


―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―

平成２７（２０１５）年３月

兵庫県教育委員会

池 田 古 墳

朝 来 市

いけ だ



池田古墳
写真図版１ 古墳

池田古墳全景（昭和５３年１２月撮影）
東上空から

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

（昭和４６年）
写真図版３ 古墳

前方部側（調査前） 南から
くびれ部側（調査前） 南から

写真図版４ 古墳
前方部側（調査後）

南から（第１次）
くびれ部側（調査後）

南から（第２次）
写真図版５ 古墳

南側俯瞰（第１次～第３次）
写真図版６ 古墳

南側俯瞰（第１次）
南側俯瞰（第３次）
南側俯瞰（第２次）

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

前方部
写真図版８ 古墳

南側斜面 俯瞰（第１次～第３次）
写真図版９ 古墳

南側１段目斜面（ｂ区・ｃ区）全景
東から（第２次）

南側１段目斜面（ｂ区西側）
南から（第２次）

南側１段目斜面（ｂ区東側）近景
南から（第２次）

南側１段目斜面（ｃ区北側）
南から（第３次）

写真図版１０ 古墳
南側１段目斜面 近景

南から（第３次）
南側１段目斜面（ａ区）近景

南東から（第２次）
写真図版１１ 古墳

南側１段目斜面 全景 西から
（第１次）

南側１段目斜面 近景 東から
（第１次）

写真図版１２ 古墳
南側１段目斜面 全景 南から

（第１次）
南側１段目斜面 近景 南から

（第１次）
写真図版１３ 古墳

南側１段目斜面（ｄ区・ｅ区）
西から（第１次）

南側１段目斜面（ｄ区・ｅ区）
東から（第１次）

写真図版１４ 古墳
南側２段目斜面 全景 南から

（第２次）
南側２段目斜面 全景 南から

（第３次）
南側２段目斜面 全景 南から

（第１次）
写真図版１５ 古墳

南側１段目テラス 西から
（第２次）

写真図版１６ 古墳
南側１段目テラス 南東から

（第２次）
南側１段目テラス 東から

（第２次）
写真図版１７ 古墳

南側１段目テラス 南から
（第３次）

南側１段目テラス 西から
（第３次）

写真図版１８ 古墳
南側１段目テラス 南東から

（第１次）
南側１段目テラス 東から

（第１次）
写真図版１９ 古墳
南側２段目斜面断面 東から

（第２次）
南側１段目テラス～２段目斜面

断面 東から（第１次）
写真図版２０ 古墳

南側１段目テラス 埴輪列 西から
（第２次）

写真図版２１ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列 東から

（第２次）

写真図版２２ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｃ群
（Ｈ７～Ｈ１１） 南から（第２次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｅ群
（Ｈ１６～Ｈ１８） 南から（第２次）

南側１段目テラス 埴輪列Ａ群
（Ｈ１～Ｈ６） 東から（第２次）

写真図版２３ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群
（Ｈ１９～Ｈ２９） 西から（第３次）

写真図版２４ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群
（Ｈ１９～Ｈ２９） 南から（第３次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群
（Ｈ１９～Ｈ２９） 南から（第３次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群
（Ｈ１９～Ｈ２９） 東から（第３次）

写真図版２５ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群
（Ｈ２１～Ｈ２３） 南から（第３次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群
（Ｈ２７～Ｈ２９） 南から（第３次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群
Ｈ２９断面 東から（第３次）

写真図版２６ 古墳
南側１段目テラス

埴輪列Ｇ群・Ｈ群 南東から
（第１次）

南側１段目テラス
埴輪列Ｇ群・Ｈ群 東から

（第１次）
写真図版２７ 古墳

南側１段目テラス
埴輪列Ｇ群・Ｈ群 南西から

（第１次）
南側１段目テラス

埴輪列Ｇ群・Ｈ群 東から
（第１次）

南側１段目テラス
埴輪列Ｇ群・Ｈ群 西から

（第１次）
写真図版２８ 古墳

南側１段目テラス
埴輪列Ｇ群・Ｈ群 東から

（第１次）
南側１段目テラス

埴輪列Ｇ群・Ｈ群 掘方全景
東から（第１次）

写 真 図 版 目 次
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写真図版２９ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群
（Ｈ３１～Ｈ３３） 南から（第１次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群
（Ｈ３３～Ｈ３５） 南から（第１次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群
（Ｈ３６～Ｈ３８） 南から（第１次）

写真図版３０ 古墳
南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群
（Ｈ３９～Ｈ４１） 南から（第１次）

南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群
（Ｈ４４～Ｈ４６） 南から（第１次）

写真図版３１ 古墳
南側２段目斜面 全景 東から

（第２次）
写真図版３２ 古墳

南側２段目斜面 全景 西から
（第２次）

写真図版３３ 古墳
南側２段目斜面 葺石（Ａ区・Ｂ区）

南西から（第２次）
南側２段目斜面 葺石（Ａ区西半）

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

写真図版３４ 古墳
南側２段目斜面 葺石（Ｂ区西半）

南から（第２次）
南側２段目斜面 葺石（Ｂ区東半）

南から（第２次）
南側２段目斜面 葺石断面 西から

（第２次）
写真図版３５ 古墳

南側２段目斜面 葺石（Ｂ区）
西から（第３次）

写真図版３６ 古墳
南側２段目斜面 葺石（Ｂ区）

東から（第３次）
南側２段目斜面 葺石（Ｂ区）

南から（第３次）
写真図版３７ 古墳

南側２段目斜面葺石（Ｃ区）
南東から（第１次）

南側２段目斜面葺石（Ｃ区）
南から（第１次）

写真図版３８ 古墳
南側２段目斜面葺石（Ｃ区）

東から（第１次）
写真図版３９ 古墳

南側２段目斜面 ｈ１出土状況
南から（第２次）

南側２段目斜面 ｈ１出土状況
南から（第２次）

南側２段目斜面 ｈ２出土状況
南から（第２次）

写真図版４０ 古墳
南側２段目斜面 ｈ４出土状況

南から（第２次）
南側２段目斜面 ｈ４出土状況

南から（第２次）
南側２段目斜面 ｈ３出土状況

南から（第２次）
写真図版４１ 古墳

南側２段目斜面 ｈ５出土状況
南から（第２次）

南側２段目斜面 ｈ６出土状況
南から（第３次）

写真図版４２ 古墳
前方部北側 俯瞰

（第１次～第３次）
写真図版４３ 古墳

北側１段目斜面 葺石 東から
（第３次）

北側１段目斜面 葺石 北から
（第３次）

写真図版４４ 古墳
北側１段目斜面 葺石 北から

（第３次）
北側１段目斜面 葺石近景 北から

（第３次）
写真図版４５ 古墳

北側１段目斜面 ｈ２５出土状況
北から（第３次）

北側１段目斜面 ｈ２６出土状況
北から（第３次）

写真図版４６ 古墳
北側１段目斜面 ｈ２５出土状況

北から（第３次）
北側１段目斜面 ｈ２５出土状況

東から（第３次）
写真図版４７ 古墳

北側１段目斜面 葺石 北西から
（第１次）

北側１段目斜面 葺石 西から
（第１次）

写真図版４８ 古墳
北側１段目斜面 葺石 北東から

（第１次）
北側１段目斜面 葺石 東から

（第１次）
写真図版４９ 古墳

北側１段目斜面 葺石 北から
（第１次）

北側１段目斜面 基底石 北東から
（第１次）

写真図版５０ 古墳
北側１段目テラス 埴輪列 西から

（第２次）
北側１段目テラス 埴輪列 東から

（第２次）
北側１段目テラス 埴輪列Ｉ・Ｊ群

西から（第２次）
写真図版５１ 古墳

北側１段目テラス 埴輪列Ｉ群
（Ｈ５４～Ｈ５９）出土状況 北から

北側１段目テラス 埴輪列Ｉ群
（Ｈ５５）出土状況 南から

北側１段目テラス 埴輪列Ｌ群
（Ｈ６３）出土状況 南から

北側１段目テラス 埴輪列Ｉ群
（Ｈ５７・Ｈ５８）出土状況 南から

写真図版５２ 古墳
北側１段目テラス 埴輪列Ｏ群
（Ｈ６５～Ｈ６７）出土状況 北から

北側１段目テラス 埴輪列Ｎ群東側
出土状況 北から

北側１段目テラス 埴輪列Ｎ群西側
出土状況 北から

写真図版５３ 古墳
北側３段目斜面 葺石全景 北から

（第２次）
北側３段目斜面 葺石Ｂ区 北から

（第２次）
北側３段目斜面 葺石Ａ区 北から

（第２次）
写真図版５４ 古墳

北側３段目斜面 葺石全景
西から（第２次）

写真図版５５ 古墳
北側３段目斜面 葺石近景

北から（第２次）
北側３段目斜面 葺石近景

北から（第２次）

造り出し
写真図版５６ 古墳
南造り出し 俯瞰

（第１次～第３次）
写真図版５７ 古墳

南造り出し 全景 北西から
（第２次）

写真図版５８ 古墳
南造り出し 全景 北東から

（第２次）
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南造り出し 全景 北から
（第２次）

南造り出し 全景 南から
（第２次）

写真図版５９ 古墳
南造り出し 全景 北から

（第３次）
写真図版６０ 古墳

南造り出し 全景 東から
（第３次）

南造り出し 全景 南東から
（第３次）

南造り出し 東側斜面 南東から
（第３次）

写真図版６１ 古墳
南造り出し 埴輪列全景 北西から

（第２次）
南造り出し 西側埴輪列全景

東から（第２次）
南造り出し 北側埴輪列全景

西から（第２次）
写真図版６２ 古墳
南造り出し 北側埴輪列
掘り方確認状況 西から（第２次）

写真図版６３ 古墳
南造り出し 北側埴輪列全景

東から（第２次）
写真図版６４ 古墳

南造り出し 北側埴輪列Ｈ８１（２６７）
南から（第２次）

南造り出し 北側埴輪列Ｈ８２（２６８）
南から（第２次）

南造り出し 北側埴輪列Ｈ７４（２６０）
南から（第２次）

南造り出し 北側埴輪列Ｈ７５（２６３）
南から（第２次）

南造り出し 北側埴輪列Ｈ８４（２７０）
南から（第２次）

南造り出し 北側埴輪列Ｈ８５（２７１）
南から（第２次）

写真図版６５ 古墳
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８６（２７２）

南から
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８９（２７５）

南から
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８７（２７３）

南から
南造り出し 北側埴輪列Ｈ８８（２７４）

南から
南造り出し 埴輪列北西隅 西から

写真図版６６ 古墳
南造り出し 西側埴輪列全景

北から
写真図版６７ 古墳

南造り出し 西側埴輪列Ｓ群
東から（第２次）

南造り出し 西側埴輪列Ｓ群
南から（第２次）

写真図版６８ 古墳
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９０（２７８）

東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９１（２７７）

東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９３（２７９）

東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９４（２８０）

東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９５（２８１）

東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９６（２８３）

東から（第２次）
南造り出し 西側埴輪列Ｈ９８（２８４）

東から（第２次）
写真図版６９ 古墳

南造り出し 南側斜面全景 東から
（第２次）

写真図版７０ 古墳
南造り出し 南側斜面全景 西から

（第２次）
写真図版７１ 古墳

南造り出し 南側斜面全景 南から
（第２次）

南造り出し 南側斜面Ａ区西側
南から（第２次）

写真図版７２ 古墳
南造り出し 南側斜面Ａ区東側

南から（第２次）
南造り出し 南側斜面Ｂ区中央

南から（第２次）
写真図版７３ 古墳

南造り出し 東側斜面Ａ区南側
東から（第３次）

南造り出し 東側斜面Ｂ区中央
南東から（第３次）

写真図版７４ 古墳
南造り出し 東側斜面Ａ区全景

東から（第３次）
南造り出し 東側斜面Ａ区北側

東から（第３次）
写真図版７５ 古墳

南造り出し 東側斜面Ａ区北半
南東から（第３次）

南造り出し 東側斜面Ａ区近景
北東から（第３次）

写真図版７６ 古墳
南造り出し 東側斜面Ａ区中央部

東から（第３次）
南造り出し 東側斜面Ａ区北側

東から（第３次）
写真図版７７ 古墳

区画溝 全景 東から（第２次）
写真図版７８ 古墳

区画溝 全景 西から（第２次）
南造り出し 北西隅 北西から

（第２次）
写真図版７９ 古墳

区画溝 北西隅 北東から
（第２次）

区画溝 底部Ａ区中央部 東から
（第２次）

写真図版８０ 古墳
区画溝 底部Ｂ区中央部 東から

（第２次）
写真図版８１ 古墳

区画溝 Ｃ区 西から（第３次）
写真図版８２ 古墳

区画溝 Ｃ区 北から（第３次）
区画溝 Ｃ区 東から（第３次）
区画溝 Ｃ区 南東から（第３次）

写真図版８３ 古墳
区画溝 南側斜面Ａ区中央部

北から（第２次）
区画溝 南側斜面Ａ区東側 北から

（第２次）
写真図版８４ 古墳

区画溝 南側斜面Ｂ区全景 北から
（第２次）

区画溝 南側斜面Ｂ区西側 北から
（第２次）

写真図版８５ 古墳
区画溝 南側斜面Ｂ区東側 北から

（第２次）
区画溝 断面 西から（第２次）

写真図版８６ 古墳
区画溝 ｈ８出土状況 東から

（第２次）
区画溝 ｈ８出土状況 南から

（第２次）
写真図版８７ 古墳

区画溝 ｈ８出土状況 南東から
（第２次）

区画溝上面 ｈ９出土状況 北から
（第２次）
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写真図版８８ 古墳
区画溝 ｈ１１出土状況 東から

