






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 言 

１ 本書は、文化庁の補助を受け、宮崎県教育委員会が平成 26～30 年度に実施した陵墓参考地周辺における確認調査の報告書で

ある。 

２ 確認調査は、宮崎県教育委員会（宮崎県立西都原考古博物館）が実施し、平成 29 年度の調査では、大阪大谷大学の協力を得

た。調査の実施にあたっては、地権者はじめ地元住民の皆様に御理解と御協力をいただいた。 

３ 現地における図面作成ならびに写真撮影は、堀田孝博・藤木聡・沖野誠（宮崎県立西都原考古博物館）が行い、平成 29 年度

の調査の一部について犬木努氏（大阪大谷大学教授）の指導のもと、大阪大谷大学の学生が行った。 

４ 地中レーダー探査の現地作業は、髙橋浩子・泊俊一郎（宮崎県立西都原考古博物館）が行い、解析等は、東憲章（宮崎県立

西都原考古博物館）が行った。 

５ 現地調査のうち、以下のものについては業務委託した。 

   境界復元測量・グリッド杭設置 ･･･････････ 株式会社三興測量設計事務所 

地籍確定調査 ･･･････････････････････････ 公益社団法人宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

空中写真撮影 ･･･････････････････････････ 有限会社スカイサーベイ九州 

遺構実測 ･･･････････････････････････････ 有限会社ジパングサーベイ 

６ 整理作業は、宮崎県立西都原考古博物館が実施した。 

７ 報告書掲載図面の作成・実測・製図および遺物写真撮影は、整理作業員の協力を得て堀田が行った。 

８ 本書で使用した国土座標は、平面直角座標系Ⅱ（旧日本測地系）に基づく。標高は、海抜絶対高である。方位は、座標北（G.N.）

である。 

９ 本書の執筆および編集は、堀田が行ったが、第Ⅲ章については志賀智史氏（九州国立博物館）から玉稿を賜った。 

10 出土遺物及びその他諸記録は、宮崎県立西都原考古博物館に保管している。 

 

 

 

 

凡 例 

１ 個別のトレンチを指す場合、例えば、第１トレンチは Tr.１というように略する場合がある。 

２ 土層中に含まれるテフラの名称について、以下のように略する場合がある。 

霧島御鉢高原スコリア＝Kr-Th 

鬼界アカホヤ火山灰＝K-Ah 

霧島小林軽石＝Kr-Kb 

姶良 Tn 火山灰＝AT 

霧島アワオコシスコリア＝Kr-Aw 

３ 本書で使用する土層および土器の色調については、農林水産農林水産技術会議事務局ならびに財団法人日本色彩研究所監修

の『新版標準土色帖』に拠り記述した。 
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た 329 基としている。この差は、1952（昭和 27）年の特別史跡指定と、その後の公有化の段階で指

