目テラスの標高が異なることに起因するものと考えられる。北側と

南側の２段目テラスの標高が同じであると仮定し、南側１段目テラスの標高（７９．４０ｍ）と北側２段目テ

ラスの標高（８１．４０ｍ）を比較すると、その比高は２．００ｍとなる。これは、南周濠底と南側１段目テラス

の比高とほぼ一致する数値である。これは、前方部各段の比率に合致するもので、南北の１段目テラス

の標高差が、２段目の築成で調整されているものと考えられる。

２．葺　石
　１段目・２段目・３段目の各斜面で検出されている。やや大きめな基底石の背後に小規模な石が積み

上げられている。葺石については、断ち割り調査を行うことができなかったため、裏込めの有無を確認

することはできなかった。ただし、南側２段目斜面（第１１３図・第１１４図）と北側３段目斜面（第１４４図）

において、攪乱を受けた断面を観察することができた。ここでは、裏込めは認められなかった。他の葺

石についても、その状況から裏込めはないものと考えられる。

　以上から、池田古墳の葺石の葺き方は、青木　敬の葺石構築 法 による基底石が１段からなる３類、廣
（ ）

瀬　覚による葺石諸類 型 のＣ類、に分類されるものと考えられる。廣瀬　覚のＣ類は、前期中葉以降の古
（ ）

墳に認められるとされ、池田古墳の年代観とも矛盾しない。

第８章　古墳のまとめ

第５４０図　池田古墳横断面（南側）
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　池田古墳の葺石について特徴的なのは、河原石（亜円礫）と山石（亜角礫）が使われていることであ

る。石材同定（第６章第７節）によると、河原石については円山川から採取されたものとされている。

また、山石についても、石材は河原石とほぼ同じことから、円山川水系で採取されたものと考えられる。

したがって、円山川流域の各地から石材がもたらされたものと考えられる。

　以下、斜面ごとに見ていく。

前方部南側１段目斜面　基底石は河原石が、葺石は山石が主に使用されている。河原石についても、亜

角礫に近く、より上流側から採集されたものと考えられる。

前方部南側２段目斜面　基底石・葺石ともに山石が使われている。基底石・葺石とも、後円部側（Ａ群）

では河原石が多く使われる傾向が認められる。Ｂ群以東は、基底石・葺石とも山石が目立つ傾向にある。

なかでも、Ｂ群の基底石は、角礫が使われている。

前方部北側１段目斜面　基底石は角礫が、葺石は河原石が使用されている。河原石については、他の斜

面と比較して、全体的に小ぶりな礫が使われている。ただし、西側（ｆ区）においては、葺石に角礫も少

なからず使われている。また、ｆ区で認められた、鏡石のような葺石（写真図版４４：④）も特異である。

前方部北側３段目斜面　基底石を含め、河原石が主に使用されている。今回報告する池田古墳の調査で

検出された葺石のなかで、最も円礫の使用が顕著である。ただし、基底石については、山石も少なから

第１節　前方部

第５４１図　池田古墳横断面（北側）
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ず使われている。葺石にも山石がわずかではあるが認められる。

小　結　このように、墳丘の南側においては、基底石・葺石とも山石が主に使用されている。一方、北

側においては、河原石の使用が目立つ傾向が認められる。特に、３段目斜面において顕著である。した

がって、葺石に使用された石材は、墳丘の南側は池田古墳より上流側から、北側は下流側からもたらさ

れた可能性も考えられる。また、各斜面において目跡が認められ、これに区切られた単位で石材の種類

が異なる傾向が認められる。したがって、石材は各地区からもたらされ、その地区単位で葺かれたもの

と考えられる。

３．柱穴について
　南側１段目埴輪列に近接して、２穴検出している（第１１１図）。柱そのもの、あるいは柱の痕跡を確認

することはできなかった。ただし、その規模等から柱穴であった可能性は十分考えられる。古墳への立

 柱 に関する遺構の可能性が考えられる。
（ ）

　墳丘上での柱穴については、植田文雄の Ｃ２類に分類され る もので、五色塚古 墳 等で類例が認められ
（ ） （ ）

る。五色塚古墳においては、５．５ｍの間隔をもって検出され、各掘り方の規模は、径４０～８０㎝、深さ５５～

８５㎝と、池田古墳における検出例より大型である。ただし、柱穴は埴輪列の外側で検出されている。こ

のように、柱穴相互の間隔・柱穴の規模は五色塚古墳とは異なるが、埴輪列との位置関係については同

じである。

　なお、古墳への立柱に関して、柱の先端に笠形木製品が載せられていたと復元する説が少なからず認

められ る 。このような説に対して好都合なことに、池田古墳では柱穴と笠形木製品の両者が明らかとなっ
（ ）

ている。しかし、柱穴が検出されたのは前方部南側１段目テラス上であり、笠形木製品が出土したのは

北周濠底である。また、池田古墳例においては、笠中央部の方形孔が貫通していない。以上から、池田

古墳においては、両者を直接結び付けることは困難である。

　なお、北側の墳丘は残存状況が良好ではなかったため、調査では柱穴を確認することはできなかった

が、柱穴の存在を完全に否定することはできない。また、今里車塚古墳においては、周濠内墳裾部にお

いて柱列が検出されている。しかし、池田古墳の周濠底においては立柱の痕跡を確認することはできな

かった。

第８章　古墳のまとめ

第５４２図　前方部横断面の復元
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第１節　前方部

４．小　結
　池田古墳は、前方部が三段築成からなる前方後円墳であることが明らかとなった（第５４２図）。池田古

墳は、三段築成の斜面には葺石が葺かれ、テラスには円筒系埴輪列が並べられ、外堤で仕切られた周濠

が囲繞され、当時の前方後円墳のビジュアル的特 徴 を備えた古墳といえる。
（ ）

　また、立柱の痕跡と考えられる柱穴を検出した点も特筆される。立柱事例を示すものと考えられる。

〔註〕

（１）甘粕　健『前方後円墳の研究』２００４

（２）青木　敬「葺石構築法とその変化」『古墳築造の研究－墳丘からみた古墳の地域性－』六一書房　２００３

（３）廣瀬　覚「葺石の成立・展開と地域間交流」『吾々の考古学』和田晴吾先生還暦記念論集刊行会　

２００８

（４）石野博信「古墳立柱」『考古学叢考』斉藤忠先生頌寿記念論文集刊行会　１９８８

（５）植田文雄「墳墓の立柱祭祀－弥生系立柱祭祀の展開について－」『王権と武器と信仰』同成社　２００８
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第８章　古墳のまとめ

第２節　造り出し

１．調査の概要
（１）南造り出し

　南西部を除き、ほぼ全体が検出されている。地山の削り出しにより造られ、平面形は長方形をなす。

上面の規模は、南北方向で１１．１５ｍ、東西方向で１６．４５ｍを測る。これから復元される上面の面積は１８３．４１

㎡である。前方部とは区画溝により境をなしている。造り出し上面と区画溝底部との比高は６０㎝、南東

隅での南周濠との比高は４０㎝である。斜面には葺石が葺かれ、上面には礫が敷かれていたと復元される。

　造り出し上面と斜面裾部には、埴輪が並べられていた（第７章第７節）。まず上面においては、各縁辺

部には円筒系埴輪が列状に巡らされていた。この円筒系埴輪列に囲まれた範囲には、家形埴輪・柵形埴

輪・囲形埴輪・蓋形埴輪・船形埴輪が並べられていた。全体的に、多種類で量的にも多く並べられてい

た。各埴輪の配置は第５３０図の通りである。

　この他、水鳥形埴輪に関しては、円筒系埴輪同様、上面縁辺部に一定の間隔をもって並べられていた

（第７章第７節）。さらに、南側と東側斜面裾部にも一定の間隔をもって並べられていた。

　

（２）北造り出し

　北西部を除いて、ほぼ全体が検出されている。地山の削り出しにより造られ、くびれ部との関係から

平面形は方形をなすものと推定される。上面の規模は、南北方向で１２．８０ｍを測り、東西方向で１２．５０ｍ

と復元される。これから復元される上面の面積は１６３．８４㎡である。前方部とは石敷き遺構により境をな

している。北東隅における北周濠との比高は４０㎝である。斜面には葺石が葺かれ、上面には礫が敷かれ

ていたようである。

　造り出し上面には、埴輪が並べられていた（第７章第７節）。しかし、各辺の縁辺部には円筒系埴輪が

列状ではなく、一定の間隔をあけて並べられていた。この円筒系埴輪列に囲まれた内側には、家形埴輪・

柵形埴輪・靫形埴輪が並べられていた。その量はわずかである。一方、北造り出しの特徴として、小型

土製品と小型土器が置かれていた。また、南造り出しとは異なり、斜面裾部において埴輪の樹立はなかっ

たものと考えている。

　