（第２次）
区画溝上面 ｈ１０出土状況 南から

（第２次）
写真図版８９ 古墳

区画溝 ｈ１２出土状況 東から
（第２次）

区画溝 ｈ１２出土状況 南から
（第２次）

区画溝 ｈ１２出土状況 東から
（第２次）

区画溝 ｈ１２出土状況 南から
（第２次）

区画溝 ｈ１４出土状況 北から
（第２次）

写真図版９０ 古墳
区画溝 ｈ１１出土状況 北から

（第２次）
区画溝 ｈ１３出土状況 南から

（第２次）
写真図版９１ 古墳

区画溝 ｈ１５出土状況 南から
（第３次）

区画溝 ｈ１６出土状況 南東から
（第３次）

写真図版９２ 古墳
北造り出し 全景 俯瞰

（第２次・第３次）
写真図版９３ 古墳

北造り出し 全景 南西から
（第２次）

北造り出し 全景 北から
（第２次）

写真図版９４ 古墳
北造り出し 北側～東側斜面

北東から（第２次）
北造り出し 北側斜面 北から

（第２次）
北造り出し 北側斜面 西から

（第２次）
写真図版９５ 古墳

北造り出し 北側斜面全景 東から
（第２次）

写真図版９６ 古墳
北造り出し 北側斜面全景

北東から（第２次）
北造り出し 北側斜面全景

北東から（第２次）
写真図版９７ 古墳

北造り出し 北側斜面西部 北から
（第２次）

北造り出し 北側斜面中央部
北から（第２次）

写真図版９８ 古墳
北造り出し 北側斜面東部 北から

（第２次）
北造り出し 北東隅 北東から

（第２次）
写真図版９９ 古墳

北造り出し 東側斜面全景 南から
（第２次）

写真図版１００ 古墳
北造り出し 東側斜面全景 北から

（第２次）
北造り出し 東側斜面Ｂ区北側

東から（第２次）
写真図版１０１ 古墳

北造り出し 東側斜面Ｂ区北側
東から（第２次）

北造り出し 東側斜面Ｂ区南側
東から（第２次）

写真図版１０２ 古墳
北造り出し 東側斜面Ａ区北側

東から（第２次）
北造り出し 東側斜面Ａ区南側

東から（第２次）
写真図版１０３ 古墳

前方部・北造り出し接合部
北東から（第３次）

前方部・北造り出し接合部近景
北東から（第３次）

写真図版１０４ 古墳
前方部・北造り出し接合部近景

北東から（第３次）
写真図版１０５ 古墳

石敷き遺構 全景 東から
（第２次）

写真図版１０６ 古墳
石敷き遺構 全景 西から

（第２次）
写真図版１０７ 古墳

石敷き遺構 １区～２区 東から
（第２次）

写真図版１０８ 古墳
石敷き遺構 ２区 東から

（第２次）
石敷き遺構 ２区 北から

（第２次）
写真図版１０９ 古墳

石敷き遺構 ３区全景 東から
（第２次）

石敷き遺構 ３区近景 東から
（第２次）

写真図版１１０ 古墳
石敷き遺構 ３区近景 北から

（第２次）
石敷き遺構 ３区近景 北から

（第２次）
写真図版１１１ 古墳

石敷き遺構 ４区全景 東から
（第２次）

石敷き遺構 ４区近景 北から
（第２次）

写真図版１１２ 古墳
ｈ２７（６０８・６０９・６１２）出土状況

東から（第２次）
写真図版１１３ 古墳

石敷き遺構 ｈ２８（６１３）出土状況
北から（第２次）

石敷き遺構 ６１５出土状況 東から
（第２次）

渡土堤
写真図版１１４ 古墳

南渡土堤 全景 俯瞰（第１次）
写真図版１１５ 古墳

南渡土堤 全景 南から（第１次）
写真図版１１６ 古墳

南渡土堤 全景 南から（第１次）
南渡土堤 全景 北西から

（第１次）
写真図版１１７ 古墳

南渡土堤 西側斜面全景 南西から
（第１次）

南渡土堤 前方部との接合部
南西から（第１次）

写真図版１１８ 古墳
南渡土堤 西側斜面１区 西から

（第１次）
南渡土堤 西側斜面２区 西から

（第１次）
写真図版１１９ 古墳

南渡土堤 西側斜面２区 西から
（第１次）

南渡土堤 西側斜面３区 西から
（第１次）

南渡土堤 西側斜面３区南端
西から（第１次）

写真図版１２０ 古墳
南渡土堤 西側斜面１・２区間目跡

② 西から（第１次）
南渡土堤 西側斜面１・２区間目跡

② 南西から（第１次）
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写真図版１２１ 古墳
南渡土堤 南端部 西から

（第１次）
写真図版１２２ 古墳

北渡土堤 全景 俯瞰（第１次）
写真図版１２３ 古墳

北渡土堤 全景 北から（第１次）
写真図版１２４ 古墳

北渡土堤 全景 南から（第１次）
写真図版１２５ 古墳

北渡土堤 西側斜面全景 北西から
（第１次）

北渡土堤 西側斜面全景 北から
（第１次）

北渡土堤 西側斜面全景 南から
（第１次）

写真図版１２６ 古墳
北渡土堤 前方部との接合部

北西から（第１次）
北渡土堤 西側斜面１区

南西から（第１次）
写真図版１２７ 古墳

北渡土堤 西側斜面２区北側
西から（第１次）

北渡土堤 西側斜面３区北側
西から（第１次）

北渡土堤 西側斜面 北外堤との接
合部 南西から（第１次）

写真図版１２８ 古墳
北渡土堤 東側斜面全景 北東から

（第１次）
北渡土堤 東側斜面全景 南東から

（第１次）
写真図版１２９ 古墳

北渡土堤 溝状遺構 西から
（第１次）

北渡土堤 溝状遺構断面 西から
（第１次）

写真図版１３０ 古墳
北渡土堤 ｈ３１出土状況 西から

（第１次）
北渡土堤 ｈ３２～ｈ３４出土状況

南西から（第１次）
写真図版１３１ 古墳

北渡土堤 北外堤との接合部全景
南東から（第１次）

北渡土堤 北外堤との接合部埴輪
出土状況 南から（第１次）

写真図版１３２ 古墳
北渡土堤 北外堤との接合部全景
（埴輪取り上げ後）東から（第１次）

写真図版１３３ 古墳
北渡土堤・北外堤接合部 ６７６・７０７

出土状況 北から（第１次）
北渡土堤・北外堤接合部
６９２出土状況 北から（第１次）

北渡土堤・北外堤接合部
７０８出土状況 南から（第１次）

北渡土堤・北外堤接合部 ７０６・７０９
出土状況 南から（第１次）

周 濠
写真図版１３４ 古墳

南周濠・南外堤 俯瞰
（第１次～第３次）

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

（第２次）

外 堤
写真図版１３６ 古墳

南外堤 全景 北東から（第２次）
南外堤 全景 北東から（第３次）
南外堤 全景 北東から（第１次）

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

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

写真図版１３９ 古墳
北周濠 俯瞰（第１次～第３次）

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

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

円筒系埴輪
写真図版１４２ 遺物出土状況

朝顔形埴輪の検出
写真図版１４３ 遺物出土状況

南周濠 ｈ１８（２９１・２９８）出土状況
南から

南周濠 ２８８・３２８・３２９・３４８
出土状況 南から

写真図版１４４ 遺物出土状況
南周濠 １９７・２８８・３２２・３２５

出土状況 南から
南周濠 ３３１出土状況 東から

南周濠 ４２０出土状況 南から
南周濠 ｈ２４（５４１）出土状況

北から
写真図版１４５ 遺物出土状況

南周濠 ｈ１９（２８９）出土状況
南から

南周濠 ｈ１９（２８９）出土状況
南東から

南周濠 ｈ２１（１９１）出土状況
南から

写真図版１４６ 遺物出土状況
南周濠 ２９２・３００出土状況 東から
南周濠 ｈ２０（３６６）出土状況

南西から
南周濠 ｈ２２（４２８）出土状況

南から
前方部・南渡土堤接合部
ｈ２３（４９５・４９６・５０２）出土状況

南西から
写真図版１４７ 遺物出土状況

北造り出し東側斜面 ｈ２９
（６１９・６２８・６３８）出土状況 東から
北周濠 ｈ３０（６１８）出土状況

北から
写真図版１４８ 遺物出土状況

北周濠 ６２０出土状況 北から
北造り出し北側斜面

６３２出土状況 北から
写真図版１４９ 遺物出土状況

北周濠 ６８１出土状況 西から
北周濠 ６６６出土状況 南から
北周濠 ７１９出土状況 北から

水鳥形埴輪
写真図版１５０ 遺物出土状況

水鳥形埴輪出土状況の実測
写真図版１５１ 遺物出土状況

南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪２
（７３４）出土状況 東から

南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪３
（７３５）出土状況 南から

南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪４
（７３６）出土状況 南から

南造り出し南側斜面
水鳥形埴輪５（７３７）頭部

出土状況 南から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪５（７３７）体部
出土状況 南から

写真図版１５２ 遺物出土状況
南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪５

（７３７）出土状況 南から
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南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪９
（７４１）出土状況 南から

南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪
１０（７４２）出土状況 南から

南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪
１１（７４３）出土状況 南から

写真図版１５３ 遺物出土状況
南周濠 水鳥形埴輪１２（７４４）

出土状況 北西から
南造り出し南側斜面

水鳥形埴輪１４（７４６）
嘴出土状況 南から

南周濠 水鳥形埴輪１４（７４６）
翼出土状況 南から

南周濠 水鳥形埴輪１４（７４６）
台部出土状況 南から

南造り出し南側斜面
水鳥形埴輪１５（７４７）

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

出土状況 東から
南造り出し南東裾部 水鳥形埴輪
１６（７４８）頭頸部・台部出土状況

東から
写真図版１５４ 遺物出土状況

南造り出し東側裾部
水鳥形埴輪１６（７４８）
水鳥形埴輪１７（７４９）

出土状況 東から
南造り出し東側裾部

水鳥形埴輪１７（７４９）
出土状況 北から

写真図版１５５ 遺物出土状況
南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪

１８（７５０）出土状況 南東から
南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪

１８（７５０）出土状況 東から
南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪

１９（７５１）出土状況 南から
写真図版１５６ 遺物出土状況

南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪
１９（７５１）出土状況 南東から

南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪
１９（７５１）出土状況 南東から

南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪
１９（７５１）出土状況 北東から

写真図版１５７ 遺物出土状況
南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪

２０（７５２）出土状況 北から
南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪

２１（７５３）出土状況 東から

南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪
２２（７５４）出土状況 東から

写真図版１５８ 遺物出土状況
南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪
２２（７５４）・水鳥形埴輪２３（７５５）

出土状況 東から
写真図版１５９ 遺物出土状況

南造り出し東側裾部
水鳥形埴輪２３（７５５）

出土状況 南から
前方部南側１段目斜面裾部

水鳥形埴輪２４（７５６）
出土状況 南から

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２５（７５７）

出土状況 南から
写真図版１６０ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２５（７５７）

体部出土状況 南から
前方部南側１段目斜面裾部

水鳥形埴輪２５（７５７）
体部出土状況 西から

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２５（７５７）

頭部出土状況 南から
写真図版１６１ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面
水鳥形埴輪２６（７５８）

出土状況 南から
前方部南側１段目斜面

水鳥形埴輪２６（７５８）頭部
出土状況 南から

前方部南側１段目斜面
水鳥形埴輪２６（７５８）体部

出土状況 南から
写真図版１６２ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面 水鳥形埴輪
２７（７５９）出土状況 南から

