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例言

1．本報告書は伊予市上三谷に所在する上三谷古墳群の第2次調査の発掘調査報告書で

ある。

2．発掘調査は、愛媛県松山地方局の依頼をうけて、昭和61年5月から7月にかけて、

県営圃場整備事業（伊予東三谷工区）に伴う緊急調査として財団法人愛媛県埋蔵文化

財調査センターが実施した。なお、担当調査員は、下記の職員2名であった。

・派遣調査員谷若倫郎

・嘱託調査員須藤敦子

3 ．発掘調査の対象となった遺跡は、下記の古墳3基、墓地2箇所であった。

・上三谷1号墳（以下、従来の名称を踏襲し、「塩塚古墳」と言う。） 

・上三谷2号墳

・上三谷8号墳

・上三谷C号墓地

・上三谷D号墓地

4．報告書作成は、調査員谷若・須藤がこれを担当し、昭和62年11月から昭和63年3月

にかけて実施した。

5．塩塚古墳から出土した、鏡と圭頭大刀のX 線透視及び写真撮影については、愛媛県

工業技術指導センターの協力を得た。

6．塩塚古墳及び上三谷2号墳から出土した金属器類については、主要なものを保存処

理した。なお、保存処理については、財団法人元興寺文化財研究所に委託した。

7 ．報告書巻頭の原色航空写真については、株式会社パスコの協力を得た。

8．本報告書の執筆は、調査員谷若と須藤が分担し、編集は谷若が担当した。文責はそ

れぞれの文末に明記しておく。
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Ⅰ　は　じ　 め　 に

には、地元考古学者の長山源雄氏

によって、大正10年、調査報告さ

れた塩塚古墳があり、圃場整備事 図1　 上三谷古墳群の位置

調査に至る経緯（図1・3）

伊予市の上三谷周辺は、大谷川

によって形成された扇状地に営ま

れた農村地域である。近年、農業

機械の発展と農業の合理化政策

は、各地で大規模な圃場整備を進

行させつつある。

このような情勢の中で、伊予市

上三谷地区においても、昭和58年

度から圃場整備事業が着手される

こととなった。

ところが、圃場整備の予定地内

業の主体者である愛媛県松山地方局（以下、「地方局」と言う。）は、工事に先だって、開発

予定地内に遺存する埋蔵文化財の有無について、愛媛県教育委員会（以下、「県教委」と言う。）

に試掘確認調査を依頼した。

その結果、昭和49年段階で編集された遺跡地図では、塩塚古墳の存在が知られるのみであっ

たにもかかわらず、その周辺の水田や畦畔から、古墳・墓地・遺物包蔵地が数箇所で確認さ

れた。特に古墳は、既に墳丘を消失しているものが多く、地表からの観察では、到底、その

存在を予想できなかったものがほとんどであったが、塩塚古墳を含めて新たに発見された古

墳の基数と分布状況から判断すると、確実に一古墳群を形成していることが明らかとなり、

この古墳群を「上三谷古墳群」と命名した。

地方局は、工事に先駆け、これらの埋蔵文化財の処置について県教委と協議し、記録保存

を目的とした緊急発掘調査を行うこととした。開発予定地内に遺存する埋蔵文化財の発掘調

査については、財団法人愛媛県埋蔵文化調査センター（以下、「埋文センター」と言う。）に

委託し、これを受けた埋文センターは、昭和60年度から昭和61年度の2箇年に渡って、発掘

調査を実施する運びとなった。

なお、昭和60年度の調査で、遊塚古墳(上三谷3号墳)をはじめ上三谷4 ～7 号墳とA ・

B 墓地の調査を終え、報告書『上三谷古墳群』を刊行している。
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図2　 各調査区と周辺の小字
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調査の経過と概要（表1,写真1）

調査の対象は、古墳2基、墓地2

箇所であったが、調査を進めるにし

たがって、新たに古墳1基を検出し

た。このあらたに検出された古墳に

ついては、上三谷8号墳と命名・呼

称することとした。なお、上三谷8

号墳については、周溝の一部を調査

したにすぎず、石室等の内部主体を

はじめ周溝全体の調査については、

今後に期するところ大である。

発掘調査は、昭和61年5月から同

年7月までの期間で実施した。調 写真1　 塩塚古墳の調査風景

査の順序として、先ず、塩塚古墳（上三谷1号墳）から着手し、次に上三谷2号墳と8号

墳、その次にC墓地、D墓地の順で発掘した。

なお、報告書は、昭和62年11月から昭和63年3月の期間で実施した。

謝意

今回の調査で、終始お世話をいただいた、愛媛県松山地方局をはじめ、関係諸機関や地元

の方々に多大な協力を得ました。ここに深甚の謝意を表します。

最後に、塩塚古墳をはじめ、今回調査された遺跡は、現在、圃場整備が完了し、すでに消

滅していますが、これらの調査記録である本書が、愛媛県の古代史を解明する資料として、

広くご活用いただければ幸いと存ずる次第であります。

　 調査年月 昭和60年 昭和61年 昭 和62年 昭和63年

遺跡名 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

塩塚古墳（上三谷1号墳）

上三谷2号墳（塩塚遺跡）

遊塚古墳（上三谷3号墳）

上三谷4号墳（遊塚 遺跡）

上三谷5号墳（石 橋遺跡）

上三谷6号墳（石 橋遺跡）

上三谷7号墳（石 橋遺 跡）

上三 谷8号墳（塩塚遺跡）

上三谷A墓地（近世 墓）

上 三谷B墓地（近世 墓）

上 三谷C墓地（中・近世 墓)

上三谷D墓地（近世墓）

上三谷C墓地（中・近世墓）

表1　 上三谷古墳群の調査経過
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図3　 上三谷古墳群の地理的環境
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Ⅱ　上三谷古墳群の環境

1 ． 地理 的環境 （図1～3)

位 置（図1 ）

今回調査した塩塚古墳をはじめとする上三谷古墳群の絶対位置は、東経132°44'18″、北緯33°

45'35″付近で、標高約34～36m前後である。

地形・地質（図3）

伊予市は西方に伊予灘をのぞみ、市域の西部は県下最大の松山平野の南端にあたり、沖積

地性低地を形成している。また、伊予市の北東から南西にかけては、約3千万年前の断層活

動によって形成された中央構造線が走り、行道山（標高403.1m)から谷上山（標高455.5m ）

にかけての山塊は直線的様相を呈し、小手谷・ハラノ谷では、その露頭を見ることができる。

今回、発掘調査を実施した上三谷古墳群は、大谷川によって排出された和泉砂岩の削剝岩

層が相当量堆積した扇状地上に散在しており、海岸までの直線距離は約3.2 ㎞である。上三谷

古墳群中の石室構築で主として用いられている和泉砂岩は、周辺で容易に採取できるが、緑

泥片岩については、大谷川をかなり遡ったところでなければ採取できない。

小字名 （図2 ）

上三谷は、北は松山藩領の現伊予郡松前町、東は上野、西南から西にかけて上吾川・下三

谷に隣接している。上三谷の中の小字名を一瞥すると、「坪の内」・「七反地」・「七反畑」など、

条里制の施行を連想させるものが少なくない。 このことは、下三谷周辺で顕著な条里制が、

一部、上三谷まで及んでいたことを示すものである。また、「大（御）替地」など、幕藩体制

下において、松山藩や大洲藩の間で領地を交換するといった分離統合 も実施されている。調

査区の周辺を見ると、古墳の存在が容易に予想できる「塩塚」・「遊塚」などの小字名のほか、

「坊ノ西」・「大門」といった寺院に関連するものもある。

伊予市・伊豫郡・夷與村

『和名抄』を見ると、松山平野には、和気・温泉・久米・浮穴・伊豫の5群があったとさ

れている。 その中の伊豫郡は、現伊予市と現伊予郡にほぼ相当する範囲が考えられている。

『釈日本紀』（13世紀）に引用されている「伊予国風土記逸文」の中で、聖徳太子が建立した

と伝えられる道後温泉碑文のまえがきとして、『（前略）我法王大王恵総法師及葛城臣逍遥夷

與村…（後略）』とある。 この夷與は、伊予（豫）と同じであると考えられる。旧伊豫郡の郡

界の復元や逸文の解釈など、更に検討すべき問題は多い。しかし、伊予の地名が、後に国名
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に冠せられることだけを考えても、伊予市とその周辺が、古代の愛媛において、いち早く開

けた地域であったことは想像に難くない。

2 ．歴史的環境 （図4）

旧石器時代

松山平野周辺では，洪積台地や分離独立丘陵上から、旧石器時代の発見が相次ぎ、現在ではすでに

13箇所の資料採取地点が数えられている。本遺跡の周辺では、南西方向に所在する岩

崎池から、昭和59年に、サヌカイト製のナイフ形石器1点と流紋岩製のスクレイパー1点及

び剝片若干量が表採されている。これ以外に、伊予市周辺での発見例は無く、今後、新資料

の発見が待たれる。

縄 文 時 代

砥部川・御坂川流域の河岸段丘上からは、縄文時代の早期から晩期に至る数多くの遺跡が

発見報告されているにもかかわらず、伊予市域においては、近年まで、縄文遺跡の存在は報

告されていなかった。しかし、前回の調査で上三谷石橋遺跡から、縄文後期全般を通しての

土器や石錘・サイドスクレイパー・黒曜石・チャートの剝片や石核が出土し、伊予市域では

初めて縄文遺跡の存在が明らかとなっている。このことから、今後は同遺跡周辺の扇状地に

おいても、遺跡が続出するものと予想される。

弥 生 時 代

伊予市周辺の弥生遺跡は、工事中や農耕中に偶然発見されたものがほとんどである。遺跡

の分布を見ると、市域の北東部にあたる八倉から宮下・上野・上三谷付近 の山麓や台地上に

集中する傾向にある。市域の西南部の丘陵及び北部の低地からの発見例は現在 までのところ

少なく、今後の調査に期するところが大きい。

さて、こうした遺跡の中で現在までのところ、確実に前期に比定し得る土器を出土する遺

跡はないのであるが、前期特有の遺物である有柄式磨製石剣の発見例が目立っている。伊予

市宮下・雨が森遺跡、寺山（富田山）遺跡、伊予郡松前町・出作宝剣田遺跡、伊予郡砥部町・

田ノ浦遺跡などに好資料を得ている。瀬戸内沿岸で、これほど有柄式磨製石剣がまとまって

出土している地域はほかになく、当該地域が、大陸・半島から将来された新しい弥生文化を

北部九州から畿内に伝播する上で重要な役割を果たしたことを示唆する現象として注目して

おきたい。

弥生時代の中期は、既述の有柄式磨製石剣を出土した遺跡がひき続き営まれ、その盛期を

迎える時期である。多量の弥生土器片に混じって、石斧、石包丁、紡錘車、石（土）錘、石
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図4　 上三谷古墳群の歴史的環境
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鏃といった多種多様な遺物の出土が知られている。一方、新たに営まれ始めた遺跡も少なく

ない。その中には、いわゆる高地性集落と呼ばれるものがある。行道山遺跡は、行道山の山

頂付近に立地している。愛媛県内でも、最高位に立地する高地性集落で、その出現は中期中

葉に比定されている。中期後葉になると、遺跡数は急増し 田ノ浦遺跡、八倉山遺跡などが

出現する。これらの高地性集落はいずれも松山平野を眼下にするとともに、伊予灘を一望の

もとに臨むことのできる好所に立地している。

弥生時代の後期になると行道山北麓の上野・兎渡護遺跡や長尾遺跡、宮下・今岡遺跡、上

三谷・原遺跡、上三谷・西原遺跡、伊予郡松前町・出作遺跡など、遺跡は立地の高低を問わ

ず増加する。上野向山・東原遺跡（標高80m）からは、広形銅鉾1口が出土している。この

ことから弥生時代後期の、当地周辺には、かなりの規模の集落がいくつも存在していたと考

えられる。

古 墳 時 代

愛媛県下で最も古い古墳のひとつと考えられているのは、上三谷・嶺昌寺古墳である。厳

密には、三角縁神獣鏡2面を出土した地点と言うべきところであるが、鏡の同范関係等から

判断して、畿内地域と密接な関係下にあった4世紀前葉の当地域の首長墓を考えて大過ある

まい。嶺昌寺古墳に次ぐ首長墓としては、宮下・吹上ノ森1・2号墳かある。1号墳は葺石・

埴輪の外表施設を伴う全長約40mの前方後円墳と考えられており、内部主体は粘土槨であっ

たと推定されている。主体部から出土した遺物としては、鏡1面・筒形銅器2個・碧玉製紡

錘車3個が現存している。遺構・遺物から判断して、4世紀後葉の造営時期が考えられてい

る。このように見てくると、さきの嶺昌寺古墳にしろ、吹上ノ森1号墳にしろ、当地域にお

ける前期の首長墓には、畿内的な要素が少なくない。

中期の古墳として、下行道山・桜山古墳がある。未調査のため詳細は不明であるが、直径

40m前後を測る円墳と考えており、墳丘には、多種多様な埴輪が囲撓されている。こ

のほか行道山の北麓では、箱式石棺を内部主体とする古墳も多数存在していた。しかし、下

三谷・尊霊社古墳のように、開墾などで破壊されてしまったものも多い。その中で、発掘調

査を実施し、現在、保存・整備されている、宮下・猪の窪古墳は、直径約18mを測る円墳の

中央に、組み合わせ式の箱式石棺(緑泥片岩製)が配置されていた。石棺内には、若年男性

と熟年男性の人骨が、伸展位で順次追葬された状態で検出された。副葬品として、石棺内と

その周辺から、武器・農工具などの豊富な鉄製品をはじめ、玉類や土器類が出土している。

出土遺物から、5世紀前葉の鍛冶集団に関連した人の墓であろうと解釈されている。

古墳以外の遺跡として、伊予郡松前町・出作遺跡がある。発掘調査の結果、自然流路 とそ

の周辺からおびただしい数量の土師器・須恵器・小型模造土器や石製・鉄製の模造品がいく

つかの群 れを成して検出された。これは、5世紀中葉から後葉にかけて営まれた、大規模な
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祭祀遺跡であり、水にかかかる農耕祭祀が想定される。

中期の後半以降、山塊から樹枝状に突出した丘陵や分離独立丘陵あるいは山麓の台地上に

多数の古墳が群を成して造営されるようになり、後期になるとその数は爆発的な増加をとげ

る。後期群集墳の代表例として、上三谷・猿が谷古墳群、下三谷・西原古墳群、上吾川・伊

予岡古墳群、宮下・雨が森・東原古墳群などかある。これらの古墳は、横穴式石室を内部主

体とする円墳が大多数であるとされているが、上三谷・客池古墳や昭和60年度に発掘調査を

実施した、上三谷・遊塚古墳（上三谷3号墳）のような前方後円墳も存在している。

このほか、古く発掘され、その存在が知られている古墳も多い。八倉・龍塚古墳、宮下音

地・風呂が谷古墳、上野・兎渡護古墳、上野・南坂古墳など枚挙に暇がない。

伊予市域の古墳分布を瞥見すると、弥生時代のそれと同様、北東部地域に分布の中心があ

り、西南部地域の分布は希薄である。西南部地域で既に存在の知られている古墳として、本

郡・大塚古墳、尾崎・天神下古墳、大平・塚穴口古墳、森・森山古墳、三秋・大地古墳、こ

め湊・高塚古墳、殿様塚古墳、姫塚古墳、ノツゴ古墳、大角蔵古墳、桂屋敷古墳などがある。

歴 史 時 代

古代の遺跡として、市場かわらがはな窯跡かある。総数7基が確認され、その内、1号窯

からは、四重弧文軒平瓦（白鳳時代後半）や複弁六葉蓮華文軒丸瓦(平安時代前半)が出土

している。これらの瓦の供給先については、四重弧文軒平瓦が、松山市道後の湯之町廃寺出

土と類似していることが指摘されている程度で、詳細については不明である。将来、伊予市

の周辺で、当該窯の瓦を用いた寺院跡が発見される可能性も否定はできない。

このほか、大平・堂ヶ谷経塚からは、紀年銘（1150 年）や施主名・願文を双釣体で毛彫り

した青銅製の経筒と経巻が墨書礫石中に埋納された状態で発見されている。本例は開墾中の

偶発的な出土ではあるが、経塚研究の一級資料である。

中世の遺物として、上三谷大替地の多喜寺廃寺に石造層塔の残欠があり、大平・曽根の石

造層塔 と同一年号（「建治三年丁丑七月十三日□□」1277年）が陰刻されている。多喜寺につ

いては、古文書から、高市氏の氏寺であると考えられており、中世の上三谷が、高市氏の蟠

踞した地域であったことが知られる。

近世の遺構・遺物については、今まで取り立てて注目されなかった、一字一石経塚が昭和

60年度の調査で発掘され、その構造や内容の詳細が明らかとなっている。

最後に、延喜式内社を一瞥してお きたい。伊予市とその周辺には、伊予市宮下・伊曽能神

社、伊予郡松前町神崎・伊予神社、同徳丸・高忍日売神社、松山市居相町・伊予豆比古命神

社の4社が狭い地域に集中している。このことは、当地周辺が古代において、政治的・経済

的に卓抜した地域であったことを雄弁に物語っているといえよう。
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図5　 塩塚古墳の遺構配置
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Ⅲ　調査の概要と成果

1 ．塩塚古墳(上三谷1号墳)

①　遺構の検出（図5 ～13、写真2 ）

位 置

伊予 市 上 三 谷 甲3008・3009-1・

3010-1・3010-3番地（小字名は「塩

塚）に所在し、標高約36mに占地して

いる。

発掘調査以前には、水田として利用

されていたところであるが、水田中は

長径7m、短径4m、高さ3mを測る

楕円形を呈するコブ状に盛り上がって

いた。 この盛り上がりでは各所に石室

構築部材が露頭しており、かなり遺存

の良好な横穴式石室墳の存在が一目瞭

然であった。確認調査の段階で、数点

の須恵器（大甕の破片）や須恵質の円

筒埴輪片のほか、近世陶・磁器が若干表採されている。

写真2　 塩塚古墳の調査前

調 査 歴

「塩塚」の名が考古学的な文献に登場するのは、大正10 年の『愛媛県史跡調査書』が初現

である。現地を踏査した長山源雄氏は、当時の状況を次のように報告している。

「円塚ノ周囲ハ開墾サレ削ラレテ石槨ノ一部ヲ見ルベシ、長四間、幅二間、高サ5尺、南

面、」また、「東方ノ石槨露出シ頂上ノ蓋石壱個卜羨道の蓋石トハ発掘シタル跡アルトモ石槨

内ヲ見ル能ハズ。」

この踏査記録による限り、長山源雄氏は、塩塚古墳を南に開口する横穴式石室の円墳と考

えていたことが窺われる。しかし、古墳の遺存状況について、現状と大正10年段階を比較し

ても、コブ状の盛り上がり自体が幾分縮小している程度で、大きな変化は認められない。よっ

て、当時、長山氏が墳形を判断する材料はなんらなかったはずであり、円墳との判断について

は、調査前から疑問視していた。なお、石室の遺存状況について長山氏は、直立する和泉砂

岩の巨石を奥壁と推察し、開口方向を南と予想したのは卓見であった。
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墳形と規模（図5）

墳丘は、農耕等によって削平され石室部分がコブ状に遺存しているのみで、全壊に近い状

況であり、地表観察で墳形を判断することはできなかった。しかし、周溝を検出するに至っ

て方墳であることが明らかとなった。

規模は、周溝北側の一部が調査区域外へと延びているため、全体を検出できなかったが、

調査区内における周溝各部の計測値は、周溝南辺の内側で13.8m、外側で21.7mであり、溝

幅は5.0m～5.5mと広い。周溝東辺は、若干、弧を描いて検出されており、若干、不安定な

検出状況であったが、調査区の北壁で周溝の断面を確認しており、周溝の外側で28.8m 以上

となる。よって、塩塚古墳は、主軸がほぼ真北を指す、長方形の墳丘であると考えられる。

外表施設（図6）

石室遺存部分の盛り上がりで、須恵質の円筒埴輪片2点と土師質の円筒埴輪片1点を採集

している。採集埴輪の存在から、当然、塩塚古墳は、埴輪を墳丘外表に巡らせた古墳である

と予想して発掘調査に着手した。しかし、周溝から埴輪は1点も検出されておらず、本来、

塩塚古墳に埴輪は伴っていなかったと考えられる。

なお、今回採集した埴輪については、塩塚古墳の周辺に、6世紀後半の埴輪を伴う古墳が

存在した可能性が強く、むしろそのことに注目しておきたい。

図6　 塩塚古墳表採の円筒埴輪片
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横穴式石室（図7～11）

墳丘ほぼ中央には、墳形の主軸からやや東に振った方向(N-4 °-E)で、南に開口する

横穴式石室が配置されている。石室は、天井石が石室内に落下し、羨道部の入口付近が消失

しているものと考えられるが、玄室を中心として、全体的には遺存良好である。

石室は、 両袖型玄門付の横穴式石室である。規模は玄室長4.50m、羨道現存長1.55m、奥

壁幅2.10m、玄門幅1.20m、羨道幅1.45mをそれぞれ測り、玄室の高さは、2.00m 前後であっ

たと考えられる。奥壁から玄室長の約3分の1奥壁寄りには、玄室の前後を2分する境石が

設けられ、 また、玄門部には、玄室より1段高い羨道を区分する框石が配置されている。な

お、玄室の床全面には、敷石が施されている。

石室の築造手順については、 まず、巨大な1枚石（高さ2.33m、幅1.91m、厚さ0.52m）

、
を立てて奥壁（鏡石）としたのち 西側壁、さらには東側壁を順次築いている。東西両側壁

の構築では、大型石材のより偏平な面を、縦ないし横に据え置いて基底石（腰石）としてお

り、西側壁では4個、東側壁では3個 の大型石材が採用されている。なお、奥壁に寄るほど

大きな石を用い、より平滑な壁面の確保に努めている。 東側壁の玄門寄りでは、小型石材で

西側壁との長さが調整されている。基底石より上位は、中・小型の石材が、横口もし くは小

口積みにされている。各側壁の持ち送りは、西側の側壁が顕著であるが、東側壁は直立気味

となっている。敷石は、手の平大の偏平な礫が全面に敷設されているが、境石のより奥側では、

図7　 塩塚古墳の石室構造模式
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図8　 塩塚古墳の横穴式石室1
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図9　 塩塚古墳の横穴式石室2