２．前方部との関係について
　前方部との境は、南造り出しにおいては区画溝により、北造り出しにおいては石敷き遺構により、境

をなしている。両側の造り出しとも、造り出し上面と前方部１段目テラスのレベルは一致しない。上面

のレベルは、１段目テラスより明らかに低い。後述するように（第９章第２節）、１段目斜面中位に認め

られた犬走り状の小テラスと一致し、渡土堤からの導入路と考えられる。

　南造り出しは、島状をなす。土橋等の進入路は伴わないが、造り出し北辺東側に入口が想定され、前

方部とは橋が架けられていたものと考えられる。南造り出しのように島状をなす造り出しについては、

宝塚１号墳に類例が求められるが、同墳では墳丘とは土橋で接続してい る 。また、五色塚古墳において
（ ）

も同様の島状遺構が検出されているが、土橋等はなく、入口等は明らかにされていな い 。
（ ）

　北造り出しは、石敷き遺構により前方部との境をなしている。調査で明らかとなった造り出しと前方

― ―６０８
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第２節　造り出し

部との関係については、行者塚古墳西造り出しでは１段目テラスとは３０㎝の段差をもった小斜面となっ

ている。小斜面には葺石が葺かれてい る 。三ッ城古墳　（広島県東広島市：５世紀前半）では、１段目テ
（ ）

ラスとは約５０㎝の段差をもって、２段目斜面に取り付くものと復元されてい る 。井辺八幡山古墳におい
（ ）

ては、埴輪列が墳丘との境をなしてい る 。
（ ）

　このように、池田古墳で検出された石敷き遺構については、他に例を見ないものである。小礫～中礫

が意識的に敷きつめられ、帯状をなしている。前方部北側１段目テラスとのレベル差は９０㎝である。石

敷き遺構の一部で南側が高くなる傾向が認められることから、１段目斜面へと連続していた可能性も考

えられる。石敷き遺構については、礫の敷きつめられ方から、少なくとも４区に分けることができる。

石敷き遺構は、上面が揃えられている点が特徴的である。水を使った祭祀、導水祭祀が想定される。

３．小　結
　以上が、南北両造り出しの概要と特徴である。対にある造り出しを、一部を除いて平面的に全掘でき

た数少ない調査例である。その結果、多くの点で南北の造り出しが、特徴を異にすることが明らかとなっ

た。これをまとめたのが第４４表である。これによると、斜面の葺石・上面の礫敷きにおいては共通する

が、平面形・面積・前方部との境・樹立された埴輪の種類および量等において、違いが明らかである。

　これらの相違については、造り出しの機能の違いが反映されているのではないかと考えられる。南造

り出しについては、多種大量の埴輪が並べられていたものと考えられる。一方、北造り出しについては、

埴輪の樹立は少種小量である。したがって、南造り出しにおいては、埴輪を並べ立てるのが主な役割で

あったと考えられる。北造り出しについては、実際の祭祀が行われたのではないかと考えられる。これ

を支持するのが、大量の小型土器および小型土製品の出土である。行者塚古墳西造り出しと同様の機能

が考えられる。

　ところで、前方部両側にある造り出しについては、シンメトリーな関係にあると考えるのが一般的で

あった。しかし、池田古墳の調査成果はこれを覆す事例になるといえよう。このような事例は、他の古

墳においても明らかにされつつある。恵解山古墳（京都府長岡京市：５世紀前半）では、東西の造り出

しの形状が異なる可能性が指摘されてい る 。五社神古墳においても、東西が異なるものとして復元され
（ ）

てい る 。時期はやや新しくなるが、井辺八幡山古墳においても前方部両側の造り出しが調査により明ら
（7）

かとなり、平面形態が異なることが明らかとなっている。

　ところで、池田古墳は、円筒埴輪の分析から５世紀初頭に位置付けられている。岸本直文は、くびれ

部に接する前方部側面の造り出しの出現について、石塚古墳（奈良市：４世紀後半）で片側に付き、次

の段階の五社神古墳（奈良市：４世紀後半）で両側に取り付くとされている。そして、この段階からミ

ニチュア土製品による食物供献の表現が始まっているとされてい る 。
（ ）

第４４表　南北造り出しの比較

北造り出し南造り出し相違点
方形長方形平面形
１６３．８４１８３．４１面積（㎡）
石敷き遺構区画溝前方部との境
上面のみ上面と斜面裾部埴輪樹立位置
円筒埴輪・壺形埴輪・家形埴輪・柵形埴輪・
靫形埴輪

円筒埴輪・朝顔形埴輪・壺形埴輪・水鳥形埴輪・家形
埴輪・柵形埴輪・囲形埴輪・船形埴輪・蓋形埴輪樹立埴輪の種類

棒状土製品・餅状土製品・小型壺・小型鉢・
小型高坏樋形土製品・槽形土製品小型土製品

小型土器
少ない多い樹立埴輪の量

― ―６０９
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第８章　古墳のまとめ

　一方、和田晴吾は津堂城山古墳（羽曳野市：４世紀後半）にその初現を求められてい る 。五社神古墳
（ ）

と津堂城山古墳とは、いずれも４世紀後半とほぼ同時期に位置付けられてい る 。したがって、池田古墳
（10）

の造り出しは、定型化した造り出しが出現した次の段階に位置付けられるものである。

　また、造り出しの出現過程において、津堂城山古墳や巣山古墳にみられる島状遺構が、五色塚古墳の

島状遺構のように墳丘に接近し、その後墳丘に取り付くとされてい る 。特に、五色塚古墳の状況は、池
（11）

田古墳南造り出しの特徴と類似する。さらに、岸本直文により初期の定型化段階とされた、佐紀古墳群

中の石塚古墳や五社神古墳の造り出しの平面形は、長方形をなすとされてい る 。このように、池田古墳
（12）

の南造り出しには、上記の墳丘への近接状況および平面形の特徴が反映されているものと考えられる。

　一方、北造り出しに関しては、石敷き遺構を除いては、方檀上をなす定型化した造り出しとみること

ができる。これは、造り出し上に土器類が伴うのが普遍的様相といわれ る ように、小型土製品・土器の
（13）

出土からも伺うことができる。北造り出しにおいて復元される祭祀形態は、当該期の造り出しに一般的

に見られるものと同じである。

　なお、南造り出しにおいて想定された入口は、北辺の中央部には当たらない。これは、宝塚１号墳に

おける陸橋部、行者塚古墳の埴輪列の食い違い部が、中央部にない点において、共通する。この他、上

面の礫敷きについては、乙女山古墳（奈良県河合町）においても確認されてい る 。
（14）

　