前方部南側１段目斜面 水鳥形埴輪
２７（７５９）出土状況 南から

前方部南側１段目斜面
水鳥形埴輪２７（７５９）

頭部出土状況 西から
写真図版１６３ 遺物出土状況

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

出土状況 南西から

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

東から
写真図版１６４ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２８（７６０）

出土状況 南から
前方部南側１段目斜面裾部

水鳥形埴輪２８（７６０）―小鳥１
出土状況 南から

前方部南側１段目斜面裾部
水鳥形埴輪２８（７６０）―小鳥２

出土状況 西から
前方部南側１段目斜面裾部

水鳥形埴輪２８（７６０）―小鳥３
出土状況 西から

写真図版１６５ 遺物出土状況
南渡土堤裾部 水鳥形埴輪２９（７６１）

出土状況 北から
南渡土堤裾部 水鳥形埴輪２９（７６１）

出土状況 南西から
写真図版１６６ 遺物出土状況

南渡土堤裾部 水鳥形埴輪２９（７６１）
出土状況 北西から

南渡土堤裾部 水鳥形埴輪３０（７６２）
出土状況 北から

写真図版１６７ 遺物出土状況
南渡土堤裾部 水鳥形埴輪３１（７６３）

出土状況 西から
南渡土堤裾部 水鳥形埴輪３１（７６３）

頭頸部出土状況 西から
写真図版１６８ 遺物出土状況

南造り出し南側裾部 ７６４出土状況
西から

南造り出し南側裾部 ７６５出土状況
南から

南造り出し南側裾部 ７６８出土状況
南から

南造り出し東側裾部 ７６９出土状況
東から

南造り出し東側裾部 ７７４出土状況
東から

南造り出し東側裾部 ８５２出土状況
東から

写真図版１６９ 遺物出土状況
南造り出し北側裾部 ８５２出土状況

東から
南造り出し北側裾部 ８５７出土状況

南から
南造り出し北側裾部 ８５７出土状況

北から
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家形埴輪
写真図版１７０ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面
家形埴輪１（８９０）

屋根出土状況 南から
南周濠 家形埴輪１（８９０）

屋根出土状況 南から
南造り出し 家形埴輪１（８９０）

出土状況 東から
南造り出し 家形埴輪１（８９０）

出土状況 南から
南周濠 家形埴輪１（８９０）

柱出土状況 北から
南造り出し 家形埴輪１（８９０）

屋根～壁出土状況 南東から
写真図版１７１ 遺物出土状況

前方部南側１段目斜面
家形埴輪３（８９８）

屋根出土状況 南から
南造り出し 家形埴輪６（９０１）

屋根出土状況 東から
南周濠 家形埴輪８（９０３）

柱出土状況 南から
南周濠 家形埴輪８（９０３）

屋根出土状況 東から
南周濠 家形埴輪５（９００）

壁出土状況 西から
南周濠 家形埴輪８（９０３）

屋根出土状況 南から
写真図版１７２ 遺物出土状況

南周濠 家形埴輪９（９０４）
屋根出土状況 南から

南周濠 家形埴輪９（９０６）
屋根出土状況 南西から

区画溝 家形埴輪９（９０７）
屋根出土状況 東から

区画溝 家形埴輪９（９１１）
破風出土状況 南から

南周濠 家形埴輪１２（９１５）
屋根出土状況 南から

南周濠 家形埴輪１２（９１６）
屋根出土状況 南から

写真図版１７３ 遺物出土状況
区画溝 家形埴輪１３（９２０）

柱出土状況 南から
区画溝 家形埴輪１５（９２４）

屋根出土状況 南から
区画溝 家形埴輪１７（９２８）

屋根出土状況 南から
南周濠 家形埴輪１８（９３２）

屋根出土状況 西から

南造り出し 家形埴輪１８（９３３）
屋根出土状況 南から

南造り出し 家形埴輪１８（９３４）
屋根出土状況 西から

南造り出し 家形埴輪１８（９３４）
屋根出土状況 東から

南造り出し 家形埴輪１８（９３５）
屋根出土状況 西から

写真図版１７４ 遺物出土状況
南造り出し 家形埴輪１９（９３７）

壁出土状況 東から
南周濠 家形埴輪２０（９４１）

壁体出土状況 南から
南造り出し 家形埴輪２１（９４４）

階廻突帯出土状況 南から
南周濠 家形埴輪２１（９４５）

階廻突帯出土状況 南から
前方部南側１段目斜面
家形埴輪２２（９４８）壁体出土状況

南から
区画溝 家形埴輪２２（９４９）

裾廻突帯出土状況 北東から
写真図版１７５ 遺物出土状況

南周濠 家形埴輪２３（９５３）
階廻突帯出土状況 東から

南周濠 家形埴輪２３（９５５）
階廻突帯出土状況 北西から

南造り出し 家形埴輪２３（９５６）
壁体出土状況 東から

区画溝 ９５９出土状況 北から
南造り出し ９９８出土状況 北から
南周濠 １０２８出土状況 南から
北造り出し １０３１出土状況 北から
北造り出し １０３１出土状況 北から

その他の埴輪
写真図版１７６ 遺物出土状況

北造り出し １０３６出土状況
北東から

北造り出し １０３８出土状況 北から
南周溝 盾形埴輪（１１４８）出土状況

北東から
区画溝 船形埴輪１（１１５５）

出土状況 南西から

小型土製品
写真図版１７７ 遺物出土状況

北造り出し １１７９出土状況 北から
北造り出し １１８０出土状況 北から
北造り出し １１８１出土状況 北から
北造り出し １１９５出土状況 南から
北造り出し １１９６出土状況 北から

北造り出し １１９９出土状況 北から
北造り出し １２０１出土状況

北東から
北造り出し １２０３出土状況 北から

木製品
写真図版１７８ 遺物出土状況

北周濠 Ｗ１出土状況 西から
北周濠 Ｗ２・Ｗ７・Ｗ８

出土状況 北西から
写真図版１７９ 遺物出土状況

北周濠 Ｗ３出土状況 北から
北周濠 Ｗ５出土状況 西から
北周濠 Ｗ６出土状況 西から

写真図版編（二）
円筒系埴輪
写真図版１８０ 遺物

主要円筒系埴輪
写真図版１８１ 遺物

主要円筒埴輪（ａ）
主要壺形埴輪（ｂ）

写真図版１８２ 遺物
前方部南側２段目斜面出土埴輪

（２・５・７・９）
前方部南側１段目テラス出土埴輪

（口縁部静止痕）（１７）
写真図版１８３ 遺物

前方部南側２段目斜面出土埴輪
（１６）

前方部南側１段目テラス出土埴輪
（１８・２６・３４・３６）

３４（１次・２次口縁接合面）（ａ）
写真図版１８４ 遺物

前方部南側１段目テラス出土埴輪
（２７）

２７（口縁部線刻）（ａ）
２７（３段目静止痕）（ｂ）

写真図版１８５ 遺物
前方部南側１段目テラス出土埴輪

（３７）
３７（１次・２次口縁接合面部）（ａ）
３７（肩部穿孔）（ｂ）

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

（３８）
写真図版１８７ 遺物
３８口縁部（ａ・ｂ）
３８線刻（４段目外面）（ｃ）
３８肩部内面（ｄ）
３８静止痕（４段目）（ｅ）
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写真図版１８８ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列

出土埴輪（３９・４１・４７・４９）
写真図版１８９ 遺物

前方部南側１段目テラス埴輪列
出土埴輪（５４・７５・８４～８６）

写真図版１９０ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列

出土埴輪（８８～９０・９２・９３）
写真図版１９１ 遺物

前方部南側１段目テラス埴輪列
出土埴輪（９５～９７・１０１）

写真図版１９２ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列

出土埴輪（９８・１００・１０２・１０３）
写真図版１９３ 遺物

前方部南側１段目テラス埴輪列
出土埴輪（１０４～１０６）

写真図版１９４ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列

出土埴輪（１０７～１０９・１１１）
１０８内面（ａ）

写真図版１９５ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列
出土埴輪（１１０・１１２・１１６・１２８）

写真図版１９６ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列
出土埴輪（１１３・１１４・１１７・１２０）

写真図版１９７ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列
出土埴輪（１２１・１２３・１２６・１３４）

写真図版１９８ 遺物
前方部南側１段目テラス埴輪列

出土埴輪（１３５・１３９）
前方部南側１段目斜面出土埴輪

（１４３・１４６・１５０・１５５・１６０）
写真図版１９９ 遺物

前方部南側１段目斜面出土埴輪
（１６２～１６５・１７４・１７５）

写真図版２００ 遺物
前方部南側１段目斜面出土埴輪

（１７７）
区画溝出土埴輪（１７８～１８０）

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

写真図版２０２ 遺物
区画溝出土埴輪（１９１・１９２）

写真図版２０３ 遺物
区画溝出土埴輪（１９５・１９９）

写真図版２０４ 遺物
区画溝出土埴輪（２０３・２０６・２０８）

１９２ヨコハケ（ａ）１９５線刻（ｂ）
写真図版２０５ 遺物
１９９突帯剥離面（ａ・ｂ）
２０６口縁部内面線刻 （ｃ）
２０６突帯剥離面（ｄ）

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

写真図版２０７ 遺物
区画溝出土埴輪（２４２・２４３）

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

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

（２５７・２５８）
写真図版２１０ 遺物

南造り出し北側埴輪列出土埴輪
（２５９～２６１・２６３）

２６０底部内面（ａ）
写真図版２１１ 遺物

南造り出し北側埴輪列出土埴輪
（２６４・２６６・２６７・２６９）

写真図版２１２ 遺物
南造り出し北側埴輪列出土埴輪

（２６８・２７０・２７１・２７３）
南造り出し西側埴輪列出土埴輪

（２７７）
２７７底部内面（ａ）

写真図版２１３ 遺物
南造り出し北側埴輪列出土埴輪

（２７５）
南造り出し西側埴輪列出土埴輪

（２７８・２７９・２８２）
南造り出し出土埴輪（２８７）

写真図版２１４ 遺物
南造り出し出土埴輪（２８６）
２８６突帯剥離面（ａ・ｂ）
２８６静止痕（ｃ）２８７静止痕（ｄ・ｅ）

写真図版２１５ 遺物
南造り出し西側埴輪列出土埴輪

（２８１・２８３）
南造り出し出土埴輪（２９０）

写真図版２１６ 遺物
南造り出し出土埴輪（２８８）

写真図版２１７ 遺物
南造り出し出土埴輪（２８９）

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

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

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

写真図版２２１ 遺物
南造り出し出土埴輪

（２９２・２９３・２９８）
２９８口縁部外面（ａ）

写真図版２２２ 遺物
南造り出し出土埴輪
（２９５・３０３・３２２・３２６・３４８・３４９・３５２）

写真図版２２３ 遺物
南造り出し出土埴輪（３５５～３６２）

写真図版２２４ 遺物
南造り出し出土埴輪

（３６３～３６６・３７８・３８８）
３６６体部外面（２段目）（ａ）

写真図版２２５ 遺物
南造り出し出土埴輪

（３８２・３９９・４０４・４０５）
４０４線刻（ａ）

写真図版２２６ 遺物
南造り出し出土埴輪（４１６・４２０）

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

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

写真図版２２９ 遺物
南造り出し出土埴輪

（４１７・４２１・４２４）
南渡土堤出土埴輪（４３１・４３２）

写真図版２３０ 遺物
南渡土堤出土埴輪

（４２８・４６１・４６６・４６９・４７２）
写真図版２３１ 遺物

南渡土堤出土埴輪
（４７０・４７６・４７７・４８３・４９５・４９６）

写真図版２３２ 遺物
南渡土堤出土埴輪

（５０４・５０７・５０８・５１３）
５１３内面（ａ）

写真図版２３３ 遺物
南渡土堤出土埴輪（５１４～５１８）
５１５線刻（ａ）

― ―viii



写真図版２３４ 遺物
南外堤出土埴輪（５１９）
南周濠出土埴輪

（５２３・５２６・５３８・５４０）
写真図版２３５ 遺物

南周濠出土埴輪（５３９）
前方部北側１段目斜面出土埴輪

（５４３・５４４）
写真図版２３６ 遺物

南周濠出土埴輪（５４１）
５４１口縁部（ａ）
前方部北側１段目斜面出土埴輪

（５５４・５５７）
写真図版２３７ 遺物
５３９外面（ａ）
５３９頸部突帯剥離面（ｂ）
５４１突帯剥離面（ｃ）
５４１体部外面（ｄ）

写真図版２３８ 遺物
前方部北側１段目斜面出土埴輪

（５４２・５４９・５５８）
前方部北側１段目テラス埴輪列
出土埴輪（５６６）５４２体部外面（ａ）

写真図版２３９ 遺物
前方部北側１段目斜面出土埴輪

（５４８）
前方部北側１段目テラス埴輪列出土
埴輪（５６９・５７２・５７３・５７５・５７７・５７９）

写真図版２４０ 遺物
前方部北側１段目テラス埴輪列出土
埴輪（５８１・５８３・５８５～５８８・５９４）
前方部北側１段目斜面出土埴輪

（５９７）
写真図版２４１ 遺物

前方部北側１段目斜面出土埴輪
（６０１・６０６）

石敷き遺構出土埴輪
（６０８・６１１・６１３・６１５）

６０６線刻（ａ）
写真図版２４２ 遺物

北造り出し出土埴輪
（６１８・６３１・６３６）

６１８線刻（ａ）６１８口縁部外面（ｂ）
写真図版２４３ 遺物

北造り出し出土埴輪
（６３５・６３９・６４０）

北渡土堤出土埴輪（６４４・６４６）
６４０刺突（ａ）６４４口縁部外面（ｂ）

写真図版２４４ 遺物
北渡土堤出土埴輪

（６４５・６４７・６４９・６５１・６５２）
６４５線刻（ａ）

写真図版２４５ 遺物
北渡土堤出土埴輪（６５３～６５９・６６１）

写真図版２４６ 遺物
北渡土堤出土埴輪

（６６２・６６３・６６６・６７２～６７４）
写真図版２４７ 遺物
６６６体部外面（ａ）６６６底部外面（ｂ）
６７５穿孔（ｃ） ６７６線刻（ｄ）

写真図版２４８ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪

（６７５・６７９）
写真図版２４９ 遺物

北渡土堤北端部出土埴輪
（６７６・６８２）

写真図版２５０ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪

（６７７・６８０・６８６）
６７９線刻（ａ）６８２線刻（ｂ）

写真図版２５１ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪

（６８８・６９２）
写真図版２５２ 遺物

北渡土堤北端部出土埴輪
（６８４・６８７・６８９・６９０・６９６）

写真図版２５３ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪

（６９４・６９５・７００・７０３・７０８）
６９２線刻（ａ）

写真図版２５４ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪（７０５）
７０５線刻（ａ）

写真図版２５５ 遺物
７０５外面（ａ）

写真図版２５６ 遺物
７０５外面（ａ）

写真図版２５７ 遺物
北渡土堤北端部出土埴輪

（７０６・７０７）
写真図版２５８ 遺物

北渡土堤北端部出土埴輪
（７０９～７１１）

北周濠出土埴輪（７１３・７１４）
７０６線刻（ａ）７１９内面（ｂ）

写真図版２５９ 遺物
前方部盛土層出土埴輪

（７２４・７２５・７２８）

水鳥形埴輪
写真図版２６０ 遺物

出土水鳥形埴輪

写真図版２６１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７３３：水鳥形埴輪１）
７３３翼近景（ａ）７３３下尾筒内面（ｂ）
７３３胸部内面（ｃ）

