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序文

このたび、愛媛県総合運動公園の隣接地に移転すること

になった動物園建設予定地内の整備事業をすすめるにあた

り、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが当該地域内

に所在する埋蔵文化財の発掘調査を行い、調査記録を保存

することとしました。

この調査にあたり、関係機関や地域住民の方々から埋蔵

文化財に対する深い御理解と御援助を賜り、ここに深く感

謝の意を表するとともに、調査関係者各位の労を多とする

次第であります。

本報告書は、皆様の十分な御期待に沿い得ない面もある

かと存じますが、古代文化解明のために活用いただければ

幸いです。併せて、今後の埋蔵文化財の保存保護について

一層の御協力をお願いします。

昭和58年3月25日

財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター

理事長　 城 戸 崎　 豊





例言

1 ．本報告書は、愛媛県総合運動公園の隣接地に移転することとなった動物園建設予定地内

の整備事業をすすめるにあたり、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが、愛媛県より

調査の委託を受けて発掘調査を行った記録である。

2．調査対象面積は、1，800㎡である。

3 ．本調査は、愛媛県教育委員会の指導のもとに、（財）愛媛県埋蔵文化財調査センターが行

い、調査員小林一郎（愛媛県教育委員会文化振興局派遣）、臨時調査員松田直則が担当し

た。

4 ．遺構の測量は、小林、松田が行い、作図は、小林が担当した。

5 ．遺物の実測及び写真撮影は、松田が担当した。

6 ．報告書の執筆と編集は小林、松田が行った。
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第Ⅰ章　 　序説

1　遺跡の位 置

本古墳群の絶対的位置は、北緯33°45’30"、東経132°47’45”の交差する地点を中心とする

ところで、行政的位置は、愛媛県伊予郡砥部町宮内1462番地ほかであり、垂直的位置は、標

高95～130mの範囲にあり、西部瀬戸内海からの水平最短距離は、約12kmである。

本古墳群は、国道33号線の東に位置し、地目は、柑橘園であった。全体的に南面する丘陵

緩斜面に位置している。

2　遺跡の環境

　　　　（1）自然的環境

本古墳群は、四国山地に源を発し松山平野へと流入し重信川と合流する砥部川流域の伊予

郡砥部町原町付近の東側で、大小の起伏をもつ丘陵の頂上部及び南側緩斜面上に位置してい

る。この丘陵地帯は、中起伏山地である。南の大友山（407m）から北の釈迦面山（100m）

に延びる小起伏丘陵の一部である。本古墳群の位置する稜線の南斜面において東西に走行す

る断層によりV字谷となっている。基盤岩は、和泉砂岩であり地表面は風化しており細砂質

化している。本遺跡のすぐ南側に接して通谷池があるが、この池はかって険しいV字谷とな

っていたところであるが、寛永6年（1619年）に、砥部町宮内と隣接する松山市荏原町との

谷あいをせきとめて築かれたものである。北側は、愛媛県総合運動公園と隣接しており、こ

の地域も大小の起伏をもち釈迦面山に続いている。西側は、砥部川をはさんで、障子山から

行道山を中心とした山々が続いている。本遺跡の所在する丘陵頂上部からは、北東方向には、

松山平野の松山市東部から温泉郡重信町、川内町一帯が一望でき、北西方向には、西部瀬戸

内海の伊予灘が一部眺望できる。丘陵頂上部は、標高130mであるが、平野部（砥部町原町

付近）との比高差は約80mである。

（2） 歴史的環境

四国山地を水源とする砥部川流域は、古くから開けた所で、先史時代から歴史時代にかけ

ての多くの遺跡が所在している。近年、多くの遺跡の発掘調査が行われ砥部川流域の古代の

環境も把握されつつある。以下、砥部川流域の諸遺跡について記していく。
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繩文時代草創期あゐいは、それ以前のものと考えられるものは、土器を伴わずに姫島黒曜

石の細石刃・細石核が出土した宮内大畑遺跡のA区や、城ノ向遺跡で出土したナイフ型石器

尖頭器があげられる。早朝では、石鏃・スクレイパー状石器が出土した大谷奥遺跡や、各種

の押型文土器が出土した長田遺跡があげられる。前期では、長田遺跡・城ノ向遺跡や谷田Ⅱ

（上野）遺跡から刺突文土器や細隆帯文土器が出土している。中期の遺物は、谷田Ⅱ遺跡か

ら縁帯文土器が出土している。後期になると遺構も多く検出され、谷田Ⅱ遺跡からは、竪穴

式住居跡が2基確認されているほか、水満田・長田・城ノ向の各遺跡からも多くの土器片が

出土している。晩期になると、北川毛・長田・城ノ向の各遺跡があり、特に長田遺跡からは

後期から晩期にかけての土壙墓も検出されている。弥生時代では、前期の遺跡として、水満

田・西野Ⅲ・土壇原Ⅲ遺跡があげられ、土壙墓・土壙状遺構が検出されており、中・後期の

住居跡群とは異なった性格を示している。中期では、釈迦面山・谷田Ⅲ・Ⅳ・西野I・Ⅱ・

 Ⅲ遺跡と本古墳群の北側のほとんどの稜線上から2～6基程度の住居跡で構成された集落遺

跡が発見されている。後期では、西野I・拾町Ⅱ・土壇原Ⅻ遺跡があげられるが、拾町Ⅱ・

土壇原＊遺跡は、河岸段丘上に構成された集落跡で多くの住居跡が集中しており、中期にく

らべて大きな集落が営まれていたものと考えられる。また、埋葬遺構でも、前期の土壙墓群

の西野Ⅲ・土壇原Ⅲ・水満田（Ⅱ区下層）の各遺構・中期の方形周溝墓群の釈迦面山遺跡、

後期の土壙墓群の土壇原Ⅵ遺跡、同じく後期の壺棺・甕棺の水満田（Ⅱ区上層）遺跡などが

あげられる。古墳時代になると周辺に多くの墳墓が構築され、砥部川西岸では、水満田古墳

群・三角古墳群・柳瀬山古墳群・城ノ向古墳群、東岸では、土壇原古墳群・釈迦面山北古墳

群・釈迦面山古墳群・大下田北古墳群・大下田南古墳群と山頂、山腹、段丘上と一大古墳群

を形成している。これらの古墳群を形成する個々の古墳は、大部分が横穴式石室を内部主体

とするもので、6 世紀に築造されたものと考えられるが、これらの古墳の築造された時期に

比定できる集落遺跡の発掘例は現在のところなく、土壇原Ⅻ遺跡で1基・谷田Ⅰ遺跡で4基

の住居跡を検出したのみである。なお,谷田Ⅰ遺跡の住居跡は、周辺の遺跡との関連から須

恵器窯に従事していた工人の住居跡と考えられる特殊なものである。

今同発掘調査を行った大下田南古墳群は、古鎌山・城山を含む丘陵一帯に分布している。

現在までに調査された大下田1・2号墳、古鎌山1・2・3号墳の内部主体は横穴式石室で

ある。墳丘は、大下田1・2号墳が円墳、古鎌山1・2・3号墳が方墳となっており、今回

調査した15基は、古鎌山古墳と類似する方墳群である。

古墳時代以後のものでは、三角古墳群（2個）・谷田Ⅳ遺跡（1個）から出土した火葬骨

を入れた須恵器の壺がある。
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第1図　調査区の位置図　

-3-



第2図　  周辺の遺跡分布図
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番 号 古　　墳　　 名 18 水 満 田 号 墳

1 2　長　 田　 号　 墳 19 釈 迦 面 山 号 墳

2 3　長　 田　 号　 墳 20 釈 迦 面 山 号 墳

3 長　 田　 号　 墳 21 釈 迦 面 山 号 墳

4 長　 田　 号　 墳 22 大 下 田 号 墳

5 長　 田　 号　 墳 23 大 下 田 号 墳

6 7　長　 田　 号　 墳 24 大 下 田 号 墳

7 城 ノ 向 号 墳 25 大 下 田 号 墳

8 城 ノ 向 号 墳 26 大 下 田 号 墳

9 城 ノ 向 号 墳 27 大 下 田 号 墳

10 城 ノ 向 号 墳 28 大 下 田 号 墳

11 城 ノ 向 号 墳 29 大 下 田 号 墳

12 城 ノ 向 号 墳 30 1　谷　 田　 号　 墳

13 城 ノ 向 号 墳 31 1　西　 野　 号　 墳

14 城 ノ 向 号 墳 32 2　西　 野　 号　 墳

15 宮 内 大 畑 古 墳 33 号 墳

16 水 満 田 号 墳 34 号 墳

17 水 満 田 号 墳 35

古 鎌 山 

古 鎌 山 

古 鎌 山 号 墳

第3 図　既発掘古墳分布図
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3 ．発掘調 査の経 過

 （1）調査に至る経過

昭和55年10月、愛媛県の依頼を受け、愛媛県教育委員会が、愛媛県総合運動公園の隣接地

に移転することになった動物園の建設予定地内の確認調査を行い、6基の古墳を確認し た。

しかし、当時は調査区内は、未買収地で果樹園として利用されており綿密な確認調査がで

きなかったため、買収後、樹木の伐採とともに再度確認をすすめることとした。昭和56年6月

23日、愛媛県総合運動公園（動物園）整備事業に先だち、愛媛県の依頼を受けた財団法人

愛媛県埋蔵交化財調査センターが、埋蔵文化財の発掘調査を行うことになり、その後、樹木

の伐採などの準備作業をすすめ、7月27日より愛媛県教育委員会の指導のもとに発掘調査に

着手した。

（2）発掘日誌抄

6月23日～7月26日　発掘調査の準備作業をすすめた。

7月27日　現地にて、午前10時より発掘調査にかかる神事を行い、調査のスケジュール等

の打ち合せを行った。

7月28日　砥部町原町に仮設事務所を設置し、調査用器材等の搬人を行った。

7月29日～8月12日　調査区南東部より、確認順に大下田南1号墳として調査を開始した。

地形測量、トレンチ発掘、表土除去、実測、写真撮影、遺物の取り上げ作業を順次行い

1 号墳の調査を終了した。

8 月13日～17日　2号墳の調査を開始。地形測量、トレンチ発掘の結果、墳丘及び石室と

もほとんど破壊されているため、石室部分を発掘し、実測、写真撮影を行い、2号墳の

調査を終了した。

8 月18日～26日　3号墳の調査を開始。地形測量、トレンチ発掘、表土除去、実測、写真

撮影、遺物の取り上げ作業を順次行い、調査を終了した。これらの作業と並行して、4

号墳の一部の発掘を開始した。

8月27日～9月4日　4号墳の表土除去、写真撮影、遺物の取り上げ作業を順次行い、調

査を終了した。

9月5日～14日　5号墳の調査を開始。地形測量、トレンチ発掘、表土除去、実測、写真

撮影、遺物取り上げ作業を順次行い、5号墳の調査を終了した。

9月16日～30日　6号墳の調査を開始。地形測量、トレンチ発掘、表土除去、実測、写真

撮影、遺物取り上げ作業を順次行い、平行して、同調査区内で、再度確認調査の必要な 
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箇所へのトレンチ棒による探査と、トレンチを設定して試掘し、確認作業をすすめた。 