〔註〕

（１）福田哲也・松葉和也『史跡宝塚古墳　保存整備事業に伴う宝塚１号墳・宝塚２号墳調査報告』松阪

市教育委員会　２００５

（２）丸山　潔『史跡五色塚古墳　小壺古墳発掘調査・復元整備報告書』神戸市教育委員会　２００６　以下、

当該古墳については、本書による。

（３）菱田哲郎他『行者塚古墳発掘調査概報』加古川市教育委員会１９９７　以下、当該古墳については、本

書による。

（４）石井隆博『史跡三ッ城古墳発掘調査報告書－史跡三ッ城古墳保存整備事業に係る発掘調査－』財団

法人　東広島市教育文化振興事業団　２００４

（５）森　浩一『井辺八幡山古墳』和歌山市教育委員会　１９７２　以下、当該古墳については、本書による。

（６）岩崎誠他『長岡京市文化財調査報告書－国史跡恵解山古墳の調査－』長岡京市教育委員会　２０１２

（７）岸本直文「佐紀王墓の墳丘」『考古学ジャーナル』№６２４　２０１２

（８）岸本直文「墳丘と周濠」『講座日本の考古学８　古墳時代　下』青木書店　２０１２

（９）和田晴吾「墓坑と墳丘の出入口」『古墳時代の葬制と他界観』吉川弘文館　２０１４

（１０）白石太一郎「百舌鳥・古市古墳群出現前夜の畿内」『大阪府近つ飛鳥博物館平成２５年度春季特別展百

舌鳥・古市古墳群出現前夜』大阪府近つ飛鳥博物館　２０１３

（１１）小浜　成「古墳における儀礼の場の変遷過程と倭王権」『埴輪群像の考古学』大阪府近つ飛鳥博物館

２００８

（１２）前掲（８）

（１３）淵ノ上隆介「古墳における造り出し周辺遺物群の様相」『考古学研究』第５２巻第３号　２００５

（１４）木下　亘『史跡　乙女山古墳　付高山２号墳－範囲確認調査報告－』河合町教育委員会　１９８８

― ―６１０
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第３節　渡土堤

１．調査成果
　造り出し同様、前方部の南北両側で検出した。対になる渡土堤が同時に、しかも平面的に前方部側か

ら外堤側まで調査で明らかになった例は、池田古墳が初例と考えられる。ただし、南北両側とも、横断

方向については、西側斜面から上面までしか検出できていない。東側斜面が検出されたのは、北渡土堤

の北端部に限られる。

　まず、調査で明らかとなった主な点は、①前方部のラインに対して直角に近い鈍角をなし、外堤まで

直線的に造られていた、②斜面には葺石が葺かれていた、③上面には礫が敷かれていた、④横断方向に

暗渠状の溝が切られていた、⑤肩部に埴輪が並べられていた、⑥地山削り出しではなく、盛土により成

形されていた、の６点である。以下、上記６点について検討していきたい。

２．調査成果の検討
　①については、基底石のラインで判断したものである。南北両側とも、前方部との接合部は、直角よ

りわずかに鈍角をなしている。基底部におけるその角度は、南側で９５° 、北側で９３° を測る。また、外堤

に対しても、ほぼ直角に取り付けられている。

　②については、南渡土堤では西側斜面で、北渡土堤では、西側と東側斜面で葺石が検出されている。

葺石の葺かれ方については、前方部および造り出しと顕著な差は認められない。

　南渡土堤においては、河原石と山石が用いられ、顕著な目跡も認められる。このなかで、南渡土堤の

南側においては、基底石が極端に大きなものが使用されている。

　北渡土堤の西側斜面では、主に角礫が使用されている。一方、東側斜面においては、河原石が主体で

ある。なお、東側斜面はその上側のみが検出されているに過ぎず、基底部までは検出されていない。

　また、前方部との接合部において、南渡土堤・北渡土堤とも、前方部と一体的に石が葺かれている状

況が認められた（写真図版１１７・１２６）。築造当初から、前方部に接続するものとして計画的に造られたこ

とが理解できる。

　外堤との接合部については、良好に検出されたのは、北渡土堤北端部に限られる。外堤には葺石は葺

かれていなかったと考えられ、北渡土堤西側斜面の葺石が外堤斜面の傾斜に合わせるようにして収束し

ている（写真図版１３１：①）。

　③については、南北の渡土堤上面において、小礫が検出されている。両側ともその残存はわずかでは

あるが、当初は全面に敷かれていたものと考えられる。

　④については、渡土堤そのものの機能と関わる事項である。項を改めて検討したい。

　⑤については、第７章第７節における検討結果から明らかとなったものである。南渡土堤においては、

肩部以外に、裾部において水鳥形埴輪が並べられていた（第５３７図）。南渡土堤・北渡土堤とも、並べら

れた埴輪の数は多くはなく、列状ではなく一定の間隔で並べられていたものと復元される。

　⑥については、造り出しが地山成形であるのと対称的である。特に、北渡土堤と前方部との接合部を

中心に断面観察を行ったところ（第２０６図）、渡土堤側と前方部側双方から盛土がなされていった様子が

観察されている。

― ―６１１
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第５４３図　南周濠内の水位（ケース１）

― ―６１２
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第３節　渡土堤

３．渡土堤を横断する溝
　北渡土堤において、渡土堤を横断する溝（横断溝）が検出されている。また、同じ北渡土堤の北端に

おいても、暗渠状をなす溝状の落ち込みが検出されている。さらに、同様のものとして、南渡土堤南端

においても検出されている。以下、これらの溝状の落ち込みについて検討してみたい。

　まず、これらの溝状の落ち込みについてであるが、斜面の葺石の状況から、築造当初のものであるこ

とが確認できる。つまり、南北両側の西側斜面葺石と横断する溝との関係においてである。西側斜面の

葺石が、直交する溝の斜面に沿うように葺かれている。当初から、横断する溝を前提としていたものと

第５４４図　南周濠内冠水状況（ケース１）

― ―６１３
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第５４５図　南周濠内の水位（ケース２）

― ―６１４
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理解できる。

　ところで、南北の渡土堤に直交する溝の底部をみると、いずれもその西側の周濠底よりわずかではあ

るが、レベルが高くなっている。以上の状況をもとに、渡土堤を基準とした冠水状況について検討して

みたい。

南渡土堤　第５４４図は渡土堤肩部（標高７７．７０ｍ）まで水が溜まったと想定した場合の冠水範囲である

（ケース１）。第５４３図は、その水位を南側から見たものである。渡土堤西側斜面から南造り出しまで全体

の見通しと、この見通しの南造り出しと前方部１段目斜面での状況を拡大したものである（以下、ケー

第５４６図　南周濠内冠水状況（ケース２）

― ―６１５
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ス２にても同様）。この場合、周濠内は渡土堤を中心に水が溜まるが、その範囲は造り出し南辺の中央部

付近までにとどまる。

　一方、第５４５図と第５４６図は、南渡土堤南端部の溝状の落ち込みの底部のレベル（標高７７．００ｍ）に合わ

せた場合である（ケース２）。この場合、水はほとんど溜まらず、前方部と南造り出しの中間部までの範

囲に限られる。

　ここで、水鳥形埴輪の樹立地点との関係について検討してみたい。水鳥形埴輪については、南造り出

し・前方部・南渡土堤の裾部付近に並べられたと考えている（第７章第７節）。そうすると、ケース１の

場合、南造り出し東側斜面から前方部・南渡土堤西側斜面においては、多くが水没し、並べることは困

難である。したがって、ケース２の場合が、水鳥形埴輪の樹立にとっては好都合となる。

　以上から、渡土堤肩部までの水没を避けるため、南端部が溝状に切られたのではないかと考えられる。

北渡土堤　第５４７図と第５４８図がケース３（標高７７．００ｍ）の場合である。第５４９図と第５５０図がケース４

第５４７図　北周濠内冠水状況（ケース３）

― ―６１６

Title:06_本文編_8章.eca Page:14  Date: 2015/03/24 Tue 13:15:25 



第３節　渡土堤

（標高７６．８０ｍ）、第５５１図と第５５２図がケース５（標高７６．５０ｍ）の場合である。第５４８図は、その水位を北

側からみたものである。北渡土堤西側斜面から北造り出しまでの全体の見通しと、この見通しの北造り

出しと前方部１段目斜面での状況を拡大したものである（以下、ケース４・５にても同じ）。

　ケース３の場合、冠水範囲は、北造り出し北辺の中間部より西側（調査区外）まで拡がっている。ケー

ス４の場合は、北渡土堤北端部の溝の底部（７６．８０ｍ）を基準としたものである。冠水範囲は、北造り出

し東辺裾部までの範囲に限られる。ケース５の場合、横断溝西側底部高を基準としたものである。冠水

範囲は、前方部から渡土堤の南側にかけての範囲に限られ、北造り出し付近までは冠水しない。

　北渡土堤に関しては、水鳥形埴輪のように、裾部に埴輪は並べられていなかった。このため、渡土堤

肩部まで冠水しても問題はないと考えられる。しかし、南周濠と同じような景観を形成するため、溝を

第５４８図　北周濠内の水位（ケース３）

― ―６１７
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切り肩部までの冠水を避けたのではないかと考えられる。

　ただし、南北の周濠内の最下層に含まれていた花粉を分析したところ（第６章第４節）、南北で異なる

景観であったとの結果が得られている。これによると、南周濠においては砂質堆積物が流入するような

堆積環境にあり、北周濠では湿地のような状況であったとの分析結果となっている。南周濠については、

区画溝内の下層が、砂質堆積物からなっていたことも関連するものと考えられる。後円部側からの水の

流れがあった可能性が考えられる。

　以上から、渡土堤を横断する溝については、渡土堤肩部までの冠水をさけるための装置と位置付けた

い。このため、北渡土堤北端部において、巨礫が集石し暗渠状をなしていたが、まさしく暗渠としての

機能を果たしていたものと考えられる。南渡土堤南端部の溝においても、集石は認められなかったが、

溝内に多くの礫が認められた。北側と同様の集石をなし、暗渠としての機能を果たしていたものと考え

られる。

第５４９図　北周濠内冠水状況（ケース４）

― ―６１８
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　ただし、北渡土堤中位にある溝状遺構については、北端の溝との関係も含め、その機能を明確にする

ことはできない。

　

４．規模について
　南渡土堤は、前方部から外堤までの距離が基底石レベルで２３．５０ｍを測る。横断面は蒲鉾形をなすと考

えられ、南周濠底と肩部との比高は最大で７０㎝を測る。また、上面は一部のみの検出のため、全体の規

模は不明である。

　北渡土堤は、前方部から外堤までの距離が基底石レベルで２３．２０ｍを測る。横断面は蒲鉾形をなすと考

えられ、南周濠底と肩部との比高は５８㎝を測る。また、上面の幅は６．５０ｍを測る。

第５５０図　北周濠内の水位（ケース４）

― ―６１９
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　なお、横断面については、周濠のレベルが西側から東側へ傾斜していることを考慮すると、西側より

東側の方が周濠底との比高差は大きいものと考えられる。実際に、北渡土堤の横断面（第２０７図）から、

東側斜面の葺石下端部は、西側葺石裾部のレベルより低くなっている。

　