写真図版２６２ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７３４：水鳥形埴輪２）
７３４頭部（ａ）７３４頭部内面（ｂ）

写真図版２６３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪
（７３５：水鳥形埴輪３

・７３６：水鳥形埴輪４）
７３５頭部Ｘ線透過写真（ａ）

写真図版２６４ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪
（７３６：水鳥形埴輪４

・７３７：水鳥形埴輪５）
７３６頭部内面（ａ）７３６頭部（ｂ）

写真図版２６５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７３７：水鳥形埴輪５）
７３７頭部接写（ａ）７３７頸部内面（ｂ）

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

写真図版２６７ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７３８：水鳥形埴輪６）
７３８上背～尾内面（ａ）
７３８尾筒内側面（ｂ）

写真図版２６８ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪
（７３９：水鳥形埴輪７

・７４０：水鳥形埴輪８）
７３９上背部内面（ａ）

写真図版２６９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４１：水鳥形埴輪９）
７４０頭部Ｘ線透過写真（ａ）
７４１頭部（ｂ）７４１頸部内面（ｃ）
７４１頭頸部内面（ｄ）

写真図版２７０ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４２：水鳥形埴輪１０）
７４２頭部（ａ・ｂ）

写真図版２７１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４３：水鳥形埴輪１１）
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７４２頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）
７４２頸部内面（ｂ）

写真図版２７２ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４４：水鳥形埴輪１２）
７４３嘴（下嘴接合前）（ａ）
７４３頭部内面（ｂ）
７４３嘴横断面（ｃ）７４３下嘴内面（ｄ）
７４３上嘴内面（ｅ）７４４脇部内面（ｆ）
７４４尾部内面（ｇ）
７４４尾部（表面・裏面）（ｈ）

写真図版２７３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４５：水鳥形埴輪１３）
７４６嘴（上下）（ａ）７４６左翼（ｂ）
７４６右翼（ｃ） ７４６左翼（ｄ）

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

写真図版２７５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４６：水鳥形埴輪１４）
７４６頭部（ａ～ｃ）

写真図版２７６ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪
（７４６：水鳥形埴輪１４

・７４７：水鳥形埴輪１５）
７４６頭部（ａ）

写真図版２７７ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４８：水鳥形埴輪１６）
写真図版２７８ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（７４８：水鳥形埴輪１６）

写真図版２７９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４８：水鳥形埴輪１６）
７４８頭部（ａ・ｂ）７４８台部下面（ｃ）
７４８台部内面（ｄ）

写真図版２８０ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４８：水鳥形埴輪１６）
７４８頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）
７４８頸部内面（ｂ）

写真図版２８１ 遺物
７４８頭部（ａ）
７４８右翼先端部裏面（ｂ）

写真図版２８２ 遺物
７４８頭部（ａ）
７４８尾部－尾筒接合部（尾部側）（ｂ）

７４８背部（翼接合前）（ｃ）
７４８背部（翼接合・復元後）（ｄ）

写真図版２８３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４９：水鳥形埴輪１７）
写真図版２８４ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（７４９：水鳥形埴輪１７）

写真図版２８５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４９：水鳥形埴輪１７）
７４９翼（ａ）
７４９背部～台部Ｘ線透過写真（ｂ）

写真図版２８６ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７４９：水鳥形埴輪１７）
７４９胸部内面（ａ）７４９頸部内面（ｂ）

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

写真図版２８８ 遺物
７４９頭部（ａ）
７４９頭頸部Ｘ線透過写真（ｂ）

写真図版２８９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５０：水鳥形埴輪１８）
７５０頸部内面（ａ）
７５０上尾筒～下尾筒内面（ｂ）
７５０脇部内面（ｃ）

写真図版２９０ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５１：水鳥形埴輪１９）
写真図版２９１ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（７５１：水鳥形埴輪１９）

写真図版２９２ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５１：水鳥形埴輪１９）
写真図版２９３ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（７５１：水鳥形埴輪１９）

７５１脚部（接合前）（ａ）
７５１脚部（接合後）（ａ）

写真図版２９４ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５１：水鳥形埴輪１９）
７５１鍔接合面（ａ）７５１台部内面（ｂ）

写真図版２９５ 遺物
７５１頭部（ａ）
７５１頭頸部Ｘ線透過写真（ｂ）

写真図版２９６ 遺物
７５１頭部（ａ～ｃ）７５１頸部内面（ｄ）

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

写真図版２９８ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５２：水鳥形埴輪２０）
７５２頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）
７５２頸部内面（ｂ）

写真図版２９９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５３：水鳥形埴輪２１）
７５３頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）
７５３頸部内面（ｂ）

写真図版３００ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５４：水鳥形埴輪２２）
７５４頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）
７５４頸部内面（ｂ）

写真図版３０１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５５：水鳥形埴輪２３）
写真図版３０２ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（７５５：水鳥形埴輪２３）

写真図版３０３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５５：水鳥形埴輪２３）
７５５頸部内面（ａ）

写真図版３０４ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５５：水鳥形埴輪２３）
７５５脇部～胸部内面（ａ）

写真図版３０５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７５５：水鳥形埴輪２３）
７５５頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）

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

写真図版３０７ 遺物
前方部南側１段目斜面出土
水鳥形埴輪（７５６：水鳥形埴輪２４）

７５６頸部内面（ａ）
写真図版３０８ 遺物

前方部南側１段目斜面出土
水鳥形埴輪（７５６：水鳥形埴輪２４）

７５６頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）
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写真図版３０９ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７５７：水鳥形埴輪２５）
写真図版３１０ 遺物

南周濠出土水鳥形埴輪
（７５７：水鳥形埴輪２５）

写真図版３１１ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７５７：水鳥形埴輪２５）
写真図版３１２ 遺物

南周濠出土水鳥形埴輪
（７５７：水鳥形埴輪２５）

写真図版３１３ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７５７：水鳥形埴輪２５）
７５７頭部（ａ・ｂ）７５７背部内面（ｃ）

写真図版３１４ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７５７：水鳥形埴輪２５）
７５７頸部内面（ａ）７５７背部（ｂ）
７５７脇部線刻（ｃ）

写真図版３１５ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７５８：水鳥形埴輪２６）
写真図版３１６ 遺物

南周濠出土水鳥形埴輪
（７５８：水鳥形埴輪２６）

写真図版３１７ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７５８：水鳥形埴輪２６）
７５８背部内面（ａ）７５８背部（ｂ）
７５８頸部内面（ｃ）

写真図版３１８ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７５８：水鳥形埴輪２６）
７５８線刻（ａ）

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

写真図版３２０ 遺物
７５８頭部（ａ）
７５８頭頸部Ｘ線透過写真（ｂ）

写真図版３２１ 遺物
前方部南側１段目斜面出土
水鳥形埴輪（７５９：水鳥形埴輪２７）

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

写真図版３２３ 遺物
前方部南側１段目斜面出土
水鳥形埴輪（７５９：水鳥形埴輪２７）

７５９台部と鍔の接合（ａ・ｂ）

写真図版３２４ 遺物
前方部南側１段目斜面出土
水鳥形埴輪（７５９：水鳥形埴輪２７）

７５９頸部内面（ａ）
写真図版３２５ 遺物

前方部南側１段目斜面出土
水鳥形埴輪（７５９：水鳥形埴輪２７）

７５９頭部（ａ・ｂ）
７５９頭頸部Ｘ線透過写真（ｃ）

写真図版３２６ 遺物
前方部南側１段目斜面出土
水鳥形埴輪（７５９：水鳥形埴輪２７）

７５９頭頸部Ｘ線透過写真（ａ）
７５９尾部（表面・内面・裏面）（ｂ）

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

写真図版３２８ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７６０：水鳥形埴輪２８）
写真図版３２９ 遺物

南周濠出土水鳥形埴輪
（７６０：水鳥形埴輪２８）

写真図版３３０ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７６０：水鳥形埴輪２８）
写真図版３３１ 遺物

南周濠出土水鳥形埴輪
（７６０：水鳥形埴輪２８）

７６０嘴
（上面・下面・頭部との接合面）（ａ）
７６０小鳥３貼り付け痕（ｂ）

写真図版３３２ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７６０：水鳥形埴輪２８）
７６０背部（ａ・ｂ）

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

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

写真図版３３５ 遺物
７６０小鳥１・小鳥２（ａ）
７６０小鳥１（ｂ）

写真図版３３６ 遺物
７６０小鳥１・小鳥２（ａ）
７６０小鳥１（ｂ・ｃ）

写真図版３３７ 遺物
７６０小鳥１・小鳥２（ａ）

７６０小鳥２（ｂ）
写真図版３３８ 遺物
７６０小鳥１・小鳥２（ａ）
７６０小鳥２（ｂ～ｄ）

写真図版３３９ 遺物
７６０小鳥３（ａ～ｃ）

写真図版３４０ 遺物
７６０小鳥３（ａ・ｂ）

写真図版３４１ 遺物
７６０小鳥４（ａ～ｃ）

写真図版３４２ 遺物
７６０小鳥４（ａ・ｂ）

写真図版３４３ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７６１：水鳥形埴輪２９）
７６１背部（ａ）

写真図版３４４ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７６１：水鳥形埴輪２９）
７６１背部内面（ａ）

写真図版３４５ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７６１：水鳥形埴輪２９）
７６１台部下面（ａ）

写真図版３４６ 遺物
南周濠出土水鳥形埴輪

（７６１：水鳥形埴輪２９）
７６１頸部内面（ａ）７６１台部内面（ｂ）

写真図版３４７ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪

（７６２：水鳥形埴輪３０）
７６１頭部Ｘ線透過写真（ａ）
７６１頭部（ｂ）

写真図版３４８ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪

（７６２：水鳥形埴輪３０）
７６１頭部（ａ～ｃ）

写真図版３４９ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪

（７６２：水鳥形埴輪３０）
７６２背部（ａ）

写真図版３５０ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪

（７６２：水鳥形埴輪３０）
７６２背部内面（ａ）

写真図版３５１ 遺物
７６２頭部（ａ～ｃ）
７６２頭頸部Ｘ線透過写真（ｄ）

写真図版３５２ 遺物
７６２頭部（ａ）７６２台部下面（ｂ）
７６２背部～台部Ｘ線透過写真 （ｃ）
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写真図版３５３ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪

（７６３：水鳥形埴輪３１）
写真図版３５４ 遺物

南渡土堤出土水鳥形埴輪
（７６３：水鳥形埴輪３１）

写真図版３５５ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪

（７６３：水鳥形埴輪３１）
７６３右翼（表面・裏面）（ａ）

写真図版３５６ 遺物
南渡土堤出土水鳥形埴輪

（７６３：水鳥形埴輪３１）
７６３左翼（表面・裏面）（ａ）

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

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

写真図版３５９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７６４・７６５・７６８）
写真図版３６０ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（７６６・７６７）

写真図版３６１ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７６９～７７３）
写真図版３６２ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（７７４～７８２）

写真図版３６３ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（７８４～８０１）
写真図版３６４ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（８０２～８１０・８２４～８２６・８２９）

写真図版３６５ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（８１１～８２３）
写真図版３６６ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（８２７・８２８・８３６・８３７）

写真図版３６７ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（８３０～８３５・８３８・８３９・８４６）
写真図版３６８ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（８４０～８４５・８４８）