10月１日～10日　6号墳の調査を終了し、引き続いて確認作業をすすめながら、7号墳の

 調査を開始し、表土除去、実測、写真撮影、遺物の取り上げ作業を行い、調査を終

　　了した。

　10月12日～19日　引き続いて確認作業をすすめる。8号墳の調査開始。表土除去の段階で

　　8号墳に隣接して石室が確認できたため、8号―A墳・B墳として調査をすすめること

とした。A・B墳並行して、表土除去、実測、写真撮影、遺物の取り上げ作業を行った。

確認作業に伴い、当初の6基以外に10基を確認し、継続して発掘調査をすすめることと

した。

10月20日～28日　9号墳の調査を開始。表土除去、実測、写真撮影の作業を順次行い、調

査終了。並行して、本墳の西側にトレンチを設定し、確認作業を行ったが、古墳は確認

できなかった。

10月29日～11月20日　この間に、10・11・12・14号墳の調査を順次開始し、表土除去、実

測、写真撮影、遺物の取り上げ作業を並行して行った。

11月21日～12月3日　14号墳の残りの作業を行いながら、13号墳の調査を開始。表土除去、

実測作業をすすめた。

12月4日　本日より昭和57年1月5日まで、作業の人員不足のため、一時発掘作業を中断

し、事務所において整理作業をすすめることになった。このため、発掘用具を一部、現

場より事務所に撤収した。

57年1月6日～9日　発掘用具を搬入し、13号墳の調査を再開し、実測、写真撮影、遺物

の取り上げ作業を行い、調査を終了。並行して15号墳の表土除去作業を行う。

　 1月11日～14日　15号墳の表土除去、実測、写真撮影、遺物取り上げ作業を行い、発掘用

具、器材を事務所に撤収し調査を終了した。
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第Ⅱ章　    調査概況

　 大下田南古墳群に属する本調査区からは、今回の調査により、15基の古墳（16の石室）を

発掘した。（このうち、8号A墳、B墳として発掘したものは、同一墳丘内に2石室が隣接

して所在していたため、本報告書においては、8号A石室、B石室として報告している｡）

調査区は、標高95～130mの間のなだらかな起伏をもつ丘陵の頂上部及び南から南東向き

の緩斜面上にあり、調査前は、この丘陵地一帯はほとんど蜜柑を中心とする果樹園として利

用されていたところである。このため、開墾等の要因で墳丘はかなり削平され識別しがたい

状況のものが多く、この中でわずかに識別できたものは、1号、2号、8号、15号墳であっ

た。層序は、上層より黒褐色の耕作土、次に一部、黄褐色細砂質土がみられ、次に白色がか 

った淡褐色の和泉砂岩の風化土が基盤面となっていた。

発掘は、すでに確認されている古墳を中心に、調査区北端の愛媛県総合運動公園側より順

次すすめ、これと並行してトレンチ棒による探査及び試掘を行い、確認できたものは、続い

て全面発掘を実施した。各古墳の石室は、ほとんどのものが斜面を利用し、斜面下方を開口

部として基盤面を「L」字状に掘り込んで構築されたものである。石材として使用されてい

たものは、山石の自然石、割り石が多く、一部、川原石がみられた。石室構造については、

 1号から14号墳は、上部は破壊しており不明であるが、15号墳は、石室上部が一部残存して

いた。周溝は、すべて石室開口部側にはみられず、「コ」字状をなすものが多かった。遺物

の出土状況としては、墳丘盛土及び周溝内からはごくわずかしか出土せず、石室内よりのも

のが多かった。
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第4図　調査区全体図

9～10





第5図　地形図Ⅰ
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第6図　 地形図Ⅱ

13～14





　　1　大下田南1号墳

　　（1）墳丘及び外部構造

第7図　1号墳石室上部平面及びセクション図
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　　1号墳は、本調査区の北端にあり、古鎌山から南西になだらかに下る稜線上に位置してい

る。調査前の墳丘は、開墾時に削平され、石室上部は破壊されており石材の一部が露出して

いた。また、残存する墳丘中には農業用排水管が埋設されていたため、攪乱されていた。

墳丘の層序は、上層より黒褐色の耕作土、次に一部黄褐色細砂質土層がみられ、その下が

和泉砂岩の風化した白色がかった淡褐色砂質土の基盤面であった。周溝は、第7図のように、

石室の2方向しか検出できなかった。西側部分は、深く開墾されているため、削平されたも

のだと推定される。周溝の規模は、奥壁側は、長さ7.5m、東側のものは、8.0mで、基盤面

上での幅は、1.0～1.8m、深さは、30～40cmで、両端にほど浅くなっていた。

第8図　1号墳平面図
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（2） 石室構造

石室は、奥壁側で基盤面を60cm掘り込み、基盤面の斜面下方を開口部とする両袖式の横穴

式石室であった。石室の主軸方向は、N-24°-Wであり、規模は、全長360cm、玄室長220 

cm、玄室幅は、玄室奥壁部で180cm、中央部で186cm、玄門部で170cmで、玄室は少し張りの

みられる長方形をしていた。羨道部は、長さ140cm、幅はほぼ平行となっており、中央部で

第9図　1号墳石室展開図

17



120cmであった。床面は羨道部から玄室にかけて少しゆるやかに深くなっていた。玄室中央

部でのレベルは、112.50mであった。玄室床面には、奥壁から中央部にかけて、長さ10～20 

cmの割石が1段敷かれていた。玄室と羨道の問には、3個の石が並べられていた。石室上部

は破壊されており不明であるが、基底石は、奥壁、側壁ともかなり大きい石材が用いられて

おり、横積みにされていた。

第10図　1号墳石室断面図
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（3）遺物の出土状況

　　 1号墳から出土したものは、須恵器がほとんどで、墳丘及び周溝中からは､蓋・台付埦･小

　壺・短頸壺・甕及び坏の細片が、玄室内からは、玄室の敷石の置かれていない床面から蓋、

高坏の細片･と完形品に近い埦が出土しており、須恵器以外には、玄室内より鉄片が出土した。　

 1　墳丘

 2　玄室

 3　墳丘

 4　墳丘

5　周溝

6　墳丘

8　玄室

9　墳丘

10　玄室

11　墳丘

 7　墳丘

第11図　1号墳出土遺物実測図
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表-1　1号墳出土遺物観察表

番号 器　種 出土場所　 大きさ（cm） 備　　考
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

 11

蓋

蓋

蓋

蓋

坏

小壺

台付埦

高坏

短頸壺

墳丘

 墳丘

墳丘

墳丘

周溝

墳 丘

墳丘

墳丘

玄 室

墳 庄

推定口径10.5

残高　　1.7

推定口径11.0

残 高　　1.9

推定口径10.0

残高　　1.7

口径　　　13.0

残存器高　3.2

口径　　　9.5

器高　　　4.5

残高　　　4.3

推定口径　21.5

残存器高　7.9

口径　　　10.5

器高　　　5.5

高台径　　6.5

高台高　　0.7

口径　　　9.5

器高　　　8.0

脚端径　　8.5

推定口径　9.5

残存器高　6.8

推定口径　10.0

残存器高　1.8

　特　　　　　　　　　　　　徴

天井部から口縁部にかけて段をもち、口緑端部は丸くおさめら

れている。内傾するかえりを持ち端部は丸みを帯びている。

内外面とも回転ナデ調整がなされ青灰色をしている。

天井 部から口縁部に かけてゆるやかな段 をもち端部は丸い。 内

傾するわずかなかえりがみられる。内外面とも回転ナデ調整が

な され青灰色をしてい る。

口縁部はゆるやかに外下方に下り端部は丸い。内傾するかえり

をもち端部はやや鋭い。内外面とも回転ナデ調整がなされ青灰

色を している。

口縁部はゆるやかに内湾し、端部は丸く、天井部と口縁部との

間に1条の沈線が施されている。内外面とも回転ナデ調整がな

され明 るい 灰色をしている。

ほぼ平らな底部から、直立してたちあがり口縁部に至り、端部

は丸くおさめられている。口縁部と底部のさかいに1条の沈線

が施されている。口緑部ナデ調整、底部はヘラ削り調整がみら

れる。色調 は内 外面 と も明るい灰 色。

口縁部は欠損しており不明である。底部はヘラ削り調整がなさ

れている。 色調は 明るい灰色をし ている。

口縁部は「く」字状に外反してたちあがり、端部は下方に肥厚

している。内外面とも自然釉におおわれている。

平坦な底部より直線的に外反してたちあがり、口縁端部は丸く

おさめられている。端面の平坦な高台がはりつけられている。

内外面とも回転ナデ調整がなされ灰色をしている。

 埦部は、深みのある底部からほぼ直にたちあがる口縁部を有し、

 端部は丸い。口縁部と底部の間には1条の沈線が施されている

外反する脚部端面は平坦になっている。内外面とも回転ナデ調

整がなされ濃青灰色をしている。

平坦な坏底部から外反しながら直線的にのびる口縁をもち端部

はやや薄くなっている。口縁部と底部との問に1条の沈線が施

されている。脚端部は平坦になっている。坏部、脚部とも回転

ナデ調整がなされ部分的に自然釉が付着している。色調は、内

外面と も明るい灰 色をしてい る。

口縁部は短くほぼ直立して立ちあかっており、回転ナデ調整が

なされてい る。 色調は、灰白 色であ る。

中央部欠損

中央部欠損

中 央部欠損

中央部欠損

口縁 部外面に

「ハ」字状の

ヘラ記号がみ

られ る。

完形品

　　　2　大下田南2号墳

　　　2号墳は、1号墳から南西に120m、3号墳から西に35mのところに所在し、小高い丘陵

の頂上部に位置している。墳丘及び石室とも破壊がひどく、一部の石材を残すのみで、周溝

も検出できなかった。層序は、2層であり、上層は5～10cmの厚さで黒褐色の耕作土で、下

層は和泉砂岩の風化した白色がかった淡黄褐色の基盤面であった。石室は、玄室の一部と玄

20

甕

坏



門石と思われるものが残存していただけで、第12図のような状態であった。開口方向を南東

にとる横穴式石室ではないかと推定される。

出土遺物としては、玄門石の残存していた付近より、土師器の細片が出土したが、細片で

磨滅がひどく実測には至らなかった。

第12図　2号墳墳丘断面図

第13図　2号墳石室上部平面図
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第14図　2号墳石室平面及び展開図

3　 大下田南3号墳

　　　（1）墳丘及び外部構造

3 号墳は、1号墳の位置する稜線を南に下り、2号墳へ向う南東側の緩斜面に位置してお

り、1号墳から104m、2号墳から36mの距離にある。発掘前は、墳丘は削平されており、

識別できない状態であった。層序は、上層より黒褐色の耕作土、次に黄褐色細砂質土層、そ

の下が、和泉砂岩の風化した淡黄褐色の基盤面であった。耕作土を除去した段階では、石室

上部は破壊されており、石材の一部が石室内に落ち込んでいた。周溝は、開口部側にはみら

れず、石室の3方に「コ」字状にめぐらされていた。周溝の規模は。それぞれ1辺が約7m

で、基盤面上での幅は、90～180cm、深さは、30～50cmで北東部でやや深くなっており、開

口部に向ってしだいに浅くなっていた。
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第15図　3号墳石室上部平面及びセクション図