５．類例との比較・検討
　このような特徴をもつ渡土堤であるが、他の古墳における検出例と比較してみたい。周濠を有する前

方後円墳において、渡土堤の調査が行われた例は数例にとどまる。しかも、池田古墳のように面的に調

査が行われた例は認められない。調査が行われた前方後円墳としては、渋谷向山古墳（奈良県天理市：

４世紀中葉）・佐紀陵山古墳（奈良市：４世紀後半）・佐紀石塚山古墳（奈良市：４世紀後半）等が挙げ

られる。

　渋谷向山古墳では、後円部北東側の渡土堤が調査され、その斜面において葺石が確認されてい る 。佐
（ ）

第５５１図　北周濠内冠水状況（ケース５）

― ―６２０
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第３節　渡土堤

紀陵山古墳においても前方部東側の渡土堤の調査が行われ、渡土堤南側斜面において葺石が検出されて

い る 。さらに、その後の調査で、佐紀陵山古墳においては、当初から前方部両側に渡土堤があったこと
（ ）

が明らかとなってい る 。佐紀石塚山古墳においても、後円部北側の渡土堤の調査が行われ、葺石ととも
（ ）

に埴輪が並べられていたことが明らかとなってい る 。また、盛土からなり、上面には５㎝大の小礫が確
（ ）

認され、これらが敷き詰められていたものと考えられている。楕円筒からなる埴輪列の他に、盾形埴輪

等が出土している点も注目される。さらに、調査トレンチの位置から、渡土堤が数段のテラスを伴う可

能性が考えられる。

　以上から、池田古墳で明らかとなった、斜面の葺石と埴輪の樹立は、上記の古墳と共通することが明

らかである。ただし、佐紀陵山古墳等、渡土堤が池田古墳のように前方部ラインにほぼ直交する例は認

第５５２図　北周濠内の水位（ケース５）

― ―６２１
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第８章　古墳のまとめ

められない。また、上記の古墳は、いずれも大和に所在し、池田古墳より古く位置付けられるものであ

る。

　一方、池田古墳と同時期の古市古墳群や百舌鳥古墳群においては、前方部両側に取り付く渡土堤は明

らかとなっていない。和田晴吾によると、佐紀陵山古墳をもって、前方部側面の両側への渡土堤の取り

付きが定着するとされてい る 。したがって、池田古墳の渡土堤は、大和、特に佐紀古墳群の影響下に造
（ ）

られたものと考えられる。

　なお、佐紀陵山古墳の調査では、外堤取り付き付近から盾形埴輪が出土してい る 。池田古墳では、南
（ ）

渡土堤と前方部との接合部で盾形埴輪が出土している（ｈ２３）。墳丘への出入口を塞ぐ機能を果たしてい

たものと考えられる。

６．小　結
　周濠を有する古墳について、灌漑的な機能も踏ま

え、水が湛えられていたと考えら れ 、渡土堤につい
（ ）

てはそのための機能と考える 説 もある。池田古墳の
（ ）

ように傾斜地に立地する古墳においては、渡土堤に

その機能があったものと考えられがちである。

　しかし、今回の調査成果からは、渡土堤には周濠

内に水を湛えるための機能はなかったものと考える

に至っている。花粉分析の結果（第６章第４節）も、

これを支持している。ただし、渡土堤を横断する溝

底部のレベルから、若干の水は湛えられていたものと考えられる。これは、水鳥形埴輪を配置し、水面

に浮く姿を演出するためであったと考えられる。

　後述するように（第９章第２節）、古墳築造時の作業用・遺体搬入用・儀礼用の通路として機能してい

たものと考えられ る 。
（ ）

〔註〕

（１）笠野　毅「景行天皇陵渡土堤改修区域の調査」『書陵部紀要』第３０号　１９７９

（２）福尾正彦「狭木之寺間陵整備工事区域の調査」『書陵部紀要』第３８号　１９８７

（３）福尾正彦・徳田誠志「狭木之寺間陵整備工事区域の調査」『書陵部紀要』第４３号　１９９２

（４）福尾正彦・佐藤利秀「狭城盾列池後陵整備工事区域の事前調査」『書陵部紀要』第４８号　１９９７

（５）和田晴吾「墓坑と墳丘の出入口」『古墳時代の葬制と他界観』吉川弘文館　２０１４

（６）宮内庁書陵部『出土品展示目録　埴輪Ⅳ』２００３

（７）白石太一郎「古墳の周濠」『角田文衛博士古希記念　古代学論叢』平安博物館研究部　１９８３

（８）一瀬和夫「周濠」『古墳時代の研究７　古墳Ⅰ　墳丘と内部構造』雄山閣　１９９２

（９）和田晴吾「墓坑と墳丘の出入口」『古墳時代の葬制と他界観』吉川弘文館　２０１４

― ―６２２

第５５３図　南周濠冠水状況（ケース２）
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第４節　墳丘形態の復元

第４節　墳丘形態の復元

１．はじめに
　調査の結果、池田古墳の前方部は三段築成からなることが明らかとなった。さらに、前方部の両側に

は造り出しと渡土堤が付設されていたことも明らかとなった。本節では、以上の調査成果をもとに、池

田古墳の墳丘形態の復元を試み、墳丘規模を明らかにしていきたい。

　墳丘形態の復元にあたっては、一部の調査成果と残存する墳丘形態から復元したものが数例認められ

 る 。本節では、あくまでも今回の調査成果をもとに、特に、前方部を中心に墳丘形態の復元を行うこと
（ ）

にする。

　なお、墳丘形態の復元にあたっては、朝来市教育委員会による調査の成 果 を踏まえていくことにする。
（ ）

これにあたっては、大手前大学・朝来市教育委員会・兵庫県立考古博物館との間で締結された三者協定

「池田古墳の測量調査に関する覚書」（第９章第３節）による成果（第１７図）をベースに、復元作業を行

うことにする。

　

２．復元手順
　墳丘形態の復元にあたり、全体的に残存状況が良好ではなく、さらに南北で残存状況が異なるため、

主軸の復元から開始した。その復元手順は、①墳丘主軸の復元、②墳丘側面ラインの復元、③前端部の

復元、④前端部稜線の復元、⑤１段目・２段目テラスの復元、⑥くびれ部の復元、⑦前方部墳頂部ライ

ンの復元、⑧後円部の復元、⑨造り出しの復元、⑩渡土堤の復元、⑪外堤の復元、である。その内容は

以下の通りである。

墳丘主軸の復元　本章第１節での検討結果から、２段目斜面で高さの違いが吸収されていることが明ら

かとなった。このため、２段目テラスのラインをもとに主軸を復元することが最も理想的であるが、北

側でしか残存していなかったため、困難であった。そこで、南北両側が残存する、１段目テラス埴輪列

のラインから、その中間をとり、墳丘の主軸とした。ただし、１段目テラスの標高が異なるため、真の

主軸ではないと考えられる。なお、１段目基底部を基準とすることも可能であるが、その標高が南北で

異なるため、主軸ラインを中心とした線対称とはなっていない可能性が考えられた。このことからも、

１段目テラス埴輪列を基準とした。

墳丘側面ラインの復元　１段目基底部のラインを確定させた。南側については、区画溝内における墳裾

のラインと造り出しと渡土堤間の墳裾のラインとでは、その方向性が若干異なる。特に後者の墳裾のラ

インは若干崩れている可能性が考えられた。このため、造り出し埴輪列と平行する区画溝内の墳裾のラ

インを基準とした。

　北側についても、造り出しと渡土堤の間の墳裾は、全体的に膨らむ傾向が認められる。このため、変

動の少ないと考えられる造り出しと墳丘、および渡土堤と墳丘の接合部を結ぶラインを、墳丘裾部のラ

インとした。

前端部の復元　朝来市の調査においても、明らかにされていない。しかし、平成２１年度の調査で、おお

よそのラインが推定されてい る 。本報告でもこのラインを踏襲した。
（ ）

前端部稜線の復元　①先に復元した前端部のラインと南側墳丘のラインの交点。②南側側面からと前端

― ―６２３
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第８章　古墳のまとめ

部ラインからの斜距離が等しくなる点。この２点を結ぶラインを南側の稜線とした。さらに、この稜線

と墳丘主軸との交点、および墳丘北側ラインと前端部のラインの交点を結ぶラインを、北側の稜線とし

た。

第５５４図　墳丘の復元

― ―６２４
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第４節　墳丘形態の復元

１段目・２段目テラスの復元　２段目テラスについては、北側で検出した３段目斜面墳裾のラインを、

墳丘主軸ラインで反転させた。１段目テラスについては、南側テラスのラインを墳丘主軸で反転させ、

北側のテラスを復元した。

前方部墳頂部ラインの復元　３段築成の前方部において、１段目・２段目・３段目の高さの比は、１：

１：１．５になる例が多いといわれてい る 。これをもとに、斜面比を求め、墳頂部のラインを復元した。
（ ）

くびれ部の復元　南側１段目斜面で検出したくびれ部をもとに、そのラインを復元した。このラインと

墳丘主軸との交点を軸に反転させ、北側のくびれ部のラインを復元した。

後円部の復元　復元されたくびれ部と、朝来市教育委員会の調査で明らかとなった、後円部南側・北側

１段目斜面の墳裾・１段目テラスのラインとくびれ部を結ぶ形で、後円部の円弧を復元した。ただし、

後述するように、主軸を中心とした対称形をなさず、正円には復元できない。

造り出しの復元　南造り出しについては、朝来市教育委員会の調査の成果と、今回の調査の成果から、

西側のラインが復元できる。北造り出しについては、造り出し南西隅がくびれ部に近接するものとして

復元した。

渡土堤の復元　北渡土堤において、東側斜面の一部が検出されている。斜面の裾部までは検出されてい

ないため、より幅のあるものとして復元した。ただし、周濠自体が東西方向に傾斜しているため、東側

の斜面はより長い可能性が考えられる。しかし、本書で報告する調査成果では、これを検討する材料を

欠く。

　南渡土堤については、北側で復元した幅をもとに復元した。

外堤の復元　南側については、検出した外堤の裾部のラインから復元した。北側については、検出した

外堤および渡土堤との接合部の集石部のラインをもとに復元した。東側については、朝来市教育委員会

の調査で検出したラインから復元した。ただし、後円部側については、朝来市教育委員会の調査におい

て、その範囲を特定できるような成果は得られていない。このため、周濠の平面形が、盾形をなすのか

明確にすることはできな い 。ただし、後円部北側における朝来市教育委員会の調査から、周濠が前方部
（ ）

北側の外堤ラインの延長上より北側にあるものと考えられる。したがって、墳丘と相似形の可能性が考

えられる。

　以上の手順で復元したものが、第５５４図である。

３．池田古墳の規模
　上記の復元の結果、墳丘の全長は１３４．５０ｍとなる（第５５５図）。これは、岸本一宏が復元した数値１３５ｍ

に近いものであ る 。また、後円部径は７７．００ｍと復元される。復元された細部の規模は第５５５図のとおり
（ ）

である。なお、主軸方向はＮ５６° Ｅを示している。

　

