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　福岡県では、西日本高速道路株式会社の委託を受けて、平成19年度から25年度

まで東九州自動車道建設事業に伴う発掘調査を実施してきました。

　本書は同事業に伴って発掘調査を実施した福岡県東部、大分県境に位置する築上

郡上毛町大字下唐原に所在する古墳群の報告です。この地域は線刻壁画で著名な史

跡穴ヶ葉山古墳や前期前方後円墳の能満寺古墳･西方古墳などが所在する、福岡県

内でも屈指の古墳密集地帯として知られています。

　この東九州自動車道の路線内にも昨年度報告を行った新池南古墳や今回報告する

古墳群、そして次年度に報告予定の四ッ塚山古墳群・鏡迫古墳群などが所在して

いました。これらの調査成果が地域の古代史の研究に寄与することができれば幸い

です。

　なお、発掘調査・報告書作成にいたる間には、西日本高速道路株式会社および関

係諸機関、上毛町・同教育委員会、そして地元有志の方々の御協力を得て、これを

無事に終了することができました。深く感謝する次第です。

　　平成27年3月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州歴史資料館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館長　杉 光　　誠
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　　1　皿山古墳群Ⅰ区遠景〔南東から）

　　1　1号墳主体部（南東から）

1　遺跡全景（北東上空から）　

1　2-1号墳全景（上空から）

1　2-1号墳現況（南西から）

3　2-1号墳主体部現況（南東から）

1　2-1号墳墳丘土層（北西から）

3　2-1号墳南西畦土層（西から）

1　2-1号墳南東畦土層（南西から）

3　2-1号墳框石（南東から）

1　2-1号墳奥壁（北西から）

3　2-1号墳左側壁（南西から）

1　2-1号墳耳環出土状況（北西から）

3　2-1号墳2号土坑（北西から）

1　2-2号墳現況（南東から）

3　2-2号墳北東畦土層（南東から）

1　2-2号墳南西畦土層（東から）

3　2-2号墳閉塞状況（南東から）

1　2-2号墳閉塞状況（北西から）

3　2-2号墳主体部撹乱状況（南東から）

1　2-2号墳主体部完掘後（南東から）

3　2-2号墳袖石（北西から）

出土遺物1

出土遺物2

1　3区調査全景（南東から）

3　3-1号墳墳丘内石列検出状況（南西から）

1　3-1号墳墳丘内石列検出状況（南東から）

3　1-1号墳周溝・墳丘土層（南東から）

1　3-1号墳主体部奥壁（南西から）

3　3-1号墳主体部前壁・閉塞石除去後（北東から）

1　3-1号墳閉塞状況（南西から）

3　3-2号墳トレンチ（北東から）

出土遺物（3-1号墳）

2　1号墳北墳丘土層（北から）

2　1号墳玄室内（玄門から）

2　遺跡全景（南西上空から）　

2　2-2号墳全景（上空から）

2　2-1号墳現況（西から）

2　2-1号墳北東畦土層（北西から）

2　2-1号墳閉塞状況（北西から）

2　2-1号墳右側壁（北から）

2　2-1号墳大刀出土状況（南東から）

2　2-2号墳北西畦土層（北から）

2　2-2号墳墓道断割り状況（南から）

2　2-2号墳耳環出土状況（南東から）

2　2-2号墳奥壁（南東から）

2　3-1号墳全景（南西から）

2　3-1号墳墳丘土層（北から）

2　3-1号墳主体部前壁（北東から）

2　3-1号墳羨道部土器出土状況（北東から）
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1　2号土坑土層（西から）
3　5号土坑土層（南から）
1　6号土坑土層（北から）
3　溝1土層（南から）
1　甕棺墓（南から） 
3　土壙墓完掘状況（東から）
出土遺物1
出土遺物2
出土遺物3
出土遺物4