（2） 石室構造

石室は、斜面を利用し、奥壁側で120cm 掘り込み、斜面下方を開口部として構築された横

穴式石室であった。石室東側の玄門石及び羨道の側壁は、残存しておらず不明である。石室

の主軸方向はN-50°-Wであり、規模は、石室全長306cm、玄室長166cm、玄室幅は、奥

壁部で154cm、玄室中央部で160cm、玄門部で160cmであり、玄室はほぼ長方形をしていた。

玄門石は、50×50×60cmのかなり大きな石材が用いられていた。残存する西側の羨道は玄室

23



第16図　3号墳平面図

の側壁から約10cm内側に構築されていた。床面は、羨道部より玄室のほうが少し深くなって

おり、玄室中央部でのレベルは、108.20cmであった。玄室床面には、敷石はみられず、奥壁

から20cm離れて川原石が並べられていた。奥壁、側壁とも基底石には大形の割り石が用いら

れており、奥壁は、1段目は縦積み、側壁は、1段目より横積みで上部ほど小さい割り石が

小口をそろえて用いられており、残存部分においては、奥壁、側壁とも垂直に構築されてい

た。
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第17図　3号墳石室展開図

（3） 遺物の出土状況

3号墳からは、北側の周溝より底面から20cm遊離した状態で、須恵器の蓋の細片1点と、

墳丘中からも蓋の細片3点が出土したが、石室内からは遺物は出土しなかった。

25



第18図　3号墳石室断面図
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1　周溝 3　 墳丘

2　墳丘
4　 墳丘

表-2　3号墳出土遺物観察表

番号 器　種 出土場所　　大きさ（cm）　　　　　　　　特　　　　　　　　　　徴　　　　　　　　　備　　　考

推定口径11．3天井部から外下方 にゆるやかに内湾 する口縁を有し、端部 は丸

くなってい る。 口縁 内側に内傾す るかえりがあり端部はやや 鋭

くなってい る。天井 部外面はヘラ削 り調 整がなされ、内面 には

回転ナデ調整が みら れる。色調は青灰 色であ る。

周溝蓋1

2 蓋 墳丘 推定口径9 ．5

残高　　2 ．0

ゆるやかに内湾す る口縁をもち端部は 丸い。 口縁内面には、内

傾するかえ りを もち、 端部は丸い。内外面 と も回転ナデ調整 が

中央部欠損

なされ灰紫色をし ているが内面に一部緑 色の自然釉がみら れる。

推定口径11．5天井 部から ゆるや かに外下方に下 り端部 は丸い。

器高　　3 ．3

つまみ径2 ．1

墳丘蓋3

4 蓋 墳丘 口径　　10 ．5

器高　　2 ．8

つ まみ径2 ．0

つ まみ高0 ．9

天井頂部に宝珠状のつまみがみられる。天井部からゆるやかに

下る口縁で、端部は 丸い。内 傾す るかえ りをもち、端部は鋭 い

内外 面と も回転ナデ調整 が施 されてい る。 色調は暗灰色であ る。

完形であ るが

歪みがみら れ

る。

4　 大下田 南4号墳

(1) 墳丘及び外部構造

4号墳は、本調査区内のほぼ中央にあり、最も高い丘陵（標高約130m）の頂上部の南西

第19図　3号墳出土遺物実測図
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言



第20図　第4号墳石室上部平面及びセクション図

28

側に位置している。また、この丘陵の頂上部から南東側斜面にかけて、5・6・11・12・13・

14号墳が所在している。発掘前は、墳丘は削平されて識別できず、石材の一部が露出してい

た。耕作土を除去した段階では、第22図のような状況で、石室上部は破壊され、石室内に石

材が落ち込んでいた。この中には、天井石として用いられたと思われる大形の川原石がみら



第21図　4号墳平面図

29　

れた。墳丘の層序は、上層が黒褐色の耕作土、次に一部黄褐色細砂質土層がみられ、その下

は、和泉砂岩の風化した淡黄色の基盤面となっていた。周溝は、奥壁部と石室東側のみわず

かにみられただけであった。石室西側は、急斜面であるため、構築しなかったかもしれな

い。周溝の規模は、1辺が4～5mで、基盤面での幅は70～80cm、深さは30～40cmで両端は

しだいに浅くなっていた。



第22図　4号墳石室展開図
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第23図　4号墳石室断面図

31　



第24図　4号墳出土遺物実測図

32　

(2)　石室構造

石室は、丘陵の頂上部より南側の緩斜面にかけて構築されており、奥壁側で基盤面を約150 

cm、斜面下方開上部で約60cm掘り込んだ両袖式の横穴式石室で、石室の主軸方向は、N-15° 

-Wであった。石室の規模は、石室全長440cm、玄室長200cm、玄室幅は、奥壁部で186

cm、中央部で194cm、玄門部で168cm、玄室はやや胴部に張りのある長方形をしていた。羨

1　玄室

2　羨道
7　玄室

3　玄室

4　羨道

5　玄室 6　羨道

8　羨道

9　玄室



道は平行で、長さ240cm、幅は中央部で124cmであった。羨道は玄室よりも長く構築され、中

央部で閉塞されていた。床面は、羨道から玄室に向かってゆるやかに深くなっており、玄室

内はほぼ水平で、玄室中央部でのレベルは128.10cmであった。玄室の床面には奥壁より60cm

の間に、5 ～10cmの扁平な川原石が一段敷かれていた。また、玄室と羨道の間の床面には6

個の石が並べられていた。奥壁、側壁とも、基底石には大形の石材が用いられ、縦積みに、

上部ほど小形のものが用いられ、小口がそろえられていた。残存部分においては、奥壁は床

面に対して垂直に、側壁はやや内傾ぎみに構築されていた。

（3） 遺物の出土状況

4号墳よりの出土遺物は須恵器と鉄片であった。周溝、墳丘よりの出土遺物はみられず、

石室内からは、玄室の敷石上より蓋・高坏がそれぞれ2点、開口部より向かって左側の玄門

石をはさんで、玄室部と羨道部に小壺がそれぞれ側壁下に1点ずつ出土したが、右側の玄門

石付近にはみられなかった。羨道部の開口部からは、左側壁付近より蓋・坏・高坏が、玄室

の玄門部付近より鉄片が出土した。

表-3    4号墳出土遺物観察表

番号 器 種 出土場所 大 き さ（cm ） 備 考

1 蓋 玄室 推 定口径12 ．0

器高 2．5

つ まみ 径 2．2

つまみ高 1．0

特 徴

天井頂部に宝珠状のつまみがあり、口縁内面にはかえりがみら

れる。天井 部上面 外面は回転ヘ ラ削 りがなさ れ、 口縁部は回転

ナデ調整が施 されている。 色調 は内外面 とも青灰 色をしている。

2 蓋 羨道 推定口径13．5

器高    3．6

つ まみ径  2．8

つ まみ高  1．3

天井頂部に宝珠状のつまみがあり、口縁内面にはかえりがみら

れる。内外面とも回転ナデ調整が施されている。色調は、青灰

色である。

3 蓋 玄室 推定口径17．0
器高

つまみ径 3．0

つ まみ高 1．0

天井頂部に擬宝珠状のつまみがあり、口縁内面にかえりはみら

      3．7れない。端部は平坦になっている。天井部はほぼ平らである。

天井部外面は回転ヘラ削り、口緑部は回転ナデ調整が施されて

いる。色調は灰色である。
4 坏 口径      9．5ほぼ平らな底部から少し外反してたちあがる口縁部で、端部は

丸い。口縁部と底部の間に1条の沈線がみられる。口縁部は回

転 ナデ調整、底部は回転ヘ ラ削り調整 が施されている。色調 は

明るい灰色であ る。

器高    4．0

5 小壺 4．5口径     

器 高 5．5

やや丸みのある底部より内湾しなからたちあがり体部にいたる

口縁部は外反し端部は丸い。体部上位に1条の浅い沈線がみら

れる。口縁部から体部にかけて回転ナデ調整、底部はヘラ削り

調整が施されている。色調は、明るい灰色であるが1 部緑色の

6 小壺 4．0口径     

6．5器高     

自然釉が付着している。

ほぼ平らな底部より内湾しなからたちあがり体部にいたる。口

縁部はやや外反したたちあがりで端部は丸い。体部上位に2 条

の浅い沈線がみられる。口縁部から体部にかけて回転ナデ調整

底部はヘラ削り調整が施されている。色調は明るい灰色である

が、一部灰黒色のところもみられる。

33



5 大下田南5 号墳

 (1) 墳丘及び外部構造

5号墳は、4号墳の位置する丘陵の頂上部から南東側の緩斜面にかけて、6号墳に並行し

て位置しており、6号墳との周溝間の最短距離は約2.1mであった。発掘前、墳丘は削平さ

れており、識別できない状況であり、耕作土を除去した段階では第24図のように、すでに石

室上部は破壊され、石室内に石材の一部が落ち込んだ状態であった。この中には、天井石に

用いられたと思われる大形の川原石がみられた。墳丘の層序は4号墳と同じで、上層は黒褐

色の耕作土、次に石室周辺にわずかに黄褐色細砂質土がみられ、その下が、和泉砂岩の風化

した淡黄褐色の基盤面となっていた。周溝は開口部側にはみられず、石室の三方に「コ」字状

にめぐらされていた。周溝の規模は、石室の西側は長さ5.8m、奥壁側は8.4m、東側は7.