４．池田古墳の特徴
　ところで、復元された池田古墳であるが、いくつかの特徴を指摘することができる。

（１）前方部と主軸との関係について

　１段目斜面が、墳丘主軸に対して線対称とはなっていない。これは、本章第１節でも検討したように、

１段目テラスの標高が異なることによるものと考えられる。全体的に、北周濠側のほうが、標高が低い

ため、南側より斜面が大きく復元されている。

― ―６２５
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（２）後円部と主軸との関係について

　後円部１段目裾部が主軸に対して対称的な規模とはならない点を指摘することができる。北側の方が

約１．５０ｍ規模が小さい傾向が認められる。

（３）前端部について

　後円部・前方部とも、基底部・１段目テラスの標高が北側ほど低い傾向にある。この差を吸収させて

いるのが、前端部と考えられる。このため、前端部の斜面は、北側ほど広くなるように復元される。

第５５５図　池田古墳の規格

― ―６２６
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（４）２段目テラスについて

　本章第１節でも検討したように、２段目テラスにおいて、南北の標高が一致するように成形されてい

る。したがって、２段目テラスにおける平面形が、他の古墳との比較の対象となる形態ではないかと考

えられる。

第５５６図　仲津山古墳との比較

第５５７図　池田古墳の復元

― ―６２７
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（５）周濠の平面形について

　周濠の平面形態についは、北側を中心とした朝来市教育委員会の調査成果を合わせると、前方部側で

復元されたラインが後円部側まで同方向に続く可能性が低い。このため、盾形というより、鍵穴形に近

い平面形であったと復元できるのではないかと考えられる。

　このような、周濠の平面形は、佐紀古墳群中の宝来山古墳等に認めら れ 、いわゆる盾形周濠の前段階
（ ）

に位置つけられてい る 。また、佐紀陵山古墳と同形同大 で 、円筒埴輪についても佐紀古墳群との関係が
（ ） （ ）

指摘され る 五色塚古墳も相似形である。古市古墳群・百舌鳥古墳群中には認められないことから、池田
（10）

古墳の周濠形態は、佐紀古墳群に由来するものと考えられる。

（６）渡土堤と前方部の関係について

　渡土堤が前方部への取り付く位置についてである。復元されたくびれ部から渡土堤と前方部の接合部

までの距離をみると、南側が３１．５０ｍ、北側が２６．５０ｍと、明らかに異なる。渡土堤においても、造り出

しに認められたような非対称性が認められる。ちなみに、渡土堤西側裾部と造り出し東側裾部との距離

も、南側が１３．５０ｍ、北側が１７．００ｍと、南北で異なる。

（７）池田古墳の平面形

　池田古墳と時期的に近いと考えられる、大王墓の仲津山古墳の平面形と比較してみたい。第５５６図は、

先に復元した池田古墳の３段目の平面形が仲津山古墳３段目と平面的に重なるよう、池田古墳の平面形

を２倍に拡大し、重ねたものである（網掛けが池田古墳）。これによると、ほぼ相似形をなすことがわか

る。ただし、下段ほど、平面的な差異が目立つ。立地との関連も考えられる。

〔註〕

（１）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

　　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）中島雄二『池田古墳』朝来市教育委員会　２０１３

（４）櫃本誠一「巨大古墳の築造－神戸市五色塚古墳の調査成果から見る－」『王権と武器と信仰』同成社

２００８

（５）残存する地割から、盾形とする説が一般的であった。このなかで、朝来市教育委員会の報告書にお

いては、鍵穴形に復元されている。

（６）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

（７）天野末喜「倭の五王の墳墓を推理する」『倭の五王の時代』藤井寺の遺跡ガイドブック№７　藤井寺

市教育委員会　１９９６

（８）一瀬和夫「周濠」『古墳時代の研究７　古墳Ⅰ　墳丘と内部構造』雄山閣　１９９２

（９）大阪府立近つ飛鳥博物館『大阪府立近つ飛鳥博物館平成２５年度春季特別展　百舌鳥・古市古墳群出

現前夜』２０１３

（１０）廣瀬　覚「五色塚古墳と前期後葉の埴輪生産」『史跡　五色塚古墳　小壺古墳発掘調査・復元整備報

告書』神戸市教育委員会　２００６

― ―６２８
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第９章　総　括

第１節　調査成果の概略

　本節では、今回の調査で明らかとなった点について列挙し、調査成果のまとめとしたい。

１．池田古墳は、円山川中流域の狭小な谷地形上に立地する。当地には古墳造営主体となるような集落

は認められないが、古代山陰道に継承される主要交通路上であったものと考えられる（第１章第２節）。

現在においても、主要な交通路上にあたる（第１章第１節）。

２．前方部が３段築成からなる前方後円墳で、その規模は１３４．５０ｍと復元される（第８章第４節）。この

３段築成については、今回の調査により初めて明らかとなったもので、今回の調査の大きな成果の一

つである。

３．前方部２段目斜面より上側は削平を受け、残存状況は良好とは言い難い状況であった。しかし、１

段目斜面から周濠にかけては極めて良好に残存していた（第４章第１節）。

４．前方部では、南北両側１段目斜面・南北両側１段目テラス・南側２段目斜面・北側２段目テラス・

北側３段目斜面が残存していた（第４章第２節）。各斜面には葺石が葺かれおり、大きく山石と河原石

の２種の石材が用いられていた。

　　石材は、閃緑岩が圧倒的に多く、次いで花崗閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、砂岩からなる。いずれも、

円山川水系において採取されるものである（第６章第７節）。

５．周濠内では、造り出しと渡土堤が前方部の南北両側で検出されている。このように、前方部両側の

造り出しと渡土堤を平面的に検出した例はなく、初めての調査例となるものである（第８章第３節）。

また、類例も認められない（第８章第３節）。

　　さらに、これらの造り出し・渡土堤について、前方部の両側で対称ではない点も明らかとなった

（第８章第２節・第８章第４節）。造り出しにおいては、形態的な差にとどまらず、機能においても差

が認められた。渡土堤においては、前方部への取り付きの位置に違いが認められた（第８章第４節）。

６．調査では、多量の埴輪が出土している。前方部１段目テラスおよび両造り出しにおいて、底部のみ

ではあるが、円筒系埴輪が樹立された状態で検出されている。上記両地区の他、出土地点の検討から、

北造り出し・南北渡土堤においても、埴輪の樹立状況の復元を行うことができた。樹立された埴輪は、

円筒系埴輪と形象埴輪からなる（第７章第７節）。

７．円筒系埴輪は、円筒埴輪・朝顔形埴輪・壺形埴輪・丹後‐因幡型円筒埴輪からなり、特に円筒埴輪

の特徴から、５世紀初頭に位置付けられる。

　　また、これらの円筒系埴輪は、円筒埴輪・朝顔形埴輪・丹後－因幡型円筒埴輪相互に共通した規格

で作られていることが明らかとなった。具体的には、３種の規格を確認することができる（第７章第

１節）。このなかには、胎土から在地産と、搬入品の二者が認められる（第６章第９節）。

８．円筒埴輪については、その規格から「大和型」に分類されるものである（第７章第１節）。また、朝

顔形埴輪と壺形埴輪に認められる擬口縁状突帯についても、４世紀代の大和の古墳で認められること

から、大和からの影響とみることができる。

第１節　調査成果の概略
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９．一部の円筒埴輪および壺形埴輪への円形竹管文の押印が認められ、因幡地方との関係が伺うことが