細かい玉砂利状の礫を偏平礫の上にばら撒いた状態で検出されている。境石と敷石の関係に

ついては、境石を設置したのち敷石されており、境石が当初から計 画的に配置されていたこ

とが知られる。

玄室の天井石は、長さ1.3～1.6m、幅1.0 ～1.3m、厚さ0.3 ～0.6mの板石4枚で覆われて

いるが、すべての天井石が、西側壁からずり落ちた状態で検出されている。こうした落下の

状況は、天井石が東側壁越しに懸架されたことを示唆している。

玄室を構築したあと、両側壁よりやや内側に迫り出して、方柱状の石材を立てた玄門が設

けられ、その玄門に羨道の両側壁が構築・付加されている。遺存の良好な西側壁の石積みを

見ると、大型石の横口を基底石とし、順次、中・小型石材を横口ないし小口積みで構築して

いる。羨道の床面は平坦であるが、敷石の有無については、東側壁直下の石が明らかに落下

部材と区別されることなどから、敷石は施されていたものと考えられる。玄門及び羨道の天

井については、玄門立柱の直上に、長さ1.7m、幅0.9m、厚さ0.6mの梁石が懸架され、玄室

の天井石は、その上に架けられていたものと考えておきたい。羨道には、玄室の天井石より

一回り小振りな、長さ1.0m、幅0.8m、厚さ0.3mの板石が架けられている。

なお、築造当初の羨道長については、玄門から周溝南辺の内側までが約8mあり、前庭部

のスペースを幾分考慮しても、羨道自体は玄室長と同じか、それ以上の長さであったと考え

られる。このように考えると、長い羨道には、あるいは、前室が設けられ、上三谷2号墳同

様、複室構造の横穴式石室であった可能性が高い。
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構築された各壁体は、裏側から版築工法によって補強されている。奥壁背後の版築状況に

ついて見ると、暗灰色土層（層厚3～10cm）と黄褐色土層（層厚5～40cm）が、互層をなし

て検出されている。両層とも入念に突き固められ、かなり壁固である。

図10　塩塚古墳奥壁背後の版築

石室構築石材は、奥壁をはじめ各

壁及び玄門に和泉砂岩が主に用いら

れているが、天井石・境石・框石で

は緑泥片岩が使用されている。

石材の多くは、角・亜角礫が多用

され、円・亜円礫は、敷石に採用さ

れている程度である。

なお、各用材には、平坦な面を造

作すべく施された加工の痕跡を留め

るものもある。好例は、巨大な奥壁

の背面であり、幅4cmが単位の斧状

工具によるハツリが、30cm四方に230

回以上加えられている。

図11　塩塚古墳奥壁背後の加工痕
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遺物の出土状況（図12・13 ）

遺物は、数次の追葬が実施され、「カタヅケ」や「カキダシ」が行われたためか、 量的には

少なかった。以下、玄室・羨道・周溝の順に遺物の出土状況を詳述したい。

○玄　 室

まず、玄室内の遺物についてであるが、境石から奥壁側を見ると、耳環は、西側壁に近い

部分の敷石直上から3個（25・27 ・28）が出土し、東側壁寄りでも1個(26)が出土してい

る。25 ・26・27 は、ほぼ同巧同大であるが，対と考えるのであれば，25 と26の組合せが妥当

である。なお、28 については、環身自体が細く、後述する大刀の装具である可能性が強い。

境石奥側の中央付近からは、仿製の四神四獣鏡(直径10cm )が鏡面を上に向けて出土しい

る。鏡に近接して、10 窓の透しがある鐔を持つ銀装大刀の把間から刀身にかけて（14）が、

刃を南側に向けて出土している。 この大刀の鐔の北側から瑪瑙製のナツメ玉1個が出土し、

また、切先に近い部分のすぐ南側では、尖根式鉄鏃が2本出土している。なお、須恵器の副

葬は確認されていない。

このように、境石より奥側には、身辺を玉で飾り、胸に鏡を抱き、右脇に大刀を携えた被

葬者が、西枕で仰臥・安置されていたことが予想される。ここで問題となるのは、この被葬

者が、第1被葬者であるか否かである。耳環は通常2個1対で使用されるものと考えられる

が、境石の奥側だけで4個が出土している。28 を刀装具と考えても3個 であり、もう1体の

先行する被葬者が存在する可能性もある。しかし、敷石の敷設状況を見ると、手の平大の偏

平礫の上に玉砂利状の礫が充塡されているが、上下の敷石間から遺物は出土しておらず、境

石と敷石の設置手順からも、石室築造当初からこのスペースの確保が計画されていたことは

明らかである。よって、境石の奥側で鏡や大刀を持つ被葬者については、一応、第1被葬者

であると想定することとし、耳環の数量の矛盾については、軽視しておきたい。

次に、境石より玄門側をみると、境石に近い付近と西玄門直下で、まとまった遺物が検出

されている。境石に近いところでは、東側壁寄りで圭頭の把頭（13）、中央付近では耳環をは

じめ、帯と考えられるチューブ状の銀製品（16～23 ）や坏蓋（3)、西側壁寄りで短頸壺（10）

が、それぞれ出土している。須恵器は、いずれも破片となって散在している。 また、圭頭把

頭については、玄室奥側で見た大刀と同一個体であると考えられる。よって、境石の玄門西

側周辺の遺物については、埋葬時の状況を留めているとは考えられず、ここに被葬者の存在

は認定しない。ちなみに、大刀の部品と考えられるものは、境石の玄門側の中央付近から鞘

尾金具（15 ）、東側壁寄りから足金具？（24 ）が出土している。

境石より玄門寄りの玄室中央付近で人骨が2箇所（人骨A ・B）検出されているが、性別・

年齢を鑑定できるほどまとまったものではなかった。人骨Aと人骨Bは近接しており、同一

被葬者のものと考えられなくもないが、両人骨範囲とも、それぞれ歯が出土しており、別の

被葬者を想定せざるを得ない。両人骨範囲の近くから出土した須恵器は、人骨Aのすぐ近 く
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●　須恵器

■　土師器

▲　鉄器

○　耳環

●　玉類

＊ 人骨

図12　塩塚古墳石室内遺物の出土状況
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図13　塩塚古墳周溝内遺物の出土状況
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からは坏身（5）、人骨Bに近い西側壁の直下からは坏蓋（1）や有蓋高坏の蓋（4）などが

それぞれ出土している。ここで、人骨Aと人骨Bの先後関係について考えると、既述の須恵

器が、それぞれの副葬品であると言う前提に立てば、人骨Bが人骨Aを若干先行することと

なる。

 西玄門直下から坏蓋(2)、高坏(10)、長頸壺(12)などの須恵器と尖根式鉄鏃2本が、

約5cm遊離した状態で出土している。須恵器の時期を見ると、長頸壺と坏蓋では明らかに時 

期差かあり、これらの遺物は、追葬時の「カタヅケ」によるものであると考えておきたい。

このほか石室内出土の、出土地点不詳の遺物として、敷石間の土砂を洗浄することによっ

て発見された、玉類（29～46）などかある。境石の奥側から4点（29・30・33・42）、境石の

玄門寄りから14点（31・32・34～41 ・43～46 ）が出土している。

以上が玄室から出土した遺物配置の概要であるが、床面から約10㎝ほど遊離した状態で坏 

身(9)が出土し、さらに、50㎝遊離した状態で、土師器の皿(70～90)が多数出土してい

る。これらの遺物は、直接本古墳の副葬品とは考えられず、古墳への埋葬が途絶えたあと、

他の目的で石室内に進入した者の痕跡であると考えられる。

○羨　道

羨道からは、須恵器3点、いずれも3～5cm遊離した状態で出土しているのみである。西

側壁直下から坏身(図14-6)、框石直前から坏身(図14 -7)と高坏(図14 -10)が出土し

ている。なお、高坏については、西側玄門直下の破片と復元・接合している。

○周　溝

周溝からは、多数の須恵器が出土している。いずれも周溝南辺の南西コーナーに近い部分

から検出されている。出土須恵器を器種別に見ると、蓋坏(47・48)、高坏(49・50)、長頸

壺(51・55・56・62)、広口壺(52・53・54・57・58)、壺(61・63・64)、𤭯(59)、平瓶(60)、

器台(65)、大甕(66～69 )である。ほとんどの須恵器は破片化し、溝底から若干(5 ～10cm )

遊離した状態で検出されている。周溝内出土須恵器については、玄室内出土の短頸壺(11)

が、周溝内出土の破片と復元・接合されており、数次に渡って実施された、追葬時の「カキ

ダシ」によるものであることが、容易に推察される。しかし、大甕（66～69 ）などについて

は、一般的には石室内から出土することは少なく、むしろ、墳丘祭祀に用いられるケースが

多い。よって、ここに見る須恵器は、墳丘祭祀遺物と石室内副葬遺物が混在しているものと

判断せざるを得ない。

［谷若］
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② 　遺物の観察（図14～23）

石室内出土の遺物（図14 ～17、写真3）

○須恵器（図14）

玄室から9点、羨道から3点出土している。器種別にみると、坏蓋3点、蓋1点、坏身5

点、高坏1点、短頸壺1点、長頸壺1点 である。出土状況は、玄室では境石以南から出土し、

境石付近 と西側玄門付近に集中していた。その他は玄室中央に散在している。

・坏蓋（図14 -1～3）

1 ～3は口径12.0～12.3cm 、器高3.4～4.3cm を測り、いずれも埦を伏せたような形状であ

る。1は丸みを帯びたやや平坦な天井部から僅かに内湾した後、鈍く屈曲した口縁部に至っ

ている。口縁端部は丸い。2は平坦な天井部から直線的に開いて口縁部は外方に若干肥厚し

ている。口縁端部はやや尖り気味に丸い。3は丸みを帯びた天井部から内湾した後僅かに屈

曲して口縁部に至り、端部は3点中最も尖っている。調整は、回転ヘラ削りの後、回転ナデ

調整が施されており、天井部に回転ヘラ削りが残っている。回転ヘラ削りの範囲は1が最も

大きく器高の約1/3で、2が最も小さく約1/4くらいである。また、2には天井部に回

転ヘラ切り痕がみられる。

それぞれの時期については、全てⅡ型式5・6段階に納まると思われる。

・坏身（図14-5～9）

5 ～8のたちあがりを持つものと、9のやや突出した底部を持つものとに分けられる。　5

～7は口径9.7～10.6cm、器高3.0～4.Ocm を測り、8は口径12.6㎝とやや大きい。5・6はや

や鈍い受部から内傾する僅かなたちあがりを持ち、受部から屈曲して内湾しながら丸みを帯

びた底部に至るが、5の方が直線的に底部へと続いている。たちあがりは5の方が尖り気味

で受部も薄く丸くなっている。7は2点 にくらべ偏平で、たちあがりは最も尖り、受部は外

方に丸く肥厚している。受部からはやや鈍く屈曲して平坦な底部に至っている。8は内傾す

るやや薄いたちあがりと外方に鋭く肥厚した受 部から屈曲して底部に至ると考えられ、外の

3点に比べて口径が大 きいので有蓋高坏の坏部とも考えられるが、 一応ここでは坏身と判別

した。9はやや突出した平底の坏身である。調整は、5～7については、回転ヘラ削り後回

転ナデ調整が施され、回転ヘラ削りの残る範囲は、7が最も大きく約1/2を占め、5は約

1/3 、6は底部まで回転ナデ調整が施されている。8は6と同様と考えられる。5～7に

は底部に回転ヘラ切り痕が残っている。9は回転ナデ調整で、底部に静止糸切り痕がみられる。

それぞれの時期については、5・6・8はⅡ型式5・6段階、7はⅡ型式6段階、9は最

も新しくⅤ型式のものと考えられる。

・蓋（図14-4）

4は口径12.6㎝、器高3.9cm を測る有蓋高坏の蓋と考えられる。平坦な天井部から鈍く屈
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図14　 塩塚古墳石室内出土の遺物1 （須恵器）
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曲して「ハ」字状に開き、天井部と口縁部との境にやや鋭い稜が1条巡っている。口縁端部

はやや尖り気味になっている。天井部の中央には中心がやや窪んだ偏平なつまみが付されて

いる。調整については、つまみ貼付以前に天井部に施された回転ヘラ削りの残る範囲は狭く、

その他は回転ナデ調整である。

時期は、Ⅱ型式5・6段階に相当すると思われる。

・高坏（図14-10）

10は短脚の無蓋高坏である。口径11.9cm 、脚径8.9cm、器高8.2cm を測り、口径が器高を凌

いでいる。坏部は丸みを帯びた底部から内湾しながら開いて、口縁部はやや尖り気味に丸い。

坏部上位約1/3には鈍い稜が巡っている。全体的に口縁部が歪んでいる。脚部はやや太い

基部から外反して「ハ」字状に開き、脚裾部は反り上がってやや鋭い段を形成している。脚

端部は外方へと広がり始める部分で接地している。調整は全体的に回転ナデ調整であるが、

坏底部には回転ヘラ削りが約1/3残っている。

時期については、脚裾部の形態からⅡ型式5・6段階に相当すると考えられる。

・短頸壺（図14 -11）

11は口径6.8cm 、器高8.8cm を測る小型品である。短く直立する口頸部から、わずかに内湾

しながら開いて体部中位約1/2で肩部を形成し、鈍く屈曲してやや直線的に平坦な底部に

至っている。口縁端部はやや尖り気味に丸い。また、底部には格子目状のヘラ記号が刻まれ

ている。口頸部の形態から有蓋の短頸壺と考えられるが、これに対応する蓋は、出土状況か

らも法量からも見あたらない。調整は、最終的に全面に回転ナデ調整が施されているが、肩

部以下には回転ヘラ削りの施された痕跡が窺える。

時期については、全体的に小型で丸みを帯びていることから、Ⅱ型式5・6段階に相当す

ると考えられる。

・長頸壺（図14-12）

12はやや細い頸部から外反してラッパ状に開く口頸部から大きく外反し、体部上位約1/

3で明瞭な肩部をなした後屈曲して僅かに内湾しながら平底に至っている。底部周縁には「ハ」

字状に短く直線的に開く高台が付き、端部は凹面を呈して内端面で接地している。法量は、

口径10.3cm、高台径1.4cm、器高21.9cm、頸部高11.9cmを測り、頸部が器高の1/2以上を占

めている。調整は、全面回転ナデ調整である。

時期については、Ⅳ型式1段階に相当すると思われる。

○金属器（図15～17、写真3）

・直刀（図15 ・16）

把頭(13)・把間(14)・鐔(14)・刀身・鞘尾金具(15)などが検出されている。復元すれ

ばほぼ完形 に近い圭頭大刀で、各部の法量から全長約110cmを推測できる。把頭は銀装で、全

長8.0cm、最大幅5.8cm、最大厚3.2cmを測り、直径0.6cmの懸通孔にも環身径0.3cmの銀装の
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金具がある。把頭と把間はやはり銀装の責金具によってかしめられている。

把間は直径約0.1cmの銀線で葛巻きされている。なお、銀線には細かい刻み

が全面に施されている。鐔は、刃側が尖った卵形で長径7.6㎝、短径6.1㎝、

厚さ0.65cmを測り、放射状に長方形の透しが10窓設けられている。刀身と

茎の境は、背と刃の両側に刀区があり、幅3.0cm、背側の厚さ0.85㎝を測る

鞘口金具が装着されている。刀身は先端が折損し、切先の状況は不明であ

るが、断面を見ると楔形を呈した両切刃造りである。鞘尾金具は先端部が

半円形を呈し、把頭同様銀装で、上端部は責金具でかしめられている。全

長12.5 ㎝、最大幅3.1cm、最大厚1.85cmを測り、断面は卵形を呈している。

把部及び刀身をX線で透視したが、文字・文様などの象嵌は確認されなかっ

た。なお、把間と鞘尾金具には木質が遺存しており、また、刀身には木製

の鞘の一部が銹着している。

・刀装具（図17-24）

24であるが、欠損品である。芯は鉄棒状で、その上を金銅で覆っていた

と考えられる。断面を見ると、隅丸長方形を呈している。法量は、残存最

大径4.6 ㎝、厚さ0.6 ×0.3cm、重量3ｇを測る。形状は大きく歪んでいるが、

楕円の片方が尖った卵形を呈すると思われ、鞘に付属した足金具あるいは

責金具の可能性が考えられる。

・チューブ状銀製品（図17-16～23 ）

16など破片を含めて8点が出土している。ごく薄い銀板を折り曲げて作っ

ており、中は中空でチューブ状を呈している。遺存が最も良好な16をみる

と、幅3.9㎝の長方形で、厚さは大体0.3㎝位である。17～23の小片におい

ても厚さはほぼ同じである。なお、17は、外のものと形状が異なり、半円

形を呈したチューブになっており、これら一連の装具の先端部と考えられ

る。 また、16 ・17・19 において3あるいは1箇の孔が穿たれているが、16

の1孔と19の孔が貫通しているだけでそれ以外は未貫通である。以上のこ

とから、これらの銀製品は帯を飾った金具の可能性が考えられる。銀板は

非常に薄くてもろいが、欠損部の内側を観察しても皮革あるいは繊維質の

遺存は確認できなかった。

・耳環（図17-25～28）

4点出土している。完形品3点 と欠損品1点である。いずれも青銅製で、

鍍金の残っている3点は金銅装である。法量は完形品で見ると、25が環外

径2.62×2.33cm、環内径1.56×1.33㎝、環身径0.60×0.56㎝、突合部間隔

0.15㎝、重量14g、26が環外径2.58×2.32㎝、環内径1.56×1.34㎝、環身

図15　塩塚古墳出土
圭頭大刀の復元 24
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図16　 塩塚古墳石室内出土の遺物2(圭頭大刀)
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図17　 塩塚古墳石室内出土の遺物3 （帯金具？・刀装具・耳環・玉類）

26



径0.61×0.54cm、突合部間隔0.20㎝、重量11g、27が環外径2.52×2.31cm、環内径1.40×1.30cm、

環身径0.66×0.60cm、突合部間隔0.23cm、重量9gをそれぞれ測る。 また、27は、内側

に鍍金が残り、外側はほとんど剝落している。28は、約1/3を欠失しており、残存部も鍍

金がほとんど剝落している。鍍金の残っている部分で環身径0.29×0.28cmを測り、外の3点

と比べるとかなり細くなっており、耳環以外の可能性も考えられる。出土状況から見て、26・

27は対に使用された可能性が強い。

・鏡（写真3）

直径約10cmを測る青銅製の仿製鏡が、玄室境石の奥側から出土している。銹化が激し く、

肉眼では鏡式の判別が不可能たった。X線透視を行った結果、内区に、かなり抽象化された

四神の座像と四頭の獣が交互に配置されているのが観察できた。乳は、神像をはさんで獣の内側に4

個ある。鈕は、半球状を呈し、乳の対角線上に鈕孔が貫通している。また、外区は

かなり銹化か進み、薄くなっているが、連続する弧文帯び巡っている。

○玉類（図17-29～46）

18点出土している。全てガラス製で、直径0.30cm 以下を小玉、それより大きいものを丸玉

と判別すると、全て丸玉である。丸玉の法量は、直径1.06～0.38cm、長さ1.00～0.24cm 、孔

径0.40～0.10㎝、重量2.00～0.05gで、29 ・30などがずばぬけて大型で側面は円柱形を呈

するが、そのほかはほぼ同じくらいの偏平なビーズ玉状である。色調は、群青色7点（31・33・

34・38・41・42・44）、薄群青色5点（35～37 ・39・40）、不透明な縁色1点（29）、濃縁色1

点（30）、淡縁色2点（45・46）、黄縁色1点（32）、不透明な黄色1点（43）である。

神像

獣 乳

斜縁

円環紐

連弧 文帯

写真3　 塩塚古墳出土鏡のX 線透視
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周溝内出土の遺物（図18 ～22）

○須恵器（図18～22）

周溝からは23点出土している。器種をみると、坏蓋2点、高坏2点、長頸壺4点、広口壺

5点、壺3点、𤭯1点、平瓶1点、器台1点、大甕4点である。いずれも周溝の西から南西

部にかけて出土しており、脚付（5点 ）や装飾を持ったもの（2点）が多いのが特徴である。

・坏蓋（図18-47・48）

47・48ともつまみを持ち、かえりを有するものである。ほぼ完存する47をみると、基部径

9.9cm、口径7.8cm、坏部高2.2cmを測る偏平なもので、丸みを帯びた天井部から僅かに内湾し

ながら広がり、受部より短く垂下する尖り気味のかえりを有している。受部は丸く外方に肥

厚している。48は天井部以下を欠失しているが、47とほとんど変わらない形態 と思われる。

つまみはいわゆる凝宝珠の形態で、その後全面が回転ナデ調整で仕上げられている。

時期については、Ⅲ型式1段階と考えられる。

・高坏（図18-49 ・50）

いずれも長脚の無蓋高坏である。49は口縁部と脚裾部を欠失しているが、基部径3.7cm を測

る。細い基部からほぼ直線的に下り、裾部で外反すると思われるが、口径を凌ぐものではな

い。坏部1/3・2/3にそれぞれやや鈍い稜が巡っている。脚柱部には長方形の透しが二

段二方向に入っている。50は口径10.5cm 、脚径10.0㎝、器高12.8cm 、脚部高8.1cm を測る完形

品である。坏部は平坦な坏底部から逆［ハ］字状に外傾して開き、口縁端部はやや尖り気味

に丸い。坏体部には1/3・2/3に それぞれやや鋭い稜が巡るが、49よりも鋭くなってい

る。脚部が器高の約2/3を占めるが、49と形態がやや異なるものである。50は細い基部か

ら外反しながら広がり、裾部で屈曲して段を形成して尖り気味で、内側で接地している。透

し はみられないが、脚部ほぼ中位にごく浅い凹線が2条巡っている。

調整については、いずれも回転ナデ調整で仕上げられている。

時期に関しては、49はⅡ型式5段階、50はⅡ型式5・6段階に相当すると考えられる。

・長頸壺（図18-51、図19-55 、図20-62）

脚付のものも含めて、4点出土している。

51は口頸部を欠失しているが、やや細い基部から直立すると思われる。体部最大径18.7cm、

残存高15.2cmを測る。体部は頸部から「ハ」字状に開いて上位1/3で最大径を測 り、鈍く

屈曲した後、丸みを帯びた底部に至っている。肩部には上下とも各2本の沈線が巡 り、その

間に右上がりの刺突列点文が施されている。

55・56 ・62 は脚付であるが、62 の脚部は形態が異なっている。55は脚部が欠失しており、

口径6.8cm、体部最大径18.6cm、残存高26.0cmを測る。口頸部は細い基部から直立して中位1

/2から僅かに開き、ごく浅い凹線が2条巡っている。口縁端部はやや尖り気味に丸い。体部

は、頸部から「ハ」字状に開いて中位ほぼ1/2で最大径に達した後、僅かに内湾しながら
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図18　 塩塚古墳周溝内出土の遺物1 （須恵器）
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平底に至っている。上位1/3から1/2にかけては各2条の浅い沈線が巡り、その間に斜