写真図版３６９ 遺物
南造り出し出土水鳥形埴輪

（８４７・８４９～８５２）
写真図版３７０ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（８５３～８５６）

８５４線刻（ａ）
写真図版３７１ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪
（８５７～８６０）

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

水鳥形埴輪（８６９・８７０）
写真図版３７３ 遺物

前方部南側１段目斜面出土
水鳥形埴輪（８７１～８７９）

南渡土堤出土水鳥形埴輪（８８０）
写真図版３７４ 遺物

南造り出し出土水鳥形埴輪（７８３）
南渡土堤出土水鳥形埴輪

（８８１～８８７）
前方部盛土層出土水鳥形埴輪

（８８８・８８９）

家形埴輪
写真図版３７５ 遺物

池田古墳出土家形埴輪
写真図版３７６ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（８９０：家形埴輪１）

写真図版３７７ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（８９０：家形埴輪１）
８９０Ａ面屋根（ａ～ｃ）
８９０Ｂ面屋根（ｄ）

写真図版３７８ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（８９０：家形埴輪１）
８９０Ｂ面屋根（ａ・ｂ）
８９０大棟断面（ｃ）
８９０屋根と壁体の接合部断面（ｄ）

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

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

写真図版３８１ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（８９７：家形埴輪２）
８９７壁面（Ａ面）（ａ）
８９７壁面（Ｃ面）（ｂ）

写真図版３８２ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（８９７：家形埴輪２）
８９７壁面（Ｂ面）（ａ）
８９７壁面（Ｄ面）（ｂ）

写真図版３８３ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（８９８：家形埴輪３）
８９８屋根裏面（ａ）
８９８屋根裏面成形痕（ｂ）
８９８大棟裏面 棟木端貼り付け痕（ｃ）
８９８大棟裏面～破風板表面

棟木貼り付け痕（ｄ）
写真図版３８４ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（８９８：家形埴輪３）

８９８大棟と破風板の接合（ａ・ｂ）
８９８屋根と壁体の接合（ｃ）

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

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

写真図版３８７ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（８９９：家形埴輪４）
８９９大棟鰭飾り（ａ）
８９９四柱部上端鰭飾り（ｂ）

写真図版３８８ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（８９９：家形埴輪４）
８９９四柱部上端鰭飾り（ａ・ｂ）

写真図版３８９ 遺物
８９９壁体（Ａ面）（ａ）
８９９Ａ面階上左側壁体（ｂ）
８９９Ａ面階上右側壁体（ｃ）
８９９階廻突帯（Ａ面－Ｄ面間）（ｄ）
８９９階廻突帯（Ａ面－Ｃ面間）（ｅ）
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写真図版３９０ 遺物
８９９壁体（Ｂ面）（ａ）
８９９Ｂ面階上左側壁体（ｂ）
８９９Ｂ面階上右側壁体（ｃ）
８９９階廻突帯（Ｂ面－Ｃ面間）（ｄ）
８９９階廻突帯（Ｂ面－Ｄ面間）（ｅ）

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

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

写真図版３９３ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９００：家形埴輪５）
９００Ｄ面側壁体と屋根の接合（ａ）

写真図版３９４ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９００：家形埴輪５）
９００Ｃ面－Ｂ面間基底部コーナー（ａ）

写真図版３９５ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９０１：家形埴輪６）
９０１棟木端貼り付け痕（ａ）
９０１壁体接合痕（ｂ）
９０１大棟裏面補填痕（ｃ）

写真図版３９６ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９０２：家形埴輪７）
９０１棟木端貼り付け痕（ａ）
９０１棟木端（ｂ）
９０１大棟付近破風板貼り付け痕（ｃ）
９０１大棟裏面棟木端貼り付け痕（ｄ）
９０２妻側壁体（外面）（ｅ）
９０２妻側壁体（内面）（ｆ）
９０２屋根裏面（ｇ・ｈ）

写真図版３９７ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９０３：家形埴輪８）
９０３Ａ面屋根（ａ）
９０３Ｃ面壁体（ｂ）
９０３Ｂ面屋根（外面・内面）（ｃ）

写真図版３９８ 遺物
南造り出し出土家形埴輪
（９０３：家形埴輪８

・９０４：家形埴輪９）
９０３屋根と壁体の接合（ａ）

写真図版３９９ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９０５～９０８：家形埴輪９）
９０４棟木（ａ）９０４棟木側面（ｂ）

写真図版４００ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９０９～９１２：家形埴輪９）
９１３大棟内面（ａ）９１３棟木端（ｂ）

写真図版４０１ 遺物
南造り出し出土家形埴輪
（９１３：家形埴輪１０

・９１４：家形埴輪１１）
写真図版４０２ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（９１５・９１６：家形埴輪１２）

９１４桁（ａ・ｂ）９１４入口（ｃ）
９１４屋根裏面

（上側が妻側外壁面）（ｄ）
９１５屋根縦断面（ｅ）

写真図版４０３ 遺物
南造り出し出土家形埴輪
（９１７・９１８：家形埴輪１２

・９１９：家形埴輪１３）
写真図版４０４ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（９２０：家形埴輪１３
・９２２：家形埴輪１４
・９２３：家形埴輪１４

・９２４：家形埴輪１５）
９２２内面・断面（ａ）

写真図版４０５ 遺物
南造り出し出土家形埴輪
（９２５：家形埴輪１５
・９２６：家形埴輪１６

・９２７：家形埴輪１７）
写真図版４０６ 遺物

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

・９３７：家形埴輪１９）
写真図版４０７ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（９３８～９４０：家形埴輪１９
・９４１～９４３：家形埴輪２０
・９４４・９４６・９４７：家形埴輪２１

・９５０：家形埴輪２２）
写真図版４０８ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（９４５：家形埴輪２１・９４８・９４９・

９５１・９５２：家形埴輪２２）
９４９裾廻突帯剥離面（ａ）
９４８裾廻突帯接合痕（ｂ）

写真図版４０９ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９５３～９５５：家形埴輪２３）
９５４裏面・断面（ａ）

写真図版４１０ 遺物
南造り出し出土家形埴輪
（９５６・９５７：家形埴輪２３

・９５８～９６３）
北周濠出土家形埴輪（９６５）

写真図版４１１ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９６４・９６７～９７２・９８６・９８７）
北周濠出土家形埴輪（９６６）

写真図版４１２ 遺物
南造り出し出土家形埴輪

（９７３～９８５・９８８）
写真図版４１３ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（９８９～９９３：家形埴輪２４

・９９４・９９５・９９７～９９９）
写真図版４１４ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（９９６・１０００～１００３・１００７・１００８）

写真図版４１５ 遺物
南造り出し出土家形埴輪
（１００４～１００６・１００９～１０１４

・１０２４～１０２８）
写真図版４１６ 遺物

南造り出し出土家形埴輪
（１０１５～１０２３）

北造り出し出土家形埴輪
（１０２９・１０３０）

写真図版４１７ 遺物
北造り出し出土家形埴輪

（１０３１～１０４１）
写真図版４１８ 遺物

北造り出し出土家形埴輪
（１０４２～１０４９）

写真図版４１９ 遺物
北造り出し出土家形埴輪

（１０５０～１０５２）

柵形埴輪
写真図版４２０ 遺物

出土柵形埴輪
写真図版４２１ 遺物

南造り出し出土柵形埴輪
（１０５４・１０５６・１０５８・１０６０）

前方部南側１段目斜面出土柵形埴輪
（１０５９）

北造り出し出土柵形埴輪
（１０５５・１０５７）
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写真図版４２２ 遺物
南造り出し出土柵形埴輪

（１０６１～１０８０・１０８２）
南渡土堤出土柵形埴輪（１０８１）

写真図版４２３ 遺物
南造り出し出土柵形埴輪

（１０８３～１０８５・１０８７～１０９０）
前方部南側１段目斜面出土柵形埴輪

（１０８６）
写真図版４２４ 遺物

南造り出し出土柵形埴輪
（１０９１～１１０３・１１０５～１１０９）

区画溝出土柵形埴輪（１１０４）
写真図版４２５ 遺物

南造り出し出土柵形埴輪
（１１１０～１１１５）

区画溝出土柵形埴輪（１１１６～１１２２）
写真図版４２６ 遺物

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

（１１３１）

その他の埴輪
写真図版４２７ 遺物

北造り出し出土柵形埴輪
（１１３２～１１３７・１１３９・１１４０）

北周濠出土柵形埴輪（１１３８・１１４１）
南造り出し出土囲形埴輪

（１１４２・１１４５・１１４６）
前方部南側１段目斜面出土囲形埴輪

（１１４３）
区画溝出土囲形埴輪（１１４４）

写真図版４２８ 遺物
出土盾形埴輪

写真図版４２９ 遺物
前方部南側１段目斜面出土盾形埴輪

（１１４７・１１４９）
北周濠出土盾形埴輪（１１５０）
１１４７細部（ａ）

写真図版４３０ 遺物
南周濠出土盾形埴輪（１１４８・１１５２）

前方部南側１段目斜面出土盾形埴輪
（１１５１）

前方部北側１段目斜面出土盾形埴輪
（１１５３・１１５４）

写真図版４３１ 遺物
南造り出し出土船形埴輪

（１１５５・１１５６）
区画溝出土船形埴輪（１１５７・１１６１）

写真図版４３２ 遺物
南造り出し出土船形埴輪

（１１５８・１１５９）
前方部南側１段目斜面出土船形埴輪

（１１６０）
南造り出し出土蓋形埴輪

（１１６２・１１６３・１１６５・１１６８）
前方部北側１段目斜面出土蓋形埴輪

（１１６４・１１６７）
写真図版４３３ 遺物

南造り出し出土蓋形埴輪（１１６６）
北造り出し出土靫形埴輪

（１１６９～１１７１）
写真図版４３４ 遺物

区画溝出土甲冑形？埴輪（１１７２）
南造り出し出土不明品（１１７３）
前方部南側１段目斜面出土不明品

（１１７４）
南周濠出土不明品（１１７５・１１７７）

小型土器・小型土製品
写真図版４３５ 遺物

北造り出し出土小型土器
（１１７８～１１８１・１１８３～１１８７・１１８９・
１１９１・１１９６・１２０４～１２０７・１２１０～
１２１２・１２２６・１２２７・１２３７・１２３８）

北渡土堤出土小型土器（１１９０）
写真図版４３６ 遺物

北周濠出土小型土器（１１８２・１１８８）
北造り出し出土小型土器
（１１９２～１１９５・１１９８～１２０１・１２０３

・１２０８・１２２５・１２２８～１２３１）
写真図版４３７ 遺物

前方部北側斜面出土小型土器
（１１９７・１２０２）

北周濠出土小型土器（１２０９・１２３６）
北造り出し出土小型土器
（１２１６～１２２４・１２２９・１２４０・１２４２

・１２４４・１２４６）
北造り出し出土小型土製品（１２４７）

写真図版４３８ 遺物
北造り出し出土小型土器
（１２１３～１２１５・１２３２～１２３５・１２３９・

１２４１・１２４３・１２４５）
北造り出し出土小型土製品

（１２４８～１２５０）
南造り出し出土小型土製品

（１２５１～１２５３）

土器・土製品・金属製品・木製品
写真図版４３９ 遺物

南周濠出土土器
（１２５４・１２６１・１２６４・１２６６・１２６７

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

（１２８５・１２８７・１２８８）
写真図版４４０ 遺物

池田古墳下層遺跡出土土器
（２・６・７・９・１１）

南周濠出土金属製品
（Ｍ２・Ｍ３・Ｍ５・Ｍ６）

写真図版４４１ 遺物
南周濠出土金属製品（Ｍ１）
Ｗ１襞接写（ａ）

写真図版４４２ 遺物
北周濠出土木製品（Ｗ１）

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

写真図版４４４ 遺物
北周濠出土木製品（Ｗ４～Ｗ８）

写真図版４４５ 遺物
北周濠出土木製品（Ｗ９）
前方部南側１段目斜面出土木製品

（Ｗ１０）
南周濠出土木製品（Ｗ１１・Ｗ１２）

― ―xiv
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写真図版１ 古墳

①池田古墳全景（昭和５３年１２月撮影） 東上空から ②池田古墳全景 南から（昭和４６年）
③池田古墳後円部 南から（昭和４６年）

池
田
古
墳

①



池
田
古
墳

写真図版２ 古墳

③

②



写真図版３ 古墳

池
田
古
墳

①前方部側（調査前） 南から ②くびれ部側（調査前） 南から
③前方部側（調査後） 南から（第１次） ④くびれ部側（調査後） 南から（第２次）

①

②



池
田
古
墳

写真図版４ 古墳

③

④



写真図版５ 古墳

池
田
古
墳

①

①南側俯瞰（第１次～第３次） ②南側俯瞰（第１次） ③南側俯瞰（第３次） ④南側俯瞰（第２次）

第１次調査 第２次調査 第３次調査

④

③

②



池
田
古
墳

写真図版６ 古墳

④③

②



写真図版７ 古墳

池
田
古
墳

①南側全景 南から（第２次）
②南側全景 南から（第３次）
③南側全景 南から（第１次）
④南側斜面 俯瞰（第１次～第３次）

① ③②

① ② ③



前

方

部

写真図版８ 古墳

④



写真図版９ 古墳

前

方

部

① ③

②

④



前

方

部

写真図版１０ 古墳

⑤

①南側１段目斜面（ｂ区・ｃ区）全景 東から（第２次）
②南側１段目斜面（ｂ区西側） 南から（第２次）
③南側１段目斜面（ｂ区東側）近景 南から（第２次）
④南側１段目斜面（ｃ区北側） 南から（第３次）
⑤南側１段目斜面 近景 南から（第３次）
⑥南側１段目斜面（ａ区）近景 南東から（第２次）