4m、基盤面での幅は50～110cmで、深さは50～60cmで、開口部ほど浅くなっていた。

（2） 石室構造

石室は、頂上部から南東側の緩斜面を利用し、奥壁側で基盤面を約90cm掘り込み、斜面下

方を開口部にもつ両袖式の横穴式石室で、主軸方向は、N-30°-W であった。石室の規模

は、石室全長316cm、玄室長182cm、玄室幅は、奥壁部で156cm、玄門部で156cmで、玄室は長

方形であった。羨道は、玄室側壁からわずかに内側に平行に構築され、幅120cmの中央部で

閉塞されていた。床面は、羨道から玄室にかけてほぼ水平になっており、玄室中央部でのレ

ベルは127.86cmであった。玄室の床面には敷石はみられず、玄室と羨道の間の床面には、1

列に石が並べられていた。残存部分においては、奥壁、側壁とも基底石は大形の石材が用い

られ、縦積みにし、2段目以上はやや小さめの割り石の小口をそろえた横積みになっていた。

残存部分においては、奥壁は垂直に、側壁は内傾して構築されていた。
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番号 器 種 出土場所 大きさ（cm） 備 考

7 高坏 残存器高10 ．5

脚端径  11．0

特 徴

外湾する脚端部はやや上方にそり上がり、外方に折り曲げられ

て、端 面は 少し凹 んでいる。脚部 中央 に2 条の沈 線が施され、

脚 部の み

8 高坏 残 存器高 6．0

脚端 径  10．5

9 高坏 口径    13．5

器高     9．0

脚端 径   9．5

3 方に1 段の透 かしが施されてい る。 回転ナテ`調整 がなされ、

色調は、灰色であ る。

外湾する脚端部は、やや上 方にそ り上 がり外方に折 り曲げられ

端 面はほぼ平坦であ る。 回転ナデ調整 がなされ、色調 は、 明る

い灰 色である。

坏部は、ほぼ平坦な底部から内湾する口縁で、端部は丸い。外

湾 する脚端部は、やや上 方にそり上が り水平 に近 くなっ ており

端面 は平 坦である。坏 部は回転ナデ調整 がなされてい る。 色調

は青灰 色である。

完形



第25図   5号墳石室上部平面及びセクション図
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第26図  第5   号墳平面図
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第27図   5号墳石室展開図

（3）遺物の出土状況

5号墳の周溝及び墳丘よりの出土遺物はみられなかった。石室内からの出土遺物としては

玄室の東側側壁下で玄門石から40cmのところから須恵器の平瓶の完形品が、西側側壁下で奥

壁より40～80cmのところから人骨細片と鉄片7 点が出土しており、羨道前からは、一部欠損

しているが、完形に近い須恵器の高坏が出土した。
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第28図   5号墳石室断面図

1 羨道
2 玄室

第29図   5号墳出土遺物実測図
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6 大下田南6号墳

（1） 墳丘及び外部構造

6号墳は、5号墳と並列して位置している。発掘前、墳丘は削平されており、識別できな

い状態であった。耕作土を除去した段階では第30図のように、石室上部は破壊され、石材が

石室内に落ち込んだ状態であった。層序は、上層が黒褐色の耕作土、次に黄褐色細砂質土層、

その下が和泉砂岩の風化した淡黄褐色の基盤面であった。周溝は5号墳と同じように開口部

にはみられず、石室の三方に「コ」字状にめぐらされていたが、石室東側の開口部付近は、

畑境の溝のため攪乱を受けていた。周溝の規模は、西側及び奥壁側が長さ約9m、東側は6.4

m、基盤面での幅は1.0～1.2m、深さは40～60cmで開口部ほど浅くなっていた。

（2） 石室構造

石室は、5号墳と同じように緩斜面を利用し、奥壁側で基盤面を120cm掘り込み、斜面下

方を開口部として構築された両袖式の横穴式石室で、主軸方向はN-37°-Wであった。5

号墳とくらべると、開口方向がやや東寄りとなっていた。石室の規模は、全長430cm、玄室

長188cm、玄室幅は、奥壁部で195cm、中央部210cm、玄門部で190cmで、玄室は中央部から玄

門部にかけて張りがあり、正方形に近い形であった。羨道部は、開口部にかけて少しひろく

なっており、羨道中央部での幅は130cmであった。床面は、玄室、羨道ともほぼ水平で玄室

中央でのレベルは、127.02cmであった。玄室床面には、奥壁から90cmの間、周囲に長さ20～

30cmの扁平な川原石 を並べ、その内側には小さい扁平な川原石が1 段敷かれていた。玄室と

羨道の間の床面には、1列に石が置かれており、羨道口西側部分にだけ閉塞石が残存してい

39

表-4    5号墳出土遺物観察表

番 号 器 種 出土場所 大 きさ（cm）
備 考

1 高坏 羨道 12．0口径    

7．0器高     

脚端径   8．5

2 平瓶 玄室 口径     4．5

器高     8．5

胴部最大径

10 ．5

特 徴

口縁部は内湾 ぎみにたちあがり、端部は 丸い。 脚部は外反しな

がら広がり、端 部は少しそり上が り折 り曲げられ、端面は平 担

になってい る。 脚部とも回転ナデ調整 が施されている。色調 は

内外 面とも灰 色である。

口頸基 部から外反してたちあ がり、や や 漏 斗状 の 口 縁 部であ

る。端 部は丸い。肩部は、ご くわずかにふ くらみをもち、 鋭く

内湾して体部にいたる。底部はほぼ平らである。口縁部から体

部にかけては回転ナデ 調整 、底部は回転ヘ ラ削 り調整である。

色調は明るい灰色で、 肩部に一部緑色の 自然釉が付着してい る。



た。玄室、側壁とも残存部分においては、奥壁は、床面から垂直に、1段目は縦積みに、2

段目以上は小口をそろえて横積みになっていた。側壁は1段目から横積みで、小口をそろえ、

内傾気味に構築されていた。

第30図　 6号墳石室上部平面及びセクション図
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（3）遺物の出土状況

6号墳からは、周溝及び墳丘からの出土遺物はみられず、石室内では須恵器が出土してお

り、玄室の西側側壁下の玄門石から60cmのところより、ほぼ完形に近い高坏と平瓶が並んで

出土し、羨道部のやはり左側側壁下より、これも完形に近い子持ち壺が出土した。

第31図  6   号墳平面図
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第32図  6   号墳石室展開図
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第33図  6   号墳石室断面図
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1

2

3

第34図   6号墳出土遺物実測図

    6号墳出土遺物観察表

番 号 器 種

表-5

出土場所　　大 きさ（cm） 特 徴 備 考

1 子持ち壺 羨道 口径　  16．5

器高    17．8

高 台径  10．5

高 台高   0．5

器形 は半球状の下胴 部から わず かに内湾しなが ら内 傾する上胴

部 となり、口縁 部は朝顔状に外反 している。底 部には「ハ」字

状の高台を付し、端面は凹線状にくぼんでいる。頸部と口縁部

は、1 本の稜 と稜上 の沈線に よっ て区 別されてい る。 胴張部 か

ら内湾 しながら斜め上 方にのび る受 部上 に7 コ （2 コ欠損）の

子壺 を付してい る。 子壺は直線的 につ くられ、胴張 部に稜を有

し、上胴部から口縁部にかけて外湾しながら外傾している。子

壺は 底部をつくらず、受 部に付してい る。 上方 より緑 色自然釉

が付着しており、高台内の底部は紫色をおびた茶褐色、下胴部

および口縁部外方では紫色をおびた暗褐色で光沢を有している。

器壁 には砂礫を含 み、 水ビ キ調整痕 を有している。
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7 大下田南7号古墳

　(1) 墳丘及び外部構造

7号墳は、4号墳から南西に66m、8号墳より南東に16mのところで、4・5・6号墳の

所在する丘陵より南西に下る稜線の南側の緩斜面に位置している。発掘前は、墳丘は削平さ

れており識別できず、わずかに石材の一部が露出している状態であった。耕作土を除去した

段階では、第30図のような状況で、石室上部は破壊され、石室内に石材が落ち込んでい

た。この中には、天井石として用いられていたものと思われるかなり大形のものがあり、

最大のものは、110×60×40cmであった。墳丘の層序は、上層が黒褐色の耕作土、次に石室

西側付近に一部黄褐色細砂質土、その下は和泉砂岩の風化した淡黄褐色の基盤面となって

おり、地形は西側部分が東側に比べて低くなっていた。周溝は、第31図のように、石室に

対して不規則であり、また西側部分は深く削平されており明確につかめなかった。規模

は、奥壁側のものは長さ10m、基盤面での幅は120～140cm、深さは50～70cmであった。東側

のものはこれより深く、最深部では100cmを越え、斜面下方にかけて浅くなっていた。

 (2) 石室構造

石室は斜面を利用し、奥壁側で基盤面を90cm掘り込み、斜面下方を開口部にした両袖式の

横穴式石室で、主軸方向はN-37°-Wであった。石室の規模は、全長475cm、玄室長166cm、

玄室幅は奥壁部で176cm、中央部で188cm、玄門部で186cmであった。玄室は横幅のほうが長

く、少し胴が張っており、6号墳と類似していた。羨道部の開口部付近は基盤面上に盛土をし

45

番号 器 種 出 土場所 大 きさ（cm） 備 考

2 高坏 玄室 口径　　　9．5

器高　　　7．5

脚端径　　7．5

特 徴

坏部は底 部から ゆるや かにのび、 口縁 部は外方に直線的に たち

あがっており、端部は丸い。脚部は外反しながら広がり、脚端

部は水平に近 くな り少し肥厚し、端面 は平 坦になってい る。 底

部と口緑部の さかい には、浅い1 条の沈 線がみられる。坏 部、

脚部と も回転ナデ調整 がなされてい る。 全体的に緑色の 自然 釉

でおお われてい る。

3 長頸壺 玄室 口径　　　7．5

器高　　 17．0

胴部 最大径

13．0

高台径   7．5

高台高   0．5

口頸部はラッパ状に外反しながらたちあがり、端部は丸い。口

頸部上位に2条の沈線がみられる。底部は平らで、「ハ」字状

の高台を付 してい る。 口縁部か ら体 部上 位は回転ナデ 調整、体

部下位は回転ヘ ラ削 り調整がなさ れている。色調は明 るい灰 色

であるが、 口頸 部から肩部にかけ て緑 色の自然釉が付着 してい

る。



第35図   7号墳石室上部平面及びセクション図
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て、玄室と床面が水平になるようにし、その上に羨道側壁をほぼ水平に構築していた。玄室

中央部でのレベルは、114.45cmであった。玄室の床面には、東・西・北の角を除いて一面に

10～20cmの扁平な川原石が2～3段重ねて敷かれていた。玄室と羨道の間の床面には4個の

石が並べられていた。羨道部では閉塞石は確認できなかった。残存部分においては、奥壁、

側壁とも1段目は縦積みで、2段目以上は小口をそろえた横積みであった。奥壁は床面に対

して垂直になっており、側壁の上部は持ち送りがなされ、やや内傾していた。

第36図   7号墳平面図
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第37図   7号墳石室展開図
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第38図   7号墳石室断面図
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（3） 遺物の出土状況

7号墳よりは、周溝及び墳丘からの出土遺物はみられず、石室内より、西側の玄門石付

近より土師器の細片が出土しているが、磨滅がひどく実測には至らなかった。

8 大下田南8号墳

 (1)  墳丘及び外部構造

8号墳は、7号墳の北西上方の丘陵の頂上部から南側の緩斜面にかけて位置している。発

掘前は、墳丘は削平されていたが、少し高くなっていたため識別できる状態であった。トレ

ンチ掘りの段階では石室が1つ確認できただけであったが、耕作土を除去するにつれて、西

側に隣接して、墳丘の基盤面を掘り込み石室が構築されているのが確認された。このため、

第39図   8号墳石室上部平面及びセクション図
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第40図   8号墳（A・B石室）平面図