めの刺突列点文が上位に左上がり、下位に右上がりで施されている。脚部は56のようにやや細

い基部からすぼまり気味に開くと思われる。56はむしろ51の体部に似ており、体部最大径20.5

cm、基部6.4cm、脚部11.2cm、残存高19.3cmを測る。細い基部から大きく開いて上位約1/3

で最大径に達した後、鈍く屈曲して内湾しながら丸みを帯びた底部に至っている。肩部には

上下に各2本の浅い沈線が巡り、 その間に右上がりの刺突列点文が施されている。沈線は1

本ずつ引いたようで、3本が重なっているところもある。脚部はやや太い基部から直線的に

下りた後外反して開いて端部は段を形成している。脚部は約1/2にごく浅い凹線が2条巡っ

ており、その上下に長方形の透しが二段三方向に入っている。

62は、やはり口頸部を欠失しているが、体部に小型の直口壺を持つ特異な脚付長頸壺であ

る。体部最大径15.2cm 、基部径4.6cm 、脚径13.2cm 、残存高12.8cm を測る。細めの頸部から内

湾気味に開いてほぼ中位1/2で最大径に達し、その後鈍く屈曲して底部に至っている。最

大径を測る付近には、装飾の小型直口壺を載せるために外方に張り出す段を付し、そこに5

個の直口壺があったと想定される。直口壺は口径3.2cm 、器高4.7cm を測る。底部には太めの

基部から僅かに外反した後、屈曲して段を形成してさらに内湾気味に「ハ」字状に広がる脚

部が付いている。直口壺は、口頸部が器高の約1/2を占めるもので、厚手の造りである。

調整については、51は体部下半に沈線後カキ目調整が施され、上半及び口頸部は回転ナデ

調整である。55も同様で、体部下半にカキ目調整が施され、あとは回転ナデ調整である。56

は体部ほぼ全面にカキ目調整が施されているが、上半は回転ナデ調整によって不明瞭になっ

ている。底部は回転ヘラ削り後回転ナデ調整、脚部は回転ナデ調整である。62は遺存部が僅

かなため詳細は不明だが、回転ナデ調整で仕上げられている。

時期については、Ⅱ型式5・6段階と考えられる。

・広口壺（図18-52～54、図19-57・58 ）

5点出土している。脚付のもの（2点）とそうでないもの（3点）とに分かれる。

52～54 はいずれも脚は付いていない。52は体部最大径18.4cm 、残存高20.0㎝を測る。太い

頸部から外反する口頸部を持ち、体部は緩やかに開いてほぼ中位で最大径に達した後、内湾

して丸みを帯びた底部に至っている。口頸部ほぼ中位には浅い凹線が各1条巡り、その間に

10条の波状文が巡っている。体部にも文様が施され、口頸部と同様の沈線が巡り、間に右上

がりの刺突列点文が刻まれている。53は残存する頸部が外反気味であるので広口壺と判断し

た。体部最大径18.5cm 、残存高12.1cm を測る。体部はむしろ短頸壺に似ており、頸部から大きく開

いて体部上位1/3でやや明瞭な肩部を形成した後、鈍く屈曲して丸みを帯びた底部

に至っている。肩部にはやや鈍い沈線が1条巡っている。54は口頸部で、推定口径15.2cmで

ある。太い頸部から外傾し、上位1/3でさらに外反して端部は段を形成して下方に肥厚し

ている。上位1/3・2/3に各1条 の沈線が巡り、間に5条の波状文が施されている。外
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図19　 塩塚古墳周溝内出土の遺物2 （ 須恵器）
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の4点に比べて薄手の造りである。

57・58 は脚付である。57は口径14.4cm、頸部径6.5cm 、体部最大径15.8cm、基部径4.5cm、

脚径14.9cm、器高24.3cm 、脚高7.0cm を測る。やや太めの頸部からラッパ状に外反し、端部は

屈曲して段を形成して下方に肥厚している。体部は頸部から外反気味に開いて上位1/3で

最大径に達した後、緩やかに屈曲して内湾気味に底部に至っている。口頸部は器高の約1/

3を占めているにすぎない。文様は少なく、口頸部上位1/3・2/3に浅い凹線が巡り、

間に2条の波状文がある。体部には上位1/3にごく浅い1条の凹線が巡るだけである。脚

部は、細めの基部から「ハ」字状に外反して中位1/2で段をなしてさらに外方へと広かっ

ている。端面は僅かに膨らんでいるが、歪みが激しく、 もっぱら内端面で接地している。58は57に比

べると小型で、口頸部の器高に占める割合が大 きくなっている。口径14.0cm 、頸部

径5.4cm 、体部最大径12.2cm 、基部径4.1 ㎝、脚径11.7cm 、器高21.4cm 、脚高4.9cm を測る。細

めの頸部からラッパ状に大きく外反し、口縁端部は外方に肥厚して段をなしている。体部は

5 点のうち最も球形に近く、上位1/3で緩やかに屈曲して丸みを帯びた底部に至っている。

脚部は細い基部から「ハ」字状に外反して段をなし、さらに外方に僅かに内湾しながら開い

ている。端面はやや尖り気味の平坦面で、ほぼ全面で接地している。57に比べて文様が多く、

口頸部では3箇所に各1条の浅い沈線が巡り、 その間に各3条の波状文が施されている。肩

部に各2条の浅い沈線が巡り、間に格子状の刺突列点文が施されている。

調整は、5点とも共通した手法で仕上げられており、口頸部はいずれも回転ナデ調整であ

る。体部については、それぞれ若干の相違があり、52 はまず下半に回転ヘラ削りが施され、

その後上位2/3にカキ目調整、最後に上位1/3が回転ナデ調整で仕上げられている。53

は下半に回転ヘラ削りが残っており、底部内面は静止ナデで仕上げられている。57・58 は、

下位1/3に回転ヘラ削りが残っている。脚部はいずれも回転ナデ調整である。

時期については、時期を判断する資料に欠けるが、Ⅱ型式5・6段階に相当すると考えら

れる。

・壺（図20-61～63）

ここでは壺の一部と判断できるものを掲げた。61は広口短頸壺の口頸部である。推定口径18.8 

cmを測る。頸部から短く逆「ハ」字状に大きく開き、端部は粘土をさらに付加して丸く帯状

に肥厚している。63もやはり壺の口縁部であるが、細めの頸部から外反気味に広がっており、

平瓶の口頸部と考えられる。推定口径5.8cm を測る。64 は丸みを帯びた平底である。61・63に

ついては回転ナデ調整で仕上げられており、64 は静止ヘラ削りが施されている。61の残存す

る体部には叩きがみられる。時期についてはいずれも破片のため不明である。

・𤭯 （図20-59）

59は、口頸部の上半を欠失している。頸部径3.1㎝、体部最大径9.7cm、残存高11.0cmを測

る。偏球形の体部に、おそらく器高の2/3を占める口頸部が付され、体部のほぼ中央に直
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径1.4cmの孔が1箇穿たれている。孔の上下に凹線等はみられない。口頸部は、細い頸部から

すぼ まり気味に開いて段を形成し、さらに外方へと開くものと思われる。調整は、口頸部は

回転ナデ調整であり、体部は中位約1/2以下が回転ヘラ削りである。体部上位約1/4に

は口頸部との接合痕が残っている。

時期については、特徴的な口頸部から、Ⅱ型式5段階と思われる。

・平瓶（図20-60）

口頸部を欠失している。頸部径4.4 ㎝、体部最大径14.5cm、残存高10.8cmを測る。体部は、

59
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62 63

64

図20　 塩塚古墳周溝内出土の遺物3 （須恵器）
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上位約1/4にやや明瞭な肩部を形成し、そこで屈曲して内湾しながら丸みを帯びた底部に

至るもので、口頸部は体部の中心より偏ったところに付いている。調整は、肩部以上は回転



65

図21　 塩塚古墳周溝内出土の遺物4 （須恵器）
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ナデ調整、肩部以下は回転ヘラ削り後回転ナデ調整で仕上げられている。体部上部中央には

円板充塡痕がやや不明瞭に観察できる。

時期については、Ⅱ型式5・6段階と考えられる。

・器台（図21）

受部径27.2cm、器高38.2cmを測り、受部に小型の直口壺を載せるやや大型の装飾器台であ

る。受部は深い埦状を呈し、口縁部は小型の直口壺を載せるために外方に肥厚し、端部は段

をなして下方に1条の凹線が巡っている。口縁部直下には2条を単位とする浅い沈線が巡り、

その間に水平に近い右上がりの刺突列点文が施されている。脚部は丸みを帯びた平底からす

ぼまり気味に下りた後、下位1/4くらいから内湾気味に広がり、端部は内側に段をなして

外端部で接地している。脚柱部にはやはり2条を単位とする沈線が4箇所みられ、その沈線

間に円形の透しが二段三方向に施されている。小型の直口壺は全体が内傾しており、口頸部

はほとんど欠失しているが、直立する口頸部と考えられる。直口壺の法量は体部最大径6.6cm、

残存高5.3cmを測る。体部は頸部から外傾して明瞭な肩部で鋭く屈曲し、内湾しながら底部に

至っている。肩部直下に左上がりの刺突列点文が巡り、その下に沈線が1条巡っている。

調整は、ほぼ全面にカキ目調整が施されている。前述の沈線は全てカキ目調整後に引かれ

ている。受部口縁部には、直口壺の貼付痕が残っている。脚端部では最後に撫でられており、

その痕跡が僅かな窪みとなって残っている。

時期については、時期を判断する直接的な材料に欠けるが、外の須恵器同様、Ⅱ型式後半

に相当すると思われる。

・大甕（図22）

　　口頸部3点、底部1点が出土している。口頸部はいずれも破片からの復元実測のため口径

　は推定39.4cm～62.8を測る。66・67は頸部から逆「ハ」字状に大きく開くもので、上位1

　/3・2/3に各2条の浅い凹線が巡っているのも同様である。66には沈線の間に右上がり

の刺突列点文が施されている。口縁端部は66は鈍く屈曲して上方に肥厚してたちあがっい

る。67は緩やかに上外方に肥厚している。68は若干形態が異なり、頸部から直立した後、外

方に開く口頸部である。口縁端部は僅かに上方に突出し、全体的には下外方に肥厚している。

上位1/3・2/3に各2条の浅い沈線が巡るのは前2点と同様である。69は底部で、法量

及び胎土・焼成の酷似より66と同一個体と思われる。調整は、いずれも口頸部は回転ナデ調

整で、底部も含めて体部は叩きである。
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図22　塩塚古墳周溝内出土の遺物5 （須恵器）
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石室内出土のその他の遺物（図23）

土師器（図23）

玄室上部から皿が多数出土している。いずれも平底から逆「ハ」眉宇状に開く形態のもので、

法量によって大・中・小に分けられる。大は口径9.4～10.8cm、器高1.4～2.3cmを測り、偏平

なものである。中は口径7.6cm～9.3cm、器高1.7cm～2.3cmを測り、口径に比して器高が高い。

小は口径5．9・6．1cm、器高1.3・1.4㎝と大を小型にしたようなものである。78・88は底部が

残っているだけだが、大に分別されると思われる。なお、88には底部内面に「二」と墨書さ

れており、外にも墨書されたものがあると考えられる。

調整は、ナデ調整が主体であるが、底部は静止糸切り技法によって切り離されている。色

調は淡赤褐色を基調とするが、80・81・85・86などはやや暗めである。

時期については、詳細は不明だが、16世紀後半～17世紀前半と考えられる。

［須藤］

70 71 72

73 74 75

76 77 78

79 80 81

82 83 84

85 86
87

88 89 90

図23　 塩塚古墳石室内出土の遺物4（土師器）
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③　小　　結

以下、塩塚古墳の調査成果の要点を箇条書しておきたい。

墳　丘

ほぼ真北を指す長方墳で、規模は、溝の外側で長辺28.8m以上×短辺21.7mを測り、溝幅

は、5.0～5.5mと広い。

外表施設

石室周辺から、円筒埴輪片を表採しているが、周溝からは全く検出されず、本来、塩塚古

墳に埴輪は伴わない。

横穴式石室

墳丘中央には、N-4 °-E で、南に開口する両袖型玄門付の石室が配置されている。規模

は、玄室長4.50m、羨道現存長1.55m、奥壁幅2.10m、玄門幅1.20m、羨道幅1.45mを測

り、高さは、玄室で、2.00m前後が推測される。

石室内施設は、玄室全面に敷石が敷設され、また、玄室は、奥側1/3に境石が配置され、

玄室は前後に2分割されている。また、奥壁背後で石材面の加工痕とその補強対策である版

築が確認された。なお、羨道の遺存は短いが、周溝までの距離と前庭部を勘案して、本来、

玄室長と同じか、それ以上の長さが予想され、後述する上三谷2号墳のような複室構造の石

室であった可能性が強い。

出土遺物

石室内出土の遺物は、数次の[カタヅケ]や[カキダシ]のため、量的には少なかったが、

その質においては、目を見張るべきものがある。特に、玄室境石奥側の第1 被葬者の持ち物

である鏡や大刀が注目される。鏡は仿製の四神四獣鏡で、製品としては、決して立派なもの

ではないが、この時期の被葬者で鏡を持つこと自体が珍しい。また、大刀は、いわゆる圭頭

大刀で、把頭・把間・鐔・刀身・鞘尾金具が、まとまって出土しており、飾り大刀研究の好

例である。このほか、チューブ状銀製品が、本当に帯金具であるとすれば、全国的にも珍し

いものである。なお、須恵器が、玄室・羨道・周溝南西コーナーから出土した。

被葬者

被葬者は、玄室境石の奥側に第1被葬者、境石の玄門よりで、2体の被葬者を想定した。

よって本墳における被葬者員数は、少なくとも、3体以上であると考えられる。

造営時期

［谷若］
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出土須恵器で、最古相のものは、陶邑編年Ⅱ型式5・6段階の坏蓋（1～3)や高坏（49）

で、最新相のものは、V型式の糸切り底の坏身（9）である。最新の坏身を除外すると、Ⅲ 

型式の坏蓋（47・48）やⅣ型式の長頸壺（12）が新しい。よって、本墳の造営時期は、出土

須恵器から判断して、7世紀初頭に築造され、8世紀まで営まれた古墳であると考えられる。



2 ．上 三谷2号墳

① 遺構の検出（図24～30、写真4）

位　　　置

伊予市上三谷甲2996　・2997-1・ 

2999－1・3000-1番地小字名は「塩

塚」）に所在し、塩塚古墳から西方約

60m に位置し、標高約35m前後に占地

している。

発掘調査以前は、水田畦畔が舌状に

突出していたところに、角い柱状の石

が立っており、その上に五輪塔が据え

られていた。突出部の周辺には敷石の

用材と思われる礫が多数集積されてお

り、一見して全壊に近い横穴式石室の 写真4　 上三谷2 号墳の調査前

存在が予想された。確認調査の際、数点の須恵器片や近世の陶・磁器片を採集している。

墳形と規模

墳丘は、塩塚古墳同様、農耕等によって、全壊に近い状況となっており、地表観察では、

墳形判断はできなかったが、周溝を検出するに至って立派な方墳であることが判明した。

周溝は、北西コーナーの一部が、一段低い水田で既に削平されていたが、ほぼ全体を検出

することができた。周溝の規模は、周溝東西の中央内側で18.6m、外側で28.0m、周溝南北

の中央内側で22.0m、外側で30.0mを測り、溝幅は3.3m～5．5m、深さは1.0m前後と広く深

い。よって、上三谷2号墳は、塩塚古墳と同じく、主軸がほぼ真北を指す、長方形の墳丘で

あり、規模では、明らかに塩塚古墳を凌いでいる。

外 表 施 設

周溝東辺の内側と羨道から周溝南辺に延びる前庭部の東側で、いわゆる外護列石を検出し

ている。墳丘造営当初は、石室前庭部から周溝の内側を全周していたものと思われる。

列石は、周溝方面の上位を削り込んで段を造ったのち、主に乳・幼児頭大の亜角・亜円礫

を小口積みで積み上げられている。上部が既に削られている現在、どの程度の高さまで積ま

れていたかについては不明である。ちなみに、今回の調査では、3段目までが検出されてい

る。なお、石積みは、周溝のコーナーほど、大きな石が積まれているようである。
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図24　上三谷2・8号墳の遺構配置
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図25　上三谷2号墳の外護列石
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図26　　上 三 谷2号 墳の横穴式石室1
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図27　上三谷2号墳の横穴式石室2
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横穴式石室

墳丘のほぼ中央には、墳丘の主軸からやや東に振った方向(N-4°-E)で、南に開口す

る横穴式石室が配置されている。ちなみに、2号墳の石室主軸は、塩塚古墳と同一である。

石室は、上部がほとんど崩壊し、側壁の基底石が遺存するのみである。奥壁をはじめ両側

壁や天井の部材は、石室周辺には見あたらず、かなり古くから崩壊していたものと思われる。

石室は、狭長な複室構造を呈する横穴式石室で、玄門と前門がそれぞれ両袖をなしている。

規模は、玄室長4.20m、同幅2.30m、前室長2.80m、同幅1.80m、羨道長4.70m、玄門幅1.80 

m、前門幅1.40m、羨道幅1.50mをそれぞれ測る。奥壁は遺存しないが、敷石の範囲から予

想して、全長11.7m以上を推測する長い石室である。

玄室長の約4分の1奥壁寄りには、玄室の前後を2分する境石が設けられ、その奥側は僅

かに高くなっている。境石の玄門よりでは、東西の両側に沿って、棺床が2 箇所区画されて

いる。東側を棺床A（長さ3.0m、幅0.8m）、西側を棺床B（長さ2.2m、幅0.7m）とすると、

棺床Aの方が幅広で長い。前室は、玄室より僅かに高くなっており、玄門部に框石として石

列が配置されていたと考えられるが、石は抜き去られ遺存しない。前室の西側壁寄りでは、

棺台と思われる石が、奥側と入口側に2個1対で置かれている。前室と羨道の境は、前門と

その直下の石列で区別されている。長めの羨道は、中間が列石で仕切られている。仕切りの

奥側は、前室と同レベルで平坦となっているが、入り口寄りは、緩やかに傾斜し、そのまま

前庭部へと至っている。敷石は、玄室と前室及び羨道の奥側半分に、手の平大か、それより

もやや大きめの偏平礫が敷設されているが、玄室境石の奥側と境石より玄門側の棺床区2 箇

所では、さらに玉砂利状の礫が充塡されている。

ここで、玄室における境石と棺床区の造作を細かく見ておきたい。境石は、下層敷石（手

の平大の偏平礫）と、その上に撒かれた上層敷石（玉砂利状の礫）の直上に2本の柱状石が

連続して横たえられている。また、棺床区では、両方とも下層敷石の直上に、区画の輪郭と

なる石を配置したのち、区画内が上層敷石で埋められている。境石奥側と両棺床とも、上・

下で敷設された敷石間から出土した遺物はまったくない。よって、上層敷石は、床面の改装

で2次的に敷設されたものではなく、境石の奥側や棺床を床面よりも 一段高くすると共に、

その面をより平坦に仕上げるための造作であると思われる。つまり、これらの施設は、石室

築造当初から埋葬空間を計画して設置されたものであると考えられる。

石室の閉塞については、羨道中間の列石で仕切られた部分で行われたものと思われる。

石室の築造は、玄室を構築したあと両玄門を立て、前室の両側壁を付加し、さらに、両前

門を設け、羨道を築いている。玄室・前室・羨道とも、東・西の両側壁は、中・小型石材の

横口を壁面として据え置き基底石としている。なお、各部材は奥ほど大きな石を用いている。

石室の構築で用いられる石材は、和泉砂岩が主であり、中・小型の角・亜角礫が多用され

ており、円・亜円礫は、敷石に採用される程度である。
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図29　 上三谷2号墳石室内遺物の出土状況1
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遺物の出土状況

玄　室

境石の奥側と、東・西の両棺床に被葬者が想定される。まず、境石の奥側を見ると、西側

壁寄りとほぼ中央から、それぞれ耳環（128・129)が出土し、その周辺から銀製の空玉（130・

131）や勾玉（132）、 管玉（135・137～139）、 丸玉（142～147・149・151～155・160・

　　小玉（165・166）などの玉類が多数出土している。このほか、境石に近い東側壁直下からは、

尖根式鉄鎖の破片が2 本分出土している。いずれも上層敷石直上ないし、その隙間から検出

されたものである。

次に東側棺床を見ると、玄門に近い部分から人骨（人骨C ）を検出したほか、管玉（133・

136）、丸玉（150・156・158）が出土している。 一方、西側棺床でも、管玉（134・140）や丸

玉（148）が出土している。なお、西棺床と西玄門との間から、人骨（人骨B ）と尖根式鉄鎖

の破片3 本分が出土している。

このように見ると、玄室では、埋葬施設にそれぞれ3人の被葬者が安置されているものと

思われるが、安置頭位などについては不明である。

前　室

西側壁に沿って棺台があり、その奥側の棺台石の直上から人骨（人骨A）が検出され、棺台の

周辺から、土師器の埦（117・118）が出土している。ここに4人目の被葬者が安置されている。

一方、前門寄りの東側壁付近では、多数の須恵器が集積された状態で検出されている。須

恵器は、坏蓋(91～93)、坏身(94～96)、高坏(97～102)、広口壺(103・104)、長頸壺(104・

105)、短頸壺(107)、平瓶(113)、小型直口壺(109～111)、埦(114)などのほか、装飾付

の広口壺(115)や器台(116)などである。各須恵器に時期差があり、玄室や前室の副葬品

が「カタヅケ」られたものと考えられる。

羨　道

羨道の前室側からは、馬具の皮留め金具（120～127）がまとまって検出されたほか、刀装

具と考えられる銀装の金具（119）が、いずれも敷石直上から出土している。羨道では、その

スペースから考えて、被葬者を想定することはできない。

周　溝

周溝南辺の南東コーナーに近い付近から、坏蓋(167・168)、坏身(169～172)、高坏(175〜178・

180)広口短頸壺(187)、大甕(188・189)などが出土し、また、前庭部付近からは、長頸壺

（181）などがそれぞれ、若干（10cm前後）遊離した状態で検出されている。周溝内出土須恵

器と、玄室内出土の須恵器が、復元・接合されたものはないが、ここで出土している須恵器

のほとんどは、追葬時の「カキダシ」によるものであると思われるが、大甕については、墳

丘祭祀に用いられたものかもしれない。

［谷若］
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②　遺物の観察（図31～41）

石室内出土の遺物（図31～図38）

須恵器（図31～35）

石室から出土した須恵器のうち、実測・図化し得たのは26点である。出土状況をみると、

玄室2点、前室23点、羨道1点である。器種別では坏蓋3点、坏身3点、高坏6点、広口壺3点、

長頸壺3点、短頸壺1点、小型直口壺3点、壺1点、平瓶1点、埦1点、器台1点である。

以下、要点を述べる。

・坏蓋（図31-91～93）

  埦を伏せたような形状のもの2点と、かえりを持つもの1点に分けられる。91・92は口径

12.4・11.5cm、器高4.2・3.7cmを測り、92の方が小型である。丸みを帯びた天井部から内湾

しながら開くもので、口縁端部は91がやや尖り気味に丸く、92が鈍く屈曲して丸くなってい

る。93は口径7.6cm、器高3.2cm、つまみ径2.2cm、つまみ高0.6cmを測る。丸みを帯びた天井�

部からほぼ直線的に広がり、受部は外方に肥厚してやや鋭く、尖り気味のかえりが内傾して

いる。天井部の中心には偏平なつまみが付いている。

調整については、91　・92は天井部に回転ヘラ削りを残すが、92の方がその範囲は小さい。

そのほかは回転ヘラ削り後回転ナデ調整である。93は全体を回転ナデ調整で仕上げられてい

る。つまみも回転ナデ調整である。

時期については、91・92がⅡ型式5・6段階、93がⅢ型式1段階にそれぞれ相当すると思

われる。

・坏身（図31-94～96）

いずれも、たちあがりを持つもの3点が出土している。95は底部を欠失しているだけであ

る。口径10.5cm、残存高3.3cmと偏平である。やや鋭く短い受部から尖り気味のたちあがりは

内傾し、受部から鈍く屈曲してほぼ平坦な底部に至っている。94・96は体部下半を欠失する

もので、推定口径9.8・9.0cmを測り、96の方がやや小型である。形態的には尖り気味で内傾

するたちあがりと鈍く短い受部を持ち、受部から僅かに屈曲して丸みを帯びた平底に至ると

考えられる。96の方がたちあがり・受部とも鋭い。この2点に関しては、有蓋高坏の可能性

も考えられるが、破片でもあるため、坏身と判断した。

調整は、95をみると、底部のごく狭い範囲に回転ヘラ削りが残り、あとは回転ナデ調整で

仕上げられている。94　・96については、遺存部は回転ナデ調整である。

cm、器高13．0cmを測る。平坦な坏底部から外傾して開く坏部で、口縁端部はやや尖り気味で

49

時期については、95はⅡ型式5段階、94・96はⅡ型式5・6段階に相当すると思われる。

・高坏（図31-97～102）

全て長脚で、無蓋のもの5点、有蓋のもの1点に分けられる。97は口径11.9㎝、脚径10.0
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図31　上三谷2号墳石室内出土の遺物1 （須恵器）
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ある。ほぼ中位に2条のごく浅い凹線が巡り、底部は剌突文が施されている。脚部は、細い