定に含まれなかったものがあったためである。近年の再整備に伴う点検作業で未指定古墳が確認さ

れ、発掘調査や地中レーダー探査でも削平された古墳が判明する等、実際には 320 基を超える古墳

が存在したことは確実である。さらに、西都原古墳群には、墳丘を有する古墳に加えて、南九州に

特有の地下式横穴墓や、全国に広く分布する横穴墓が混在する。 

西都原古墳群では、古墳の分布する台地面やそれらを開析する大小の谷地形、古墳の築造年代等

によって、10～13 の単位（支群）に細分されている。これらは、古墳の築造集団の単位ととらえる

こともでき、その場合、同時期に複数集団による造営が行われていたものと理解できる。九州最大

の前方後円墳である女狭穂塚と日本列島最大の帆立貝形古墳である男狭穂塚とは、ほとんど接する

ような至近距離に位置しており、その陪塚と考えられる 169・170・171 号墳とあわせた計５基で丸

山支群と呼称されているが、これらは５世紀代になってから西都原台地の中央付近に築造されてお

り、４世紀代に台地縁辺部へ沿うように前方後円墳を築造していた支群とは立地を大きく異にする。 

西都原古墳群の中の地下式横穴墓は、第２支群と第３支群、中間台地の堂ヶ嶋支群と鷺田支群で

確認されている。その数は、正式に調査・報告されたもの以外に、新聞等の記事で確認されるもの、

近年の地中レーダー探査でその可能性を指摘されたものを加えると 70 基以上となる。このうち造営

年代の判明するものは、第３－Ａ支群の 111 号墳下に位置する４号地下式横穴墓が５世紀後半で、

その他の多くは６世紀後半以降のものである。特に、堂ヶ嶋支群に立地するものは、竪坑が長大化

したものもあり、６世紀末～７世紀前半の造営である。横穴墓は、第１－Ｂ支群に位置する。酒元

ノ上地区で発見された 10 基に加え、地中レーダー探査で新たに確認されたものを加えると 20 基前

後にのぼる可能性がある。平面形が楔形となる長大な墓道を持ち、その奥壁や側壁に墓室を穿つ。

全体的な埋葬様式は横穴墓であるものの、墓室としては地下式横穴墓を意識している。７世紀前半

の造営である。 

古墳群形成以後の西都原台地周辺では、中間台地上で奈良時代に日向国府跡である寺崎遺跡、日

向国分寺・国分尼寺が設置され、政治的宗教的拠点としての役割を担っていた。また、台地上の西

都原西遺跡では奈良から平安時代にかけての大規模な掘立柱建物群が検出されており、国府とは別

の公的施設の可能性が指摘されている。このように古墳築造終了後も、当地は古代日向の中心地と

して存在を示していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3

第１図　西都原古墳群の位置図 （S=1/25,000）
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第２図　陵墓参考地周辺における確認調査実施箇所 (S=1/10,000）



6



7

第Ⅱ章 陵墓参考地周辺の調査 
 

第１節 陵墓参考地周辺の現況 

男狭穂塚・女狭穂塚は西都原台地のほぼ中央に位置しており、標高が約 120ｍと台地上では最高

所である高取山から派生する低位丘陵の先端部に立地する。両古墳の地形測量図は多数あるが、こ

こでは 1926（大正 15）年に作成された測量図（第３図）と 2000（平成 12）年に作成された測量図

（第４図）を用いて周辺の現況について確認しておきたい。前者は濱田耕作・原田仁・久保平一郎

によって 1940（昭和 15）年に作成・刊行された『日本古文化研究所報告 第十 西都原古墳の調査』

に所収の測量図であるが、これは 1926 年に作成された宮内省諸陵寮所蔵の測量図であることが例言

に記されている。 

女狭穂塚後円部の北東側（主軸線の延長上にあたる）は、現況では５段に整地されて宅地やクリ

林として利用されているが、1926 年測量図でも既にこれに近い形での等高線等が描かれており、針

葉樹林または草地となっている。ただし、主軸線からやや南西寄りの部分にあった高まりは現状で

は確認できないため、後代にも整地が行われたことが分かる。等高線の入り方からすると、これら

の地形改変以前は北西から南東に向かってなだらかに下ってくる丘陵であったと考えられ、その丘

陵上に女狭穂塚が築造されたようである。この付近では陵墓参考地との境界が女狭穂塚の第１周堀

（盾形周堀）外縁に沿っており、周堤は境界の外に位置するはずであるが、1926 年測量図において

もその痕跡は確認できない。 

女狭穂塚と 171 号墳の間は、1926 年測量図では目立った描き込みはないが、2000 年測量図では特

に 171 号墳の現況墳裾との間で１ｍを超える段差がついている。こうした地形改変については、第

４節において第 12・13 号トレンチの項で触れるように、おそらく畑地として利用する際に地山のロ

ーム層を切り下げたものと考えられる。 

女狭穂塚前方部前面側は、周堤の外縁にほぼ沿って陵墓参考地との境界があり、その外側は御陵

墓前広場として整備されている。ただし、1926 年測量図では遥拝所をおよその中心として横幅約 100

ｍ、縦幅が南西側縁で約 30ｍ、北東側縁で約 60ｍの台形状を呈しており、現在の広場（巻頭図版１

の空中撮影写真を参照）よりもかなり規模が小さい。広場の周囲には土提が巡らされ、その脇に道

が走っていたようである。1926 年測量図では広場の中に等高線が示されないが、2000 年測量図で明

らかなように遥拝所付近を最高所として周囲に下っていく斜面となっており、後円部北東側の知見

も勘案すると先に述べた丘陵とその上に築造された女狭穂塚の軸線がほぼ一致していると考えられ

る。第１・第２トレンチを設定した場所は、1926 年段階では広場の外の草地になっており、その後

の広場拡張に伴って整地が行われたものと考えられる。 
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第２節 調査の行程および方法 