前者をA石室、後者をB石室として調査をすすめた。耕作土を除去した段階では、第35図の

ような状態となっており、A石室・B石室とも上部は破壊されていた。層序は、上層が黒褐

色の耕作土層、次にA石室とB石室の間でわずかに黄褐色細砂質土層が残存し、その下は、

和泉砂岩の風化した淡黄褐色の基盤面であった。B石室上部はかなり深く攪乱されていた。

周溝は、A石室の東側に一部みられただけであった。奥壁側は、電柱が設置され、ひどく攪

乱を受けており確認できなかった。西側部分は、B石室構築の際に削平されたものと思われ

る。規模は、長さ6cm、基盤面での幅は60～90cmで、深さは20～40cmであった。

  (2) 石室構造（A石室）

A石室は、丘陵の頂上部か南側斜面を利用し、奥壁側で基盤面を90cm、斜面下方を25cm掘

り込み開口部とする両袖式の横穴式石室で、主軸方向はN-18゜-Wであった。石室の規模

は、石室全長372cm、玄室長204cm、玄室幅は、奥壁部で142cm、中央部で136cm、玄門部で120   

cmであった。玄室は奥側ほど広くなっていた。羨道は、開口部にかけて少し広くなっており、
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第41図  8号墳  （A石室）展開図
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中央部で幅98cmであった。床面は、羨道部より玄室のほうが低くなっていた。玄室中央部で

のレベルは、117.60cmであった。玄室の床面には、敷石はみられなかった。玄門から30cmの

ところに扁平な割り石があり、また、玄室と羨道の間には2個の川原石がおかれており、羨

道部には閉塞石はみられなかった。残存部分において、奥壁は床面に垂直になるように、1

段目は板状に割られた石が縦積みにされていた。側壁も1段目は縦積みで、2段目以上はや

や小さめの石を小口をそろえて横積みにされ、やや内傾していた。

第42図   8号墳（B石室）展開図
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（3）石室構造（B石室）

B石室は、A石室の西側2mのところに、墳丘の基盤面を 一部掘り込んで構築されていた。

石室上部はひどく破壊されており、基底石と一部もう1段しか残存していないため不明であ

るが、横穴式の石室ではないかと思われる。羨道部は西側部分が不明である。主軸方向N

-32°-Wにとり、A石室とは主軸方向を異にしていた。石室の規模は、石室全長332cm、玄

室長200cm、玄室幅は、奥壁部、玄門部とも108cmで、玄室は少しゆがんだ長方形であった。

床面はほぼ水平で、中央部のレベルは115.64cmであった。玄室床面には、20～30cmの割り石

が1 段敷かれていた。奥壁、側壁ともほぼ大きさのそろった石材が用いられていた。

（4） 遺物の出土状況（A石室・B石 室）

8号墳からは、周溝及び墳丘からの出土遺物はみられず、A石室よりは、羨道口から長頸

壺が出土しており、B石室からも、石室内の敷石のみられない開口部より、同じく長頸壺が

みられた。

1 羨道 （A石室） 2 石室（B石室）

第43図　 8号墳出土遺物実測図
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第44図   8号墳（A・B石室）断面図
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表-6　　8号墳出土遺物観察表

9 大下田南9号墳

(1)  墳丘及び外部構造

9号墳は、調査区のもっとも西端の丘陵南東の斜面に位置している。発掘前は、削平され

石材が散乱していた。また、以前旧地主によって石室内部まで掘られ、須恵器の坏のような

第45図   9号墳石室上部及びセクション図
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番号 器 種 出土場所 大きさ（cm） 備 考

1 長頸壺 羨道

（A石室）

口径　　　8．5

器高　　 23．0

胴部最大径

13 ．0

7．5高台径   

0．5高台高   

特 徴

口頸部より直立してたちあがり、口頸部にいたって大きく外反

し、端部ではほぼ水平になり、少し上方へたちあがっている。

胴部は内湾しながら底部にいたり、球状をしている。胴部上位

に1条の凹線がみられる。底部はほぼ平らで、「ハ」字状の高

台を付してい る。 全体的に回転ナ デ調 整がなされてい る。 色調

は 自然釉でおお われ、深緑色であ る。

胴部にかさ ね

焼痕がみら れ

る。

2 長頸壺 石 室

（B石室）

残 存器高17．5

胴 部最大径

12 ．9

口縁 部から外反 し、たちあが りとなっている。胴部 は球形をし、

底部はほぼ平らになっている。胴部上位に2条の凹線とその間

に4 本歯の櫛状 工具に よる刺突 文が施されてい る。 口頸部及び

胴 部上位 は回転ナデ調整、胴 部中位から底部 にかけ ては回転ヘ

ラ削 り調整が施されてい る。 色調は明 るい灰 色であ る。



ものが取りあげられたとのことであった。また、墳丘の東部は、農業用索道を通すため、深

く削られていた。このように墳丘は、ほとんど残存しておらず、石室もかなり破壊されてい

た。墳丘の層序は、黒褐色の耕作土の下は、和泉砂岩の風化した淡黄褐色の基盤面で、一部

この間に黄渴色細砂質土がみられた。周溝は、開口部側にはみられず、3方に「コ」字状に

めぐらされ、開口部にかけてやや広がっていた。規模は、奥壁側の一辺の長さが、680cm 

で、基盤面上での幅は、70～110cm、深さは40～50cmで、両側の周溝は、開口部にかけてしだ

いに浅くなっていた。

（2）石室構造

石室は、斜面を利用し、主軸をN-39°-Wにとり、斜面下方を開口部とする小型の石室

である。石室の規模は、全長160cmで、中央部での幅114cmでほぼ長方形である。玄室の奥壁

は、1、2段とも30×50×20cm大の石を縦積みにしていた。両側壁は、比較的大きさの揃っ

た石を用い、一段目は縦積みで、2、3段目は小口をそろえ、横積みであった。石室の構築

の際の後込めの土は、淡黄褐色でしまりはなかった。石室内床面には、敷石が2段敷かれて

いた。上段は、10～20cm大の割り石を全面に敷いており、その下は、奥壁部より50cmの範囲

に5～10cm大の扁平な川原石が敷かれていた。床面のレベルは、中央部で116.40cmであった。

第46図　9号墳平面図
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また、石室開口部東側の基盤面上に炭粒、赤色粒子を含有し、一部うすく紫色に変色した

部分を検出した。墓前祭址とも考えられるが、現段階でははっきりとした確証はない。9号

墳よりの出土遺物はみられなかった。

第47図　9号墳石室展開図
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第48図　9号墳石室断面図

10 大下田南10号墳

  (1) 墳丘及び外部構造

4 号墳の位置する稜線上を南西に少し下った平坦地から南東側の緩斜面にかけて位置する。

発掘前の墳丘は、削平され識別できない状態であったが、耕作土に石室の一部が露出してい

た。耕作土を除去した段階では第55図のようであり、石室上部は破壊されていた。石室内に

落ち込んだ石材の中には、天井石として用いられたと思われる川原石があった。周溝は、石
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室の奥壁側と西側は確認できた。東側は急斜面となっていた。規模は、一辺の長さが600cm、

基盤面上での幅は130～140cm、深さは40～60cmであり、西側は長さ700cmで、幅は110～130 

cm、深さは40～5cmであった。

（2）石室構造

石室は、平坦地より緩斜面を利用し、主軸をN-26°-Wにとり、南南東の斜面下方を開

口部とする、両袖式の横穴式石室である。奥壁側で基盤面を「L」字状に105cm掘り込んで石

室が構築されている。奥壁から玄室前方部までの長さは184cmで、羨道の前方部までは360

第49図  10号墳石室上部及びセクション図
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cm、幅は、奥壁部床面で140cm、前方部で143cmで、長方形に近い形である。右側は少しゆが

んでいるが、玄室の奥壁は、一段目が縦積み、2段目以上は横積みになっていた。側壁も、

1段目が縦積み、2段目以上は横積みで持ち送りがされていた。石の積み方は乱雑で、石と

石の隙間には小石がつめられていた。羨道はほぼ平行で、中央部での幅は92cmであった。石

室と掘り込みの問の後込めの土は、淡黄褐色土と黄褐色砂質土の混じりあった、固くしめつ

けられた土であった。石室内床面には、敷石はみられず、奥壁側と玄門側に丸味のある平ら

な石が、それぞれ3個あった。床面のレベルは、中央部で123.08cmであった。

第50図　10号墳平面図
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第51図　10号墳石室展開図
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第52図　10号墳石室断面図

（3） 遺物の出土状況

出土遺物は、奥壁側の周溝より土師器の細片が、床面より25cmほど遊離した状態で出土し

た。また、西側周溝より長頸壺が1点と耕作土中より坏が1点出土したが、石室内からの出

土遺物はみられなかった。
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2　 墳丘

1　周溝

第53図　10号墳出土遺物実測図

表-7　10号墳出土遺物観察表

11　大下田南11号墳

(1)　墳丘及び外部構造

6号墳の位置する緩斜面の北側にあり、12号墳の斜面下に位置している。急斜面であり、

削平されているため、墳丘は識別しがたかった。層序は、上部より、黒褐色の耕作土、次に

うすく黄褐色細砂質土がみられ、その下が和泉砂岩の風化した淡黄褐色土の基盤面であった。

周溝は、前方を除く三方にめぐらされ、西側の周溝は、開口部にかけて広がっていた。規模

は、奥壁側で長さ740cm、基盤面上での幅は90～100cm、深さは30～50cmであった。西側は長

さ560cmで、基盤面での幅は100～110cm、深さは40～60cmで、開口部にかけて浅くなってい

た。東側は、100cmほどのびて、浅くなっていた。
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番 号 器　 種 出土場所 大きさ（cm） 特　　　　　　　　　　 徴 備　　　 考

1 長 頸壺 周溝 口径　　  8．0

器高　　 20．0

胴部最 大径

15 ．5

囗頸部は直立し外反する口縁 で、 端部は丸くお さめ られている。

肩部と胴部は明瞭な稜を もち、 肩部に斜位の刻 み目が連 続して

みられる。 底部はほぼ平ら であ る。胴部より上 は回転ナデ調整、

底 部はヘ ラ削り調整が施 されている。色調は明 るい 灰色をして

い るが、一 部自然釉が付 着している。

2 坏 墳 丘 口径　　  9．0

器高　　  5．0

ほぼ平 らな底部からはぼ 直線的にあが る口縁部 をもち、端部は

丸くおさめられてい る。 口縁部は回転ナデ調整． 底部は回転ヘ

ラ削り調整が施さ れてい る。色調は明 るい灰 色である。



第54図　11号墳石室上部平面及びセクション図

(2)　石室構造

石室は主軸をN-34°-Wにとり、南東の斜面下方に開口する両袖式の横穴式石室である。

基盤面を「L」字状に掘り込み、構築されている。規模は、石室全長430cm 、玄室長240cmで、

玄室幅は、玄室の奥壁部床面で160cm、玄室中央部で180cm、前方部幅で160cmの少し胴の張

った形となっていた。玄室の奥壁は、1段目が縱積み、2段目以上は横積みにしていた。側

壁の1段目は、ほぼ大きさを揃えた石を縱、横まばらに積み、2段目以上は、山石と川原石

を用いて、内湾した状態に横積みに構築されていたが、石と石の隙間が多くみられた。羨道

は、ほぼ平行に開き、中央部幅が110cmであった。石室の後込めの土は2層になっており、

上層は、淡黄褐色土と淡白色土の混じったもので、下層は、淡白色土に黄褐色ブロックを含

有し、固くしまった土であった。石室内床面には、奥壁より120cmのところまで10～30cmの

66　



扁平な川原石が敷かれていた。また、玄室内の敷石があるところを中心に炭化物が分布して

いた。床面のレベルは123.10cmであった。

第55図　11号墳平面図

(3)　遺物の出土状況

11号墳からの出土遺物は全部須恵器であった。周溝内の埋土中からは坏が2点出土し、玄

室内床面で玄門石より60cm離れて右側壁に接した状態で、高坏、長頸壺がほぼ完形に近い状

態で並んで出土した。羨道部では、蓋・高坏が出土した。
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第56図　11号墳石室展開図
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第57図　11号墳石室断面図
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1　 周溝