基部からすぼまり気味に下位約1/3で開いている。脚裾部は外方に延び、端部は段をなし

て下方に僅かに肥厚している。透しはなく、中位約1/2 に浅い凹線が2条巡っている。　98

は坏部のみで、口径9.9cmを測る。97より丸みを帯びた底部から外傾して開くもので、上位1

/3・2 /3 にやや鈍い稜が巡り、口縁端部も97よりも丸い。99は口径11.4cm、脚径10.4cm、

器高11.0cmを測るもので、前2点より外傾して開く坏部である。98同様、2 箇所に稜が巡る

が、98よりもやや鋭くなっている。脚部は97よりも開き気味で、やや太い基部からすぼまり

気味に中位約1/2で開き始めている。脚裾部は外方にさらに延び、段をなして端部は上下

に肥厚している。やはり透しはみられない。上位約1 /3 に2 条、下位約1 /3 に1 条のご

く浅い凹線がそれぞれ巡っている。97・99とも口径が脚径を凌いでいる。

100は有蓋である。口径9.6cm、脚径10.0cm、器高11.4cmを測る。坏部は、やや鋭い受部か

ら内傾する短いたちあがりを持ち、受部から屈曲して丸みを帯びた平底に至っている。脚部

は、やや細めの基部から直線的に下りた後、中位約1/2で「ハ」字状に開き、脚裾部は外

方に延びて端部は尖り気味である。ほぼ中位に2条の浅い沈線が巡っている。無蓋のもの同

様、透しは見られない。

101は脚部下半である。「ハ」字状に外反して裾部は段をなし、端部は上方に僅かに肥厚し

ている。やはり透しはみられない。102は坏部上半を欠失するものである。脚径9.2cmを測る。

坏底部は平坦で、細い基部からほぼ直線的に下りた後、中位約1/2で外反している。裾部

は段をなし端部は上方に尖り気味に肥厚している。中位1/2 に2条、下位約1 /3 に1条

の浅い凹線がそれぞれ巡っている。脚部の形態が97・99に近いので、102も無蓋高坏と考えられ

る。なお、これら6 点のうち、100・102は　周溝出土の破片と接合されたものである。

調整は、97～99・102の坏部は、回転ヘラ削り後回転ナデ調整されているが、特に、97は剌

突文が巡っているため、回転ヘラ削りはあまり明瞭ではない。脚部は全て回転ナデ調整であ

る。

時期については、97～100はⅡ型式5・6段階に相当すると思われる。　101・102については、

101は脚裾部が97に類似しており、102もやはり97に類似しているので、Ⅱ型式5・6段階と

考えられる。

・広口壺（図32-103・104・図34-115）

脚付のもの2点とそうでないもの1点に分けられる。103は口径17.Ocm、体部最大径19.8m、

器高23.7cmを測る。太い頸部から直立した後、ほぼ中位1/2 で外反して広がり、口縁端部は

段をなして下外方に肥厚している。体部は偏球形を呈し、頸部から内湾しながら開き、中

位約1/2で最大径に達した後、内湾しながら丸みを帯びた底部に至っている。口縁部のほ

ぼ中位には浅い沈線が2条巡っており、体部は上半には各2条の浅い凹線が3箇所に巡って

おり、その間には右上がりの剌突列点文が施されている。
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図32　 上三谷2号墳石室内出 土の遺 物2（須 恵 器 ）
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104は、口径14.3cm、体部最大径16.1cm、脚径13.0cm、器高23.5cm、脚高5.2cmを測る。103

に比べて体部の器高に占める割合が高く、約2/3を占める。細めの頸部から逆「ハ」字状

に外反し、口縁端部は僅かに段をなして上方に肥厚している。体部は頸部から大きく開いて

上位約1/3で最大径に達した後、鈍く屈曲してほぼ直線的に内傾して平底に至っている。

脚部は、太めの基部から下りた後、上位約1/3 で段をなしてさらに外方に広がっている。

端部は丸くおさめられている。口頸部には中位約1/2にごく浅い凹線が2条巡り、その上

に右上がりの刺突列点文が施され、体部では不明瞭な肩部にごく浅い凹線が2条巡り、その

間にやはり刺突列点文が施されている。116は、小型の直口壺を肩に付けた広口壺が器台に載っ

ているような形態である。広口壺本体は、口径21.7cm、体部最大径27.4cm、脚径21.2cm、器

高46.8cm、脚高17.8cmを測る。太い頸部から逆「ハ」字状に外反する口頸部で、端面は段を

なして凹面を呈し、下内方に肥厚している。中位約1/2に2条と1条の浅い凹線が巡り、

その上に波状文が施されている。体部はほぼ球形を呈し、上位約1/3で最大径に達した後、

丸底に至っている。肩部には、口径3.5cm、器高4.9cmを測る小型の直口壺が7個載っている。

脚部は、僅かに広がりながら下りた後、下位約1/4 で大きく外反している。脚端部は上方

が尖り気味に肥厚し、内端面で接地している。脚柱部には円形の透しがみられ、二段三方向

に上下互い違いに入っている。

調整は、103・104の口頸部は回転ナデ調整であり、体部は文様帯を境として、上は回転ナ

デ調整、下はカキ目調整、底部にはヘラ削りの痕が残っている。104の脚部は回転ナデ調整で

ある。116は、ほぼ全面にカキ目調整が施されたと思われ、口頸部の波状文もカキ目調整で消

されている。小型の直口壺は最後に貼付されたと思われ、接合痕がカキ目調整を消している。

時期については、蓋坏や高坏のように明確な判断はつかないが、文様帯を持ち、不明な

肩部を持つ体部から、Ⅱ型式5・6段階と思われる。

・長頸壺（図32-105・106、図33-108）

全て脚付長頸壺あるいはその一部である。105は、口径10.7cm、体部最大径18.5cm、脚部15.0 

cm、器高28.8cm、脚高6.0cmを測る。太めの頸部からすぼまり気味に広がり、口縁端部は丸い。

体部は上位1/3に最大径を持ち、緩やかに屈曲して内湾しながら丸みを帯びた底部に至っ

ている。肩部に各1条のごく浅い凹線が巡り、その間に右上がり・左上がりの刺突列点文が

施されている。脚部は「ハ」字状に外傾した後、中位で段をなして鋭い稜をなし、さらに内

湾気味に広がっている。脚端部は平坦面をなし、端面全体で接地している。脚部上半には長

方形の透しが二方向に入っている。106は、口径9.1cm、体部最大径16.8cm、脚径12.6cm、器

高32.Ocm、脚高9.6cmを測り、器高のうち口頸部が体部の約2倍を占めている。口頸部は、細

い頸部からすぼまり気味に開いて口縁端部は丸く肥厚しており、体部は偏球形を呈している。

口頸部の上位1/3・2/3にはそれぞれ2条のごく浅い凹線が巡り、体部ではほぼ中位に

各1条の沈線が巡り、間に右上がりの刺突列点文が施されている。脚部は、太めの基部から

53



107

108

109 110
111

112

113

114

図33　 上三谷2号墳石室内出土の遺物3 （須 恵 器 ）
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直線的に「ハ」字状にひろがった後、段をなしてやや鈍い稜を呈し、さらに内湾気味に開い

て、端部は内側で屈曲して外端面で接地している。透しは、上位2/3に長方形のものが二

段二方向にみられる。上下の透しの間には2条の浅い沈線が巡っている。

108は脚部下半で、基部から直線的に「ハ」字状に開いた後、段をなしてやや鈍い稜を呈し、

さらに内湾気味に開いている。端部は平坦面をなしている。

調整については、口頸部はいずれも回転ナデ調整で、体部は文様帯までは回転ナデ調整で

あるが、それ以下については105ではカキ目調整、下位1/3 に回転ヘラ削り、106は回転ヘ

ラ削りが残っている。脚部は全て回転ナデ調整である。

時期については、古相を呈していると考えられるのが106で、口頸部か細く外反して脚部も

長く二段の透しがみられることから、Ⅱ型式4・5段階、105は口頸部・脚部とも短くなり、

新しい要素がみられることから、Ⅱ型式5・6段階に相当すると考えられる。108は前二者よ

り時期判断が曖昧になるが、Ⅱ型式4・5段階に相当すると思われる。

・短頸壺（図33-107）

口径7.8㎝、体部最大径14.8cm、器高10.3cmを測るもので、有蓋と考えられる。短く直立す

る口頸部で、口縁端部は内側に若干肥厚している。体部は、頸部から「ハ」字状に大きく外

反して上位約1/3でやや不明瞭な肩部をなして最大径を測った後、緩やかに屈曲して内湾

しながら丸みを帯びた底部に至っている。ほぼ中位には浅い凹線が2条巡っているが、文様

を意識したものではなく、回転ヘラ削りなどの調整時に付いたものと考えられる。

調整については肩部以上が回転ナデ調整、それ以下が回転ヘラ削りである。頸部には撫で

た際の撫で痕が明瞭に残っている。

時期は、肩部が不明瞭で全体的に丸みを帯びていることから、Ⅱ型式5・6段階に相当す

ると思われる。

・小型直口壺（図33-109～111）

109・110は形態が似ている。口径6.4・6.5cm、体部最大径9.1・8.8cm、器高6.1・6.6cmを

測るもので、口頸部は器高の約1/3を占める。直立する口頸部と偏球形の体部を持ち、丸

みを帯びた底部に至っている。109の方が小型の体部で偏平な印象を与える。111は形態が異

なり、頸部から外反して広がる短い口頸部と、前二者よりも偏平な偏球形を呈した体部と平

底を有している。口径4.3cm、器高5.1cmを測る。体部あるいは底部に貼付痕は観察できなかっ

たが、後述する器台の装飾部の可能性も考えられる。

調整は、109・110は肩部以上は回転ナデ調整、それ以下は回転ヘラ削りである。111は全体

で回転ナデ調整で仕上げられている。

時期を明確に判断するには好資料とはいえないが、例えば110のような体部はⅡ型式5・6

段階と考えられる。外の2点もあまり時期差はないと思われる。
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図34　上三谷2号墳石室内出土の遺物4 （須恵器）
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116

　　　　　　　　　図35　 上三谷2号墳石室内出土の遺物5 （須恵器） 

・壺（図33-112）

112は広口壺の口頸部である。推定口径27.5cmを測り、太めの頸部から逆「ハ」字状に外反

し、端部はやや尖り気味に下方に肥厚して段をなしている。調整は、外面は粗いハケ調整で

仕上げられ、内面は回転ナデ調整である。時期については破片のため、不明である。

・平瓶（図33-113）

口径10.2cm、体部最大径24.4cm、器高17.2cmを測る。かなり大型品である。口頸部は偏球

形の体部に片寄って付され、やや短く、僅かに外反するもので、口縁端部はやや尖り気味に

丸い。体部は上位約1/4に最大径を測り、緩やかに屈曲して湾曲しながら丸みを帯びた底

部に至っている。肩部にはボタン状の装飾が一対付されている。調整は、体部下位約1/3

に回転ヘラ削りが残り、それ以上が回転ナデ調整で仕上げられている。

時期は、法量は判断の材料にはならないが、ボタン状の装飾はⅡ型式5段階に特徴的な要

素である。
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・埦（図33-114）

口径10.1cm、器高5.2cmを測る。丸みを帯びた平底から湾曲した後ほぼ直立し、口縁端部は

やや尖り気味に丸い。ほぼ中位には浅い沈線が2条巡っている。調整は底部に回転へラ削り

が残っている。時期は、Ⅱ型式5・6段階に相当すると思われる。

・器台（図35-116）

受部径33.9cm、脚径25.3cm、器高28.6cm測る、装飾を持ったかなり大型の器台である。

受部は埦状を呈し、口縁部は装飾の坏身を載せるために大きく外方に肥厚している。受部の

口縁部には6個の身が載り、さらに底部内面にも何らかの装飾が貼付された痕がみられる。

装飾の坏身は全てたちあがりを持つもので、尖り気味のたちあがりは短く鈍い受部から内傾

し、受部から緩く屈曲して丸みを帯びた底部に至っている。脚部は、115に比べて太く、太め

の基部から外反して広がり、脚裾部は屈曲して段をなして上外方に肥厚し、内端面で接地し

ている。円形の透しが上下二段三方向に穿たれ、それぞれの下に2条の浅い沈線が巡ってい

る。上部の沈線では沈線の始終が食い違って明瞭に観察できる。

調整は、受部は回転ナデ調整で、脚部は回転ナデ調整が主体で部分的にカキ目調整が明瞭

である。装飾の坏身は、受部のすぐ下から回転ヘラ削りが施され、同時期の坏身に比べて回

転ヘラ削りの残る範囲が大きい。

時期については、装飾性が強く、器種自体が特殊なものであるが、装飾の坏身の形態をみ

るならば、Ⅱ型式5・6段階に相当すると思われる。

土師器（図36）

石室内から2点出土している。　117は埦である。平底から内湾気味に広がるもので、口縁端部

は丸い。118は底部である。内湾しながら至る底部に「ハ」字状に短く開く高台が付され、高

台の端面はやや丸みを帯びている。色調は、117が明淡赤褐色、118が暗淡褐色である。調整

はいずれもナデ調整を主体としており、117は底部外面に回転ヘラ削りが施されているが、か

なりナデ消されている。118は全て回転ナデ調整である。

117
118

図36　上三谷2号墳石室内出土の遺物6（土師器）
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鉄器（図37）

少数が出土している。器種は、刀装具1点、辻金具1点、飾り金具7点の合計9点である。

石室内の土砂を洗浄したが、小片が検出されたにすぎず、器種も判別し得なかった。

・刀装具（図37-119）

欠損品である。偏平な楕円形で、長径4.0cm、短径2.4cm、幅0.5cm、厚さ0.3cmを測り、断

面は上面が丸みを帯びた長方形を呈している。青銅製で金銅で鍍金されている。形状から責

金具あるいは足金具の可能性が考えられるが、責金具とすればずいぶん細身の直刀が想定さ

れる。

・辻金具（図37-120）

120が出土している。鉄地金銅装で、やや偏平な直径3.2cmの半球形の四方に一辺2.2cmの隅

丸長方形が付いたもので、外辺部は丸みを帯びて中央が僅かに窪んでいる。長方形部の一つ

が欠失しているが、遺存は良好で全長6.7cmを測る。中央の球部は二段に鈍く屈曲し、長方形

部には各2箇の鋲が並んで打たれ、鋲頭部径0.7cm、鋲足部残存長0.6cmを測る。球部・長方

形部とも厚さは0.3cmと同じである。下面の鋲間はいずれも0.7cmで三繋の幅に相当すると考

えられる。鋲の周囲には皮革質が良く遺存されている。

・飾り金具（図37-121～127）

7 点出土している。121・124以外は薄い鉄板の両側を折り曲げて造られたもので、121・124

は長方形の薄い板である。121は最も大きいもので、残存長5.8cm、最大幅3.4㎝，厚さ0.3cm

を測り、一部欠損しているものの先端が丸みを帯びていることが観察でき、8箇の鋲が残存

している。そのうちの中央の1 箇は最も大きく、青銅製で銀装である。124は全長3.2cm、幅

2.4cm、厚さ0.2cmを測るもので、鋲が7箇残存している。そのうち中央の1箇は鋲の痕跡から

外のものより大きい。その他の5 点は形状はほぼ同じ平坦面に1～4箇の鋲が残存している。

法量を見ると完存しているものはなく、残存長2.9～4.2cm、平坦面の幅2.5～2.8cm、折返し

部の幅0.4～0.6cm、厚さ0.15～0.2cmを測り、ほぼ同規格である。鋲は、いずれも短辺に

並行して2 列並び、120とも関連して馬具の可能性が強いが、121～124などは中央にも鋲が打

たれ、特に、122は青銅片が残っており、121のように青銅製の鋲であった可能性が強い。2

列に鋲が並ぶ125～127では、鋲間か1.4cm・1.1cm・O.8cmと異なり、三繋を飾る金具にも様々

なものがあったと考えられる。なお、121・122・125・126には裏面に皮革質が良く遺存して

いる。
耳環（図38-128・129）

2 点出土している。いずれも銅地金銅装の完形品で、128は環外径2.71～2.47cm環内径

1.55～1.37cm、環身径0.84～0.65cm、突合部問隔0.24cm、重量20g、129は環外径2.70～2.44 

cm、環内径1.52～1.35cm、環身径0.83～0.66cm、突合部間隔0.26cm、重量19g と、ほとんど

同規格である。2 点ともやや大型で断面は楕円形を呈している。出土状況も合わせて、こ
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図37　 上三谷2号墳石室内出土の遺物7 （刀装具・馬装具）
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図38　上三谷2 号墳石室内出土の遺物8 （耳環・玉類）

の2 点が対で使用された可能性が強い。

玉類（図38-130～166）

37点出土している。種類別に分別すると、空玉2点、勾玉1点、管玉8点、丸玉22点、小玉

4点である。土砂洗浄時に26点が検出された。

・空玉（図38-130・131）

いずれも銀製である。130はほぼ完形で、直径1.43cm～1.42cm、孔径0.17cm、重並0.85g　を

測り、131は約半分残存している。色調はいずれも暗灰色である。

・勾玉（図38132）

ガラス製が1点土砂洗浄時に検出された。全長1.90cm、頭部幅1.18cm、厚さ0.68cm、孔径

0.21～0.19cm、重量1.61gを測り、色調は青色である。やや浅い「C」字状を呈して頭部と

尾部の差が少ない形である。孔は頭部が膨らむあたりに穿たれている。

・管玉（図38-133～140）

8点出土している。碧玉製1点（133）、ガラス製7点（134～140）である。このうち2点

－61 －



（133・139)は土砂洗浄時に検出されたものである。133は、直径0.60cm、長さ1.88cm、孔径

0.25～0.13cm、重量1.08gを測り、色調は暗緑色である。穿孔は片側から行われている。ガ

ラス製のものは直径によって二者に分けられ、直径0.70cmのものは、長さ1.77～1.42cm、孔

径0.30～0.15cm、重量1.09～0.95g、直径0.58～0.51cmのものは、長さ1.98～1.60cm、孔径

0.27～0.13cm、重量1.00～0.62gになる。色調は、群青色2 点、不透明な水色1 点、青緑色

2 点、群青と緑の斑1 点、緑と黄色の斑1 点である。

・丸玉（図38-141～162）

22点出土している。土製1点（141）、ガラス製21点（142～160）である。このうち19点が土

砂洗浄時に検出されている。141は、直径0.88cm、長さ0.71cm、孔径0.18cm、重量0.66gを測

り、艶のある黒色である。穿孔は、焼成後に行われている。ガラス製のものは、直径0.75～0.42 

cm、長さ0.60～0.23cm、孔径0.25～0.10cm、重量0.43～0.05gを測り、大（142　・143)・中

（144～153）・小（154～162）にほぼ分別できる。色調は規格に関係なく群青色3 点、藍色1

点、青色2 点、青緑色1 点、不透明な黄色10点、橙色2 点、琥珀色2 点である。なお、160は

表面がガラスで2箇とも覆われているが、その中は別個のものになっており、ガラス玉の製

造過程を示していると考えられる。

・小玉（図38-163～166）

4 点出土している。全て土砂洗浄時に検出されている。いずれもガラス製で、直径0.30～0.25 

cm、長さ0.14～0.10cm、孔径0.10～0.08cm、重量0.0　2～0.01gをそれぞれ測る。色調は全て

群青色である。

周溝内出土の遺物（図39～41）

須恵器（図139～41）

周溝から出土した須恵器の内、実測・図化し得たものは23点であった。器種別にすると、

坏蓋2点、坏身6点、高坏6点、壺6点、埦1点、大甕2点である。蓋坏などの比較的小型

の器種は別として完形品は少なかった。以下、各個体について観察を述べる。

・坏蓋（図39-167・168）

2点とも埦を伏せたような形態である。167は口径11.8cm、器高3.9cmを測り、168は口径11.5 

cm、器高4.0cmを測る。167・168とも非常によく似た形態で、丸みを帯びた天井部から内湾し

ながら広がり、口縁端部近くで緩く屈曲して直線的に降りるものである。口縁端部はどちら

もやや尖り気味に丸いが、167の方が鋭くなっている。全体的に167の方が丸みを帯びている。調

整については、どちらも器高の約1/3まで回転ヘラ削りが残るが、それ以下は回転ナデ

調整である。

時期は、Ⅱ型式5・6段階と考えられる。
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図39　 上 三 谷2号墳 周 溝 内 出 土 の 遺 物1 （須 恵 器 ）
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・坏身（図39-169～174）