⑥

●●③③ ●④④

●②②

●⑥⑥

●①①

●⑤



写真図版１１ 古墳

前

方

部

①

②



前

方

部

写真図版１２ 古墳

①南側１段目斜面 全景 西から（第１次） ②南側１段目斜面 近景 東から（第１次）
③南側１段目斜面 全景 南から（第１次） ④南側１段目斜面 近景 南から（第１次）

③

④



写真図版１３ 古墳

前

方

部

①

②



前

方

部

写真図版１４ 古墳

①南側１段目斜面（ｄ区・ｅ区） 西から（第１次） ②南側１段目斜面（ｄ区・ｅ区） 東から（第１次）
③南側２段目斜面 全景 南から（第２次） ④南側２段目斜面 全景 南から（第３次）
⑤南側２段目斜面 全景 南から（第１次）

③

④

⑤

②

●●③③

●④④

●①①

●⑤⑤



写真図版１５ 古墳

前

方

部

①

②

①

③



前

方

部

写真図版１６ 古墳

①南側１段目テラス 西から（第２次） ②南側１段目テラス 南東から（第２次）
③南側１段目テラス 東から（第２次）

②

③



写真図版１７ 古墳

前

方

部

①

②

①

②

③

④



前

方

部

写真図版１８ 古墳

①南側１段目テラス 南から（第３次） ②南側１段目テラス 西から（第３次）
③南側１段目テラス 南東から（第１次） ④南側１段目テラス 東から（第１次）

③

④



写真図版１９ 古墳

前

方

部

①南側２段目斜面断面 東から（第２次） ②南側１段目テラス～２段目斜面断面 東から（第１次）
③南側１段目テラス 埴輪列 西から（第２次）

①

②

①

③

②



前

方

部

写真図版２０ 古墳

③



写真図版２１ 古墳

前

方

部

①

①南側１段目テラス 埴輪列 東から（第２次）
②南側１段目テラス 埴輪列Ｃ群（Ｈ７～Ｈ１１） 南から（第２次）
③南側１段目テラス 埴輪列Ｅ群（Ｈ１６～Ｈ１８） 南から（第２次）
④南側１段目テラス 埴輪列Ａ群（Ｈ１～Ｈ６） 東から（第２次）



前

方

部

写真図版２２ 古墳

②

③

④

④

②

③

①



写真図版２３ 古墳

前

方

部

①南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ１９～Ｈ２９） 西から（第３次）
②南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ１９～Ｈ２９） 南から（第３次）
③南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ１９～Ｈ２９） 南から（第３次）
④南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ１９～Ｈ２９） 東から（第３次）

①



前

方

部

写真図版２４ 古墳

②

③

④

①

②③

④

Ｈ１９

Ｈ２９



写真図版２５ 古墳

前

方

部

①南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ２１～Ｈ２３） 南から（第３次）
②南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群（Ｈ２７～Ｈ２９） 南から（第３次）
③南側１段目テラス 埴輪列Ｆ群Ｈ２９断面 東から（第３次）

①

②

③

①

②

③

Ｈ２１

Ｈ２３

Ｈ２７

Ｈ２９



前

方

部

写真図版２６ 古墳

①

②

①南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群 南東から（第１次）
②南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群 東から（第１次）

②

①



写真図版２７ 古墳

前

方

部

①南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群 南西から（第１次） ②南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群 東から（第１次）
③南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群 西から（第１次） ④南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群 東から（第１次）
⑤南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群・Ｈ群掘方全景 東から（第１次）

①

② ③



前

方

部

写真図版２８ 古墳

④

⑤

②④⑤

①

③



写真図版２９ 古墳

前

方

部

①

②

③



前

方

部

写真図版３０ 古墳

④

①南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ３１～Ｈ３３） 南から（第１次）
②南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ３３～Ｈ３５） 南から（第１次）
③南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ３６～Ｈ３８） 南から（第１次）
④南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ３９～Ｈ４１） 南から（第１次）
⑤南側１段目テラス 埴輪列Ｇ群（Ｈ４４～Ｈ４６） 南から（第１次）

⑤

②① ③ ④ ⑤



写真図版３１ 古墳

前

方

部

①



前

方

部

写真図版３２ 古墳

②

①南側２段目斜面 全景 東から（第２次） ②南側２段目斜面 全景 西から（第２次）

②

①①



写真図版３３ 古墳

前

方

部

①

②

③



前

方

部

写真図版３４ 古墳

④

①南側２段目斜面 葺石（Ａ区・Ｂ区）
南西から（第２次）

②南側２段目斜面 葺石（Ａ区西半）
南から（第２次）

③南側２段目斜面 葺石
（Ａ区東半～Ｂ区西半） 南西から（第２次）
④南側２段目斜面 葺石（Ｂ区西半）

南から（第２次）
⑤南側２段目斜面 葺石（Ｂ区東半）

南から（第２次）
⑥南側２段目斜面 葺石断面 西から

（第２次）

⑤ ⑥

②

① ③

⑤⑤④④

⑥



写真図版３５ 古墳

前

方

部

①

●●①①

③③

●②②



前

方

部

写真図版３６ 古墳

③

②

①南側２段目斜面 葺石（Ｂ区） 西から（第３次） ②南側２段目斜面 葺石（Ｂ区） 東から（第３次）
③南側２段目斜面 葺石（Ｂ区） 南から（第３次）



写真図版３７ 古墳

前

方

部

①南側２段目斜面 葺石（Ｃ区） 南東から（第１次） ②南側２段目斜面 葺石（Ｃ区） 南から（第１次）
③南側２段目斜面 葺石（Ｃ区） 東から（第１次）

①

②

②②

③

①



前

方

部

写真図版３８ 古墳

③



①

②

③

⑥

ｈ４

④

⑤

ｈ３

ｈ２

ｈ１

写真図版３９ 古墳

前

方

部

① ②

③

ｈ５



前

方

部

写真図版４０ 古墳

④

①南側２段目斜面 ｈ１出土状況 南から（第２次）
②南側２段目斜面 ｈ１出土状況 南から（第２次）
③南側２段目斜面 ｈ２出土状況 南から（第２次）
④南側２段目斜面 ｈ４出土状況 南から（第２次）
⑤南側２段目斜面 ｈ４出土状況 南から（第２次）
⑥南側２段目斜面 ｈ３出土状況 南から（第２次） ⑥

⑤



写真図版４１ 古墳

前

方

部

①

②

①南側２段目斜面 ｈ５出土状況 南から（第２次） ②南側２段目斜面 ｈ６出土状況 南から（第３次）
③前方部北側 俯瞰（第１次～第３次）



前

方

部

写真図版４２ 古墳

③

●③③



写真図版４３ 古墳

前

方

部

①

②



前

方

部

写真図版４４ 古墳

①北側１段目斜面 葺石 東から（第３次） ②北側１段目斜面 葺石 北から（第３次）
③北側１段目斜面 葺石 北から（第３次） ④北側１段目斜面 葺石近景 北から（第３次）

③

④

●●①①

②
③

●④④



写真図版４５ 古墳

前

方

部

①

②

①北側１段目斜面 ｈ２５出土状況 北から（第３次）
②北側１段目斜面 ｈ２６出土状況 北から（第３次）
③北側１段目斜面 ｈ２５出土状況 北から（第３次）
④北側１段目斜面 ｈ２５出土状況 東から（第３次）



前

方

部

写真図版４６ 古墳

③

④



写真図版４７ 古墳

前

方

部

①

②



前

方

部

写真図版４８ 古墳

①北側１段目斜面 葺石 北西から（第１次） ②北側１段目斜面 葺石 西から（第１次）
③北側１段目斜面 葺石 北東から（第１次） ④北側１段目斜面 葺石 東から（第１次）

③

④

●●②②

①

③

④



写真図版４９ 古墳

前

方

部

①北側１段目斜面葺石 北から（第１次）
②北側１段目斜面基底石 北東から（第１次）
③北側１段目テラス埴輪列 西から（第２次）
④北側１段目テラス埴輪列 東から（第２次）
⑤北側１段目テラス埴輪列Ｉ・Ｊ群 西から（第２次）

①

②

①

②



④

③
⑤

前

方

部

写真図版５０ 古墳

③

●④④

⑤



写真図版５１ 古墳

前

方

部

①

②③

④



前

方

部

写真図版５２ 古墳

⑤

①北側１段目テラス
埴輪列Ｉ群（Ｈ５４～Ｈ５９）出土状況 北から

②北側１段目テラス
埴輪列Ｉ群（Ｈ５５）出土状況 南から

③北側１段目テラス
埴輪列Ｌ群（Ｈ６３）出土状況 南から

④北側１段目テラス
埴輪列Ｉ群（Ｈ５７・Ｈ５８）出土状況 南から

⑤北側１段目テラス
埴輪列Ｏ群（Ｈ６５～Ｈ６７）出土状況 北から

⑥北側１段目テラス
埴輪列Ｎ群東側出土状況 北から

⑦北側１段目テラス
埴輪列Ｎ群西側出土状況 北から

⑥
⑦



写真図版５３ 古墳

前

方

部

①北側３段目斜面 葺石全景 北から（第２次） ②北側３段目斜面 葺石Ｂ区 北から（第２次）
③北側３段目斜面 葺石Ａ区 北から（第２次） ④北側３段目斜面 葺石全景 西から（第２次）

①

②

③

② ① ③

④



前

方

部

写真図版５４ 古墳

④



写真図版５５ 古墳

前

方

部

①

②

① ②



造
り
出
し

写真図版５６ 古墳

③

①北側３段目斜面 葺石近景 北から（第２次） ②北側３段目斜面 葺石近景 北から（第２次）
③南造り出し 俯瞰（第１次～第３次）

③



造
り
出
し

写真図版５７ 古墳

①南造り出し 全景 北西から（第２次）
②南造り出し 全景 北東から（第２次）
③南造り出し 全景 北から（第２次）
④南造り出し 全景 南から（第２次）

①

④

③

①

②



造
り
出
し

写真図版５８ 古墳

②

③

④



写真図版５９ 古墳

造
り
出
し

①

①南造り出し 全景 北から（第３次）
②南造り出し 全景 東から（第３次）
③南造り出し 全景 南東から（第３次）
④南造り出し 東側斜面 南東から（第３次）

①

②④

③



造
り
出
し

写真図版６０ 古墳

②

③

④



造
り
出
し

写真図版６１ 古墳

①

②

③

①南造り出し 埴輪列全景 北西から（第２次）
②南造り出し 西側埴輪列全景 東から（第２次）
③南造り出し 北側埴輪列全景 西から（第２次）
④南造り出し 北側埴輪列掘り方確認状況 西から（第２次）

③④

②

①



造
り
出
し

写真図版６２ 古墳

④



造
り
出
し

写真図版６３ 古墳

①



造
り
出
し

写真図版６４ 古墳

①南造り出し 北側埴輪列全景 東から（第２次） ②南造り出し 北側埴輪列Ｈ８１（２６７） 南から（第２次）
③南造り出し 北側埴輪列Ｈ８２（２６８） 南から（第２次） ④南造り出し 北側埴輪列Ｈ７４（２６０） 南から（第２次）
⑤南造り出し 北側埴輪列Ｈ７５（２６３） 南から（第２次） ⑥南造り出し 北側埴輪列Ｈ８４（２７０） 南から（第２次）
⑦南造り出し 北側埴輪列Ｈ８５（２７１） 南から（第２次）

② ③

④ ⑤

⑥ ⑦

⑥⑦ ③ ② ⑤ ④

①



造
り
出
し

写真図版６５ 古墳

①南造り出し 北側埴輪列Ｈ８６（２７２） 南から ②南造り出し 北側埴輪列Ｈ８９（２７５） 南から
③南造り出し 北側埴輪列Ｈ８７（２７３） 南から ④南造り出し 北側埴輪列Ｈ８８（２７４） 南から
⑤南造り出し 埴輪列北西隅 西から ⑥南造り出し 西側埴輪列全景 北から