1　Ⅱ区全景(南東から）
3　同カマド跡(南から）

1　Ⅲ-1号墳全景（北西上空から）
1　Ⅲ-1号墳現況（南から）
3　Ⅲ-1号墳表土除去（南西から）
1　Ⅲ-1号墳墳丘横断土層西側(南から）
3　Ⅲ-1号墳墳丘縦断土層（西から）
1　Ⅲ-1号墳閉塞（南から）
3　Ⅲ-1号墳墓道土層（南西から）
1　Ⅲ-1号墳墓道土器1群出土状況(南から）
3　Ⅲ-1号墳石室奥壁（玄門側から）
1　Ⅲ-1号墳石室右側壁（玄門側から）
3　Ⅲ-1号墳石室玄門（奥壁側から）
1　Ⅲ-2号墳現況（西から）
3　Ⅲ-2号墳墳丘横断土層西側②（南から）
1　Ⅲ-2号墳墳丘横断土層西側③(南から）
3　Ⅲ-2号墳墳丘縦断土層（西から）
1　Ⅲ-2号墳周溝土器出土状況（南西から）
3　Ⅲ-2号墳墓道土層（南から）
1　Ⅲ-2号墳墓道土器出土状況（南から）
3　Ⅲ-2号墳羨道（奥壁側から）
1　Ⅲ-2号墳石室奥壁（玄門側から）
3　Ⅲ-2号墳石室左側壁（玄門側から）
1　Ⅲ-2号墳石室玄門（奥壁側から）
3　Ⅲ-2号墳石室排水溝（南から）
出土遺物１
出土遺物２
出土遺物３
出土遺物４

2　3号土坑土層（北東から）

2　6号土坑土器出土状況（北から）

2　土壙墓（東から）

2　1号竪穴住居跡(南から）

2　Ⅲ-2号墳全景（上空から）
2　Ⅲ-1号墳現況（南西から）

2　Ⅲ-1号墳墳丘横断土層東側(南から）

2　Ⅲ-1号墳墓道土層（南から）

2　Ⅲ-1号墳墓道土器2群出土状況(南から）

2　Ⅲ-1号墳石室左側壁（玄門側から）

2　Ⅲ-2号墳墳丘横断土層西側①(南から）

2　Ⅲ-2号墳墳丘横断土層東側(南から）

2　Ⅲ-2号墳閉塞（南から）

2　Ⅲ-2号墳羨道（南から）

2　Ⅲ-2号墳石室右側壁（玄門側から）

2　Ⅲ-2号墳石室完掘（玄門側から）







皿山古墳群Ⅰ区下層
第75図
第76図
第77図
第78図
第79図
第80図
第81図
第82図
第83図
第84図
第85図
第86図
第87図
第88図
第89図
第90図
第91図
第92図
第93図
第94図
第95図
第96図
第97図
第98図
第99図
第100図
第101図
第102図
第103図
第104図
第105図
第106図
第107図

皿山古墳群Ⅱ区
第108図
第109図
第110図

皿山古墳群Ⅲ区
第111図

̶ⅷ̶

皿山古墳群Ⅰ区下層弥生時代遺構配置図（1/250）
皿山古墳群Ⅰ区下層1・3 号竪穴住居跡実測図（1/60）
皿山古墳群Ⅰ区下層1～ 3 号竪穴住居跡出土土器実測図（1/4）
皿山古墳群Ⅰ区下層2・4・5・7 号竪穴住居跡実測図（1/60）
皿山古墳群Ⅰ区下層3・6～ 8 号竪穴住居跡出土土器実測図（1/4）
皿山古墳群Ⅰ区下層6 号竪穴住居跡実測図（1/60）
皿山古墳群Ⅰ区下層8・9 号竪穴住居跡実測図(1/60）
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皿山古墳群Ⅰ区下層2 号掘立柱建物跡実測図（1/60）
皿山古墳群Ⅰ区下層1・3 号掘立柱建物出土土器実測図（1/4）
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皿山古墳群Ⅰ区下層1 号土坑実測図（1/30）
皿山古墳群Ⅰ区下層1～ 6・8～ 10 号土坑出土土器実測図（1/4）
皿山古墳群Ⅰ区下層2～ 4 号土坑実測図（1/30）
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