全てたちあがりを持つものである。169・170は口径10.5・12.2cm、器高3.6・3.2cmを測

る。偏平なもので、器高に対して、170の方が偏平である。僅かに外方に突出するやや鋭い受

部からたちあがりが内傾し、受部から鈍く屈曲して丸みを帯びた平底に至っている。たちあが

りは170の方が尖っている。171・172は前2点に対して深くなっており、口径10.5・10.3cm、

器高4.3・4.1cmをそれぞれ測る。鋭く短い受部からやはり鋭いたちあがりが内傾し 受部か

ら緩く屈曲して丸みを帯びた底部に至っている。この2 点とも形がやや歪である。173・174

はそれぞれ底部を欠失しており、有蓋高坏の坏部とも考えられるが、一応坏身と判断した。口

径10．0・12.8cmを測るものである。外方にやや突出する受部から鋭いたちあがりが短く内傾

し、受部から緩く屈曲して丸みを帯びた底部に至ると考えられる。

調整については、169・171・172には底部に回転ヘラ削りが残り、後は回転ナデ調整である。

170の底部は回転ヘラ削り後回転ナデ調整であり、後の173・174は回転ナデ調整で仕上げられ

ているところしか残っていないが、底部には回転ヘラ削りが残ると考えられる。なお、171・

172の底部内面は静止ナデ調整が施されている。

時期は、いずれもほとんど時期差はないと考えられるが、170はⅡ型式4・5段階にさかの

ぼり、その外はⅡ型式5・6段階におさまると思われる。

・高坏（図39－175、図40－180）

完形品がみられず、主に脚部の破片が多い。坏部が残存している175～177は全て有蓋であ

る。175口径12.2cm、基部径4.3cmを測り、脚裾部を欠失している。坏部は、鋭く外方に突

出する受部から169に似たたちあがりが内傾し、受部から緩く屈曲して丸みを帯びた坏底部に

至っている。脚部は細めの基部から外反気味に開くと思われ、中位にごく浅い凹線が2 条巡っ

ている。凹線の上下には長方形の透しが二方向に入っている。176は口径12.2cm、基部径4.3 

cmを測り、175とぼぼ同規模である。175よりも鋭い受部から内方に肥厚しているたちあがり

が内傾し、端部は尖り気味に丸い。坏体部は、受部から緩く屈曲して丸みを帯びた底部に至っ

ている。脚部は、175より細めの基部からほぼ直線的に下りた後、中位約1/2より「ハ」字

状に開くと思われる。中位にはやはりごく浅い凹線が2 条巡り、それを境として上下に長方

形の透しが二方向に入っている。177はたちあがりと脚部下半を欠失している。受部は鋭く外

方に突出し、受部から鈍く屈曲して丸みを帯びた平底に至っている。坏部は、前2 点に比べ

て偏平である。残存している脚柱部には長方形の透しが二方向に入っており、やはり二段の

透しを持つ脚部であったと考えられる。

178～180は脚部である。いずれも破損品であるが、透しを持つもの1 点とそうでないもの

2点に分けられる。178は脚径12.6cmを測るもので、直線的に下りる脚柱部と「ハ」字状に外

反する形態である。脚裾部はさらに外方に延びて端部は段をなしている。中位約1/2には

浅い沈線が2 条巡り、その上下に長方形の透しが二方向に入っている。180は、推定脚径14.5
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図40　上三谷2号墳周溝内出土の遺 物2 （須恵器）
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cmを測る脚裾部で、「ハ」字状に大きく広がり、端部はさらに外方に延びて上方にやや肥厚す

る段をなしている。透しは長方形で二方向にみられ、外のものと同様に二段入っていたと考

えられる。179は長脚で透しのないものである。脚径11.7cmを測る。形態は178とほぼ同じで、

細めの脚柱部からすぼまり気味に開くもので、端部は屈曲して上方に尖り気味に肥厚した段を

なしている。中位約1/2 にはごく浅い凹線が2条巡っている。

調整は、全て回転ナデ調整が主体である。坏底部内面は176のように静止ナデ調整が施され

ている。

時期については、6点ともほとんど形態の変わらない長脚の高坏で、透しを持つものは全

て二段入っていると考えられるが、175・176はⅡ型式4・5段階にまでさかのぼり、外はⅡ 

型式5 ・6段階と思われる。

・壺（図40-181・183～187）

181は口頸部と体部の一部であるが、推定目径11.6cmを測る。口頸部は、太めの頸部から

直立し、ほぼ中位からすぼまり気味に開いている。口縁端部はやや尖り気味である。体部は

頸部から大きく開いている。上位1/3・1/2・2/3にそれぞれ2条・2条・1条のごく

浅い凹線が巡り、間に右上がり・左上がりの刺突列点文が施されている。体部では頸部直下

に各1条のごく浅い凹線が巡り、それぞれの下に右上がり・左上がりの刺突列点文が施され

ている。体部の大部分は欠失しているが、文様が多く施されている。

183～185は脚付の底部及び基部で、丸みを帯びた底部に脚部が貼付された痕がみられる。

これらの脚部と考えられるのが187のようなもので、すぼまり気味に広がり、残存部の上1

/3・2/3にごく浅い凹線が1条巡っている。

187は口頸部及び体部上半で、推定目径20.　2cmを測る。太めの頸部からやや直立した後外反

するもので、口縁端部は帯状に膨らんでいる。

調整は、181は回転ナデ調整、183～185は壺底部は回転ヘラ削りで、186は回転ナデ調整で

ある。187は口頸部が回転ナデ調整で、体部が叩き後外面はさらにナデ調整で仕上げられてい

る。

時期は、181は時期判断が曖昧になるが、Ⅱ型式4・5段階に相当すると思われる。外のも

のは破片のため不明である。

・傾（図40-182）

口頸上部と底部が欠失している。頸部径3.5cm、体部最大径9.7mを測る。細い頸部からラッ

パ状に外反しており、ほぼ中央に最大径を測る偏球形の体部を有している。体部中央に穿た

れている円孔は残存してなかったので不詳である。調整は、体部中位約1/2以上回転ナデ

調整で、体部下半は回転ヘラ削りである。時期を判断する目安となる口頸上部が欠失してい

るので明確にはできないが、体部の形態からⅡ型式5・6段階と考えられる。
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189

図41　上三谷2号墳周溝内出土の遺物3 （須恵器）

・大甕（図40-188、図41-189）

188は推定口径89.4cmを測る口頸部である。頸部から外傾するものと考えられ、口縁端部は

外方に肥厚し、端面は僅かに凹面を呈している。端部直下とやや下ったところに各2条の浅

い沈線が巡っており、それぞれの下に右上がりの「ノ」字状の刺突文が施されている。

189は口頸部及び体部上半である。推定口径41.5cm、頸部径27.5cmを測る大型品である。形

［須藤］
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態は、塩塚古墳出土の大甕67によく似ており、頸部から逆「ハ」字状に外反する口頸部で、

口縁端部は外方に肥厚して段をなし、端面は僅かに凹いでいる。上位1/3 ・2/3 にごく

浅い凹線が2条・1条と巡っている。端部直下にも浅い凹線が1条巡り、それぞれの凹線の

下部にかなり細い波状文が施されている。体部は頸部から内湾しながら膨らみ、上位に最大

径を測る形態と考えられる。調整は、188で回転ナデ調整、189で口頸部は回転ナデ調整で、

体部は頸部直下から叩きが施されている。



③　小　　　結

以下、上三谷2号墳の調査成果の要点を箇条書しておきたい。

墳　丘

ほぼ真北を指す長方墳で、規模は、溝の外側で長辺30.0m以上×短辺28.0を測り、溝幅

は、3.5～5.5mと広い。本墳を塩塚古墳の墳丘と比べると、墳丘の主軸方向は同一であるが、

規模的には、本墳が塩塚古墳を凌いでいる。

外表施設

周溝東辺と前庭部東側で外護列石を検出しているが、墳丘造営当初は、石室前庭部から周

溝の内側を全周していたものと考えられる。なお、埴輪など、その他の外表施設の存在は、

確認していない。

横穴式石室

墳丘中央には、N-4 ゚ -E で、南に開口する複室構造の両袖型玄門付の石室が配置されて

いる。規模は、玄室長4.20m、前室長2.80m、羨道長4.70m、玄室幅2.30m、玄門幅1.80

m、前室幅1.80m、前門幅1.40m、羨道幅1.50mをそれぞれ測り、全長11.70m以上となる

石室内施設は、玄室の奥側1/4に境石を配し、玄室を前後に分け、さらに玄室境石より

玄門側で、東西に棺床が設けられ、玄室で3箇所の埋葬空間が確保されている。前室では、

西側壁に沿って棺台が据え置かれている。羨道は、石列によって仕切られており、石室の閉

塞は、この仕切り付近で実施されたものと思われる。なお、敷石は、玄室・前室・羨道の奥

側に施され、特に、玄室境石の奥側と東西の両棺台には、玉砂利状の礫が充塡されている。

出土遺物

石室内出土の遺物は、数次の「カタヅケ」や「カキダシ」が行われ、埋葬時の原況を留め

るものは少なかった。須恵器は、前室東側における「カタヅケ」部分で多数を得た。また、

羨道の玄室側で、馬装具がまとまって出土している。この他、周溝南西コーナー付近から須

恵器が多数出土した。

被葬者

玄室境石の奥側に1体、境石の玄門寄りで2体、さらに前室で1体の被葬者を想定した。

よって、本墳における被葬者員数は、少なくとも、4体以上であると考えられる。

造営時期

上三谷2号墳出土の須恵器で、最古相のものは、陶邑編年のⅡ型式4・5段階の坏身（170）

や長脚2段透し高坏（175・176）で、最新相のものは、Ⅲ型式1・2段階のかえりを持つ蓋

（93）である。よって、本古墳の造営時期は、出土須恵器の編年観から判断して、塩塚古墳

より若干先行する、6世紀末頃に築造され、7世紀代まで営まれた古墳であると考えられ、

この年代は、石室の編年観と合致する。

［谷若］
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3 ．上三谷8号墳

①　遺構の検出（図42）

位　　　置

 伊予市上三谷甲2997-1・2998-1・3012-1・3013-1番地（小字名は「塩塚」）に所在

し、上三谷2号墳の南西に近接する古墳で、標高約35.5m前後に占地している。

発掘調査以前は、水田として利用されていたところで、地表からの観察では、到底古墳の

存在など予想できないところである。

墳形と規模

墳丘は、塩塚古墳や上三谷2号墳同様、農耕等によって削平され、全壊に近い状況となっ

ていたが、周溝を検出するに至って方墳であることが明らかとなった。

周溝は、北西コーナー付近と西辺や北辺の一部が、検出できたのみで、大部分は調査区外

へと続いている。

周溝の各部の計測値は、周溝北辺の内側で11.3m、外側で17.3m、周溝西辺の内側で7.5m、

外側で11.6mを検出しており、溝幅は2.5～3.0m、深さは1.1～1.3m前後であり、塩塚古墳

 図42　  上  三 谷8 号  墳  の  周 溝
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や上三谷2号墳と比べて狭い。ここで想像を逞しくすることが赦されるならば、調査区の南

東端付近で見られる屈曲の気配を、北東コーナーと想定し、一辺約20m前後の方墳であるこ

とが予想できよう。

なお、墳丘の主軸については、西辺がN-11°-Eを指しており、塩塚古墳や上三谷2号墳

よりも幾分東方を指している。

内 部 主 体

当然、横穴式石室であると考えられるが、推定墳丘から予想して該当範囲を踏査したが、

石室構築部材などは全く遺存しておらず、石室もほぼ全壊に近い遺存状況であると思われる。

本古墳については、将来の調査に期するところ大であり、詳細は、不明である。　
［谷若］
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図43　 上三谷8号墳周溝内出土の遺物（須恵器・土師器・弥生土器）

－70 －



須恵器（図43-190）

𤭯が出土している。口頸部を欠失しており、体部最大径9.2cmを測るものである。偏球形を

呈し、体部最大径を測る中位に、直径約1.62cmの円孔が斜め上方より穿たれている。調整に

ついては、体部下半より回転ヘラ削りが実施されており、それ以上は回転ナデ調整である。時

期については、偏球形の体部からⅡ型式6段階と思われる。

土師器（図43-191）

口径15.6cm、底径12.6cm、器高2.2cmを測る皿が出土している。広い平底から外傾して短く

開く形態で、かなり偏平である。色調は明赤褐色を呈し、調整は須恵器同様、底部に回転ヘ

ラ削りが残り、口縁部は回転ナデ調整で仕上げられている。焼成も土師器にしては堅緻であ

る。時期については、同様の形態の須恵器をみると、Ⅳ型式後半段階に相当すると思われる。

弥生式土器（図43-192～195）

全部で4点出土している。器種に分けると、壺1点、甕3点である。

192は口径11.5cm、器高25.　9cmを測る壺で、体部ほぼ中位に最大径をとるものである。頸部

から外反気味に大きく開き、口縁端部は段をなし 端面は下外方に肥厚して僅かな凹面を呈

している。体部は、頸部からすぼまり気味に開いた後、緩やかに広がってやや長胴形を呈し

丸みを帯びた平底に至っている。色調は暗淡褐色を呈し、良好な焼成である。調整について

は、口頸部は内外面とも撫で調整、体部は外面が刷毛調整後箆磨き、内面は器壁の遺存が悪

く不明瞭であるが、上半は箆磨き、下半は底部も含めて板状工具による撫で調整と思われる。

193は甕の上半部である。口径21.9cm、体部最大径18.5cmを測り、口径が体部最大径を凌い

でいる。口縁部は短く、ほとんどが水平外方に開いて「く」字状を呈し、端部は膨らみ気味

である。色調は192より明るめで、赤みを帯びた淡褐色で焼成も良好である。調整は、やはり

器壁の遺存が悪いので不明瞭であるが、外面は箆磨き、内面は不詳である。2点とも平坦部

から「ハ」字状に広がり、突出する底部であるが、194の方が突出度が高い。色調は、194は

赤褐色、195は暗淡褐色を呈している。調整については、やはり器壁の遺存が悪いが、撫で調

整が主体で、194では底部内面に板状工具による撫で調整が観察される。

時期については、いずれも弥生時代中期後半と考えられる。
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4 ． 墓　　　 地

①　上三谷C墓地

上三谷2号墳から西方へ約300m離れた、標高約29.5mに所在している。

発掘前に実施した確認調査段階には、水田畦畔に五輪塔の各部位が多数集積されていたと

ころであり、墓地であると判断していた。ところが、各五輪塔は、今もって信仰の対象となっ

ており、圃場整備の実施が決定した時点で、信仰者の手で他所に移設され、発掘調査に赴い

たときには、既に、それらの五輪塔は現存しなかった。そこで、墓標等の地表調査は断念し、

かつて、五輪塔が遺存していた付近の表土を除去し、内部主体の検出を試みた。しかし、そ

の結果、遺構は全く確認されなかった。おそらく、この地点の周辺に多数の墓地が存在して

いたと思われるが、農耕等で、邪魔となった墓標が、それぞれ持ち寄られたものであると考

えられる。なお、確認調査の際に、備前焼きの摺鉢や砥部焼きの茶碗の破片を数点採集して

いる。時期は、出土した焼物に時期差があり断定はできないが、中世のものと考えられる。

②　上三谷D墓地

上三谷C 墓地から南方へ約150m離

れた、標高31mに位置している。

確認調査段階には、水田中に確かに

宝篋印塔が建立していたが、上三谷C

墓地同様、現在でも信仰の対象となっ

ており、圃場整備の実施が決定した時

点で、信仰者の手で他所に移設され、

我々が発掘調査に赴いたときには、既

に、墓標は持ち去られたあとであった。

発掘調査の結果、直径1.5m、深さ

写真5　上三谷D 墓地の検出状況 0.5mを測る円形の墓坑の中から、座っ

た状態で葬られたと思われる人骨1体

分と、土師器の皿2枚を検出した。なお、棺桶使用の有無については不明である。上部の構

造については、まず、墓坑を埋め戻したのち、宝篋印塔を据えるための台部を、和泉砂岩や緑

泥片岩で築いていることが確認された。

時期は、宝篋印塔自体の形態や棺桶を採用している可能性が高い点を重視するならば、江

戸時代初期のものと考えられる。

［谷若］
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Ⅳ　上三谷古墳群の評価

1 ．　 墳 丘 と石 室につい て

墳　　　丘

塩塚古墳と上三谷2号墳の墳丘は、規模に差異こそあれ、長方墳である。特に注目される

のは、その主軸方向が、双方とも、ほぼ、真北を向いていることと、驚くべきは、石室の主

軸方向まで、墳丘主軸を東に振ったN-4°-Eを指していることである。つまり、当地区に

おける古墳の築造が、少なくとも、塩塚古墳と上三谷2 号墳の間では、計画的に実施された

ことを示唆しているものと思われる。

外 護 列 石

上三谷2号墳で検出した外護列石は、県内では、伊予郡砥部町の城ノ向3号墳と越智郡玉

川町の地蔵谷2号墳に次ぐ3例目であり、貴重な資料を追加することができた。外護列石自

体の全容は不鮮明であるが、上三谷2 号墳例や城ノ向3号墳例から判断して、石室前庭部か

ら周溝の内側を連続して囲繞するのが一般的な姿なのであろう。なお、外護列石を古墳に巡

らせていること自体が、その古墳の質的な評価に係わることなのであろうが、この問題につ

いては、将来の課題として保留しておきたい。

石　　　室

塩塚古墳の石室は、羨道部のほとんどが遺存せず、全体のプランは不明であるが、上三谷

2号墳の石室に、その系譜を求めることができる。また、境石で玄室を区画するという、上

三谷3号墳以来の伝統的な埋葬空間確保の方法についても、ここでは踏襲している。しかし、

塩塚古墳と上三谷2号墳の決定的な違いは、石室構築部材の法量である。出土須恵器の年代

観から6世紀末に築造時期を比定した上三谷2号墳では、中・小型の石材がおもに使われて

いるが、上三谷2号墳より若干後出する、7世紀初頭頃に築造を比定した塩塚古墳では、か

なり大型の石材が多用されている。この石室構築石材の大型化は、玄室と羨道を区分する框

石や玄室を分割する境石などといった、石室内施設の設置状況と、その採用部材からも歴然

としている。

このように同一系譜上にある石室が、短期間で大型石材を石室構築部材として採用するよ

うになる契機については、外的な要因を考えなければならない。おそらく、畿内型の巨石石

室の影響を多分に受けたものと思われる。このように、横穴式石室築造では、実年代に当て

ると、7世紀の初頭を前後にその画期があることが明らかとなった。
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2 ． 遺物 につ いて

鏡

塩塚古墳の第1被葬者が、胸に抱いていた鏡（直径10cm）は、銹化の進行が著しく、肉眼

観察で鏡式を判断することは、不可能であった。そこで、愛媛県工業技術指導センターの協

力を得て、X線による透視を実施したところ、鏡背の図柄を観察することができた。まず、

外区を見ると、斜縁に向かって開く肉太の半円形を呈する弧文が、間隔をおいて配され、そ

の半円弧の間には、逆「C」字形にやや肉細の半円弧が連続して巡らされている。この連弧

文帯については、雲文の抽象化されたものと考えられる。内区は、4方の乳を挟んで4 人の

座神像が配され、4神の間は、4匹の獣像で埋められている。なお、比較的遺存の良好な対

面する獣像では、足と思われる部分が、それぞれ逆の向きに湾曲している。鈕は、半球状を

呈し、鈕孔は、対角線上に結ばれる乳方向に貫通している。以上のように、この鏡は、図柄

がかなりデフォルメされた仿製の4神4獣で、「円環鈕斜縁連弧文帯4乳4神4獣鏡」とでも

呼ぶべきもので、管見の限り、全国に類例を知らない珍奇な鏡であり、今後、さらに追跡調

査の必要がある。

大　　　刀

大刀は、把頭が古代中国の「圭」と言う玉器に似ていることから、「圭頭大刀」と呼ばれて

いるものである。把頭（13）・把間（14）・鐔・刀身・鞘尾金具（15）などからなり、復元す

れば、ほぼ完形に近い銀装の飾り大刀である。全長は、各部がバラバラで出土しため、不明

であるが、遺存各部の法量を順次、加算するならば、推定全長約110cmと、細身で長い大刀で

あり、儀礼刀と考えられる。技巧的には、把間の刻み目銀線の葛巻きや鐔の10窓など高度な

技術が随所で見受けられる。なお、玄室境石玄門側の、把間（14）と鞘尾金具（15）の中間

付近から出土した刀装具（24）は、足金具の可能性が強い。

県内における圭頭大刀の出土例は、松山市福角町の塚本1号墳例（金装）についで2例目

であるが、塩塚古墳例ほど各部位が、まとまって出土したケ－スは全国的にも希少であり、

飾り大刀研究の1級資料である。

帯?