陵墓参考地周辺の調査としては、1998～2000（平成 10～12）年度に実施された 171 号墳発掘調査

の一環として 171 号墳の周囲や女狭穂塚南西側におけるトレンチ調査が実施され、女狭穂塚の南西

側に第２周堀が巡り、171 号墳の北東側は女狭穂塚と周堀を共有する可能性が指摘されていた。さ

らに、2007～2011（平成 19～23）年度に実施した特別史跡西都原古墳群地中探査・地下マップ制作

事業において、女狭穂塚南西側から南東側（前方部前面）にかけての一部で地中レーダー探査が実

施され、第２周堀は女狭穂塚の全周を巡らずに、前方部前面中央付近で途切れているとの分析結果

が得られていた。 

そこで 2014（平成 26）年度は、未指定地約 19,000 ㎡を中心として、次年度以降の確認調査に向

けた情報を収集するための地中レーダー探査を実施したところ、女狭穂塚の南東側（前方部前面）

から後円部北西側にかけて第２周堀が巡る可能性が想定された。また、丸山支群における古墳の分

布や現況の地形について記録するための空中写真撮影や境界復元測量も実施した。 

2015（平成 27）年度には、まず前方部前面において周堀の反応が明瞭に得られている左隅角付近

に第１～３トレンチを設定・掘削し、全てのトレンチで地中レーダーの反応とほぼ同じ位置に第２

周堀を検出した。続いて、第１～３トレンチで得られた結果から周堀の延伸方向を想定しつつ前方

部前面中央付近に第４～６トレンチを設定・掘削し、第５トレンチにおいて周堀の末端部を確認し

た。一方、後円部北西側では地中レーダー探査結果から周堀の位置を絞り込むのが難しかったため、

女狭穂塚の主軸に近い位置に第７トレンチを長く設定して掘削したところ、周堀の存在を確認でき

たため、延伸方向を想定しつつ第８～10 トレンチを設定・掘削し、第９トレンチにおいて周堀の末

端部を確認した。これらの成果により、第２周堀が女狭穂塚の左半分のみに巡ることを確認した。

第 11 トレンチでは周提の痕跡確認を試みたが、後世の地形改変で地山まで達する削平を受けている

ことが明らかになった。 

2016（平成 28）年度には、女狭穂塚と 171 号墳の周堀が接続すると推定された 171 号墳北側隅角

付近に第 12 トレンチを設定・掘削を行ったところ周溝の接続部分を検出し、171 号墳の葺石や墳丘

盛土が流れ込んでいる状況を確認した。また、女狭穂塚の周堤側から転落したとみられる土師器の

破片が多数出土した。 

2017（平成 29）年度には、やはり女狭穂塚と 171 号墳の周堀が接続すると推定された 171 号墳東

側隅角付近に第 13 トレンチを設定・掘削した。後世の掘削により接続部分そのものは失われていた

が、残存している部分の形状は 171 号墳の周堀底面が女狭穂塚の周堀底面に向かって下がっており、

ここで両古墳の周堀が接続していた可能性が高いと判断した。また、女狭穂塚の主軸上に第 14 トレ

ンチを設定し、墳丘築造上の基準点等を探したが、削平の影響もあってか確認できなかった。 

なお、調査記録は、縮尺 1/20 の実測図及び 35mm カメラを用いたリバーサルによる写真記録を基

本とし、随時、デジタルカメラによっても記録した。ローリングタワーを超える高度からの俯瞰写

真等は、ラジコンヘリコプターを用いた撮影委託とした。調査記録や出土遺物の整理は、調査と並

行しつつ西都原考古博物館で実施し、2018（平成 30）年度には整理作業と報告書作成のみを行った。 
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第３節 各トレンチの調査成果 