5　 周溝

2　 羨道

6　 周溝

3　 羨道

4　 玄室

7　 玄室

第58図　11号墳出土遺物実測図

表-8　11号墳出土遺物観察表

70

番 号 器　種 出土場所 人 きさ（cm） 特　　　　　　　　　　 徴 備　　　 考

1 蓋 周溝 口径　　13．0

残 存器高 2．5

天井部は扁平で、少しゆがみがある。囗縁端部は丸くなってい

る。 短い内 傾するかえりを もち端 部は丸い。 外面 の口縁部 は回

転ナデ調整、 天井 部は回転ヘラ削 りがなされ、 内面 はナデ調整

がなされている。 色調は青灰色 である。

天井部 中央 に

つ まみ痕 が残

存してい る。

2 蓋 羨道 推定 口径16 ．5

残 存器高 2．8

平 らな天井部 よりゆるやかに くだり口縁部にい たる。 端部は平

坦である。外面の口縁部は回転ナ デ調整、天井 部は回転ヘラ削

り、 内面 はナデ調整 がなされてい る。色調は青灰 色であるが、

口縁 部外面に自然釉 が付着してい る。

3 高坏 羨 道 口径　　14 ．5

器高　　  9．5

脚端径　  9．5

坏 部は、ほぼ平らな底 部からゆるや かに内湾しなか らたちあ が

る口縁 で端部は丸い。 脚部は外反 し、端 部は水平に近 く、外反

し てい る。 端面は平坦 になってい る。坏、 脚部 とも回 転ナデ調

整がな されており、色調 は明るい灰色 であ る。



番 号 器　 種 出土場所 大きさ（cm） 備　　　 考

4 高坏 玄 室 口径　　14 ．5

器高　　  9．8

脚端径　  9．5

特　　　　　　　　　　 徴

坏部は、ほぼ平らな底部からゆるやかに内湾しなからたち上が

る 口縁 で、端 部は丸い。脚部 は外反 し、端部は水平 に近 く広が

り、 少し肥厚 し端面は平坦であ る。 坏部、脚部 とも回転ナデ調

整かな され、 色調は明るい灰 色であ る。

坏部・ 脚部と

も歪ん でいる。

5 坏 周 溝 推定 口径11．5

器 高　　 4．4

全体に 歪ん で

い る。

6 坏 周溝 口径　　 12．0

推 定　　  2．8

7 長頸 壺 玄室 口径　　  9．5

器高　　 23．0

体 部最大径

13 ．0

高台径　　9．0

高台高　　0．7

ほぼ平 らな 底部から内湾しな からたち上がる口縁 で、端 部は丸

い。口縁 部は回転ナデ調整が施 されている。色調 は、 明るい灰

色 をしてい るが、外面に一 部緑色の自然釉が付着 してい るとこ

ろが みられる。

平坦 な底部から、内湾し てたち上がる口縁で、端 部は丸い。回

転ナ デ調整がなされてい る。 色調は明るい灰 色であ る。

頸 部はまっすぐにたち上 がり、口縁部は大 きく外反 している。

頸 部に1 条の凹線が みら れる。胴部は、ほぼ球形 である。体部

上位 に2 条の凹線が施 され、体部下位に3本の平 行線のヘラ記

 号がみられる。底部に「ハ」字状の高台が付されている。口縁

部から体上 部にかけて 回転ナデ調整で、下 部にかけては回転ヘ

ラ削 り調整が施 されてい る。色調は灰 色であ るが、口縁部内面

に一部黄緑色の自然釉が付着している。

12　大下田南12号墳

第59図　12号墳石室上部及セクション図
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(1)　墳丘及び外部構造

5 、6号墳の北側で、11号墳のすぐ上に位置している。墳丘表面は、若干盛り上がってあ

り、削平により整った墳丘は残存していなかった。層序は、上部より、黒褐色の耕作土、次

に、黄褐色細砂質土、その下が和泉砂岩の風化した淡黄褐色の基盤面であった。周溝は、前

方を除く三方に「コ」字状にめぐらされていた。規模は、奥壁側で1辺の長さ5.0m、その両

側は3.0m内外であった。基盤面上での幅は90～130cmで、深さは30～40cmであった。

（2） 石室構造

石室の主軸をN-62°-Wにとり、斜面下方を開口部とする小型の石室である。奥壁側で

基盤面を85cm掘り込んで石室が構築されていた。石室の規模は、石室全長164cmで、幅は玄

室の奥壁部床面で92cm、玄室中央部で110cm、開口部で100cmとなり、開口部にかけてやや広

がり、少し胴の張った形となっていた。玄室の奥壁は、一段しか残存しておらず、縦積みに

第60図　12号墳平面図
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なっていた。両側壁は、一段目から三段目まですべて横積みになっていた。玄室と羨道との

区別は不明であった。石室上部は破壊されており、石材が石室内に一部落ち込んでいた。石

室内床面には敷石はみられず、ほぼ水平であった。中央部のレベルは127.90cmである。12号

墳よりの出土遺物はみられなかった。

第61図　12号墳石室展開図
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第62図　12号墳石室断面図
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13　大下田南13号墳

(1)　墳丘及び外部構造

13号墳は、5、6号墳から南東に下る斜面上で、11号墳、14号墳と並んだ状態で位置して

いる。発掘前は、墳丘は識別できない状態であった。層序は、上部より、黒褐色の耕作土、

次に黄褐色細砂質土があり、その下が、和泉砂岩の風化した淡黄褐色の基盤面であった。周

第63図　13号墳石室上部平面及びセクション図
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溝は、前方を除く三方に「コ」字状にめぐらされていた。周溝の規模は、奥壁側か長さ9 .5

m、基盤面上で幅は120～140cm、深さ50～60cmであった。両側壁の一辺の長さは約7.0m、基

盤面上で幅は110～130cm、深さ40～50cmで、開口部にかけて浅くなっていた。また、西側は、

畑境の溝と一部重複し、攪乱を受けていた。

（2） 石室構造

石室は、斜面を利用し基盤面を奥壁側で145cm掘り込み、斜面下方を開口部として構築さ

れた両袖式の横穴式石室である。主軸方向はN-73°-Wであった。規模は、石室全長600

cm、玄室長290cm、玄室幅は、奥壁部床面で190cm、前方部で170cmで、玄室は、少し奥広い

台形状になっている。玄室の奧壁は、一、二段目が縦積みに、その上は横積みであった。両

側壁は、奥壁に近いほど大きな石を用い、－段目は縦積みに、二、三段目は横積みで、やや

上部にかけて内傾していた。石室上部は破壊されており不明であるが、石室内には、天井石

第64図　13号墳平面図
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に用いられたと思われる川原石が落ち込んでおり、最大のものは、75×40×30cmであった。

開口部にかけてやや広くなっており、羨道幅は中央部で120cmであった。床面は、羨道から

玄室にかけてほぼ水平になっており、玄室床面には敷石があり、奥壁から50cmの間に、小

さい川原石が、2～3段敷かれ、その上に同じく20～30cmの扁平な川原石が、奧壁より200cm

の間に敷かれていた。床面のレベルは、玄室中央部で121 .00mであった。

第65図　13号墳石室展開図
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第66図　13号墳石室断面図

（3） 遺物の出土状況

13号墳からめ出土遺物は、他の古墳と比べて比較的多く、須恵器23点とほかに鉄釘と思

われる鉄片の小片が6点、刀子と思われるものが1点みられた。羨道部では、開口部より左の
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位置に遺物が集中してみられ、平瓶、短頸壺、子持ち壺がみられた。玄室床面では、開口部

より左側前方に集中し、高坏、坏などがみられた。また、玄室ほぼ中央左側付近に細かい人

骨片がみられた。

1　 玄室

2　 玄室

3　 玄室

4　 墳丘

5　 墳丘

6　墳丘

7　 羨道

8　 墳丘

9　 墳丘

10　墳 丘

11　墳丘

 12　羨道

13　玄室

14　墳丘

第67図　13号墳出土遺物実測図-1
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15　玄室

19　羨道

16　羨道

17　玄 室
20　墳丘盛土

18　玄室

21　羨道

第68図　13号墳出土遺物実測図-2
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22　墳丘盛土

23　羨道

第69図　13号墳出土遺物実測図-3
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表-9　13号墳出土遺物観察表