玄室境石玄門側の圭頭把頭の近くから出土した、チューブ状銀製品（16～23）の用途につ

いては、法量（特に幅）が一律である点や、舌状を呈する端部（17）が存在することなどか

ら、帯を飾った金具である可能性が強い。もし、この銀製品が、塩塚古墳の第1被葬者のも

のであったとするならば、圭頭大刀とともに、まさに、ギンギラギンの豪奢な首長の盛装し

た姿が彷彿される。
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3 ． 上三谷古墳群駄農頭首長墓系譜

以上のように、塩塚古墳は、その石室構造や出土遺物の内容から判断して、7世紀初頭に

築造された、当地の首長墓であることは明らかである。また、上三谷2号墳については、塩

塚古墳を凌ぐ墳丘に外護列石を伴っており、出土遺物にこそ恵まれなかったが、羨道から出

土している馬装具などは、かなり豪勢なものであり、塩塚古墳より若干先行する6世紀末の

首長墓であると考えて大過あるまい。

ここで、上三谷地域における首長墓の系譜を整理しておきたい。

最古の首長墓は、松山平野にあって、最も古い古墳のひとつであると考えられている、嶺

昌寺古墳である。三角縁神獣鏡2面を出土したのみで、墳丘・主体部の詳細は不明であるが、

4 世紀前葉頃の時期が想定されている。嶺昌寺古墳以降、4・5世紀の首長墓は、現在まで

のところ発見されていないが、この時期に、果たして首長が不在であったか否かについては、

断定できない。しかし、伊予市宮下の吹上の森1 ・2号墳、さらには、同市下行道山の桜山

古墳の存在を考えると、この時期、上三谷古墳群の首長墓は、本来、不在である可能性が強

い。

6 世紀前葉になると、全長30mの前方後円墳で、墳丘に須恵質の埴輪を伴う客池古墳が、

嶺昌寺古墳以来の首長墓として出現する。客池古墳に後続する首長墓としては、昭和60年に

調査した、遊塚古墳（上三谷3号墳）が挙げられる。この古墳は、前方部が削平され、全容

は不明であるが、明らかに前方後円墳（後円部径約20m）である。時期は、石室内出土最古

相の須恵器から判断して、6世紀後葉の造営である。

このように見てくると、上三谷地域の首長墓系譜を、嶺昌寺古墳→首長墓不在→客池古墳

→遊塚古墳といった図式で捉えることができる。さらに、今回調査した上三谷2号墳や塩塚

古墳をこの系図に組み込むと、遊塚古墳→上三谷2号墳→塩塚古墳といった、一層、詳細な

首長墓系譜の想定が可能となってきた。

いずれにしても、個々の古墳を「地域」といった文化的なまとまりの中で、系統的に理解

する契機となった、塩塚古墳をはじめとする上三谷古墳群の発掘調査は、今後、松山平野の

古墳時代を研究する上での基礎資料として、高く評価してゆきたい。

［谷若］
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番 号 器　 種 出土 位置

表2　 上三谷1 ・2 号墳出土須恵器の観察

法　量(㎝) 形 態 的 ・ 手 法 的 特 徴 備　　　　　　考

上三谷1号墳（塩塚）

1 坏　　 蓋 玄　　　 宰 口 径　12 ．3 ●口縁 部：天井 部から僅 かに内湾した後鈍 く屈 色調：外内　 乳茶白色

中　　　 央 器高　4.1 曲し、端部 は丸 い。 胎土：や や粗

西　 側　 壁 ●天井部:丸みを帯びており、やや平坦。 焼成：やや 不良

○外面　 口 縁部回転 ナデ、 天井 部回転ヘ ラ削り ロ クロ：時 計回り

後回転ナデ。

○内面　 回転ナデ。

2 坏　　 蓋 玄　　　 室 口 径　12 ．0 ●口縁 部：天井部か ら直線 的に開いて外方 に若 色調：外　 淡青灰色、

西玄門付近 器高　3.4 干肥厚し、端部はやや尖り気味に丸 緑黒 色自然

い。 釉付着

仰向 き（斜 ●天井 部：ほぼ平坦。

上方） 外面　口縁部・天井部下位1/2回転ナデ、天井○

部回転ヘラ切 り痕。

○内 面　 回転 ナデ。

内　 淡青灰色

胎土：やや 密

焼成：良好

ロ クロ：時 計回り

3 口径　12.1 ●口 縁部：天井部から内湾した後僅 かに屈 曲し、 色調：外　 淡青灰色

器高　4.3 端部は尖 り気味 に丸い。 内　 白灰色

坏　　 蓋 玄　　　 室

境 石 付 近

ほ ぼ 中 央 ●天井 部：丸 みを帯 びる。 胎土：や や密

○外面　 口縁部回転 ナデ、 天井部回転ヘ ラ削り 焼成：良好

後回転 ナデ。 ロクロ：反時計回り

内面　口縁部・天井部下位1/2回転ナデ、天井○

部上位1/2手持ちナデ。

4 蓋 玄　　　 室 口径　12.6 ●口 縁部：天井 部から鈍く屈曲して「 ハ」字 状 色調： 外内　 暗灰褐 色

中　　　 央 つまみ径 に開 き、端部はやや尖 り気味に丸い。 胎土：や や密

西　　　 寄 2．4 天井 部 との 境 にや や 鋭い 稜が1条 焼成：良好

器高　3.9 巡ってい る。 ロクロ：反時計回り

つまみ高 ●天井 部：ほぼ平坦 で、 その中央には中 心がや

0.5 や窪 んだ偏平 なつ まみを有 す。

外面　口縁部・天井部下位1/2回転ナデ、天井○

部上位1/2回転ヘラ削り後回転ナデ、つ

まみ回転ナデ。

○内 面　 回転 ナデ。

5 坏　　 身 玄　　　 室 口径　10.6 ●口 縁部：た ちあ がりは短く内傾し、端 部は尖 色調：外内　白灰色

中　　　 央 受 部径12.5 り気味 に丸い。受 部は短くやや鈍い 。 胎土：密

●底部：受部 から屈 曲して若子内湾し ながら丸 焼成：良 好器高　4.0

仰　 向　 き たちあが り みを帯 びた底部に至る 。 ロ クロ：反時計 回り

高　　　0.2 ○外面　口縁部回転ナデ、底部回転ヘラ切り痕。

○内面　 回転 ナデ。

6 坏　　 身 羨　　　 道 ●口縁部：た ちあ がりは短く内傾し、端 部はや 色調：外内　 乳 青灰色

や尖 り気 味に丸い。受部 は短くやや 胎土：やや密框 石 付 近

中　　　 央

口径　10.3

受部径12.3

器高　3.7 鈍い。 焼成 ：良 好

ロクロ：反時計 回りたちあが り ●底部：受部 からやや鈍く屈曲しな がら丸みを

俯　　　 せ 高　　　0.3 帯びた底 部に至る。

外面　口縁部回転ヘラ削り後回転ナデ、底部○

回転ヘ ラ切り痕。

○内面　 回転 ナデ。

7 坏　　 身 羨　　　 道 口径　　9.7 ●口縁部：たちあがりは短く、端部は尖ってい 色調：外内　 青灰 色

西　 側　 壁 受部径11.8 る。受部は外 方に丸く肥厚してい る。 胎土 ：やや粗
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番号 器　 種 出土位 置 法　量(㎝) 形 態 的 ・ 手 法 的 特 徴 備　　　　　 考

器高　3.0 ●底部 ：受 部からやや鈍く屈曲し てほぼ平坦な 焼成：良好堅緻

仰　 向　 け たちあがり 底部に至る。 ロ クロ：時計 回り

高　　 0.1 ○外面　口縁部回転ナデ、底部回転ヘラ切り痕。

○内面　回転ナデ。

8 ●口縁部：たちあがりは短く内傾し、端部はや 色調：外　暗青灰色、坏　　 身 玄　　　 室 推 定口径

（口縁部） 12.6

推 定受 部径

や尖 り気味に丸い。受 部は外方 に鋭

く肥厚している。

黒色自然釉

付着

15.0 ●底部：受 部から屈 曲して底部に至る と考えら

たちあがり れる。

高　　　0.4 ○外面　 回転ナデ。

内　 青灰色

胎土 ：密

焼成 ：良 好堅緻

残存 高 1.6 ○内面　回転ナデ。

9 坏　　 身 玄　　　 室 底 径　6.4 ●底部：やや突出し た平 底を呈す。 色調： 外内　 茶白色

○外面　 回転 ナデ、 底部静止糸切り痕有。（底　 部） 中　　　 央 残存 高2.4

束　　　 寄 ○内面　 回転 ナデ。

胎土：やや密

焼成： 不良　 生焼け

10 高　　坏 羨　　　 道 口径　11 ．9 ●坏部：内湾しながら丸みを帯 びた底 部に至る。 色調： 外　 淡青灰色

口縁端部はやや尖 り気味に丸い。上位 内　坏部黒褐色、框 石 付 近 基部径 3 .6

西　　　 寄 脚 部径 8.9

器高　8.2

約1/3に鈍い稜が1条巡っている。全体

的に口縁部 が歪 んでいる。

脚部 高 3.2 ●脚部：やや太い基部から外反して「ハ」字状

脚部淡 青灰 色

胎土：や や粗

焼成：良好

ロ クロ：時 計回りに開き、裾部は反り上がってやや鋭い

段をなす。端部は 外方へと広がり始め

る部分で接地してい る。

○外面　坏部口縁部回転ナデ、坏底部回転ヘラ

削り後回転 ナデ。脚 部回 転ナデ。

○内面　 回転ナデ。

11 短 頸 壺 玄　　　 室 口径　　6.8 ●口頸 部：短く直立し 端部はやや尖 り気味 に 色調：外内　 淡 青灰色

境 石 付 近 体部最大径 丸い。 外面 体部

西　　　 寄 13.3 ●体 部： わずかに内湾しながら「 ハ］字状 に開 自 然柚付

と 器高　 8.8 き、中位約1/2で最大径を測り、鈍く屈 着

周　　　 溝 曲してやや 直線的 に平坦な底部に至る。 胎土：密

底 部には格 子目状のヘラ記号が刻 まれ 焼成 ：良 好　 頸 部に重

てい る。 ね焼痕有

○外面　口頸部・体部上半回転ナデ、体部下半 ロクロ：反時計回 り

回転ヘ ラ削り後 回転ナデ。

○内面　 回転 ナデ。

12 長 頸 壺 玄　　　 室 口径　10.3 ●口頸部：やや細い 頸部よりわずかにすぼ まり 色調： 外　 乳青灰 色、

緑色自然釉西玄門付近 頸部 径 6.0

体部 最大 径

横転（口縁 14.5

ながら若干直線 的に延 びた後、ほぼ

中央 から外反し てラッパ状に開く。

端部は凸面状の平坦面 をなす。

付着

内　 乳青灰色、

体部：「ハ」字状に外反して上位約1/3で最大● 緑 色自然釉

径を測り、明瞭な肩部 をなした後屈曲 付着

が北 向き） 高台径 8.4

器高　21.9

高台高 1.4 してわずかに内湾しなが ら平 底に至っ 胎土：密

ている。底部 周縁 には「 ハ］字状に短 焼成：良好堅 緻

く直線的に開く高台が付き、端面は凹 ロクロ：時計回り

面を呈して内端面で接地している。

○外面　 回転ナデ。

○内 面　 回転ナデ。

47 蓋 周　　　 溝 口径　　7.8 ●口縁 部： わずかに内湾しな がら開 き、受部よ 色調：外　 暗 青灰色、

南 基部径 9.9 り短く垂下する尖 り気 味のかえりを

つ まみ基部 有 する。受 部は丸く外方に肥厚 する。

自然釉付着

内　青灰色
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番号 器　 種 出土位置 法　星(㎝) 形態的・手法的特徴

径　　 1.1 ●天井 部： 丸みを帯 び、ほぼ中 央に凝宝珠状 の

残 存高 2.2 つまみがわずかに残存し ている。

備　　　　　　考

胎 土：密

焼成：良好

○外面　口縁部回転ナデ、天井部回転ヘラ削り

後 回転ナデ。

○内面　回転ナデ。

48 蓋 周　　　 溝 つまみ径 ●天井部：若干丸みを帯び、ほぼ中央に凝宝珠 色調：外　乳茶褐色、

表　　　 採 1.4 状のつまみが付されている。 緑色自然釉

つまみ高 ○外面　 回転ヘラ削り後回転 ナデ。 一部付 着

0.9 ○内面　 回転ナデ。

残存高 1.8

高　　 坏 周　　　 溝 基部径 3.7 ●坏部：屈曲して平底に至る。1/3、2/3に各1条

内　 乳茶 青色

胎土　：やや密

焼成：良 好堅緻

色調： 外　 青灰 色、黒49

南 残 存高 9.8 ずつやや鈍い稜が巡 ってい る。 色自然釉付

●脚部：細い基部から、ほぼ直線的に下り、裾 着

内　淡茶白色、部で外反する と考えられる。 脚柱部に

は長方形の透しが二段二方向に入って

いる。

緑色自然釉

付 着

○外面　回転ナデ。

○内面　　回転ナデ。

50 高　　 坏 周　　　 溝 口径　10.5 ●坏部：逆「ハ」字状に内傾した後、屈曲して

胎土：密

焼成：良好

ロクロ：時 計回 り

色調：外内　淡赤褐色、

平底に至 る。端 部はやや尖り気味に 丸 白変して

いる

南　　　 西 基部径 5.5

脚部径10.0

器高　12.8

い。1/3、2/3に各1条やや鋭い稜が巡っ

ている。 胎土：密

脚部 高 8.1 ●脚部：細い基部から、外反しながら広がり、 焼成：良好

裾部で屈曲して段をなし、端部は尖り

気味で内 側で接地する。ほぼ中位 にご

く浅い凹 線が2条巡っている。

○外面　回転ナデ。

○内面　回転ナデ。

色調： 外内　 灰色51 長 頸 壺 周　　　　溝 頸部 径 7.4 ●体部：頸部から「ハ」字状に開いて上位1/3で

（体　 部） 南 体 部径 18.7

残存 高 15.2

最大 径を測り、鈍く屈曲し た後、 丸み 胎 土：密

を帯 びた底部に至る。肩 部には上 下に 焼成：良好 堅緻

各2条の沈線が巡り、その間に右上が

りの剌突列点文が施されている。

○外面　体部上半回転ナデ、体部下半カキ目、

底 部回転ヘラ削り後 回転ナデ。

○内面　回転ナデ。

広 口 壺 周　　　 溝 基部径9.3 ●口頸 部：太い頸部から外反し ている。ぼぼ中 色調：外内　乳茶白色
52

南 と 南 西 体部最大径 位に浅い凹線が 各1条巡 り、その間

18.4 に1O条の波状文が巡っている。

緑 色自然

釉 付着

残存高 20.0 ●体部：緩 や かに開 いて ほぼ中 位 で 最大 径 を 胎土：やや密

測った後、内湾し て丸みを帯びた底 部 焼成：良好

に至る。ほぼ中位 に浅い沈線が各1条

巡り、その間に右上がりの刺突列点文

が刻 まれてい る。

○外面　口頸部回転ナデ、体部上位1/3回転ナデ、

上位2/3カキ目、回転ヘラ削り。

○内面　回転ナデ。

●体部：頸部から大きく開いて体部上位1/3でや 色調： 外　 淡赤茶色53 広 口 壺 周　　　　溝 体部最大径
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番号 法　上(㎝) 形 態 的 ・ 手 法 的 特 徴 備　　　　　　考器　 種 出土位 置

（体　 部） 南 と 南 西 18.5 や明瞭な肩 部形成後、鈍 く屈曲し て丸 内　 乳 茶灰色

残存高 12.1 みを帯 びた底部に 至る。肩 部にやや 鈍 胎土：やや粗

い沈線が1 条巡っている。 焼成：良好

○外面　体部上半回転ナデ、体部下半回転ヘラ ロクロ：時計回 り

削り後回転ナデ。

内面　体部上半回転ナデ、体部下半手持ちナ○

デ。

54 広 口 壺 周　　　　溝 推定口径 口頸部：太い頸部から外傾し、上位1/3で更に●

（口頸部） 南 15.2

頸部径 8.2

色調：外内　淡赤褐色

胎土：密

焼成：良好 堅緻

残 存高 6.9

外反し て端 部は段を形成して下方に

肥厚している。上位1/3・2/3に各1条

の沈線 が巡 り、間に5条の波状文が

施さ れてい る。

○外面　 回転 ナデ。

　○内面　回転ナデ。

55 脚　　 付 周　　　　溝 口径　　6.8 ●口頸部：細い基部より直立し、上位1/2からわ

長 頸 壺 南 頸部径 5.1 ずかに開 き端部 はやや尖 り気味に丸

色調：外　 口頸 部・体

部上位1/2淡

体部最大径

18.6

い。ほぼ中央にごく浅い凹線が2条

巡っている。

青灰 色、体

部下位1/2黒

基部径 6.6 ●体部：頸部より「ハ」字状に開いてほぼ中央 灰色、 黒色

残存高 26.0 で最大径を測った後、わずかに内湾し 自然釉 付着

ながら平底に至る。　上位1/3から1/2にか

けて各2条の浅い沈線が巡り、その間

内　 淡黄灰 色

胎土：やや密

に斜 めの 刺突 列点文が左上がり・右上 焼成：良 好

がりの順 に施 されている。 ロ クロ ：反時計回 り

●脚部：やや細い基部 からすぼまり気味に開く

と考 えら れる。

○外面　口頸部・体部上半回転ナデ、体部下半

カキ目、底部回転ヘラ削り後回転 ナデ。

○内 面　 回転ナデ。

56 脚　　 付 周　　　　溝 体部最大径 ●体部：細い基部から大きく開いて上位約1/3で 色調：外内　 青灰 色

長 頸 壺 南 20.5

基部径 6.4

脚部径 11.2

残存高 19.3

最大径を測った後、鈍 く屈曲し て内 湾 胎土：やや密

し ながら丸みを帯び た平底 に至る。 肩 焼成：良好

部には上下に各2条の浅い沈線が巡り、

その 間に右上がりの刺突列点文が施 さ

れてい る。

●脚部：やや 太い 基部から直線的に下りた後、

外反し て開 き、端 部は段 をなし端面は

凹面をなし てい る。 ほぼ中位にごく浅

い凹線が2 条巡 り、 その上下に長方形

の透しが二段三 方向 に入 っている。

○外面　体部上位2/3カキ目、体部下位1/3・脚部

回転ナデ。

○内面　 回転ナデ。

57 脚　　 付 周　　　 溝 口 径　14.4 ●口頸 部：やや太めの頸部からラ ッパ状 に外反 色調：外　乳茶白色、

広 口 壺 南 頸 部径 6.5 し、端部は屈曲して段を形成して下 黒緑 色自然

体部 最大径 方に肥厚している。　上位1/3・2/3に浅 釉付 着

15.8 い凹線が巡り、その間に2条の波状 内　 白灰 色、脚

基部径 4.5 文 を有 す。 部黒緑 色自

脚部径 14.9 ●体部：頸部から外反気味に開いて上位1/3で最 然釉付着

器高　24.3 大径を測 った後、緩やかに屈 曲し て内 胎土：やや粗
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番号 器　 種 出土位置 法　量(㎝)

脚部 高 7.0

形 態 的 ・ 手 法 的 特 徴

湾気味に底部に至っている。上位1/3に

備　　　　　　考

焼成：良好

ご く浅い1条の凹線が巡っ てい る。

●脚部：細めの基部から「ハ」字状に外反して

中位1/2で段をなして更に外方へと広

かってい る。端 面はわずかに膨ら むが、

歪 みが激し く、もっぱら内端 面で接地

し てい る。

○外面　口頸部・体部上位1/3・2/3回転ナデ、体

部下位1/3回転ヘラ削り後回転ナデ、脚

部回転ナデ。

○内面　回転ナデ。

58 脚　　 付 口 径　14.0 ●口頸 部： 細めの頸部から ラッパ状 に大 きく外 色調：外　 乳茶灰 色、周　　　溝

広 口 壺 南 頸 部径 5.4 反し、口縁端部は外方に肥厚して段 緑色自然釉

体 部最大径 をなす。3箇所 に各1条の浅い沈線 一部付着

12.2 が巡り、 その間 に各3条の波状文が

基部径 4.1 施されている。

脚部径 11.7 ●体部：ほぼ球形で上位1/3で緩やかに屈曲して

内　 茶白 色

胎土：やや密

焼成：やや不良

ロクロ：時 計回り器高　21.4

脚部高 4.9

丸みを帯び た底 部に至る。 肩部に各2

条の浅い沈線 が巡 り、 その間に格子状

の剌突列点 文が施されている。

●脚 部：細い基 部から「 ハ」 字状に外反して段

をなし、更 に外方にわずかに内湾しな

がら開い てい る。端 面はやや尖り気味

の平坦面で、ほぼ全 面で接地 している。

○外面　 回転 ナデ。

○内 面　 回転ナ デ。

59 ●口 頸部：細い 頸部からすぼ まり気味 に開い て 色調：外内　 暗 青灰色
* 周　　　 溝 推定口径

南　　　 西 胎土：や や密

焼成：良好

9.0 段を形成し、更に外方へと開くもの

頸部径 3.1 と思 われる。

体 部最大 径 ●体部：頸部 から「 ハ」字状に開い た後、 中位

9.7 1/2上方で最大径を測る偏球形を呈し、

孔径　1.4 ほぼ中 央に孔が1個穿た れてい る。

残存高 11.0 ○外面　口頸部・体部上半回転ナデ、体部下半

回 転ヘ ラ削り。

○内面　 回転 ナデ。

60 平　　瓶 体部：上位約1/4にやや明瞭な肩部を形成し、● 色調：外内　 淡 青灰 色周　　　　溝 頸部 径 4.4

南 と 南 西 体 部最大径

14.5

緑色 自然

釉付 着

残存高 10.8

そこで屈曲して内湾し ながら丸みを帯

びた底部に至る。口 頸部は体部の中心

より偏った ところ に付いている。

○外面　 肩部より上位回転ナデ、肩部より下位

回転ヘラ削り後回転ナデ。

胎土：やや粗

焼成 ：良 好堅緻

ロ クロ：反時計 回り

○内面　 回転ナデ、体部上部中央やや不明瞭な

円板充塡痕有。

色調：外　 乳茶 灰色61 広 口 壺 周　　　 溝 推 定口径 口頸部：頸部から逆「ハ」字状に大きく開き、●

（口 頸部） 南 18.8

残 存高 4.5

端部は粘土を更 に付加して丸 く帯状

に肥厚してい る。

外面　口頸部回転ナデ、体部叩き。○

内　 乳灰 色

胎土：やや密

焼成：良好

○内面　 口頸部回転 ナデ、 体部叩 き。

62 体部最大径 ●体 部：細めの頸部 から内 湾気味に開い てほぼ 色調：外　 白灰 色、黒脚　　 付 周　　　　溝

長　　 頸 南 15.2 中位で最大径に達 した後、鈍 く屈 曲し 緑 色自然釉
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番号 器　 種 出土 位置 法　量(㎝) 備　　　　 考