（１）第１トレンチ（第６図，図版４・５） 

前方部前面に位置するが、南西側にかなり寄っており、周堤のコーナーに近い場所にあたる。想

定される周堀に直行する北西～南東方向で幅1.2ｍ、長さ10ｍのトレンチを設定し、掘削を開始した

ところ厚さ約10cmの表土直下に直径20cm以下の円礫が多量に混じる褐色土層（３層）が露出した。

この３層の掘削が困難を極めたため、トレンチ南端から約３ｍまでと北端から約２ｍまでの範囲に

限って掘り下げを継続し、地表下約40cmのところで鬼界アカホヤ火山灰（以下、K-Ah）の粒子を少

量含む黒色土（９層）となった。この９層にはガラスや瓦の破片が混じっており、さらにその下の

黒褐色土（10層）にはブロック状のK-Ahが多量に含まれていた。10層の下にある11層は最上部に霧

島御鉢高原スコリア（以下、Kr-Th）が入っており、西都原古墳群内における既往の調査からこの層

以下が周堀の埋土であると判断した。11層上面で揃えた時点で南端部付近は地山であるK-Ahが露出

し、現状における周堀の上端ラインと判断した。北端部の上端ラインは検出できなかったが、緩や

かに立ち上がりながら周提に続く可能性が高い。11層の下は霧島小林軽石（以下、Kr-Kb）を含む暗

褐色土から姶良Tn火山灰（以下、AT）付近までの地山ブロックが多量に含まれており、これを除去

すると周堀の壁面～底面が現れた。底面は北端部でのみ確認できており、標高64.4ｍ付近でAT上面

に達している。検出部分の底面がほぼ水平になっていたことから、仮にこれを延長して南端部にお

ける壁面ラインの延長と結ぶと、幅広逆台形の周堀断面が想定できる。その場合、底面の幅が約4.5

ｍとなり、上面幅は確認できた部分だけで9.4ｍに達する。深さは約１ｍであるが後述するように周

堀上部が削平を受けていることが明らかであり、古墳群内における地山の堆積状況から類推すると、

周堀はさらに20～30cmほど深かったことになる。 

層序から周堀の埋没過程を復元すると、まず比較的短期間のうちに13層が周堀内へ流れ込んでい

る。13層は周堀の壁面から底面にかけて露出している地山のブロックを多量に含むことから、周堀

壁面の崩落土が主体と判断しているが、一部は周堤盛土に由来する可能性もある。その後、腐食質

の土壌である11～12層が緩やかに堆積していき、13世紀代と推測されているKr-Th降下時には深さ数

十cm程度の浅い窪地となっていたようである。そして10層段階で周囲の地山を20～30cm程度削りな

がら起伏がならされ、その上に客土（９層）が行われた。この10層と９層の形成が一連のものであ

るかどうかの判断は難しいが、後述する第２トレンチの所見から、ある程度の時間差があったと考

えておきたい。これらの整地がなされた時期は特定できないが、1926年測量図における描写と矛盾

はなく、大正時代から昭和初期頃に位置づけられるか。７層以上は一連の整地による可能性が高く、

３層はいわゆる山土を客土としたのであろう。この整地は御陵墓前広場の拡張に伴うものと考えら

れる。 

出土遺物は非常に少なく、特に９層からガラスや瓦の破片が出土したほか、古代以降の所産とみ

られる土師器の小片も少量見られたが、周堀に伴うものは皆無であった。 
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考えられる。周堀がある程度埋まった時点から腐植質の土壌（７～９層）が堆積していき、Kr-Th

降下時には深さ数十cm程度の浅い窪地となっていた。その窪地と並行するように何度か溝が掘られ

ているが、その時期や意図は明らかではない。1926年以前の広場整備に伴う層は確認できない。広

場拡張時の整地によって地山とともに削平された可能性が高い。 

 出土遺物は、６層までに近世～近代の陶磁器片が少量あったほか、７層以下の層から埴輪片や古

墳時代の土師器片が30点以上出土した。いずれも小片であるが、埴輪片の一つは壺形埴輪または朝

顔形埴輪の頸部突帯部分であり、表面に赤彩が施されている（図版31・32）。 

 