番号 器　種 出土場所 大 きさ（cm） 特　　　　　　　　　　　 徴 備　　　 考

1 坏 玄室 口径　　  9．5

器高　　  4．0

ほぼ 平らな底部か ら外反して たち上 がる 口縁 を もち、端 部は丸

い。口縁部と底部の間に1条の沈線がみられる。口縁部は回転

ナデ調整、底部は 回転ヘラ削り 調整が施さ れている。色調 は、

明るい 灰色である。

2 坏 玄 室 口径　　  9．5

器高　　  3．6

平らな底部から外反してたち上がる口縁をもち、端部は丸い、

口縁部 と底部の間に1 条の沈線が みられる。 口縁 部は回転ナ デ

調整、 底部は回転ヘ ラ削 り調整が施 されている。 色調は、明 る

い灰 色で一部自然釉が かかってお り赤 茶褐色を してい る。

3 坏 玄 室 口径　　 14．0

器高　　  4．0

ほぼ平ら な底部から内湾 しながら たちあがる口縁 部を もち、端

部は丸い。 口縁部は回転 ナデ調整、底 部はヘラ削 りによる調整

が施される。色調は、灰白色である。

4 坏 墳丘 口径　　 11．0

器高　　  4．0

高台径　  7．5

高台高　  0．7

ほぼ平らな底部から外反して立ちあがる口縁をもち、端部は丸

い。口縁部は回転ナデ調整が施されている。底部に「ハ」の字

形 の高台を もつ。 口縁部は 回転ナデ調整が施 されている。 色調

は、明るい灰 色であ る。

5 坏 墳丘 口径1　 14．0

器高　　  4．0

高 台径　 10．0

高台 高　 0．5

平らな底 部から 外反 してたちあが る口縁を持 ち、 端部は丸い。

底部に「ハ」字形の高台を付す。口縁部は回転ナデ調整、底部

は回 転ヘ ラ削り調整が施 されてい る。 色調は、明 るい灰色であ

る。

6 坏 口径　   14．5

器高　　  4．0

高台径　 10．0

高台高　 0．5

平らな底部 から外反し てたちあがる 口縁 をもち、端 部は丸い。

底部に「ハ」字形の高台を付す。口縁部は回転ナデ調整、底部

は回転ヘラ削 り調整が施 されている。 色調は、灰色 であ る。

7 短頸 壺 口径　　  5．0

器高　　　7．0

口頸部は短く内傾し、端部は丸い。胴部上位に最大径をもち、

肩部から人 きく内 湾して底 部にい たる。底部 は少し丸 くな って

い る。 口縁部から 肩部にかけ て回転ナデ調整、 胴 部から底 部に

かけ て回転ヘラ削 り調 整が施 されてい る。 色調は、灰 色である。

8 蓋 墳丘 口径　　 16．5

残 存器高 2．7

天井 部からゆるやか に内 湾する口禄 を もち、端部 は丸い。 口縁

部 と天井 部の間に1 条の 沈線がみら れる。口縁部 は回転ナデ調

整、 色調は明るい灰 色であ る。

9 蓋 墳丘 口径　　 16．5

器高　　  3．1

平らな 天井部よりなだらか に下る口縁 部をもち、端 面は平 坦に

なっている。 天井部中央 に擬 宝珠状のつ まみがみら れる。 回転

ナデ調整が施 され、色調は青 灰色であ る。

10 蓋 墳丘 推 定口径16 ．0

器高　　  3．7

つ まみ径 3．0

つ まみ高 0．5

平 らな天井部 よりなだらか に下 る口縁 部をもち、端面は平 坦で

あ る。天井部中央 に擬宝珠状の つまみが みられる。全体に 回転

ナ デ調整がな されているから、 天井部は回転ヘ ラ削り調整 であ

る。 色調は灰色であ る。

11 蓋 墳 丘 口径　　 15．5

残存 器高 3．0

ほぼ平らな天井部よりなだらかに内湾する口縁で、端面は平坦

であ る。 ほぼ 全体 に回転 ナデ調整が施 されている。 色調は灰色

であ る。

12 高坏 羨道 口径　　  9．5

器高　　  7．2

脚端部径 8．0

坏部はほぼ平らな底部から、やや外湾してたちあがる口縁部を

もち、端 部は丸い。外湾 して広がり、脚端 部はほぼ水平 に近 く

なってお り、浅 い凹みを 有する。坏部、 脚部と も回転ナ デ調整

が施され てい る。 色調は灰 色であるが、一 部緑色の自然 釉が 、

付着している。

13 鳥坏 玄宇 口径　　 14．0

残 存器高 2．6

ほぼ平 らな天井 部からゆるや かに内湾して、下 方にくだ る口縁

部をもち、端部は 丸い。全体 に回転ナデ調整 が施 されてい る。

色調 は灰色である。
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番号 器　 種 出土場所 人きさ（cm） 備　　　考

14　　　高坏 墳丘 残存 器高 7．0

推定脚 端部径

10．0

特　　　　　　　　　　 徴

底部はほぼ平らで、脚部は外湾しながら下方に広がり、端部は

ほぼ水平に近くなり、端而は平坦である。脚部は回転ナデ調整

が施 されている。色調は灰 色である。

15 高坏 玄室 15．0口径　   

残 存器高 6．0

坏部はほぼ平らな底部から内湾しながら、上方に立ちあがって

い る。 回転ナデ調整が施 されている。色 調は灰色である。

16 高坏 羨道 残存 器高 8．8

脚端 部径10．5

脚部は外湾しながら下方に広がり、脚端部にいたり、水平に近

くな る。 端面は凹みがあ る。 回転ナデ調整 が施されてい る。

色調は明るい灰色であ る。

17 高坏 玄室 口径　　 15．5

器高　　 10．9

脚 端径　11．0

坏部はほぼ平坦な底部からゆるやかに内湾しながら立ちあがる

口緑部をもち、端部は丸い。脚部は外湾して広がり、脚端部は

若干上方にそり上がり、下方に折り曲げられている。坏部、脚

部とも回転ナデ調整が施されている。色調は灰白色である。

18 高坏 玄室 推 定口径16．0

器高　　 11．4

推定脚端 部径

11．0

坏部はほぼ平坦な底部からゆるやかに内湾しながら、たち上が

る口縁部を もち、端 部は丸い。脚 部は外湾しながら広 がり、脚

端部は若干上方にそり上がり、下方に折り曲げられている。端

面には凹 みが みられる。坏底 部は不定方向のナ デが 施されてい

る。微砂粒 を含有する。

19 平瓶 羨道 口径　　  5．5

器高　　 10．5

胴部最 大径

11．7

口頸部基 部から外反してた ちあ がる口縁部 をもち、端部は丸い。

肩部に はやや ふくらみが みら れる。底部はほぼ平 らである。 口

頸部 から体部にかけて 回転 ナデ調整が施 されている。色調は 全

体的 に緑 色の自然釉が 付着している。

胴部の一部に

かさね焼 きの

他の遺物の か

けらがつい て

いる。

20 平瓶 墳丘盛土 残 存器高 8．0

胴部最 大径

13 ．0

口縁 部は口頸基部か ら外反 してたち上が り、肩部にはやや ふく

らみがみられる。口頸部から体部上半部にかけて、回転ナデ凋

整。 体部下 半分はヘ ラ削りによる 調整が 施されている。 色調は

明るい灰色である。

21 平瓶 羨道 口径　　  6．0

器高　　 10．5

体部最大径11．4

口径基部より外反する口縁で、端部は丸い。肩部は少しふくら

みがみられる。底部はヘラ削りが施されている。色調は、暗灰

色である。一部、 灰緑色の自然 釉がかったところが みられる。

22 長頸壺 墳丘盛 上 口径　　 11．5

器高　　 20．4

胴 部最 大径

16．8

口頸基部よりたち上がり、口縁部にいたっては大きく外反して

いる。端 部は 丸く口頸部ほぼ 中央 に浅 い2 条の沈線 がみられる

肩部はなだらかに下り、体部に至る。底部はほぼ平らで「ハ」

の字状の 高台を付す。高台は内側 で接する。

23  子持ち壺 茨道 色調は、自然釉により全体に光沢をもつ灰色となり、口縁部内

面および上胴部、小壺の内面底において、緑色自然釉が付着し

てい る。 器形 は．ゆるやか な孤を描 く底部 から、 内湾しながら

立 ち上 がり、 肩部 より頸 部にかけて内傾 し、 朝顔状に外反す る

口縁 部にいたる。 口縁端 部はわずかに くぼ んでおり、口縁内 面

に も幅広の凹線状の くぼ みを有してい る。 底部には外面を一度

水平にしたのち外傾 する高台を有してい る。 肩部には わずか に

内湾 しながら外上方 にの びる受 部を有 しており、受部端 には1

条の凹線状のくぼみを有している。受部上には6個の小壺が粘

土紐によって貼り付けられている。小壺は、球形にちかい胴部

に外傾する口縁部を付したもので短頸壺様となっているが、粘

土紐を下胴部に貼りつけているため、胴張部から底部にかけて

の径 が同 一のよう にみえる。
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14　 大下田南14号墳

（1） 墳丘及び外部構造

14号墳は、11号墳、13号墳の間に位置し、墳丘は、削平及び流失等により識別できない状

態であった。層序は、上部より黒褐色の耕作土層、次にうすく黄褐色細砂質土層があり、そ

の下が、和泉砂岩の風化した淡黄褐色の基盤面であった。石室上部は破壊されており、石材

の一部は、西側の畑の土止め用として使われており、石室内にも、天井石に用いられたと思

われる川原石がみられた。周溝は、前方を除く三方に「コ」字状にめぐらされていた。周

溝の規模は、奥壁側で長さ6.8m、基盤面上で幅は11O～120cm、深さ40～50cmであった。両

側周溝の一辺の長さは、約6.0mで、開口部にかけて浅くなっていた。

第70図　14号墳石室上部平面及びセクション図
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（2）石室構造

石室は、斜面を利用し、斜面下方を開口部とし、基盤面を奥壁側で170cm掘り込んで構築

された両袖式の横穴式石室である。主軸方向は、N-67°-Wであった。石室の規模は、全

長400㎝、玄室長200cm、玄室幅は、奥壁部で180㎝、中央部で170cm、玄門部で160㎝で玄室

は奧広いやや台形状になっていた。玄室の奥壁は一段目が縱積みで、比較的大きな石を使用

され、二段目、三段目は横積みで、乱雑に積まれていた。両側壁は、一段目は、比較的大き

さのそろった石を縱積みにして、二段目以上は横積みして、内傾していた。後込めの土は、

黄褐色土と黄褐色細砂質土の混じりあった、しまりのある土であった。床面には、敷石は認

められず、床面はほぼ水平で、中央部でのレベルは、124.40cmであった。

第71図　14号墳平面図
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第72図　14号墳石室展開図
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aLH=124.40m

第73図　14号墳石室断面図
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（3） 遺物の出土状況

14号墳からは、玄室内より、須恵器の坏が

1点出土した。羨道中央部の床面から15㎝ほ

ど遊離した状態で、内黒土師器が出土した。

また、玄室奥壁左角から耳環が1個出土した

が、墳丘及び周溝よりの出土遺物はみられな

かった。

1　羨道

2　 玄室

第74図　14号墳出土遺物実測図

表-10　14号墳出土遺物観察表

番号 器　 種 出土 場所 人きさ（㎝） 特　　　　　　　　　　　 徴 備　　　 考

1 台付皿 羨道 口径　　 14．0

器 高　　  3．2

高台径　  7．0

高台 高　 1．5

平らは底部から少し内湾ぎみにたち上がる口縁で、端部は丸い。

底部に「ハ」字形の高台を付している。口緑部は、内面は横ナ

デが なされ、底部 にかけ てはヘラ削 りが施され てい る。内面 は

ヘラ磨 きがなされ てい る。 色調は、内面 は黒色で 外面 は淡褐色

であ る。

2 坏 口径　　 10．5

器高　　  4．4

ほぼ平らな底部から内湾してたち上がる口縁で、端部は丸い。

口縁部 は回転ナデ調 整、 底部はヘラ削 り調整が施 されてい る。

色調は淡灰 色であるが、一 部赤銅色の 自然釉が付着 してい る。

全体に 歪んで

い る。

15　 大下田南15号墳

(1）墳丘及び外部構造

10号墳の位置する丘陵の稜線を南東にくだり、標高96～97mの斜面上に位置する。墳丘は

少し盛り上がっていたが、傾斜が急で、削平等により封土は流失しており、天井石の一部が

露出していた。層序はほぼ2 層で、黒褐色の耕作土の下が、和泉砂岩の風化した、淡黄褐色

の基盤面で、石室上部付近に一部細砂質土がみられた。周溝は、斜面下方を除く三方に「コ」

字状にめぐらされ、開口部にかけて広がっていた。周溝の規模は、奥壁側での長さ7.7m、

基盤面上での幅は中央部で80～100cm、深さ40～50㎝であった。両側は、開口部にかけて2

～3mで、除々に浅くなっていた。

（2） 石室構造
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第75図　15号墳石室上部平面及びセクション図
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石室は、斜面を利用し、斜面下方を開口部とし、基盤面を奥壁側で145cm掘り込んで構築