① ②

③ ④

⑤

② ④ ③ ①



造
り
出
し

写真図版６６ 古墳

⑥
⑤

●●⑥⑥



造
り
出
し

写真図版６７ 古墳

①

② ②

⑨

⑦

⑧

⑥

①

⑤

④

③



造
り
出
し

写真図版６８ 古墳

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨

①南造り出し 西側埴輪列Ｓ群 東から（第２次）
②南造り出し 西側埴輪列Ｓ群 南から（第２次）
③南造り出し 西側埴輪列Ｈ９０（２７８） 東から（第２次）
④南造り出し 西側埴輪列Ｈ９１（２７７） 東から（第２次）
⑤南造り出し 西側埴輪列Ｈ９３（２７９） 東から（第２次）
⑥南造り出し 西側埴輪列Ｈ９４（２８０） 東から（第２次）
⑦南造り出し 西側埴輪列Ｈ９５（２８１） 東から（第２次）
⑧南造り出し 西側埴輪列Ｈ９６（２８３） 東から（第２次）
⑨南造り出し 西側埴輪列Ｈ９８（２８４） 東から（第２次）



造
り
出
し

写真図版６９ 古墳

①



造
り
出
し

写真図版７０ 古墳

①南造り出し 南側斜面全景 東から（第２次） ②南造り出し 南側斜面全景 西から（第２次）

②

①

②



造
り
出
し

写真図版７１ 古墳

①

①南造り出し 南側斜面全景 南から（第２次） ②南造り出し 南側斜面Ａ区西側 南から（第２次）
③南造り出し 南側斜面Ａ区東側 南から（第２次） ④南造り出し 南側斜面Ｂ区中央 南から（第２次）

②

②

③

①

④



造
り
出
し

写真図版７２ 古墳

③

④



造
り
出
し

写真図版７３ 古墳

①

②



造
り
出
し

写真図版７４ 古墳

①南造り出し 東側斜面Ａ区南側 東から（第３次） ②南造り出し 東側斜面Ｂ区中央 南東から（第３次）
③南造り出し 東側斜面Ａ区全景 東から（第３次） ④南造り出し 東側斜面Ａ区北側 東から（第３次）

③

④

③

②

①

④



造
り
出
し

写真図版７５ 古墳

①

①南造り出し 東側斜面Ａ区北半 南東から（第３次） ②南造り出し 東側斜面Ａ区近景 北東から（第３次）
③南造り出し 東側斜面Ａ区中央部 東から（第３次） ④南造り出し 東側斜面Ａ区北側 東から（第３次）

②



造
り
出
し

写真図版７６ 古墳

③

④

①

③ ④

②



造
り
出
し

写真図版７７ 古墳

①

①区画溝 全景 東から（第２次） ②区画溝 全景 西から（第２次） ③南造り出し 北西隅 北西から（第２次）

③

②

●●①①



造
り
出
し

写真図版７８ 古墳

②

③



造
り
出
し

写真図版７９ 古墳

①

②



造
り
出
し

写真図版８０ 古墳

③

①区画溝 北西隅 北東から（第２次） ②区画溝 底部Ａ区中央部 東から（第２次）
③区画溝 底部Ｂ区中央部 東から（第２次）

●●①①

●②②
●③③



造
り
出
し

写真図版８１ 古墳

①

①区画溝 Ｃ区 西から（第３次）
②区画溝 Ｃ区 北から（第３次）
③区画溝 Ｃ区 東から（第３次）
④区画溝 Ｃ区 南東から（第３次）

②

③③

④

①①



造
り
出
し

写真図版８２ 古墳

②

③

④



造
り
出
し

写真図版８３ 古墳

②

①



造
り
出
し

写真図版８４ 古墳

③

④

①区画溝 南側斜面Ａ区中央部 北から（第２次） ②区画溝 南側斜面Ａ区東側 北から（第２次）
③区画溝 南側斜面Ｂ区全景 北から（第２次） ④区画溝 南側斜面Ｂ区西側 北から（第２次）

●●①①

②

④

③



造
り
出
し

写真図版８５ 古墳

①

②

①区画溝 南側斜面Ｂ区東側 北から（第２次） ②区画溝 断面 西から（第２次）
③区画溝 ｈ８出土状況 東から（第２次） ④区画溝 ｈ８出土状況 南から（第２次）



造
り
出
し

写真図版８６ 古墳

③

④

①

②②

●③③

④ ｈ８



造
り
出
し

写真図版８７ 古墳

①区画溝 ｈ８出土状況 南東から（第２次） ②区画溝上面 ｈ９出土状況 北から（第２次）
③区画溝 ｈ１１出土状況 東から（第２次） ④区画溝上面 ｈ１０出土状況 南から（第２次）

①

②



造
り
出
し

写真図版８８ 古墳

③

④

ｈ８

①

③③

ｈ１１

②④



写真図版８９ 古墳

造
り
出
し

①②

①区画溝 ｈ１２出土状況 東から（第２次） ②区画溝 ｈ１２出土状況 南から（第２次）
③区画溝 ｈ１２出土状況 東から（第２次） ④区画溝 ｈ１２出土状況 南から（第２次）
⑤区画溝 ｈ１４出土状況 北から（第２次） ⑥区画溝 ｈ１１出土状況 北から（第２次）
⑦区画溝 ｈ１３出土状況 南から（第２次）

③④

⑤



造
り
出
し

写真図版９０ 古墳

⑦

⑦

ｈ１１

④②

⑤

●●①①

●③③

ｈｈ１１２２
ｈｈ１１４４

ｈｈ１１３３

⑥

⑥



造
り
出
し

写真図版９１ 古墳

①

①区画溝 ｈ１５出土状況 南から（第３次）
②区画溝 ｈ１６出土状況 南東から（第３次）

②

①

●●②②



造
り
出
し

写真図版９２ 古墳

①北造り出し 全景 俯瞰（第２次・第３次）

①

①



造
り
出
し

写真図版９３ 古墳

②

①



造
り
出
し

写真図版９４ 古墳

①北造り出し 全景 南西から（第２次）
②北造り出し 全景 北から（第２次）
③北造り出し 北側～東側斜面 北東から（第２次）
④北造り出し 北側斜面 北から（第２次）
⑤北造り出し 北側斜面 西から（第２次）

③

④

⑤

④

②

③

⑤

①



造
り
出
し

写真図版９５ 古墳

①北造り出し 北側斜面全景 東から（第２次） ②北造り出し 北側斜面全景 北東から（第２次）
③北造り出し 北側斜面全景 北東から（第２次）

①



造
り
出
し

写真図版９６ 古墳

②

③

①

③

②



造
り
出
し

写真図版９７ 古墳

①

②

①北造り出し 北側斜面西部 北から（第２次） ②北造り出し 北側斜面中央部 北から（第２次）
③北造り出し 北側斜面東部 北から（第２次） ④北造り出し 北東隅 北東から（第２次）



造
り
出
し

写真図版９８ 古墳

③

④

④

③ ② ①



造
り
出
し

写真図版９９ 古墳

①

①北造り出し 東側斜面全景 南から（第２次） ②北造り出し 東側斜面全景 北から（第２次）
③北造り出し 東側斜面Ｂ区北側 東から（第２次）



造
り
出
し

写真図版１００ 古墳

②

③

③

②

①



造
り
出
し

写真図版１０１ 古墳

①

②

④ ③ ② ①



造
り
出
し

写真図版１０２ 古墳

③

①北造り出し 東側斜面Ｂ区北側 東から（第２次） ②北造り出し 東側斜面Ｂ区南側 東から（第２次）
③北造り出し 東側斜面Ａ区北側 東から（第２次） ④北造り出し 東側斜面Ａ区南側 東から（第２次）

④



造
り
出
し

写真図版１０３ 古墳

①

②

①

②

③



造
り
出
し

写真図版１０４ 古墳

①前方部・北造り出し接合部 北東から（第３次） ②前方部・北造り出し接合部近景 北東から（第３次）
③前方部・北造り出し接合部近景 北東から（第３次）

③



造
り
出
し

写真図版１０５ 古墳

①

①石敷き遺構 全景 東から（第２次） ②石敷き遺構 全景 西から（第２次）

②

①



造
り
出
し

写真図版１０６ 古墳

②



造
り
出
し

写真図版１０７ 古墳

①

①石敷き遺構 １区～２区 東から（第２次） ②石敷き遺構 ２区 東から（第２次） ③石敷き遺構 ２区 北から（第２次）



造
り
出
し

写真図版１０８ 古墳

②

③

●●①①

●②②

③



造
り
出
し

写真図版１０９ 古墳

①

②

③

④

●②②

●①①



造
り
出
し

写真図版１１０ 古墳

③

①石敷き遺構 ３区全景 東から（第２次） ②石敷き遺構 ３区近景 東から（第２次）
③石敷き遺構 ３区近景 北から（第２次） ④石敷き遺構 ３区近景 北から（第２次）

④
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ｈ２７

②

①
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写真図版１１１ 古墳

①

②
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し

写真図版１１２ 古墳

③

①石敷き遺構 ４区全景 東から（第２次） ②石敷き遺構 ４区近景 北から（第２次）
③ｈ２７（６０８・６０９・６１２）出土状況 東から（第２次）
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写真図版１１３ 古墳

①

②

①石敷き遺構 ｈ２８（６１３）出土状況 北から（第２次） ②石敷き遺構 ６１５出土状況 東から（第２次）
③南渡土堤 全景 俯瞰（第１次）
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写真図版１１４ 古墳

③
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写真図版１１５ 古墳

①



渡
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堤

写真図版１１６ 古墳

②

③

①南渡土堤 全景 南から（第１次） ②南渡土堤 全景 南から（第１次） ③南渡土堤 全景 北西から（第１次）

③

②

①
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写真図版１１７ 古墳

①

②
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堤

写真図版１１８ 古墳

③

④

①①

④ ③

②

①南渡土堤 西側斜面全景 南西から（第１次） ②南渡土堤 前方部との接合部 南西から（第１次）
③南渡土堤 西側斜面１区 西から（第１次） ④南渡土堤 西側斜面２区 西から（第１次）
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①
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写真図版１２０ 古墳

④

①南渡土堤 西側斜面２区 西から（第１次） ②南渡土堤 西側斜面３区 西から（第１次）
③南渡土堤 西側斜面３区南端 西から（第１次） ④南渡土堤 西側斜面１・２区間目跡② 西から（第１次）
⑤南渡土堤 西側斜面１・２区間目跡② 南西から（第１次）

⑤

③ ② ①

④

⑤



写真図版１２１ 古墳

①南渡土堤 南端部 西から（第１次） ②北渡土堤 全景 俯瞰（第１次）

渡
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堤

①
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写真図版１２２ 古墳
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写真図版１２３ 古墳

①①北渡土堤 全景 北から（第１次） ②北渡土堤 全景 南から（第１次）
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堤

写真図版１２４ 古墳

②

①

②



渡

土

堤

写真図版１２５ 古墳

①北渡土堤 西側斜面全景 北西から（第１次）
②北渡土堤 西側斜面全景 北から（第１次）
③北渡土堤 西側斜面全景 南から（第１次）
④北渡土堤 前方部との接合部 北西から（第１次）
⑤北渡土堤 西側斜面１区 南西から（第１次）

①

③

②
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写真図版１２６ 古墳
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写真図版１２７ 古墳

①

①北渡土堤 西側斜面２区北側 西から
（第１次）

②北渡土堤 西側斜面３区北側 西から
（第１次）

③北渡土堤 西側斜面
北外堤との接合部 南西から（第１次）
④北渡土堤 東側斜面全景 北東から

（第１次）
⑤北渡土堤 東側斜面全景 南東から

（第１次）

②③
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写真図版１２８ 古墳
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写真図版１２９ 古墳

①

①北渡土堤 溝状遺構 西から（第１次）
②北渡土堤 溝状遺構断面 西から（第１次）
③北渡土堤 ｈ３１出土状況 西から（第１次）
④北渡土堤 ｈ３２～ｈ３４出土状況 南西から（第１次）

②



渡
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堤

写真図版１３０ 古墳

③

④

④
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写真図版１３１ 古墳
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堤

写真図版１３２ 古墳

③

①北渡土堤 北外堤との接合部全景 南東から（第１次） ②北渡土堤 北外堤との接合部埴輪出土状況 南から（第１次）
③北渡土堤 北外堤との接合部全景（埴輪取り上げ後） 東から（第１次）

①

②

③



渡

土

堤

写真図版１３３ 古墳

①

②③

④

①北渡土堤・北外堤接合部
６７６・７０７出土状況 北から（第１次）

②北渡土堤・北外堤接合部 ６９２出土状況 北から（第１次）
③北渡土堤・北外堤接合部 ７０８出土状況 南から（第１次）
④北渡土堤・北外堤接合部

７０６・７０９出土状況 南から（第１次）
⑤南周濠・南外堤 俯瞰（第１次～第３次）
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写真図版１３４ 古墳

⑤

⑤
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濠

写真図版１３５ 古墳

①

①南周濠 西壁 南東から（第２次）
②南周濠 西壁近景 東から（第２次）
③南外堤 全景 北東から（第２次）
④南外堤 全景 北東から（第３次）
⑤南外堤 全景 北東から（第１次）