装 飾 壺 基部径 4.6 付 着

脚 部径 13.2 内　白灰色

脚 部高 5.3 胎土：やや密

残存 高 12.8 焼成 ：良 好

壺

形態的・手法的特徴

て底部に至る。 ほぼ中位には、 装飾の

小 型直口 壺を載せるために外方 に張 り

出 す段 を付し、そこに5個の直口壺 が

あっ たと想定される。直口壺は、口頸

部が器高の約1/2を占め、厚手の造りで

ある。

口径　3.2 ●脚部：太めの基部からわずかに外反した後、

器高　4.7 屈曲し て段 を形成し て更に内湾気味に

「ハ」字状に広がる。

○外面　 回転 ナデ。

○内 面　 回転ナデ。

63 平瓶? 周　　　 溝 推定口径 ●口 頸部：細めの頸部から外 反気味 に広がり、 色調： 外　 淡青灰色

（口頸部） 南 5.8 端 部はやや尖り気味 に丸い。 内　 白灰色

残存高 2.9 ○外面　 回転ナデ。 胎土：密

○内 面　 回転 ナデ。 焼成：良好

64 壺 周　　　 溝 推定 底部径 ●底部：丸 みを帯 びた平底である。 色調：外内　淡青灰色

（底　 部） 南 と 南 西 2.4 外面　静止ヘラ削り。○ 胎土：密

残存 高 2.6 ○内面　 回転 ナデ。 焼成 ：良 好

ロクロ：反時計回り

65 装　　 飾 周　　　 溝 推定受 部径 ●口 頸部：直立する と考えられる。 色調： 外　 青灰色、台

器　　 台 南　　　 西 27.2 ●受部：深い埦状を呈し、口縁部は外方に肥厚 部自然釉付

基部径 11.4

脚部径 20.4

残存高 43.5

直口 壺

し、端部は段をなして下方に1条の凹 着

線が巡っている。口縁部直下には2条 内　 淡青灰色

を単位とする浅い沈線が巡 り、 その間 胎 土：密

に水平 に近 い右上がりの刺突列点 文が 焼成：良好

施 されている。

体 部最大径 ●脚 部：丸 みを帯 びた平底からすぼ まり気味 に

6.6

残存高 5.3

下りた後下位1/4あたりから内湾気味に

広がり、端 部は内側に段をなして外端

部で接地 する。脚 柱部に2条を 単位 と

する沈線が4箇所 みられ、その沈線間

に円形の透しが二段三 方向に施されて

いる。

●装飾部：直口壺。全体が内傾し、口頸部は直

立 すると考えられる。体 部は頸部か

ら外傾して明瞭な肩部で鋭 く屈 曲し

内湾し ながら底部に至る。肩 部直下

に左上 がりの刺突列点文が巡り、 そ

の 下に沈線 が1条巡っている。

○外面　 受部口縁 部回転ナデ、受 部・脚部カ キ

目、脚端部 カキ目後 回転ナデ、直口壺

回転ナデ。

○内 面　 回転ナデ。

66 ●口頸部：頸部から逆「ハ」字状に大きく開き大　　 甕 周　　　 溝 推定 口径

（口頸 部） 南と南西 と 62.8

西南 推定頸 部径

41.2

色調：外内　 灰白色

胎土 ：密

焼成:良好

69 と同一個体か。

残存高 37.0

口縁端部は鈍 く屈曲し て上方に肥厚

してたちあがっている。上位1/3・2/3

に各2条の浅い凹線 が巡 り、その間

に右上がりの刺突列点文 が施されて

い る。

○外面　 回転 ナデ。
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○内面　回転ナデ。

67 大　　甕 周　　　　溝 推定口径 ●口 頸部：頸部から逆「ハ」字状 に大 きく開 き、 色調：外　 乳青灰色

（口頸部） 南 39.4 内　暗白灰色

推定頸部 径

口縁端 部は緩 やかに上外方 に肥 厚し

ている。 外内　 緑 色自然

23.0 ○外面　 回転 ナデ。 釉付着

○内面　 回転ナデ。

68

残存高35.9

大　　甕 周　　　　溝 推定口径 ●口 頸部：頸 部から直 立した後、外 方に開 く。 色調：外　 青灰色

（口頸部） 西　　　　南 46.8 内　 白 灰色

推定頸部径 胎土：密

29.6

口縁端 部はわずかに上方に突出し、

全体的に は下外方に肥厚し てい る。

上位1/3・2/3に各2条の浅い沈線が巡 焼成：良好

残存高18.9 　る。

○外面　 回転 ナデ。

○内面　回転ナデ。

底部：内湾しながら丸 みを帯びた底 部に至 る。 色調：外　 白灰色69 大　　甕 周　　　 溝 残存 高22.2 ●

（底　部） 南 と 南 西 ○外面　 叩 き。 内　 淡青灰色、

○内面　叩き。 緑色自然釉

付着

胎土：密

焼成：良 好

66 と同一個体か。

上三 谷2号墳

91 坏　　 蓋 前　　　 室 口径　12.4 ●口縁部：内湾し ながら開 き、端部はやや尖り 色調： 外　 白灰色、黒

気味 に丸い。 緑色自然釉羨 門 付 近 器高　4.2

東　　　 寄 天丼部：丸みを帯びている。● 付 着

○外面　 口縁 部回転ナデ、天井部 回転ヘラ削り 内　 淡灰 色、 一

後回 転ナデ。 部黒緑色自

内面　回転ナデ。○ 然釉付 着

胎土 ：やや密

焼成 ：良好、小 片付着

ロ クロ：時計 回り

坏　　 蓋 色調：外　 茶灰 色、 一92 前　　　 安 口径　11.5 ●口縁部：内湾しながら開き、口縁端部は鈍く

屈曲して丸くなっ てい る。中　　　 央 器 高　3.7

東　　　 寄 ●天井 部： 丸みを帯びている。

部自然釉付

着

○外面　口縁部回転ナデ、天井部回転ヘラ削り 内　 淡灰 色

後 回転ナデ。 胎土：やや密

○内面　 回転ナデ。 焼成：良好

ロクロ：反時計回り

坏　　 蓋 玄　　　 室 口 径　　7.6 ●口縁 部：天井 部よりほぼ直線的 に広かった後、 色調：外内　白灰色、93

つまみ径 受 部は外方 に肥 厚してやや鋭 く、尖 外面に黒

2.2 り気味の かえりが内傾している。 緑 色自然

釉付着器高　 3.2 ●天井 部：丸みを帯 び、中心 部には偏平なつ ま

つまみ高 みが付い てい る。 胎土：密

0.6 ○外面　 回転 ナデ。 焼成：良好 堅緻

かえり高 ○内 面　 回転 ナデ。

94

0.4

坏　　 身 玄　　　 室 推 定口径 ●口縁部：たちあがりは尖り気味で内傾し、受

（口縁部） 9.8 部は鈍 く短い。

残存高 2.2 外面　回転ナデ。○

色調： 外内　 乳白灰 色

胎土：密

焼成：良好

○内面　回転ナデ。

95 坏　　 身 前　　　 室 推定口径 ●口縁部：たちあがりは内傾し、端部は尖り気 色調： 外　 青灰色、灰
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西　 玄　 門 10.5 味である。受 部はやや鋭く短い。 かぶ り

推定受 部径 ●底部：受部 より鈍 く屈曲してほぼ平坦になっ 内　 青灰色

12.4 ている。 胎土 ：密

器高　3.3 外面　口縁部・底部上半回転ナデ、底部下半○

推定 たちあ 回転ヘ ラ削 り後 回転ナデ。

焼成 ：良好堅緻

ロ クロ：反時計 回り

がり 高0.7 ○内面　回転ナデ。

96 坏　　 身 前　　　室 推定口 径 ●口縁部：たちあがりは尖り気味で内傾し、受 色調：外　 暗灰色

（口 縁部） 南　　　 側 9.0 部は鈍 く短 い。 内　 灰色

中　　　 央 推定受 部径 ○外面　回転ナデ。 胎土 ：密

内面　回転ナデ。○ 焼成 ：良好11.1

たちあ がり

高　　　0.8

97 高　　坏 ●坏部：平坦な底部 から外傾して開き、口縁端 色 調：外内　 淡 茶灰 色

残存高 2.3

前　　　 室 口径　11.9

羨 門 付 近 基部径 2.9 部はやや尖 り気 味である。 ほぼ中位に 胎土：やや密

東　　　 寄 脚部径 10.0 2 条のごく浅い凹 線が巡 り、底部には 焼成：良 好堅緻

剌突文が施さ れてい る。器高　13.0

脚部 高 8.9 ●脚部：細い基部からすぼまり気味に下位約1/3

で開いている。脚 裾部は外方に延び、

端部は段をなして下方にわずかに肥厚

している。中位約1/2に浅い凹線が2条

巡 っている。

○外面　 回転ナデ。

○内面　 回転ナデ。

98 推定口径 ●坏 部： 丸みを帯びた底部 から 外傾し て開き、 色調：外内　 白灰色、高　　 坏 前　　　 家

（坏　 部） 中　　　 央 9.9 緑 色自然

残存高 4.0

口 縁端部はやや尖り気味 に丸い。 上位

1/3・2/3にやや鈍い稜が巡っている。 釉付着

○外面　 坏 部上半回転 ナデ、坏 部下半 回転ヘラ 胎土：密

削り後回転ナデ。 焼成：良好 堅緻

○内面　回転ナデ。

99 高　　 坏 前　　　 室 口 径　11.4 ●坏部：外傾し て開き、口縁端部はやや尖 り気 色調：外内　 乳赤茶色

基部径 3.7中　　　 央 味に丸い。上位1/3・1/4にやや鋭い稜が 坏 部外面

脚 部径 10.4と 巡 る。 脚 部内外

東　　　 寄 器 高　11.0 ●脚部：やや 太い基部からすぼ まり気味 に中位 面黒 色自

脚 部高 7.1 約1/2で開き始め、脚裾部は外方に更に 然釉付着

延び、段をなして端部は上下に肥厚し 胎土：やや密

ている。上位約1/3に2条、下位約1/3に 焼成 ：良 好

1 条のごく浅 い凹線 が各々巡っている。 ロクロ：反時計回 り

○外面　 回転 ナデ。

○内面　 回転 ナデ。

100 高　　 坏　 前　　　 室 口径　　9.6 ●坏部：たちあがりは短く内傾し、受部はやや 色調：外　暗灰色、自

中　　　 央 受部径 11.8 鋭い。受部 から屈 曲して丸みを帯 びた 然釉・灰 か

基部径 3.2 平底に至る。 ぶり

脚 部径 10.0 ●脚部：やや細 めの基部から直線的に下りた後、 内　 青灰色

器 高　11.4 中位約1/2で「ハ」字状に開き、脚裾部 胎土：やや密

た ちあがり

高　　　0.4

脚部 高 8.3

は外方に延びて端 部は尖り気味 である。 焼成：良好

ほぼ中位 に2条の浅い沈線が巡っ てい 有蓋

る。

○外面　回転ナデ。

○内 面　 回転ナデ。

－83 －



番号 出土位 置 法　量(㎝) 形 態 的 ・ 手 法 的 特 徴

101

器　 種

高　　 坏 前　　　 室 推定 脚部径 ●脚部：「ハ」字状に外反して裾部は段をなし、

備　　　　　　考

色調：外内　 白灰色、

（脚　 部） 中　　　 央 10.9 端 部は上方に僅か に肥 厚している。

残存 高 3.5 ○外面　回転ナデ。

○内面　 回転ナデ。

外面に黒

緑 色自然

釉付着

胎土：密

焼成：良好堅 緻

102 高　　 坏 羨　　　 道 基部径 2.6 ●脚部： 細い 基部からほぼ 直線的に下りた後、 色調：外内　 赤茶色

（脚　 部） 推定 脚部径

9.2

中位約1/2で外反する。裾部は段をなし 胎土：密

端 部は上方に尖 り気味 に肥 厚している。 焼成：良好堅 緻

残存高 9.3 中位1/2に2条、下位約1/3に1条の浅い ロクロ：反時計回り

凹線が各々巡っ ている。

○外面　坏底部回転ヘラ削り後回転ナデ、脚部

回転ナデ。

○内面　 回転ナデ。

色調： 外　 白灰色、 頸103 広 口 壺 前　　　 室 口径　17.0 ●口頸部：太い頸部から直立した後、ほぼ中位

羨 門 付 近 頸部径 8.8 1/2で外反して広がり、口縁端部は段

東　　　 寄 体部最大径

19.9

器高　23.7

をなして下 外方に肥厚してい る。 ほ

ぼ中位 には2条の浅い沈線 が巡 って

いる。

部黒色自然

釉付着、 体

部上半灰 か

ぶり

●体 部：偏球形を呈し、 頸部から内湾し ながら 内　 青灰色、口

開き、中位約1/2で最大径を測った後、 頸部灰 かぶ

内湾しながら丸 みを帯びた底 部に至 る。

上半に各2条の浅い凹線が3箇所巡り、

り

胎土： やや密

その間 に右 上がりの刺突列点 文が施さ 焼成：良 好

れ てい る。 ロ クロ：反時計 回り

○外面　口頸部・体部上位1/4回転ナデ、体部下

半カキ目。

○内面　 回 転ナデ。

●口頸部：細 めの頸部から逆「 ハ］ 字状に外反 色調：外　 口 頸部・体104 脚　　 付 前　　　 室 口径　13.6

広 口 壺 中　　　 央 頸部径 6.7 し、口 縁端 部は わずかに段 をなして

東　　　 寄 体部最大 径 上方に肥厚している。中位約1/2にご

16.1 く浅い凹線が2条巡 り、 その上に右

基部径 6.8 上 がりの刺突列点文 が施されている。

部　 黒灰色

自然釉付着、

脚部・淡灰

色、灰かぶり

脚部径 13.0 ●体部：頸部から大きく開いて上位約1/3で最大 内　 白灰色、脚

器高　23.3

脚 部高 5.2

径を測った後、鈍 く屈曲してほぼ 直線

的 に内傾して平底 に至る。 肩部にご く

浅い凹線が2条巡 り、 その間に刺突列

点 文が施さ れてい る。

部内面　 乳

赤 茶色、口

頸部灰かぶ

り

●脚部：太めの基部から下りた後、上位約1/3で 胎土：やや 密

段 をなして更 に外方に広がり、端 部は 焼成：良好 堅緻

丸くおさ められている。

○外面　口頸部・体部上位1/3回転ナデ、体部上

位2/3カキ目、体部下位1/3回転ヘラ削り

後回転 ナデ、 脚部回転 ナデ。

〇内面　 回転 ナデ。

105 脚　　 付 前　　　 室 口 径　10.7 ●囗頸部：太めの 頸部からすぼ まり気味 に広が 色調： 外　 黒灰色、 頸

長 頸 壺 中　　　 央 頸部径 6.5 り、口 縁端 部は丸い。 部灰かぶり、

体・ 脚部緑体部最大径 ●体部：上位1/3で最大径を測り、緩やかに屈曲

色自然釉付18.5

基部径 6.7

して内湾し ながら丸 みを帯 びた底部に

至る。肩 部に各1条のご く浅 い凹線が 着
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脚部径15.0 　　　　 巡り、その間に右上がり・左上がりの 　　　内　乳青灰色

器高　28.8 刺突列点文が施されている。 胎土：密

脚部高 6.0 ●脚部：「ハ」字状に外傾した後、中位で段を 焼成：良好

なして鋭い稜を有し、更に内湾気味に ロクロ：反時計回り

　　　　広がっている。脚端部は平坦面をなし
。

端面全体で接地している。脚部上半に

長方形の透しが二方向に入る。

○外面　口頸部・体部上位1／4回転ナデ、体部中
　　　

位1／3カキ目、体部下位1／3回転ヘラ削り

後回転ナデ、脚部回転ナデ。

内面　回転ナデ。○

106 脚付　　 前室　　　 口径　　9.1 ●口頸部：細い頸部からすぼまり気味に開いて 色調：外口頸・体部

長頸壺 中央　　　 頸部径 4.8 暗茶灰色、
　　　

東　　　寄 体部最大径

16.8

口縁端部は丸く肥厚している。上位

1／3・2／3に各々2条のごく浅い凹線が

巡る。

基部径 6.5 体部：偏球形を呈す。ほぼ中位に各1条の沈●

脚部径 12.6 線が巡り、その間に右上がりの刺突列
　　　　　　

器高　32.0 　　　　　　点文が施されている。

脚部高 9.6 　　　　　
●脚部：太めの基部から直線的に「ハ］字状に

黒色自然釉

付着　脚部

淡灰色、一

部黒色自然

　釉付着　体

　脚部灰かぶ

り広がった後、段をなしてやや鈍い稜を

呈し、更に内湾気味に開いて、端部は 内　黒灰色、黒

色自然釉付
　　　　 内側で屈曲して外端面で接地している。
　　　　
　　　　 上位2／3に長方形の透しが二段二方向に
　　　　
　　　　 施され、その間に2条の浅い沈線が巡っ

　　　　 ている。

着

胎土：やや密

焼成：良好堅緻

　　　　ロクロ：反時計回り　　　　○外面　口頸部・体部上半回転ナデ、体部下半

　　　　
回転ヘラ削り後回転ナデ、脚部回転ナ

デ。

内面　回転ナデ。○

107 短頸壺 前室　　　 口径　　7．8 ●口頸部：短く直立し、口縁端部は内側に若干 色調：外内　青灰色、

羨門付近 体部最大径 肥厚する。 灰かぶり

東寄　　　　 　　　14．8
　　体部：頸部から「ハ］字状に大きく外反して 　　　　胎土：やや密●　　

　
器高　10．3 上位約1／3でやや不明瞭な肩部をなして

　　　　焼成：良好堅緻、頸部
　　　
　　　　　に重ね焼痕有
　　　　　
ロクロ：反時計回り

最大径を測った後、緩やかに屈曲して

内湾しながら丸みを帯びた底部に至る。

ほぼ中位に浅い凹線が2条巡る。

○外面　口頸部・肩部以上回転ナデ、肩部以下

回転ヘラ削り後回転ナデ。

内面　回転ナデ。○

108 脚
　　　　

前室　　　 　　　推定脚部径 　 　　●脚部：基部から直線的に「ハ」字状に開いた 色調：外　淡茶灰色、

中央　　　　　 15.2

東寄　　　 残存高4.9

自然釉付着

内　乳青灰色

後、段をなしてやや鈍い稜を呈し、更

　に内湾気味に開いている。端部は平坦

面をなす。 　　　　　胎土：密
　　　外面　回転ナデ。○ 焼成：良好堅緻

○内面　回転ナデ。

109 小型　　 前室　　　 口径　6.4 ●口頸部：直立し、端部は尖り気味である。 色調：外　青灰色、黒
　　　

直口壺 奥側　　　 頸部径 6.8 ●体部：偏球形を呈し、上位約1／3で最大径を 色自然釉

中央　　　 体部最大径 内　灰色、黒色　測った後、内湾気味に下りて丸みを帯

びた底部に至る。 自然釉付着　9.1　　　
　　　　

外面　口頸部・肩部以上回転ナデ、肩部以下○器高　6.1 胎土：やや密

－85－



番号 器種　 出土位置 法　量(㎝) 備　　　　　　考回転ヘラ削り後円転ナデ

形態的・手法的特徴 。

○内面回転ナデ。

小　　型110 前　　　室 推定口径 口頸部：直立し、端部は尖り気味である。●

焼成：良好

ロクロ：反時計回り

色調：外内　暗茶灰色

直口壺 中央付近 　6．5 ●体部：偏球形を呈し、上位約1／2で最大径を 胎土：やや密

　　　　 焼成：良好体部最大径 　測った後、内湾しながら下りて丸みを

8．8 　帯びた底部に至る。 ロクロ：時計回り

器高　6．6 　　　○外面　口頸部・肩部以上回転ナデ、肩部以下

　　　 回転ヘラ削り後回転ナデ。

　　　　○内面　回転ナデ。

111 口径　　4．3 ●□頸部：頸部から外反して短く広がり、端部小　　型 前　　　室

直 口 壺 羨門付近 頸部径3．6 は若干外方に肥厚している。

色調：外内　灰色、灰

　かぶり

　　　　
東　　　寄 体部最人径 体部：偏球形を呈し、上位約1／2で最大径を●

7．3

器高　5．1

測った後、内湾しながら下り平底に至

る。

胎土：やや密

焼成：良好堅緻

ロクロ：口頸部・体部

外面　回転ナデ。○ 時計回り、底

○内面　回転ナデ。 部反時計回り

112 広口壺 玄　　　室 推定口径 口頸部：太めの頸部から逆「ハ」字状に外反●

（口頸部 ） 南　　　半 　　　27．5

色調：外内　暗青灰色

　　　　　胎土：やや密

　　　と 残存高4．9

し、端部はやや尖り気味に下方に肥。

厚して段をなしている 焼成：良好堅緻

外面　ハケ。○前　　　室

北　　　半 ○内面　回転ナデ。

口径　10．2 色調：外　青灰色、灰113 平　　瓶 前　　　室 口頸部：体部に偏って付され、やや短く、わ●

羨門付近 頸部径9．0 　　　　　かぶり
　　　内　黒灰色体部最大径

ずかに外反し、口縁端部はやや尖り

気味に丸い 。東　　　寄

　　　24．4 ●体部：偏球形を呈し、上位約1／4に最大径を測 胎土：やや密

器高　17．2 焼成：良好　り、緩やかに屈曲して湾曲しながら丸

みを帯びた底部に至る。肩部にはボタ ロクロ：時計回り

　ン状の装飾が1対付されている。

外面　口頸部・体部上位1／3・2／3回転ナデ、体○

　部下位1/3回転ヘラ削り後回転ナデ。

内面　口頸部・体部上位1／3・2／3回転ナデ、底○

　部静止ナデ。

埦 前　　　室 ●口縁部・ほぼ直立し、端部はやや尖り気味に114 推定口径

　　　　　丸い。

●体部：直線的に下りた後、湾曲して丸みを帯

北　　　半 　　　10．1

　　　と 器高　5．2

色調：外内淡青灰色 

胎土：やや密

焼成：良好 

ロクロ：反時計回り　　　　びた平底に至る。ほぼ中位には浅い沈

　　　　線が2条巡っている。

前　　　庭

　　　と

外面　口縁部・体部上位1／3回転ナデ、体部下○周　　　溝

　　　　位回転ヘラ削り後回転ナデ。

内面　回転ナデ。○

115 色調：外内　淡青灰色脚　　付 前　　　　室 口径　21．7 ●口頸部：太い頸部から逆「ハ」字状に外反し、

広　　口 中央付近 頸部径12．5

と 体部最大径装飾壺

　　中　　　　央 27．4

頸・体部黒

色自然釉付

着

東　　　　寄 基部径11．1

端面は段をなして凹面を呈し、下内

方に肥厚している。中位約1／2に2条

と1条の浅い凹線が巡り、その上に

波状文が施されている。 内　灰色、灰か

脚部径21．2 ●体部：ほぼ球形を呈し、上位約1／3に最大径を ぶり 

器高　46．8 測った後、若干内湾しながら丸底に至っ
　　　
脚部高17．8

胎土：やや密

焼成：良好ている。肩部に小型直口壺が7個載っ

ている。

　直口壷 ●脚部：わずかに広がりながら下りた後、下位
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法量(㎝)　番号 器種　 出土位置 形態的・手法的特徴 備考