（４）第４トレンチ（第８図，図版８） 

 地中レーダー探査の結果と第１～３トレンチで検出された周堀の延伸方向を勘案し、前方部前面

中央に近い位置に設定した。第３トレンチから約18ｍの間隔をとって、方向は第３トレンチと揃え

た。幅は60cm、長さは４ｍである。K-Ah粒子を少量含む１層を約20cm掘り下げると、東端部に地山

のK-Ahが露出した。トレンチ西半はKr-Thを含む黒色土（２層）となったため、K-Ahと黒褐色土（３

層）の境を周堀上端と認定した。２・３層を除去すると、第３トレンチの10層と同様に細粒の粘性

土層と直径１～３mm程度の重鉱物で形成される層とが交互に堆積して葉理をなす４層が確認され、

それを掘り下げると周堀の壁面～底面となった。底面に露出した地山はKr-Kbを含む暗褐色土であり、

標高は66.3ｍ付近と第３トレンチの底面よりさらに1.1ｍ高くなっている。残存する周堀の深さは約

40cmであるが、地山の堆積状況からみて本来の深さは60cm程度であった可能性が高い。西側の立ち

上がりを検出していないため周堀の幅は未確定であるが、確認部分だけで底面幅が2.3ｍ、上面幅が

3.6ｍあることから、第３トレンチ付近より明らかに幅が広い。 

出土遺物は近世～近代の陶磁器片が少量出土しているのみで、周堀に伴うものはなかった。 

 第３トレンチ同様に埋没過程における流水の影響を想定できる。 

 

（５）第５トレンチ（第８図，図版９） 

 トレンチ番号と掘削順が逆になるが、第６トレンチで周堀が確認できなかったことから、周堀の

末端部を検出するために設定した。第４・６トレンチの間に直行方向で設定し、幅は60cm、長さは

3.5ｍとした。K-Ahを少量含む１層を約20cm掘り下げると、トレンチ南半にKr-Thを含む黒色土が広

がったため、周堀がここまで延びていることが判明した。第５・６トレンチ付近では、地山である

暗褐色土の堆積が安定しておらず、また樹根の影響もあって周堀の立ち上がりを確認することが難

しかったが、最終的にはトレンチ内で周堀末端部を検出した。地山がKr-Kb上位の暗褐色土層までし

か残っておらず、本来の周堀はもう少し先まで延びていたことになるが、トレンチ断面にみられる

周堀の立ち上がりからは、第５トレンチの北端より先に延びる可能性は低いと判断した。周堀底面

の地山はKr-Kbを含む暗褐色土である。標高は最深部が約66.4ｍであり、北に向かって少しずつ浅く

なる。周堀底面に堆積した４層は、やはり流水の影響による葉理をなしている。 

出土遺物は、近世～近代の陶磁器片が少量出土しているのみである。 
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（７）第７トレンチ（第９図，図版12・13） 