できる（第７章第１節）。

１０．丹後－因幡型円筒埴輪については、池田古墳において初めての発見である。円筒埴輪と壺型埴輪に

竹管文が認められたことからも、因幡との関係を伺うことができる。

１１．形象埴輪は、水鳥形埴輪・家形埴輪・柵形埴輪・囲形埴輪・盾形埴輪・船形埴輪などが出土してい

る。水鳥形埴輪と盾形埴輪の一部を除いては、造り出し上に樹立されていたものと復元することがで

きる（第７章第７節）。大半は南造り出しから出土しており、北造り出しに樹立されたのは、家形埴

輪・柵形埴輪・靫形埴輪・盾形埴輪に限られる。

１２．形象埴輪のなかでも特筆されるのが、２４体以上にもおよぶ水鳥形埴輪の出土である。南渡土堤・南

側前方部・南造り出しの裾部及び南造り出し上に並べられていたものと、復元することができる。裾

部においても、一定の間隔で並べられていたものと復元することができる（第７章第７節）。

　　また、裾部に並べられていた水鳥形埴輪については、津堂城山古墳における島状遺構での州浜を意

識した並べ方の影響が考えられる（第９章第２節）。

１３．家形埴輪の大半は、南造り出し上に並べられていたことが明らかとなった（第７章第７節）。大型の

家形埴輪が目立つ傾向が認められる（第７章第３節）。この他、盾形埴輪については、北造り出し以

外、渡土堤上に置かれていたものと復元される（第７章第７節）。

１４．埴輪以外にも、小型土製品・土器・木製品が出土している。小型土製品は、樋形土製品・槽形土製

品・棒状土製品・餅状土製品からなる。小型土器は、壺・鉢・高坏からなり、高坏が圧倒的に多く出

土している。樋形土製品と槽形土製品が南造り出しから出土している以外は、北造り出し上に置かれ

ていたものである。

１５．木製品は周濠内から出土している。木製品のなかで特筆されるのは、笠形木製品（Ｗ１）と木樋

（Ｗ２・Ｗ３）である（第５章第８節）。笠形木製品は、方形孔が貫通しないタイプで、同タイプの出

土例のなかでは最古級に位置付けられるものである（第７章第６節）。木樋については、使用された位

置を特定することはできないが、導水祭祀に係るものと考えられる。

１６．池田古墳の構成要素としての墳丘・埴輪等には、主に大和（佐紀古墳群）からの影響、河内（古

市・百舌鳥古墳群）からの影響、因幡地域からの影響、が認められる。

　　大和と河内からの影響については、時間差が考えられる。このため、佐紀古墳群→古市古墳群と王

墓群が変遷する中にあっても、畿内中枢部との関係に変化はなかったものとみることができる。

第９章　総括
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第２節　池田古墳の特徴

１．はじめに
　前節までの検討結果から、池田古墳は、５世紀初頭に位置付けられる、造り出しと渡土堤を備えた三

段築成の前方後円墳であることが明らかとなった。主な概要は、前節でまとめた通りである。

　本節では、今回の調査で明らかとなった池田古墳の主な特徴について、まとめておきたい。

２．古墳の立地
　池田古墳は、微視的にみると、小谷中の微高地上に立地する（第１章第１節）。この結果、池田古墳は

水の集まりやすい地形に立地していたといえる。特に北造り出しにおける石敷き遺構の存在、そこから

推定される導水祭祀を考えると、意図的に水の流れる地形、水を集めやすい地形を選択したのではない

かとも推測される。この結果、集められた水を排水するため、渡土堤における暗渠機能が発達したので

はないかと考えられる。

　また、南周濠についても、花粉分析の結果（第６章第４節）、水が流れやすい環境であったとの分析結

果が得られている。

３．古墳の選地
　前項よりやや巨視的にみると、池田古墳は、地形的に狭小な谷に立地している　（第１章第１節）。池

田古墳の盟主の居住地が想定できるような、大規模な集落が周囲に存在するような地域ではない。池田

古墳の立地の特徴を指摘するならば、主要交通路上に位置していることである（第１章第１節）。この交

通路は、後の古代山陰道に継承される交通路と考えられる（第１章第２節）。

　池田古墳と同時期もしくは相前後する時期の古墳で、海上交通路を望む位置にある五色塚古墳や西陵

古墳等と同様、主要交通路上に意図的に造られたものと考えられる。

４．前方部・渡土堤・造り出しの関係について
　上記の関係について検討する前提として、まず、前方部南側と同北側の１段目斜面中腹において、幅

５０㎝ほどの小規模なテラスが認められた点に注目したい。この小規模なテラスについては、斜面が崩れ

た結果という見解も聞かれた。しかし、この小テラス上の葺石において、崩れた状況は認められなかっ

た。むしろ、小規模なテラスを意識して石が葺かれた状況が認められた。さらに、南北両側で同じよう

な状況で検出されている点も重視したい。以上から、上記小テラスは、意図的なものと考えたい。

　そこで、この小規模なテラスについて検討してみたい。ここで注目されるのが、造り出しと渡土堤と

の関係である。まず、南側での渡土堤上面・小規模なテラス・造り出し上面のレベルをまとめたのが第

５５８図下側の横断図である。

　この図では、渡土堤中間部（①）・１段目斜面中間部（②）・造り出し北東部（③）の上面を中心とし

た横断面を重ねたものである。造り出しについては、先の検討　（第７章第７節）において、入口の可能

性が高いと判断した箇所である。各地点の標高は、①が７７．８０ｍ、②が７８．１０ｍ、③が７８．３０ｍと、徐々に

①→②→③の順に一定の傾斜で高くなっている（第５５８図）。渡土堤南端と造り出しとの高低差は７０㎝を

第２節　池田古墳の特徴
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第９章　総括

第５５８図　南造り出しへの導線

― ―６３２
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測るが、外堤から渡土堤・前方部を経て造り出しにかけては、スムーズな導線となっている（第５６０図）。

　北側においても、それぞれの標高は、①が７６．８０ｍ、Ⓑが７７．００ｍ、③が７７．５０ｍと、徐々に高くなって

いる（第５６０図）。北側においては、渡土堤北端と北造り出し上面との高低差が４０㎝と、南側以上に高低

差がわずかである。ほぼフラットに近い状況である。

第２節　池田古墳の特徴

第５５９図　北造り出しへの導線

― ―６３３
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第９章　総括

　このように、外堤→渡土堤→前方部小テラス→造り出し、との導線が考えられるのではないだろうか

（第５５８図・第５５９図）。ただし、小テラスと渡土堤との接合部自体は、南側では調査区外にあたり、北側

では前方部の斜面自体の残存状況が良好ではなかったため、検出されていない。

　いずれにせよ、南北両側の前方部１段目斜面に認められた小テラスについては、造り出しへの通路と

しての機能を考えたい。つまり、外堤→渡土堤→前方部１段目小テラス→造り出し、という通路が南北

両側にあったものと考えられる。

　このような渡土堤と造り出しのセットは、三ッ城古墳で認められ る 。しかし、渡土堤の延長上に造り
（ ）

出しがある。池田古墳のような、造り出しと渡土堤の平面的なセット関係は他に例を見ない。和田晴吾

は、池田古墳を一つのタイプとしてい る 。
（ ）

　また、ナガレ山古墳（奈良県河合町：５世紀前半）においては、前方部東側に円筒埴輪により区画さ

れた通路状の施設、およびその北側（後円部側）に広いバラス敷きの平坦面が検出されてい る 。通路状
（ ）

の施設が渡土堤、平坦面が造り出しに対応するものと考えられ、広義には池田古墳と同じ類型に位置付

けられるのではないかと考えられる。

５．池田古墳構成要素の分析
　池田古墳の調査で明らかとなった古墳および出土埴輪の特徴から、大和（佐紀古墳群）・河内（古市・

百舌鳥古墳群）・因幡からの影響（情報）の

もと、池田古墳が形成されていることが明

らかとなった。これをまとめたのが、第４５

表である。

　まず、大和からの影響が考えられるもの

として、墳丘の平面規格・造り出し・渡土

堤・周濠・円筒埴輪・朝顔形埴輪・壺形埴

輪が挙げられる。

　墳丘の平面規格については、先に仲津山

古墳と類似することが明らかとなった（第

第５６０図　導線の高低差

第４５表　構成要素の比較

因幡河内大和諸　要　素
○墳丘平面規格

古墳
○造り出し
○渡土堤
○周濠平面形
○円筒埴輪（規格）

埴輪

○円筒埴輪（底部小穴）
○円筒埴輪（Ｂ種ヨコハケ）

○円筒埴輪（竹管文）
○朝顔形埴輪・壺形埴輪（疑似口縁）

○水鳥形埴輪
○丹後－因幡型円筒埴輪

○船形埴輪
○笠形木製品他

― ―６３４
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８章第４節）。しかし、後述する造り出し・渡土堤との関係から、仲津山古墳に型式的に先行するとされ