②

②

③

①

④

⑤



外

堤

写真図版１３６ 古墳

③

④

⑤



外

堤

写真図版１３７ 古墳

①

①南外堤 全景 東から（第２次） ②南外堤 全景 東から（第３次） ③南外堤 全景 北から（第２次）
④南外堤 全景 北から（第３次） ⑤南外堤 全景 北から（第１次）

②



外

堤

写真図版１３８ 古墳

③

④
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④
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写真図版１３９ 古墳

①

①北周濠 俯瞰（第１次～第３次） ②北外堤 全景 南東から（第２次） ③北外堤 全景 南東から（第３次）

①

②

③
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写真図版１４０ 古墳

②

③
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写真図版１４１ 古墳

①

②

①北外堤 全景 南から（第２次）
②北外堤 全景 南から（第３次）

①

②
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写真図版１４２ 遺物出土状況

朝顔形埴輪の検出
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写真図版１４３ 遺物出土状況

①

②
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系
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輪

写真図版１４４ 遺物出土状況

③

①南周濠 ｈ１８（２９１・２９８）出土状況 南から
②南周濠 ２８８・３２８・３２９・３４８出土状況 南から
③南周濠 １９７・２８８・３２２・３２５出土状況 南から
④南周濠 ３３１出土状況 東から
⑤南周濠 ４２０出土状況 南から
⑥南周濠 ｈ２４（５４１）出土状況 北から

④⑤
⑥
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輪

写真図版１４５ 遺物出土状況

①②

③①南周濠 ｈ１９（２８９）出土状況 南から ②南周濠 ｈ１９（２８９）出土状況 南東から
③南周濠 ｈ２１（１９１）出土状況 南から ④南周濠 ２９２・３００出土状況 東から
⑤南周濠 ｈ２０（３６６）出土状況 南西から ⑥南周濠 ｈ２２（４２８）出土状況 南から
⑦前方部・南渡土堤接合部 ｈ２３（４９５・４９６・５０２）出土状況 南西から
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写真図版１４６ 遺物出土状況

④

⑤⑥

⑦
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写真図版１４７ 遺物出土状況

①

②

①北造り出し東側斜面 ｈ２９（６１９・６２８・６３８）出土状況 東から ②北周濠 ｈ３０（６１８）出土状況 北から
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写真図版１４８ 遺物出土状況

③

④

③北周濠 ６２０出土状況 北から ④北造り出し北側斜面 ６３２出土状況 北から
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写真図版１４９ 遺物出土状況

①

③②

①北周濠 ６８１出土状況 西から ②北周濠 ６６６出土状況 南から ③北周濠 ７１９出土状況 北から
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写真図版１５０ 遺物出土状況

水鳥形埴輪出土状況の実測



写真図版１５１ 遺物出土状況

⑤

水
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形
埴
輪

①②

③④
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写真図版１５２ 遺物出土状況

⑥

⑦ ⑧

⑨

①南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪２（７３４）出土状況 東から
②南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪３（７３５）出土状況 南から
③南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪４（７３６）出土状況 南から
④南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪５（７３７）頭部出土状況 南から
⑤南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪５（７３７）体部出土状況 南から
⑥南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪５（７３７）出土状況 南から
⑦南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪９（７４１）出土状況 南から
⑧南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪１０（７４２）出土状況 南から
⑨南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪１１（７４３）出土状況 南から
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写真図版１５３ 遺物出土状況

①②

③④

⑤
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写真図版１５４ 遺物出土状況

⑧

⑨

①南周濠 水鳥形埴輪１２（７４４）出土状況 北西から
②南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪１４（７４６）嘴出土状況 南から
③南周濠 水鳥形埴輪１４（７４６）翼出土状況 南から
④南周濠 水鳥形埴輪１４（７４６）台部出土状況 南から
⑤南造り出し南側斜面 水鳥形埴輪１５（７４７）翼出土状況 東から
⑥南造り出し上面南東隅 水鳥形埴輪１６（７４８）頸部・体部出土状況 東から
⑦南造り出し南東裾部 水鳥形埴輪１６（７４８）頭頸部・台部出土状況 東から
⑧南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪１６（７４８）・水鳥形埴輪１７（７４９）出土状況 東から
⑨南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪１７（７４９）出土状況 北から
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写真図版１５５ 遺物出土状況

①南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪１８（７５０）出土状況 南東から
②南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪１８（７５０）出土状況 東から
③南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪１９（７５１）出土状況 南から
④南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪１９（７５１）出土状況 南東から
⑤南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪１９（７５１）出土状況 南東から
⑥南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪１９（７５１）出土状況 北東から

①②

③
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写真図版１５６ 遺物出土状況

④⑤

⑥
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写真図版１５７ 遺物出土状況

①②

①南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪２０（７５２）出土状況 北から
②南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪２１（７５３）出土状況 東から
③南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪２２（７５４）出土状況 東から
④南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪２２（７５４）・水鳥形埴輪２３（７５５）出土状況 東から

③
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写真図版１５８ 遺物出土状況

④
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写真図版１５９ 遺物出土状況

①

②

③
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写真図版１６０ 遺物出土状況

④

⑥⑤

①南造り出し東側裾部 水鳥形埴輪２３（７５５）出土状況 南から
②前方部南側１段目斜面裾部 水鳥形埴輪２４（７５６）出土状況 南から
③前方部南側１段目斜面裾部 水鳥形埴輪２５（７５７）出土状況 南から
④前方部南側１段目斜面裾部 水鳥形埴輪２５（７５７）体部出土状況 南から
⑤前方部南側１段目斜面裾部 水鳥形埴輪２５（７５７）体部出土状況 西から
⑥前方部南側１段目斜面裾部 水鳥形埴輪２５（７５７）頭部出土状況 南から
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写真図版１６１ 遺物出土状況

①

②③
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写真図版１６２ 遺物出土状況

④

①前方部南側１段目斜面 水鳥形埴輪２６（７５８）出土状況 南から
②前方部南側１段目斜面 水鳥形埴輪２６（７５８）頭部出土状況 南から
③前方部南側１段目斜面 水鳥形埴輪２６（７５８）体部出土状況 南から
④前方部南側１段目斜面 水鳥形埴輪２７（７５９）出土状況 南から
⑤前方部南側１段目斜面 水鳥形埴輪２７（７５９）出土状況 南から
⑥前方部南側１段目斜面 水鳥形埴輪２７（７５９）頭部出土状況 西から

⑤

⑥
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写真図版１６３ 遺物出土状況

①

②
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写真図版１６４ 遺物出土状況

③

④⑤

⑥

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

②前方部南側１段目斜面裾部～南渡土堤裾部
水鳥形埴輪２８（７６０）・水鳥形埴輪２９（７６１）出土状況 東から

③前方部南側１段目斜面裾部 水鳥形埴輪２８（７６０）出土状況 南から
④前方部南側１段目斜面裾部

水鳥形埴輪２８（７６０）ー小鳥１出土状況 南から
⑤前方部南側１段目斜面裾部

水鳥形埴輪２８（７６０）ー小鳥２出土状況 西から
⑥前方部南側１段目斜面裾部

水鳥形埴輪２８（７６０）ー小鳥３出土状況 西から
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写真図版１６５ 遺物出土状況

①

①南渡土堤裾部 水鳥形埴輪２９（７６１）出土状況 北から ②南渡土堤裾部 水鳥形埴輪２９（７６１）出土状況 南西から
③南渡土堤裾部 水鳥形埴輪２９（７６１）出土状況 北西から ④南渡土堤裾部 水鳥形埴輪３０（７６２）出土状況 北から

②
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写真図版１６６ 遺物出土状況

③

④
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写真図版１６７ 遺物出土状況

①

②
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写真図版１６８ 遺物出土状況

③④

⑤⑥

⑦⑧

①南渡土堤裾部 水鳥形埴輪３１（７６３）出土状況 西から ②南渡土堤裾部 水鳥形埴輪３１（７６３）頭頸部出土状況 西から
③南造り出し南側裾部 ７６４出土状況 西から ④南造り出し南側裾部 ７６５出土状況 南から
⑤南造り出し南側裾部 ７６８出土状況 南から ⑥南造り出し東側裾部 ７６９出土状況 東から
⑦南造り出し東側裾部 ７７４出土状況 東から ⑧南造り出し東側裾部 ８５２出土状況 東から
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写真図版１６９ 遺物出土状況

①南造り出し北側裾部 ８５２出土状況 東から
②南造り出し北側裾部 ８５７出土状況 南から
③南造り出し北側裾部 ８５７出土状況 北から

①②

③
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写真図版１７０ 遺物出土状況

①②

③④

⑤

⑥

①前方部南側１段目斜面
家形埴輪１（８９０）屋根出土状況 南から

②南周濠 家形埴輪１（８９０）屋根出土状況 南から
③南造り出し 家形埴輪１（８９０）出土状況 東から
④南造り出し 家形埴輪１（８９０）出土状況 南から
⑤南周濠 家形埴輪１（８９０）柱出土状況 北から
⑥南造り出し 家形埴輪１（８９０）屋根～壁出土状況 南東から
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写真図版１７１ 遺物出土状況

①②

①前方部南側１段目斜面
家形埴輪３（８９８）屋根出土状況 南から

②南造り出し 家形埴輪６（９０１）屋根出土状況 東から
③南周濠 家形埴輪８（９０３）柱出土状況 南から
④南周濠 家形埴輪８（９０３）屋根出土状況 東から
⑤南周濠 家形埴輪５（９００）壁出土状況 西から
⑥南周濠 家形埴輪８（９０３）屋根出土状況 南から

③④

⑥

⑤
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写真図版１７２ 遺物出土状況

⑦南周濠 家形埴輪９（９０４）屋根出土状況 南から ⑧南周濠 家形埴輪９（９０６）屋根出土状況 南西から
⑨区画溝 家形埴輪９（９０７）屋根出土状況 東から ⑩区画溝 家形埴輪９（９１１）破風出土状況 南から
⑪南周濠 家形埴輪１２（９１５）屋根出土状況 南から ⑫南周濠 家形埴輪１２（９１６）屋根出土状況 南から

⑦⑧

⑪⑫

⑨⑩



家
形
埴
輪

写真図版１７３ 遺物出土状況

①②

③④

⑤⑥

⑦⑧
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写真図版１７４ 遺物出土状況

⑨⑩

⑪⑫

①区画溝 家形埴輪１３（９２０）柱出土状況 南から ②区画溝 家形埴輪１５（９２４）屋根出土状況 南から
③区画溝 家形埴輪１７（９２８）屋根出土状況 南から ④南周濠 家形埴輪１８（９３２）屋根出土状況 西から
⑤南造り出し 家形埴輪１８（９３３）屋根出土状況 南から ⑥南造り出し 家形埴輪１８（９３４）屋根出土状況 西から
⑦南造り出し 家形埴輪１８（９３４）屋根出土状況 東から ⑧南造り出し 家形埴輪１８（９３５）屋根出土状況 西から
⑨南造り出し 家形埴輪１９（９３７）壁出土状況 東から ⑩南周濠 家形埴輪２０（９４１）壁体出土状況 南から
⑪南造り出し 家形埴輪２１（９４４）階廻突帯出土状況 南から ⑫南周濠 家形埴輪２１（９４５）階廻突帯出土状況 南から
⑬前方部南側１段目斜面 家形埴輪２２（９４８）壁体出土状況 南から ⑭区画溝 家形埴輪２２（９４９）裾廻突帯出土状況 北東から

⑬⑭



写真図版１７５ 遺物出土状況
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写真図版１７６ 遺物出土状況

⑨⑩

⑪

⑫

①南周濠 家形埴輪２３（９５３）階廻突帯出土状況 東から
②南周濠 家形埴輪２３（９５５）階廻突帯出土状況 北西から
③南造り出し 家形埴輪２３（９５６）壁体出土状況 東から
④区画溝 ９５９出土状況 北から
⑤南造り出し ９９８出土状況 北から
⑥南周濠 １０２８出土状況 南から
⑦北造り出し １０３１出土状況 北から
⑧北造り出し １０３１出土状況 北から
⑨北造り出し １０３６出土状況 北東から
⑩北造り出し １０３８出土状況 北から
⑪南周溝 盾形埴輪（１１４８）出土状況 北東から
⑫区画溝 船形埴輪１（１１５５）出土状況 南西から
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写真図版１７７ 遺物出土状況

①②

⑦⑧

③④
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写真図版１７８ 遺物出土状況

⑨

①北造り出し １１７９出土状況 北から ②北造り出し １１８０出土状況 北から
③北造り出し １１８１出土状況 北から ④北造り出し １１９５出土状況 南から
⑤北造り出し １１９６出土状況 北から ⑥北造り出し １１９９出土状況 北から
⑦北造り出し １２０１出土状況 北東から ⑧北造り出し １２０３出土状況 北から
⑨北周濠 Ｗ１出土状況 西から ⑩北周濠 Ｗ２・Ｗ７・Ｗ８ 出土状況 北西から

⑩



①北周濠 Ｗ３出土状況 北から ②北周濠 Ｗ５出土状況 西から ③北周濠 Ｗ６出土状況 西から

木
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品

写真図版１７９ 遺物出土状況

①

②

③
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