口径　3.5

頸部径3.4

体部最大径

　　　　約1／4で大きく外反する。端部は上方が

　　　　尖り気味に肥厚し、内端面で接地して

　　　　いる。脚柱部には円形の透しが二段三

　　　　6．1 　　　　方向に上下互い違いに入っている。

器高　4．9 ●装飾部：直口壺。ロ頸部は直立し、端部はや

　　　　　や尖り気味に丸い。体部約1／3に最大

　　　　　径を測った後、内湾しながら底部に

　　　　　至る。

○
外面　口縁部回転ナデ、頸部・体部上位1／3・

　　　　2／3カキ目、体部下位1／3叩き、脚部上位

　　　　1／3回転ナデ、脚部上位2／3・下位1／3カキ

　　　　目、直口壺回転ナデ。

○
内面　口頸部回転ナデ、体部叩き、脚部回転

　　　　ナデ、直口壺回転ナデ。

116
装　　飾 前　　　室

受部径33．9 ●
受部：埦状を呈し、口縁部は大きく外方に肥

器　　台 中央付近

色調：外　淡灰色、自

　　　　　然釉・灰か

　　　　　ぶり　　と

羨門付近

基部径14．2 　　　　厚し、6個の坏身が載り、更に底部内

脚部径25．3 　　　　面に何らかの装飾貼付痕がみられる。

器高　28．6 ●脚部：太めの基部から外反して広がり、脚裾 　　　内　灰色、受部

　　　　　灰かぶり西　　　寄 　　　　部は屈曲して段をなして上外方に肥厚

　　坏身 　　　　し、内端面で接地している。円形の透 胎土：やや密

　　　　しが上下二段方向に穿たれ、各々の下 焼成：良好口径　9．2

受部径10．8 　　　　に2条の浅い沈線が巡っている。上部

器高　3．2 　　　　の沈線では沈線の始終が明瞭に観察で

たかあがり 　　　　きる。

高　　　0.4 ●装飾部：坏身。たちあがりは短く鈍い受部か

　　　　　ら内傾し尖り気味である。底部は受

　　　　　部から緩く屈曲して丸みを帯びてい

　　　　　る。

○
外面　受部回転ナデ、脚部上位1／3・脚裾部回

　　　　転ナデ、脚部上位2／3カキ目、坏身口縁

　　　　部回転ナデ、坏身底部回転ヘラ削り後

　　　　　回転ナデ。

○
内面　回転ナデ。

167 坏蓋　　
●

口縁部：天井部より内湾しながら広がり、端 色調：外内　灰色周溝　　　 推定口径

南西　　　　 　　　11.8 胎土：密

器高　3.9

　　　　　部近くで緩く屈曲して直線的に下り、

　　　　　　端部はやや尖り気味に丸い。 焼成：良好堅緻

●
天井部：丸みを帯びている。 ロクロ：反時計回り

○
外面　口縁部回転ナデ、天井部回転ヘラ削り

　　　　後回転ナデ。

○
内面　回転ナデ。

168 坏　　蓋 周溝南西 口径　11．5 ●口縁部：天井部より内湾しながら延び、端部

器高　4.0 　　　　　付近で緩く屈曲して直線的に下りる。

　　　　　端部はやや尖り気味に丸い。

●
天井部：やや丸みを帯びている。

色調：外内　暗青灰色

胎土：やや密

焼成：良好

ロクロ：反時計回り

○
外面　口縁部回転ナデ、大井部回転ヘラ削り

　　　　後回転ナデ。

○
内面　回転ナデ。

169 坏　　身 ●
口縁部：たちあがりはやや短く内傾し、端部 色調：外　淡青灰色周　　　溝 推定口径南

　　　西 　　　10.5
　　　　
　　　　 　はやや尖り気味に丸い。受部はやや 　　　内　乳青灰色

推定受部径 　鋭い。 胎土：密
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番号 器種　 出土位置 法量(cm) 形態的・手法的特徴 備考

　　　12．7 ●底部：受部より鈍く屈曲して丸みを帯びた平 焼成：良好堅緻

器高　3．6 　　　　底に至る。 ロクロ：時計回り

外面　口縁部回転ナデ、底部回転ヘラ削り。○たちあがり

内面　回転ナデ。○

170 坏　　身 ● 色調：外　青灰色、灰

高　　0．7

周　　　溝 推定口径

南　　　西 　　　12．2

口縁部：たちあがりはやや短く内傾し、端部

　　　　　は尖り気味である。受部はやや鋭い。 　　　　　かぶり

推定受部径 ●底部：受部から鈍く屈曲し丸みを帯びた平底

　　　　に至る。　　　14．2

器高　3．2 ○外面　口縁部回転ナデ、底部回転ヘラ削り後

　　　内　青灰色

胎土：やや密

焼成：良好堅緻

たちあがり 　　　　回転ナデ。

高　　0．7 ○内面　回転ナデ。

171 坏　　身 周　　　溝 色調：外内　乳灰色、

南　　　西

口径　10．5 ●口縁部：たちあがりは鋭く内傾し、端部は尖

受部径12．5 　　　　　り気味である。受部は鋭く短い。

器高　4．3 ●底部：受部から緩く屈曲して丸みを帯びる。

たちあがり ○外面　口縁部回転ナデ、底部回転ヘラ削り。

高　　　0．6 ○内面　回転ナデ。

坏　　身 周　　　溝

　　　　　　灰かぶり

胎土：やや密

焼成：良好

ロクロ：時計回り

色調：外　灰色、灰か
172

南　　　西

口径　10．3 ●□縁部：たちあがりは鋭く内傾し、端部は尖っ
受部径12．1
器高　4．1 　　　　　ている。受部は鋭く短い。 　　　　　ぶり

たちあがり 底部：受部から緩く屈曲して丸みを帯びる。●
高　　　0．5

外面　口縁部回転ナデ、底部回転ヘラ削り。○

○内面　回転ナデ。

173 坏　　身 周　　　溝 推定口径 口縁部：たちあがりは鋭く短く内傾し、端部●
（口縁部）

南　　　西 　　　10．0 　　　　　は尖っている。

推定受部径 底部：受部より緩く屈曲し丸みを帯びると考●
　　　

　　　12．0 　えられる。

　　　内　白灰色

胎土：やや密

焼成：良好

ロクロ：反時計回り

色調：外　淡青灰色

　　　内　白灰色

胎土：密

焼成：良好堅緻

残存高2．5

たちあがり

高　　　0．7

174 坏　　身 周　　　溝 推定口径 口縁部：たちあがりは鋭く短く内頃し、端部● 色調：外　淡青灰色、
（口縁部）

南　　　西 　　　12．8 　　　　　は尖っている。 　　　　　灰かぶり

推定受部径 底部：受部から緩く屈曲して丸みを帯びると●
　　

　　　15．0 　　考えられる。

　　　内　淡青灰色

胎土：密

焼成：良好堅緻たちあがり

高　　　0．4

残存高3．2

175 口径　12．2 坏部：受部から緩く屈曲して丸みを帯びた底● 色調：外　淡茶灰色、高　　坏 周　　　溝

（坏　部） 南　　　西 　　　　部に至る。たちあがりはやや短く内傾 　　　　　脚部1／2黒色

　　　　　自然釉・灰

受部径14．6

基部径4．3

たちあがり

　　　　し、端部はやや尖り気味に丸い。受部

　　　　は鋭く外方に突出している。

高　　　0．6 ●脚部：細めの基部から外反気味に開くと考え

残存高11．0 　　　　られ、ほぼ中位にごく浅い凹線が2条

　　　　巡り、その上下に長方形の透しが二段

　　　　二方向に入っている。

　　　　　かぶり

　　　内　青灰色

胎土：密

焼成：良好堅緻

有蓋

○外面　回転ナデ。

○内面　回転ナデ。

口径　12．2 ●坏部：受部より緩く屈曲して丸みを帯びた底 色調：外　淡黒灰色、
176

高　　坏 周　　　溝
南　　　西

（坏　部） 受部径14．2
　　　
　　　 　部に至る。たちあがりは鈍い受部から

　　　 　
基部径4．3 　内方に肥厚して内傾しており、端部は

たちあがり 尖り気味に丸い。

　　　　　灰かぶり

　　　内　灰色

胎土：密
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　番号 器種 出土位置 法量(cm) 形態的・手法的特徴 備考

高　　　0．6 ●脚部：やや細めの基部からほぼ直線的に下り 焼成：良好

　　　　た後、中位1／2より「ハ」字状に開くと残存高11．7

　　　　考えられる。中位にごく浅い凹線が2

　　　　条巡り、その上下に長方形の透しが二

　　　　段二方向に入る。

○外面　坏部口縁部回転ナデ、坏底部回転ヘラ

　　　　削り後回転ナデ。

内面　坏部口縁部回転ナデ、坏底部静止ナデ。○

177 坏部：受部より鈍く屈曲して丸みを帯びた平● 色調：外　白灰色、自高　　坏 周　　　溝 推定口径

（坏　部） 南　　　西 　　　13．2 　　　　　然釉・灰か　　　　底に至る。受部は鋭く外方に突出して

　　　　いる。 　　　　　ぶり推定基部径

　　　4．2 ●脚部：脚柱部には長方形の透しが二方向に 　　　内　茶白色

残存高5．7 　　　　入っている。 胎土：やや密

○外面　回転ナデ。 焼成：良好堅緻

内面　回転ナデ。○

●178 脚部：脚柱部が直線的に下りた後、「ハ」字状

　　　　に外反し、裾部は更に外方に延びて端

高　　坏 周　　　溝 推定脚部径

（脚　部） 南　　　西 　　　12．6

残存高7．4

色調：外　暗灰色、
　
　 　　　　部自然釉・

　 　　　　灰かぶり
　 　

　　内　灰白色、自
　　

　然釉付着

　　　　部は段をなす。端面は若干凹面を呈し巡

　　　　ている。中位約1／2に浅い沈線が2条

　　　　り、その上下に長方形の透しが二方向

　　　　に入っている。

○外面　回転ナデ。

○内面　回転ナデ。

●脚部：細めの脚柱部からすぼまり気味に開き、 色調：外　白灰色、緑高　　坏 周　　　溝 推定脚部径

（脚　部） 南　　　西 　　　11．7

残存高7．8

　　　　端部は屈曲して上方に尖り気味に肥厚

　　　　した段をなしている。中位約1／2にごく

　　　　浅い凹線が2条巡っている。

　　　　　色自然釉・

　　　　　灰かぶり

　　　内　茶白色

○外面　回転ナデ。

○内面　回転ナデ。

180 ●脚部：「ハ」字状に大きく広がり、端部は更

胎土：密

焼成：良好堅緻

色調：外　黒灰色

　　　内　淡青灰色、

高　　坏 周　　　溝 推定脚部径

（脚　部） 南　　　西 　　　14．5

残存高7．5

　　　　に外方に延びて上方にやや肥厚する段

　　　　をなす。長方形の透しが二方向に入っ

　　　　ている。

○外面　回転ナデ。

　　　　　灰かぶり

胎土：やや密

焼成：良好堅緻

○内面　回転ナデ。

181 長頸壺 周　　　溝 推定口径 ● 色調：外　淡赤灰色、
（ロ頸部） 　　

　　南 　11. 6 　　　　　黒色・緑色

頸部径8．8

残存高16．5

口頸部：太めの頸部から直立し、ほぼ中位か

　　　　　らすぼまり気味に開き、口縁端部は

　　　　　やや尖り気味である。上位1／3・1／2・

　　　　　2/3に各々2条・2条・1条のごく浅い

　　　　　凹線が巡り、その間に右上がり・左上

　　　　　がりの刺突列点文が施されている。

　　　　　自然釉付着

　　　内　乳青灰色

胎土：密

焼成：良好堅緻

●体部：頸部から大きく開く。頸部直下に各1

　　　　条のごく浅い凹線が巡り、それぞれの

　　　　下に右上がり・左上がりの刺突列点文

　　　　が施されている。

○外面　口頸部回転ナデ、残存体部一部カキ目。

○内面　回転ナデ。

182 　　＊ 周　　　溝 頸部径3．5 ●頸部：直線的に延びた後、外反する。
（頸体部）

色調：外　黒灰色、自
　　　　

南　　　西 推定体部最 ●体部：細い頸部からラッパ状に外反して、ほ 　然釉・灰か
　　　　　　　　

大径　9．7 ぼ中位に最大径を測る偏球形を呈す。 　ぶり
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番号 器　種 出土位置 形態的・手法的特徴法　量(cm )

残存高7．9 ○外面　頚部・体部中位約1／2以上回転ナデ、体

備　　　　　考

　　　内　白灰色、灰

　部下半回転ヘラ削り。

○内面　回転ナデ。

183 残存高2．8 ●底部：丸みを帯びており、脚部貼付痕がみら脚付壺 周　　　溝

（底　部） 南　　　西 　　　 　れる。

　　　　　かぶり

胎土：密

焼成：良好堅緻

色調：外　淡灰色

　　　内　淡茶灰色、

○外面　回転ヘラ削り。 　　　　　灰かぶり

○内面　回転ナデ。

184 残存高1．6 底部：丸みを帯びており、脚部貼付痕がみら●脚付壺 周　　　溝

（底　部） 南　　　西 　　　 　れる。

胎土：密

焼成：良好

ロクロ：反時計回り

色調：外　暗灰色

　　　内　淡青灰色、

○外面　回転ヘラ削り。

○内面　回転ナデ。

　　　　　自然釉付着

胎土：密

焼成：良好

185 残存高0．9 ●底部：丸みを帯びており、脚部貼付痕がみら 色調：外　白灰色脚付壺 周　　　溝

（底　部） 　　と 　　　　れる。 　　　内　乳黄灰色

前　　　庭 ○外面　回転ヘラ削り。 胎土：やや密

○内面　回転ナデ。 焼成：良好堅緻

ロクロ：反時計回り

残存高5．2 ●脚部：すぼまり気味に広がり、残存部の上位186 　 　壺 周　　　溝

（ 脚　部） 南　　　西 　　　　1／3・2／3にごく浅い凹線が1条巡ってい

　　　　る。

色調：外　淡青灰色、

　　　　　自然釉付着

　　　内　淡灰色

○外面　回転ナデ。

○内面　回転ナデ。

187 推定口径 ●口頸部：太めの頸部からやや直立した後外反 色調：外内　白灰色　　壺 周　　　溝

（口頸部） 南　　　西 　　　19．8 胎土：やや密

頸部径17．0

　　　　　する。口縁端部は帯状に膨らんでい

　　　　　る。 焼成：良好

残存高7．3 ○外面　口頸部回転ナデ、体部叩き後回転ナデ。 ロクロ：時計回り

内面　口頸部回転ナデ、体部叩き。○

188 ● 色調：外　灰色、一部大　　甕 周　　　溝 推定口径

（口頸部） 西　　　南 　　　 89．4 　　　　　自然釉付着

残存高9．2 　　　内　白灰色

胎土：密

焼成：良好堅緻

口頸部：頸部から外傾し、口縁端部は外方に

　　　　　肥厚する。端面はわずかに凹面を呈

　　　　　す。端部直下とやや下がったところ

　　　　　に各2条の浅い沈線が巡り、各々の

　　　　　下に右上がりの「ノ」字状の刺突文

　　　　　が施されている。

○外面　回転ナデ。

○内面　回転ナデ。

189 推定口径 ● 色調：外　灰色、自然大　　甕 周　　　溝

（口頸部） 南　　　西 　　　41．5 　　　　　釉付着

推定頸部径

　　　27．5

口頸部：頸部から逆「ハ」字状に外反し、口

　　　　　縁端部は外方に肥厚して段をなし、

　　　　　端面はわずかに凹んでいる。口縁直

　　　　　下・上位1/3・2/3に凹線が1条・2条・

残存高30．9

内　白灰色

胎土：やや密

焼成：良好　　　　　1条と巡り、それぞれの凹線下に波

　　　　　状文が施されている。

○外面　口頸部・体部回転ナデ。

内面　回転ナデ。体部叩き。○

上三谷8号墳

　＊190 周　　　　溝 基部径3．3 体部：偏球形を呈し、体部最大径をとるほぼ● 色調 ：　　　

（体　部） 北　　　　東 体部最大径 　　　　中位に直径約1．6cmの円孔が斜め上方

－90　－

　　　



番号 器　種 出土位置 形態的・手法的特徴 備　　　　　考法　量(㎝)

　　　9．3 　　　　 より穿たれている。

残存高7．0 ○外面　体部上半回転ナデ、体部下半回転ヘラ

削り。

○内面　回転ナデ。

表3　　上三谷1・2号墳出土耳環の観察
単位：cm、g

環　外　径 環　内　径 環　身　径 隙間
番号 出土位置 重量 技　巧 備　　　　　考

長径 短径 長径 短径 長径 短径 間隔

上三谷1号墳（塩塚）

25 玄室境石奥側西 2．62 2．33 1．56 1．33 0．60 0.56 0．15 14 銅地金銅装

26 玄室境石奥側東 11 銅地金銅装

27 玄室境石奥側北

2．58 2．32 1．56 1．34 0．61 0．54 0．20

2．52 2．31 1．40 1．30 0．66 0．60 0．23 　9 銅地金銅装 鍍金部分的に剝落

28 玄室境石奥側北 0．29 0．28 鉄地金銅装 刀装具か

上三谷2号墳

128 玄室境石奥側 20 銅地金銅装

129 玄室境石奥側

2．71 2．47 1．55 1．37 0．84 0．65 0．24

2．70 2．44 1．52 1．35 0．83 0．66 0．26 19 銅地金銅装

表4　　上三谷1・2号墳出土玉類の観察
単位：cm、g

法　　　　　　　　　量
番号 種類 出土位置 色　　調 材質 備　　　考

長さ 直径 孔　　　　径 重量

上三谷1号墳（塩塚）

29 丸　玉 玄室境石奥側 0．85 1．06 0．37 2．00 緑　　　色 ガラス

30　　〃 玄室境石奥側 1．00 1．00 0．30 2，31 濃　緑　色 〃

〃　　31　　〃 玄室境石玄門側 0．42 0．75 0．17 0．43 群　青　色

　　 　　
32 〃 玄室境石玄門側 0．34 0．73 0．40 0．29 黄　緑　色
　　 　〃

33　　〃 玄室境石奥側 0．55 0．69 0．17 0．45 群　青　色 　　〃

34　　〃 玄室境石玄門側東 0．47 0．58 0．16 0．18 〃 　　　〃
　　　 　　

35　　〃 玄室境石玄門側 0．30 0．58 0．13 0．17 　　　薄群青色 〃
　　 　　　 　　

36 〃 玄室境石玄門側 0．28 0．57 0．15 0．14 〃 　　〃　　
37　　〃 玄室境石玄門側 0．33 0．55 0．12 0．16 〃 　　〃

38　　〃 玄室境石玄門側 0．31 0．55 0．13 0．15 群　青　色 　　〃
　　39　　〃 玄室境石玄門側 0．33 0．54 0．21 0．14 薄群青色 〃

　　 　　　 　　
40 〃 玄室境石玄門側 0．36 0．53 0．13 0．15 〃 　　〃　　
41 〃 玄室境石玄門側東 0．33 0．52

　　 0．15 0．16 群　青　色 　　〃
　　　

42　　〃 玄室境石奥側 0．28 0．52 0．12 0．10 〃 　　〃

43　　〃 　　玄室境石玄門側 0．30 0．51 0．13 0．12 黄　　　色 〃 不透明
　　

44 〃 玄室境石玄門側東 0．43 0．50 0．13 0．18 群　青　色 〃
45 〃 玄室境石玄門側 0．24 0．47 0．12 0．06 淡　緑　色 〃 不透明

　
46 〃 玄室境石玄門側 0．28 0．38 0．10 0．05 　　　〃 〃 〃

上三谷2号墳

130 空　玉 玄室境石奥側 ― 0．85 暗　灰　色 　銀 　一部欠損

131 　〃 玄室境石奥側 ―  

　1．43 　0．17

　1．35 　　　0．15 0，35 　　　〃 　〃 半分欠失

132 勾　玉 玄室境石奥側 1．90 幅1．18 0．21　　0．19 1．61 青　　　色 ガラス

　
133 管　玉 玄室境石玄門側 0．25　　0．13 1．08 暗　緑　色 碧　玉

134 　　〃 玄室境石玄門側

厚0．68 　　

1．88 　0．60

1．98 　0．58 0．27　0．18 1．00 群　青　色 ガラス
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単位：cm、g

法　　　　　　　　　　量
番号 種類 出土位置 色　　調 材質 備　　　考

重量長さ 直径 孔　　　径

135 管　玉 玄室境石奥側 1．77 0．30 0．27 1．09 青　緑　色 ガラス 不透明

136 　　〃 玄室境石玄門側 1．72 0．18 0．13 0．95 　　　〃 　〃

　〃 1．70 0．26 0．62玄室境石奥側 0．17 群　青　色 　　〃137 　

138 　〃 玄室境石奥側 1．66 0．21 0．15 1．06 群青・緑色 　　〃 不透明

　〃139 玄室境石奥側 1．60 0．23 0．13 0．69 緑・黄色 　　〃　　 　〃

　〃 1．42 0．30 0．20140 玄室境石玄門側 0．95 　　　濃　水　色 　　〃 　〃

141 丸　玉 前　　室　　　東 0．71 　　0．18 0．66 黒　　　色 土

142 　〃 玄室境石奥側 0．60 　0．16 0．43 橙　　　色 ガラス

143 　〃 玄室境石奥側 0．60 　0．23 0．37 青　　　色 　　〃

144 　〃 玄室境石奥側 0．48 　0．14 0．32 橙　　　色 　　〃

145 　〃 玄室境石奥側 0．39 　　0．18 0．23 　　群　青　色 　　〃

146 〃 玄室境石奥側 0．30 　0．19 0．19 　　黄　　　色 　　〃 不透明

147 〃 玄室境石奥側 0．39 　0．25 0．21 〃 　　〃 　〃

148 　〃 玄室境石玄門側 0．45 　　琥　珀　色 　　〃　0．25 0．22

149 　　〃 玄室境石奥側 0．53 　0．24 0．22 藍　　　色 　　〃

150 　　〃 玄室境石玄門側 0．33 　0．18 0．17 群　青　色 　　〃

151 　　〃 玄室境石奥側 0．40 　0．13 0．21 黄　　　色 　　〃 不透明

152 　　〃 玄室境石奥側 　0．13 　　〃 　〃0．40 0．15 　〃

153 　　〃 玄室境石奥側 0．28 　0．15 0．11 　〃 　　〃 　〃

154 〃 玄室境石奥側 0．30 　0．15 0．15 　〃 　　〃 　〃

155 　〃 玄室境石奥側 0．30 　0．13 0．11 　〃 　　〃 　〃

156 　〃 玄室境石玄門側 0．35 　0．12 0．14 　〃 　　〃 　〃

157 　〃 玄室境石玄門側 0．25 　　0．10 0．10 青　　　色 　　〃

158 　〃 玄室境石玄門側 0．34 　0．12 0．11 黄　　　色 　　〃 不透明

159 　〃 玄室境石玄門側 0．28 　0．14 0．10 群　青　色 　　〃

160 　〃 玄室境石奥側 0．30 　0．21 0．15 琥　珀　色 　　〃 製造途中

0．35 　0．20 　　　〃 　　〃

161 〃 前　　　室　　　東 0．28 　0．13 0．06 青　緑　色 　　〃

162 〃 玄室境石奥側 0．23 　0．15 0．05 黄　　　色 　　〃 不透明

163 小　玉 玄室境石玄門側 0．14 　　0．10 0．01 群　青　色 　　〃 半分欠失

164 　　〃 玄室境石玄門側 0．13 　0．10 　　〃

165 　〃 玄室境石奥側 0．13 　0．09 　　〃

166 　〃 玄室境石奥側 0．10

0．70

0．51

0．53

0．70

0．53

0，70

0．88

0．75

0．74

0．73

0．71

0．70

0．68

0．66

0．60

0．60

0．58

0．54

0．53

0．52

0．51

0．50

0．50

0．49

0．47

0．42

0．47

0．46

0．45

0．30

0．30

0．26

0．25 　0．08

0．02 　　　〃

0．01 　　　〃

　　　〃 　　〃
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境石玄門側の遺物（東から）

玄門西側直下の遺物（接写）
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周溝東側の外護列石（南から）
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外護列石の南半（東から）

外護列石の北半（東から）
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横穴式石室の全景（奥壁から）
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玄室境石の前後（南から）

玄室境石玄門側の東西棺床（南から）
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前室の棺台と遺物（東から）

前門東側直下の遺物（接写）
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墓坑の埋土（南から）

墓坑出土の土師皿（接写）
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