 る 五社神古墳にその関係を求めることができるのではないかと考えられる。
（ ）

　造り出しについては、特に南造り出しの平面形が長方形をなす点が、初期の造り出しと考えられてい

る佐紀古墳群中の石塚古墳・五社神古墳に類似するものと考えられた（第８章第２節）。したがって、南

造り出しの平面形については、佐紀古墳群からの影響と考えられる。

　渡土堤については、前方後円墳に取り付くものとしては、佐紀古墳群では認められるが、古市・百舌

鳥古墳群では認められない（第８章第２節）。周濠については、鍵穴型をなすことが明らかとなった（第

８章第４節）。当タイプは佐紀古墳群に認められるが、古市・百舌鳥古墳群では認めらない形態である。

　円筒埴輪については、その底部高から「大和型」に分類されるものであることが明らかとなった（第

７章第１節）。さらに、円筒埴輪底部に認められる小穴についても、コナベ古墳における類例から、大和

との関連が考えられる（第７章第１節）。朝顔形埴輪・壺形埴輪の口縁部の製作技法についても、東大寺

山古墳においても認められることから、円筒埴輪と同様に大和からの影響とみることができる。

　次に古市・百舌鳥古墳群（河内地域）からの影響として、水鳥形埴輪が挙げられる。池田古墳に樹立

されていた水鳥形埴輪のモデルは、津堂城山古墳に求められるものと考えている（第７章第２節）。水鳥

形埴輪の一部が造り出し裾部に並べられていた点も、津堂城山古墳島状遺構における、州浜を意識した

並べ方の影響下にあるのではないかと考えられる。

　また、円筒系埴輪におけるＢ種ヨコハケの採用については、古市・百舌鳥古墳群からの影響と考えら

れる。

　この他、船形埴輪についても、河内を中心に分布するとの研究成 果 を援用すると、当該地からの影響
（ ）

と考えることができる。笠形木製品についても、その起源を古市・百舌鳥古墳群に求める説も認められ

 る 。ただし、これより古く位置付けられる池田古墳出土例を、今後どう位置付けるかが問題である。
（ ）

　最後に、上記以外からの影響として挙げられるのが、丹後－因幡型円筒埴輪と円筒埴輪・壺形埴輪に

みられる竹管文である。両者とも、因幡地方との関係が推測できるものと考えている（第７章第１節）。

　当該期の古墳については、畿内中枢部との関係において築造されたとの説が一般的である。しかし、

池田古墳の調査を通じて、中枢部との関係性が色濃く認められる一方、因幡という一地方との関係も認

められた点は、古墳の築造を中央－地方との一元的な関係のみで捉えることの危険性を指摘するものと

考えられる。

　池田古墳は、畿内と山陰（因幡）を結ぶ役割も果たしていたものと考えられる。これが、古代山陰道

に継承される交通路上に位置する一因と考えられる。

６．池田古墳の被葬者について
　池田古墳については、主体部がすでに破壊されており、埋葬施設からの被葬者へのアプローチが困難

な状況にある。唯一の手がかりは、池田古墳への埋納の可能性が高いとされ る 長持形石棺片のみである。
（ ）

今回の調査でも、被葬者を求めるための良好な資料は得られなかった。このなかで、先に検討したよう

に、被葬者は、畿内中枢部と良好な関係があったことは明らかである。さらに、因幡地域との関係もあっ

たことが明らかとなった。

　以上から、被葬者は、従来いわれている「但馬の王」であることについては、異論ないものと考えら

れる。むしろ、今回の調査で明らかとなった事実は、上記の想定をより強固にするものと考えられる。

第２節　池田古墳の特徴
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７．まとめ
　池田古墳の築造は、佐紀古墳群および古市・百舌鳥古墳群からの影響下で行われたことが明らかとなっ

た。当時畿内中央部では、佐紀古墳群→古市・百舌鳥古墳群という古墳群の移動が明らかとなってい

る。佐紀古墳群の最終段階の古墳（五社神古墳）と古市古墳群の初期の古墳（津堂城山古墳）は、時期

的に平行するといわれてい る 。そして、津堂城山古墳の次に仲津山古墳が位置付けられ、その次の段階
（ ）

に池田古墳が位置付けられるものと考えている。

　したがって、池田古墳の築造は、佐紀古墳群から古市・百舌鳥古墳群への移行がなされた後の段階に

位置付けられるものである。しかし、池田古墳のなかには佐紀古墳群からの影響と考えられる要素がい

くつか認められたことは、その築造開始が佐紀古墳群の段階まで遡ることを意味するのではないかと考

えられる。五社神古墳の墳丘規格、佐紀陵山古墳の渡土堤、宝来山古墳の鍵穴型周濠等である。これら

の古墳は、いずれも津堂城山古墳より古く位置付けられている。一方、より新しい時期の古市・百舌鳥

古墳群からの影響も認められる。このことから、池田古墳の築造開始から完成までの時間幅の存在を想

定することができる。これは、寿陵の問題に対しても一石を投じるものと考えられる。

　佐紀古墳群から古市・百舌鳥古墳群への移行がなされた時期は、巨大古墳の築造・巨大古墳を中心と

した墳丘規格の出現・円筒埴輪の形態や規格の統一化・埴輪様式の確立等、五世紀型前方後円墳が出現

する大きな画期と言われている。池田古墳は、この画期前後の両者の特徴が反映されているものと考え

られる。

　古市・百舌鳥古墳群への移行の間、たえず畿内中枢部からの同様の影響（情報）があったことを意味

する。これは、佐紀古墳群から古市・百舌鳥古墳群へと変遷するなかで、これら中枢部との関係には変

化がなかったことを意味する。つまり、その前提として、佐紀古墳群の主体と古市・百舌鳥古墳群の主

体は、基本的に同じであったのではないかと考えられる。

　ところで、このような情報は、両古墳群における実態がベースであったと考えられる。しかし、この

詳細については、佐紀古墳群や古市・百舌鳥古墳群において、調査で明らかにすることは困難である。

渡土堤の実態・造り出しの実態・水鳥形埴輪の樹立等がその具体例である。しかし、今回の池田古墳の

調査成果は、調査を行うことのできない陵墓の実態を解明する手がかりを与えるものと考えられる。

〔註〕

（１）石井隆博『史跡三ッ城古墳発掘調査報告書－史跡三ッ城古墳保存整備事業に係る発掘調査－』財団

法人　東広島市教育文化振興事業団　２００４

（２）和田晴吾「墓坑と墳丘の出入口」『古墳時代の葬制と他界観』吉川弘文館　２０１４

（３）吉村公男「ナガレ山古墳」『大和前方後円墳集成』奈良県立橿原考古学研究所　２００１

（４）岸本直文「前方後円墳研究の進展」『前方後円墳の築造規格からみた古墳時代の政治的変動の研究』

２００５

（５）竹原千佳誉「船形埴輪樹立の歴史的背景」『神女大史学』第２５号　神戸女子大学史学会　２００８

（６）坂　靖「埴輪・木製立物とヤマト王権」『古墳時代の遺跡学－ヤマト王権の支配構造と埴輪文化－』

２００９

（７）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

（８）岸本直文「玉手山古墳群・松岳山古墳と河内政権論」『大阪府立近つ飛鳥博物館平成２５年度春季特

別展　百舌鳥・古市古墳群出現前夜』大阪府立近つ飛鳥博物館　２０１３
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第３節　池田古墳の歴史・保存・活用

　　