 後円部北西側において周堀の位置を確定するためのトレンチである。女狭穂塚の主軸に近い位置

に幅は２ｍ、長さは24.8ｍで設定した。東端は陵墓参考地の境界に接し、その向こうはすぐに女狭

穂塚の第１周堀（盾形周堀）となっている。現代の耕作土である１層を除去すると、トレンチ西端

から約1.6ｍのところで約20cmの段差が付き、その先は女狭穂塚にむかってなだらかに下っていく形

で地山が露出した。段差を境として上面はK-Ahの最下部が残っていたが、それより下方はほぼK-Ah

下位の黒褐色土層で、東端部から80cmのみKr-Kbを含む暗褐色土層であった。 

トレンチ西端から約３～４ｍの部分にK-Ah下位黒褐色土からKr-Kbを含む暗褐色土までの大きな

地山ブロックを含む掘り返しを検出したが、畑地造成か耕作に伴う撹乱と判断した。またトレンチ

西端から約5.6～10ｍの部分にも地山と異なる土が帯状に広がり、その両側縁はK-AhからKr-Kb付近

の地山に由来する黒褐色土で、中央付近がKr-Thを少量含む黒色土となったため、これを周堀と認定

した。女狭穂塚第１周堀外縁との間隔は約15ｍであるが、2000年測量図で現存する周堤の幅を計測

したところ、改変の影響が比較的少ない箇所で約15～20ｍと近似する値を示したため、この部分が

周堤であったと判断した。周堀の埋土は中央付近の黒色土層（３・４層）を除去すると、K-Ahから

Kr-Kb付近の地山に由来する黒褐色層（５・６層）となり、それを掘り下げると周堀の壁面～底面と

なった。 

底面に露出した地山はKr-Kbを含む暗褐色土であり、底面の標高は約67.2ｍと、前方部側で最も高

かった第５トレンチの66.4ｍよりもさらに80cm高い。壁面の崩落による形状変化を考慮すると、断

面逆台形の周堀であったと考えられる。ただし両壁面の傾斜はやや異なり、女狭穂塚側の立ち上が

りがやや急である。底面幅は約1.2ｍと比較的幅狭で、上面幅は確認部分で約4.4ｍである。残存す

る周堀の深さは約70cmであるが、周堀付近は元の地表面から約40～50cmが削平されており、本来は

1.1～1.2ｍ程度の深さであった可能性が高い。 

トレンチ東端付近の掘り返しの中で地山のKr-Kbを含む暗褐色土層がみられ、その上面は標高約

67.8ｍであった。そして、トレンチ東端では同じ面が標高約67.1ｍで、約70cmのレベル差がある。

このことから、改変前の地形も西から東、つまり高取山から女狭穂塚にむかって低くなる丘陵の斜

面であったことが分かる。 

 層序から周堀の埋没過程を復元すると、まず比較的短期間のうちに周堀内へ流れ込んだ５・６層

は、K-AhからKr-Kb付近の地山に由来することから、周堀壁面の崩落土が主体と判断しているが、一

部は周堤盛土に由来する可能性もある。その後、腐食質の土壌である３・４層が緩やかに堆積し、

浅い窪地となったところにKr-Thが降下した点は第１～５トレンチと同様である。そして、1926年以

前に段状の整地が行われ、1926年段階では針葉樹の林となっていた。この時点で既に周堤は痕跡も

残していないが、陵墓参考地の境界が第１周堀の外縁に沿っていることから、陵墓参考地に治定さ

れた1895（明治28）年以前に周提は失われていたと考えられる。その後も部分的な地形改変が行わ

れたが、段状の地形は基本的に維持されながら、宅地やクリ林に姿を変えていった。 

 出土遺物は、周堀の埋土内から土師器甕の胴部片が１点出土している。 
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（８）第８トレンチ（第10図，図版14） 

 第７トレンチで検出した周堀の延伸方向を考慮し、第７トレンチから約15ｍの間隔をとって、方

向は第７トレンチと揃えた。幅は１ｍ、長さは６ｍである。掘削を進めたところ、K-Ahを少量含む

黒色土（１層）を約30～50cm掘り下げた時点でKr-Thを含む黒色土層（３層）が現れ、精査の結果、

トレンチ内に収まる形で周堀を検出できた。K-AhからKr-Kb付近の地山に由来する黒褐色土（４層）

を掘り下げると周堀の壁面～底面となった。断面は逆台形であるが、非常に浅く壁面の立ち上がり

も緩やかである。 

底面に露出した地山は Kr-Kb を含む暗褐色土であり、底面の標高は約 67.6ｍと第７トレンチの周

堀底面より 40cm 高い。残存する周堀の深さは約 40cm であるが、周堀両端に残っている地山は K-Ah

の最下部およびその下位の黒褐色土であることから、本来の深さも１ｍを超えるとは考えられない。

その一方、底面幅は約 1.7ｍ、上面幅は確認部分で約 4.3ｍとなり、これは第７トレンチ付近とほぼ

同規模である。削平部分を考慮したとしても、幅の縮小は緩やかで深さのみが急に減じていると判

断しうる。黒色土（３層）に入る Kr-Th も７層より少ないことから、第８トレンチ付近は Kr-Th 降

下までにほとんど埋没していた可能性が高い。出土遺物はなかった。 

 