された両袖式の横穴式石室である。主軸方向はN-34°-Wであった。石室の規模は、全長

400cm、玄室長200㎝、玄室幅は、奥壁部で175㎝、中央部で200㎝、玄門部で190㎝で左側壁

前方部がゆがんだ形となっていた。玄室の奥壁は、一段目が縱積みで二段目以上は乱雑に積

みあげられていた。側壁の一段目は、大きな石は、縱積みにされ、二段目以上は、横積みに

されていた。石室上部については、本古墳だけが、天井部まで一部残っており、奥壁、側壁

ともかなり内傾し、持ち送りされており、天井部を狭めて構築されていた。残存していた天

井石は、100×60×40cmの川原石であった。後込めの土は、黄褐色土と黄褐色細砂質土の混

じりあった、固くしめっけられた土であった。床面はほぼ水平で、玄室中央部でのレベルは

95.35mであった。床面より天井部までの高さは、天井石の残存している部分においては、 

130cmであった。羨道の玄門右側の床面にうすく炭を含む、茶褐色の部分が一部みられる。

第76図　15号墳平面図
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LH=95.40m

79-1

79-2

第77図　15号墳石室展開図
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天井石

aLH=96.15m

第78図　15号墳石室断面図
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（3）遺物の出土状況

15号墳よりは、周溝及び墳丘中

よりの出土遺物はみられず、石室

内よりは、玄室中央部床面より、

須恵器蓋が2点並んで出土し、その

他は、鉄片が5点出土したが、細片

のため実測には至らなかった。

1　 玄室

2 玄室

第79図　15号墳出土遺物実測図

表-11　15号墳出土遺物観察表

番号 器 種 出土場所 人きさ（㎝） 備　　　 考

I 蓋 玄室 囗径　　 13．5

器高　　  4．2

つ まみ

特　　　　　　　　　　 徴

ほぼ平らな天井部よりゆるやかに下る口縁部で、端部は丸い。

短い内 傾するかえりを持 ち、端部はやや 鋭い。 天井 部に は宝珠

状のつ まみがみられる。 口縁部は回転ナ デ調整が、天井部 はヘ

ラ削 り調整 が施されてい る。 色調は灰色 であ る。

字形

2 蓋 玄 室 口径　　 13．5

器高　　  4．0

つ まみ高  1．2

つ まみ径 3．0

ほぼ平らな天井部よりゆるやかに下る口縁部で、端部は丸い。

短い内傾す るかえりを もち、 天井 部に擬宝珠状のつ まみがみら

れる。口縁 部は回転ナデ調整が、 天井 部はヘラ削 り調整が施 さ

れている。色調 は明るい灰色であ る。

完形
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第Ⅲ章　   出土遺物

各古墳出土の須恵器についての詳細は、出土遺物観察表に表示したので参照してほしい。

本古墳群では、それぞれの古墳から出土した須恵器が少数のため、器種ごとにまとめて、以

下、述べていく。須恵器編年に多くもちいられる坏も各種出土しており、それらについて分

類を行うと、坏蓋は大別して5類に、坏身は3類に分類できる。坏蓋のⅠ類は、天井部から

外方に内湾して下る口縁部を有するもので、天井部と口縁部に一条の沈線を有しているもの

で、1号墳（図11-4）、13号墳（図67-8）があげられる。Ⅱ類は天井部から口縁部にか

もかえりが下方へのびる

ものa類、1号墳（図11

-1）、かえりが口縁端

部とほぼ水平になるもの

b類、1号墳（図11-2）

があげられる。Ⅲ類は宝

珠状のつ まみを有し、か

えりをもつもので、かえり

が口縁端 部より下方にの

びるものa類、4号墳（図

24-1)かえりが

口縁端部とほぼ水平にな

るb類、4号墳（図24-

2 ）、3号墳（図19-1

～4）があげられる。Ⅳ

類は、蓋のつまみが偏平

化するもので、内面のか

えりが、口縁端部より上

方にあり、短い もので15号

墳（図79-1～2）が

あげられる。V類は、蓋

のつ まみが偏平化し、内

面にかえりをもたないも

ので、4号墳（図24-3）、

けて有段で、口縁部より

I 類

Ⅱ-a類

Ⅱ-b類

　Ⅲ-a類

第80図　坏蓋分類図-1
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11号墳（図58-2）、13

号墳（図67-9～11）が

あげられる。坏身のI類

は小型のもので底部はほ

ぼ平らで、口縁部がほぼ

直立しており、口縁部と

底部の境に一条の沈線を

施すもの1号墳（図11-

5）、4号墳（図24-4　）、 

13号墳（図67-1～2）

と、施さないもの10号墳

V 類 （図53－2）、11号墳（図

58－5～6）、13号墳（図

67－3）、14号墳（図74－

2）がある。Ⅱ類は低い

高台を有し、口縁部は外

上方にほぼ直立しているもので1号墳（図11-

8）があげられる。Ⅲ類は、Ⅱ類に比して口径

が大きくなるもので、13号墳（図67-4～6）

があげられる。その他の遺物では、高坏、長頸壺、

短頸壺、平瓶、子持ち壺、台付椀が出土し

ている。

高坏は、短脚で坏部が小型化し、坏I類に脚

を付した様相をしめすものがある。　1号墳（図

11-10）、6号墳（図34-1）、13号墳（図67-

12）出土のものがあげられる。 また、坏部の底

部がほぼ平らで内湾気味に外上方に立ちあがる口縁

部を有し、口縁部を広くするもので、長脚

のもの、4号墳（図24-9）、11号墳（図58-

3 ）、13号墳（図68-17）出土のものがあげら

れ、短脚になるもの、5号墳（図29-1）が認

められる。また脚部しか残存しないが長脚の1

段透かしの4号墳（図24-7）出土の ものも認

められる。　しかしいずれも共通するものとして、

  Ⅲ-b類

Ⅳ類

第81図　坏蓋分類図-2

 Ⅲ-b類

  Ⅳ類

V 類

第82図　坏身分類図
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脚端部の整形が同じ手法で行われている。

平瓶は合計4点出土しており、小型で肩部がほぼ平らになってくるものに5号墳（図29-

2）出土のものがあり、5号墳出土のものより若干大きくなり肩部に比較的ふくらみをもち、

鋭く内湾して底部にいたるもの、13号墳（図68-19～21）出土のものが認められる。

長頸壺は6点出土しており、高台を付するものと付さないものに大別できる。高台を付する

ものの中でも肩が張るものとして8号墳（図43-1）出土の小型のものと、13号墳（図69

-1）出土の比較的大型のものが認められる。6号墳（図34-2）、13号墳（図69-2）か

らは比較的大型で高台をもつ子持ち壺が検出されている。その他は甕と台付椀が1号墳（図

11-7、9）から出土しており、小壺が4号墳から2点、1号墳から1点出土している。そ

の他黒色土器が1点、14号墳から出土し内黒で箆ミガキされている。

次に各古墳より出土した鉄器類で実測できたものは、第83図に示した。1は1号墳の石室

内出土で釘隠状の飾り金具で円板の大きさは長径4.9cm、短径4.2cm、厚さ0.58cmで卵形とな 

っており、長さ3.65㎝、幅0.83～0.73cmの釘がほぼ中央に付いている。2～5は13号墳出土

13号墳 13号墳

1号墳

13号墳 13号墳

14号墳

13号墳

第83図　鉄器類実測図
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である。2は刃子で残長12cm、残刃長5.9cm、刃幅1.77cm、刃厚0.59cmで、柄部との境には

輪状の留金具が残り、柄部には木片が残っている。3～5は打ち釘である。3は残長4.89㎝、

幅0.42～0.36cmで先端を欠損している。4は残長5.54cm、幅0.45cmで、頭部と先端を欠損して

いるが、先端から3.4cmまではタテ方向、頭部にはヨコ方向の木目の木片が付着している。

5は残長4.65cm、幅0.54cmで先端部を欠損している。6・7は14号墳出土の打ち釘である。

6は残長4.3cm、幅0.56～0.5cmで頭部は0.8cm内外で平らになっており、頭部下にはヨコ方

向の刻みを有している。7は長さ6.23㎝、幅0.5～0.42cmでゆるやかに湾曲している。

図示したもの以外にも5・15号墳から釘片が出土している。

石器については、すべて表採のものである。1は、片脚欠損の石鏃である。全体的に綿密

な二次加工で、とくに刃部は入念にブランテ

イングが施されている。凹基鏃に分類され

る。2は、全体的に粗雑なつくりの石鏃で、

先端部が欠損している。背面に自然面を残

し、若干研磨が行われている。平基鏃に分

類される。3は、2と同様粗雑なつくりの

石鏃で、片脚を欠損している。背面に自然面

を残す。平基鏃に分類される。

1

2

3

第84図　石器類実測図
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第Ⅳ章　   考　　　   察

今回発掘調査を行った15基の古墳は、通谷池の北側の丘陵上に位置し、南方向に開口する

石室を有している。古墳構築は地形的な面から、石室前方を除く三方に溝を有しており、視

覚的には「コ」字状の周溝となっている。開墾の際、墳丘は削平されており、墳丘の正確な

規模は計測できないが、「コ」字状周溝の外周を計測すると、一辺が1Om内外のものと6m

内外のものとに大別できる。内部主体は基盤面を「L」字状に掘り込んで構築されており、

使用石材も山石の割石がほとんどである。石室の形態は横穴式石室で、玄門には柱状の石を

使用し、玄室の平面形も奥行の中央部がややひろくなった胴張り状となっている。　しかし、

典型的な胴張りではなく、視覚的には直線的で長方形である。上部構造では、東接する古鎌

山古墳においては天井石が確認できなかったが、本古墳群では3基の古墳で天井石が確認で

き、特に15号墳では奥壁側の天井石が構築時の状態をほぼとどめていた。このことは、本古

墳群の他の古墳についても天井石の存在をうかがわせるものである。なお、13、14号から、

鉄釘の出土したことから木棺による埋葬が考えられる。

本古墳群出土の須恵器について第Ⅲ章で型式分類を行った。この分類について陶邑の編年に

比定してみると、蓋Ⅰ類が陶邑のⅡ型式6段階、Ⅱ-a、Ⅲ-a類が陶邑のⅢ型式1段階、

Ⅱ-b、Ⅲ-b類が陶邑のⅢ型式2段階、Ⅳ類が陶邑のⅢ型式3段階、V類が陶邑のⅣ型式

1段階と考えられる。高坏・長頸壺などの他の器種においても、Ⅱ型式後半からⅣ型式初頭

に比定され、特にⅢ型式のものが中心をなしている。このことから、実年代を考えてみると、 

7世紀前半から後葉にかけての遺物である。

以上のことより、本古墳群の構築は7世紀前半から中葉にかけて行われ、その後、7世紀

後葉にかけて追葬が行われたものと考えられ、砥部川流域において発掘調査が行われた他

の古墳群は6世紀後半のものであり、それらの古墳群に後出する古墳群として今後の古墳

研究の上で重要なものと考えられる。
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