１．はじめに
　池田古墳の調査成果について報告してきたが、調査時には、築造当初の姿は留められていなかった。

これは、築造後の土地利用に帰因するものである。そこで、池田古墳築造後から現代にいたるまでの変

遷を明らかにしておきたい。池田古墳にとっての大きな転機は、昭和４６年に古墳として認識される前と

後である。ここでは、認識以前と認識以後にわけてまとめていきたい。

　最後に、今回の調査後における池田古墳の保護と活用について紹介し、本報告の終わりとしたい。

２．池田古墳の変遷
（１）池田古墳認識以前

鎌倉時代　池田古墳にとって、大きな改変期である。出土土器から、鎌倉時代前半と考えられる。周濠

が埋め立てられ、水田化された（第４章第１節　第６章第４節）。水田面のレベルは造り出し上面とほぼ

同レベルである。この結果、造り出し上に樹立されていた埴輪は取り払われ、築造当初の状況が一変す

ることになった。特に、南造り出しの南東部を中心に削平が加えられている。

　北側２段目テラスから２段目斜面が大きく削平を受けているが、これを覆う埋土から鎌倉時代前半の

土器が出土している。したがって、周濠の埋め立てにあたり、墳丘の一部が利用された可能性も考えら

れる。

明治時代　旧国鉄山陰線の建設にあたり、池田古墳が

土取りの対象となった。明治３０年代後半から４０年代に

かけてと言われている。この土取りが、池田古墳を大

きく改変する結果となった。なお、調査では前方部２

段目以上に、築造当初のものではない二次堆積と考え

られる墳丘の盛土が認められた。一部埴輪片も含むこ

とから、後円部側の墳丘を削り取り、盛土化されたも

のと考えられる。

　山陰線の建設に伴い、前方部側の土取り跡に後円部

側の土が埋められた可能性が考えられる。ただし、主

体部の破壊・石棺の持ち出しについて、この段階で行

われたのかどうかについては、明らかではない。

大正時代　後円部東側斜面に瓦窯が造られている。後

円部斜面を利用したもので、窯体の一部が第２次調査

の西壁で検出されている（第５６１図）。調査では、前方

部西側、後円部付近から多くの瓦片が出土している。

　また、第２次調査と第３次調査で、この瓦窯の操業

に関わる工房跡と考えられる遺構も、瓦窯の東側で近

接して検出されている（第５６２図）。

第３節　池田古墳の歴史・保存・活用

第５６１図　窯跡　東から

第５６２図　工房跡　北から
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（２）池田古墳認識後

　昭和４６年、国道９号線建設の際、初めて池田古

墳が認識されることとなった。当時は、道路計画

が確定し、工事が進行しており、路線の変更は困

難な状況であった。このため、一部について発掘

調査を行い、架橋（池田橋）によって、池田古墳

は保存されることとなった（第５６３図・巻首図版

４）。

　その後、池田橋に起因する振動・騒音から、盛

土化されることとなり、今回の調査が行われるこ

ととなった（第２章第１節）。

３．池田古墳の保存
（１）はじめに

　先にも述べたが、調査にあたっては、葺石を中心に現地保存するなど、古墳の保存を前提としてきた。

この方針を受け継ぐべく、調査終了後の本体工事にあたっても、いくつかの点において、配慮がなされ

た。この一方、池田古墳の調査成果を踏まえ、その活用が図られている。

　本項では、保存と活用の２点について紹介する。

（２）池田古墳の保存

　調査終了後の保存については、国土交通省との

協議により、遺存する周溝・墳丘に配慮した盛土

化の工事がおこなわれた。これは、本体工事に先

立つ迂回路部分の工事においても同じである。そ

の内容は以下の通りである。

　①迂回路の架設にあたっては、造り出し・渡土

堤を保護するため、周濠に橋を架けることにした

（第５６４図）。さらに、橋を架けるにあたって、造り

出し・渡土堤部分には橋脚を打ち込まない。墳丘

部分においても、後世の攪乱を受けなかった２段

目斜面以下に橋脚を打ち込まないようにした。

　②調査終了後、墳丘・周濠全体に重機が進入し

ても影響を与えない厚さ（約３０㎝）の砂を盛るこ

ととした（第５６５図）。これは、迂回路部分と本線

部分を対象とした。

　③迂回路・本線部分の盛土にあたっては、極力

軽量化を測り、墳丘に負担をかけないようにした。

このため、発砲スチロール工法（ＥＰＳ工法）によ

第９章　総括

第５６５図　砂による養生（前方部北側１段目斜面）　北から

第５６３図　池田橋下の墳丘

第５６４図　京都方面迂回路（南周濠）　北東から

― ―６３８

Title:07_本文編_9章.eca Page:10  Date: 2015/03/24 Tue 13:13:13 



る積み上げが行われた（第５６６図～第５６９図）。　　

　上記の保護対策のもと、平成１３年３月の本発掘終了後、工事が進められ、１年後の平成２４年３月に完

成している（第２１図）。

４．池田古墳の活用
　調査終了後、池田古墳の活用にむけて、以下のような動きがあった。いずれも、池田古墳を中心とし

た遺跡の国指定を目途としたものである。

　平成２３年１０月２０日、学校法人大手前学園大手前大学・兵庫県立考古博物館・朝来市教育委員会との間

で、池田古墳の測量調査に関する覚書が締結されている。これは、文部科学省選定の私立大学戦略的研

究基盤形成支援事業として、「新情報技術を活用した歴史文化遺産学の多分野横断的な研究拠点の形成」

と題したプロジェクト名で、池田古墳の三次元測量を実施するものである。これにともない、兵庫県教

育委員会と朝来市教育委員会の調査データを提供し、互いにその成果を共有することとなった。さらに、

この覚書の延長として、水鳥形埴輪の３Ｄ計測を実施した（詳細は第２章第３節）。第１７図・第５５４図は

この成果に基づくものである。

　平成２３年１０月２５日、朝来市文化財保護審議会からの答申を受け、朝来市定例教育委員会において、池

田古墳の市史跡指定が正式に決定された。

　平成２４年１月２２日に、朝来市大蔵市民会館にて、『但馬一の前方後円墳　池田古墳の謎を解く』と題し

たシンポジウムが開催された。池田古墳の地元である大蔵地域自治協議会が主催し、地元住民を対象と

したもので、多くの参加が得られた。シンポジウムの詳細は、大蔵地域自治協議会編『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』にまとめられている。

第３節　池田古墳の歴史・保存・活用

第５６８図　ＥＰＳ工法による盛土（３） 第５６９図　ＥＰＳ工法による盛土（４）

第５６６図　ＥＰＳ工法による盛土（１） 第５６７図　ＥＰＳ工法による盛土（２）
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第９章　総括

報 告 書 抄 録
あさごし　いけだこふんふ り が な

朝来市　池田古墳書 名

一般国道９号池田橋盛土化事業（平野地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書副 書 名

兵庫県文化財調査報告シ リ ー ズ 名

第４７１冊シリーズ番号

山田清朝・岡本一秀・三辻利一・株式会社加速器分析研究所・藤根　久（パレオ・ラボ）
パリノ・サーヴェイ株式会社・株式会社古環境研究所編 著 者 名

（公財）兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部編 集 機 関

加古郡播磨町大中１丁目１番１号（兵庫県立考古博物館内）所　 在　 地

兵庫県教育委員会発 行 機 関

〒６５０‐８５６７　神戸市中央区下山手通５丁目１０‐１　T e l ０７８－３６２－３７８４所 在 地

２０１５年（平成２７年）３月２０日発 行 年 月 日

調査原因調査面積
（㎡）調査期間東経北緯

コード
所在地所 収 遺 跡 名

（県遺跡番号） 調査番号市町村

一般国道
９号池田
橋盛土化
事業（平
野地区）

１４３４㎡平成２０年１０月２６日
～平成２１年３月２３日

東経１３４° 
５０ ′ ３５ ″ 

北緯３５° 
２０ ′ ２６ ″ 

２００８０９６

２８２２５朝来市和田山町
平野地先

池 田 古 墳
（７３０００１） １５２５㎡平成２１年７月６日

～平成２１年１２月２２日２００９１５９

１２７６㎡平成２２年１２月２０日
～平成２３年３月１５日２０１０１５０

特記事項主な遺物主な遺構主な時代種別所 収 遺 跡 名

弥生土器竪穴住居跡・溝弥生時代後期集落 池  田  古  墳 
いけ だ こ ふん

 下  層  遺  跡 
か そう い せき

渡土堤・造り出し・
水鳥形埴輪２４体以
上・丹後－因幡型円
筒埴輪・笠形木製品・
木樋

円筒埴輪・丹後－因幡型円筒埴輪・
朝顔形埴輪・壺形埴輪・水鳥形埴
輪・盾形埴輪・蓋形埴輪・家形埴輪・
柵形埴輪・囲形埴輪・船形埴輪・
蓋形埴輪・小型土器・小型土製品・
笠形木製品・木樋・鉄斧

前方後円墳　造り出し
渡土堤　外堤古墳時代中期古墳

 池  田  古  墳 
いけ だ こ ふん

土師器・須恵器平安～鎌倉時代集落

　池田古墳は、３段築成からなる前方後円墳で、墳丘の規模は１３４．５ｍと復元される。円山川中流域の狭小な谷地
形上に立地する。当時も主要交通路上にあたるものと考えられ、山陰道に継承されたものと考えられる。
　墳丘の多くは削平を受け、残存状況は良好とは言い難いが、周濠を中心とした箇所は極めて良好に残存してい
た。前方部では、南北の１段目斜面・テラス、南側の２段目斜面、北側の２段目テラス・３段目斜面が残存して
いた。
　周濠内では、造り出しと渡土堤が前方部の南北両側で検出された。このように、前方部両側の造り出しと渡土
堤を平面的に検出した例はなく、初めての調査例となるものである。さらに、これらの造り出し・渡土堤につい
て、前方部の両側で対称ではない点も明らかとなった。特に造り出しについては、形態的な差にとどまらず、機
能においても差が認められることが明らかとなった。
　調査では、多量の埴輪が出土した。出土地点の検討から、前方部１段目テラス・南北造り出し・南北渡土堤に
おいて、埴輪の樹立が認められた。樹立された埴輪は、円筒系埴輪と形象埴輪からなる。
　円筒系埴輪は、円筒埴輪・朝顔形埴輪・壺形埴輪・丹後－因幡型円筒埴輪からなり、特に円筒埴輪の特徴から、
５世紀初頭に位置付けられる。
　形象埴輪は、水鳥形埴輪・家形埴輪・柵形埴輪・囲形埴輪・盾形埴輪・船形埴輪などが出土している。水鳥形
埴輪と盾形埴輪の一部を除いては、造り出し上に樹立されていたことが明らかとなった。形象埴輪のなかでも特
筆されるのが、２４体以上にもおよぶ水鳥形埴輪の出土である。南渡土堤・南側前方部・南造り出しの裾部及び南
造り出し上に並べられていたものと復元することができた。家形埴輪の大半は南造り出し上に並べられていたこ
とが明らかとなった。この他、盾形埴輪については、渡土堤上に置かれていたものと考えられる。
　埴輪以外にも、小型土製品・小型土器や木製品が出土している。小型土製品と小型土器の多くは北造り出し上
に置かれていたものである。木製品で特筆されるのは、笠形木製品と木樋である。笠形木製品は、出土例のなか
では最古級に位置付けられるものである。木樋については、使用された位置を特定することはできないが、導水
祭祀に係るものと考えられる。
　池田古墳で認められた墳丘・埴輪等には、主に大和（佐紀古墳群）からの影響、河内（古市・百舌鳥古墳群）
からの影響、因幡地域からの影響、が認められる。

概 要

― ―６４０
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