（９）第９トレンチ（第11図，図版15・16） 

 第７・８トレンチで検出された周堀の末端部を検出するため、第８トレンチから約７ｍの間隔を

とって、方向は第７・８トレンチと揃えた。当初は幅２ｍ、長さ10ｍのトレンチとして設定したが、

掘削前の地表面精査においてトレンチ内に地籍図根多角点を発見したため、トレンチを二つに分け、

西側を第９トレンチ、東側を第10トレンチとした。 

第９トレンチは幅２ｍ、長さ5.6ｍである。K-Ahを僅かに含む黒色土（１層）が30～50cmと厚く堆

積しており、その下には層厚10～20cm程度でほぼ並行して堆積する５枚の層（２～６層）が確認で

きた。各層の観察により２～４層は一連の造成土、５層は造成前の旧耕作土、６層はK-Ah下位黒褐

色土が主体であるが堆積が乱れていることから５層段階の耕作に伴う擾乱と判断した。そして、６

層を除去すると全面が安定した黒褐色土となったが、トレンチの南東隅付近に直径１cm以下のK-Ah

ブロックを少量含む層の広がりがあり、精査の結果、浅い擂鉢状の窪みとして掘りあがった。深さ

が最大で５cm程度しかなく明瞭に周堀といえる状況ではなかったが、この窪みが第８トレンチで検

出された周堀の延長上に合致する点と、トレンチ底面に出た黒褐色土が非常に硬くしまっており

K-Ah下位黒褐色土層でも比較的深い部分に該当するため、人為的な掘り込み以外にK-Ahが落ち込む

可能性が低い点などを考慮し、周堀末端部であると結論づけた。周堀の底面は最深部で標高67.7ｍ

付近であり、第８トレンチの周堀底面とは約10cmの標高差という比較的近似した値であることも傍

証となる。 

出土遺物は、縄文時代の所産である姫島産黒曜石製の石鏃が１点出土したほか、古墳時代の土師

器甕片２点もみられた。 
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第Ⅳ章 総括 
 

第１節 女狭穂塚の第２周堀について 

今回の調査で設定した計 14 箇所のトレンチのうち、10 箇所で女狭穂塚の第２周堀を検出し、第

５トレンチでは前方部前面側の周堀末端部、第９トレンチでは後円部側の周堀末端部を確認した。

これに 1998～2000（平成 10～12）年度の調査成果を合わせると、第２周堀が概ね女狭穂塚の墳丘左

半分に巡ることが明らかになった（第 22 図白色破線部分）。後世の地形改変によって全てのトレン

チで旧地表面が失われていたため、築造当時における第２周堀の規模を確定することはできなかっ

たが、前方部前面で第２周堀の南西コーナーに近い位置に設定した第１トレンチでは、確認できた

部分だけで上面幅が 9.4ｍあり、やはり 1998～2000 年度調査成果とも合わせると、南西コーナー付

近から左側縁部にかけての第２周堀は、幅が十数ｍ、深さは１ｍを少し超える規模であったと推定

されるが、末端部付近になると幅や深さを急に減じており、唐突に途切れるのではなく、徐々に消

えていくような形状をしていた。また、前方部前面側の第３～５トレンチと、171 号墳付近の第 12・

13 トレンチでは、周堀埋土の下層に流水の影響を受けたと考えられる堆積があった。各トレンチに

おける周堀底面の標高を比較すると、前方部前面側では最も高い第５トレンチと最も低い第１トレ

ンチで約２ｍの高低差があり、後円部から 171 号墳付近までの区間では最も高い第９トレンチと最

も低い第 13 トレンチ南端部で約 2.2ｍの高低差があった。おそらく周堀南西コーナーを最深部とす

る勾配が付いており、雨水などが繰り返し流れていったものと思われる。ただし、171 号墳付近に

は湧水があり、場所によっては常に滞水していた可能性がある。 

 第１周堀（盾形周堀）と第２周堀との間には周堤があり、171 号墳付近の左側縁部から前方部前

面にかけて現存するが、第７トレンチでは第１周堀外縁から約 15ｍ離れた位置に第２周堀を検出

し、周堀間の幅が現存周提と近似することから、少なくとも後円部側で主軸線に近い位置までは周

堤があったと判断した。その延長にあたる第 11・14 トレンチでは周堤の痕跡を確認できなかったた

め、周堤本来の形状については未確定の部分がある。第２周堀の女狭穂塚側の壁面は、内側にある

周堤壁面と一体をなしていたと推定され、現存周堤に近接する第３トレンチにおいてその点の解明

を図ったが、新しい掘り込みによる撹乱を受けており、十分なデータは得られなかった。ただし、

第２節で述べる第２周堀壁面と 171 号墳墳丘斜面との関係から類推すると、第２周堀壁面と周堤壁

面もほとんど同じ傾斜をなしていた可能性を指摘できる。 

 以上、女狭穂塚の第２周堀と周堤について、今回判明した内容を整理して述べた。これらは周堀

や周堤まで含めた男狭穂塚本来の形状や、男狭穂塚・女狭穂塚の築造過程を考える上で新たな判断

材料となりうるものである。 
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